
令和３年度 第１回神奈川県外国人医療推進検討会議 

今後の取組について（各団体から頂いた意見） 

 

  

 

課題１ 外国人が日本の医療システムや習慣を知る機会がない 

 （１）今年度取り組めそうなこと 

○本会の関係団体である、日本医師会が新設した「外国人医療に関するポータルサイト」を 

本会関係団体の郡市医師会へ周知する。 

 ⇒ 既に周知済み。 

〇済生会横浜市東部病院のかかりかた、予約変更のしかたを多言語化して HP に載せる。 

（英語・中国語・やさしい日本語） 

●既存のポータルサイトや窓口について、わかりやすいものをしぼって周知する 

●医療システム（階位保険制度の事でしょうか？）については国の医療制度の話だと思うので 

取りまとめて在日外国人の団体等や各市町村、外国人雇用の多い事業所等に発信するのがよ 

ろしいかと思います。 

●〇「多言語支援センターかながわ」について、多言語対応の情報提供総合窓口として紹介・ 

周知していただくことは歓迎。具体的な役割として、専門機関等へのつなぎや簡単な通訳 

（制度の説明、医療機関の受付時の問診程度）は可能である。「医療通訳」となると高度専 

門的になるので同センターでの電話通訳対応は不可であることを明記してほしい（県及び県 

内市町村と MIC かながわが協働し、神奈川県医師会、神奈川県病院協会、神奈川県歯科医師 

会及び神奈川県薬剤師会の協力のもと運営している医療通訳派遣システムの周知と併用され 

たい） 

●〇当財団がＨＰで公表している「多言語医療問診票」も周知し、ぜひ活用してほしい 

●日本の社会保障制度を知ってもらうためのツール作成 

〇外国人が必要な情報を整理し、やさしい日本語で市ホームページに掲載（準備中） 

○外国人登録をする際に周知するリーフレットの作成（既存のサイト、窓口の周知） 

○日本語教室への情報提供 

○多言語情報誌への情報掲載 

○転入転居届時に渡す生活情報冊子への掲載またはチラシの同梱 

〇既存の外国人対応ツールを周知する（救急要請時の通訳サービス、ボイストラの導入） 

（２）来年度以降に取り組んでいきたいこと 

●県において、日本での病院の受診方法、保険制度などの動画やチラシを作成し、広報する。 

●受診に関するイメージをつかむためシミュレーションやフローチャートを作成。 

●「病気になったとき：日本での病院のかかり方・薬のもらい方」について、 

特に以下についてわかりやすく説明したものを作成して広く周知する。 

①日本の健康保険制度 

②薬のもらい方：処方箋と薬局 

参考資料１ 

〇：貴団体で取り組めそうなこと 

●：全体、もしくは他の団体に取り組んでほしいこと 



周知の方法：在留カードを扱っている役所や、 

外国人の目に入るような場所（駅・電車・バスなど）での掲示・配布 

これは国または県など大きな単位での自治体が主体で整備すると効果があると考えられま

す。 

●〇もし当検討推進会議として動画を作成するのであれば、外国人住民を対象とした動画作成 

ノウハウ等の提供は当財団が協力可能。 

●〇地域研修会については、対象が病院等か外国人住民かによって取組が大きく異なるので対 

象整理がまず必要。対象と内容によっては、既存の当財団事業（県補助事業）の中に組み込 

んで実施（県国際課と要調整）、あるいは、別建ての県ないし別機関の委託として当財団が 

事業受託する可能性も考えられる。 

※（参考）観光庁において外国人旅行者向けの受診ガイド的なサイト作成事例があります 

■訪日外国人旅行者受入れ可能な医療機関（観光庁）

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html 

※（参考）他機関で外国人住民向け医療機関受診方法の動画作成事例があります 

静岡県袋井市 外国人のためのオリエンテーション動画 

（一番下に病院の受診の仕方があります） 

https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kokusaika/Forforeigners/orientationvideo/Japanese

/1587694398999.html 

静岡県国際交流協会  「入院生活」 

http://www.sir.or.jp/fls/news/detail/id=1620 

順天堂大学 『医療で用いる「やさしい日本語」−新型コロナウイルス・ワクチン接種編−』 

https://www.juntendo.ac.jp/news/20210701-02.html 

○Youtube に「MIC Kanagawa Multilingual Health Information」を開設して新型コロナウイ 

ルス感染防止対策やワクチン接種などの情報を多言語による動画で公開しており、今後も 

テーマを拡充して継続予定。 

https://www.youtube.com/channel/UCp2AIhvH_q8Jkx_DfTa629g 

○かながわ国際交流財団と連携し、多言語支援センターかながわの事業の一環として在住外 

国人向けに日本の医療システムや制度を紹介する研修実施を検討する。 

●病院のかかり方についての動画やチラシを作成し、空港でまず入国する際にチラシを配付で 

きるようにする。また、宿泊施設（ホテル、旅館など）ご協力いただき、各部屋にチラシを 

置いて誰もが目に届くよう対応をお願いする。 

●日本についての本を発行する。日本人の慣習や医療について、日本へ旅行するための心得な 

どまとめた本を発行する。 

〇多言語による医療情報等の発信（検討中） 

●外国人が必要な情報を整理し、一箇所に集約 

●病院のかかり方についての動画やチラシの作成・配信による啓発 

○転入転居届時に渡す生活情報冊子への掲載またはチラシの作成 



●全文外国語（英語、仏語、中国語等）のパンフレットの作成 

課題２ 多言語対応している医療機関の情報が分かりにくい 

 （１）今年度取り組めそうなこと 

●県内で選出されている「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」のうち、多言語対応し 

ている医療機関を抽出し、また、その対応方法（通訳者を直接設置しているのか、電話通訳 

なのか、等）もヒアリングして取りまとめる。 

●外国人患者受け入れ医療機関認証制度（JMIP: Japan Medical Service Accreditation for 

 International Patients ）認証医療機関のリストは日本医療教育財団 HP から検索可能、 

2021 年 8月現在認証されている医療機関は全国で 78、神奈川県では５つの病院である。 

http://jmip.jme.or.jp/ 

●厚生労働省・日本政府観光局のウエブサイトに、各都道府県が選出した「外国人患者を受け  

入れる医療機関リスト」を公開・多言語化しています。ここでは神奈川県内で 60 医療機関

が登録されています。対応言語・医療科目・利用可能なクレジットカード・（カテゴリー

１：入院を要する外国人救急患者に対応可能、２：外国人患者受け入れ可能な診療所を含む

医療機関）・救急 365 日 24 時間対応等で検索可能です。

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html 

これらの情報を関係機関で共有する。 

●多言語対応している医療機関の情報をまとめる 

 （院の医師が外国語を話せるのか、ＭＩＣ通訳なのか、タブレット or 電話通訳なのか、 

  予約や通訳費用の要否、対応可能言語 等） 

●神奈川県の医療情報検索サービスの多言語対応の情報（現在は「外国語対応アイコン」の表 

示のみ）を充実させることをまず検討できないか。 

http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/ 

●医療機関情報をまとめる際には、「多言語対応」の定義や運用等について整理が必要（医師が

外国語を話せるのか（どの言語か）、ＭＩＣ通訳なのか、対面 or タブレット or 電話通訳なのか、

予約や通訳費用の要否、対応可能言語、掲載情報の更新頻度 など） 

※（参考）他機関において、医療機関情報リスト作成事例があります」 

■「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html 

■横浜市内医療機関の多言語対応 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-

iryo/iryo/seisaku/iryokokusaika/kokusai.html 
●エクセルデータで医療機関からの情報をまとめただけの表では外国人の方に優しくないた 

め、作り直しが必要。 

〇電話医療通訳・翻訳サービスの登録医療機関情報の発信（実施中） 

●多言語対応している医療機関の情報をまとめる 

 （院の医師が外国語を話せるのか、ＭＩＣ通訳なのか、タブレット or 電話通訳なのか、 



  予約や通訳費用の要否、対応可能言語 等） 

●医療機関のホームページに対応可能言語の情報を掲載する 

●外国語対応可能な曜日の掲載 

（２）来年度以降に取り組んでいきたいこと 

●県内で選出されている「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」のうち、多言語対応し 

ている医療機関に対応方法をヒアリングしてまとめたリスト表を配布、広報する。 

★課題 1～3共通の課題として、外国人も日本人と同様に医療機関を受診できるようにするこ 

とが原則だと考えます。（在日外国人の場合、通常は家の近くにあるかかりつけ医を受診 

し、精査が必要ならば 2次・3次病院を紹介受診することです。救急診療は、在日外国人・

外国人旅行者ともに日本人と同様な受診をします。） 

多言語対応をした医療機関に外国人が集中して、本来なら重症を扱う高度医療機関に感冒の 

外国人が殺到すると、本来の役割を担うことができなくなります。課題 1で日本の医療制度 

を外国人に周知する重要性はここにあります。 

●やさしい日本語の周知：最近は在日外国人が増え続け、彼らは日本の労働力となってくれて

います。6－8割が日本語を学んで、やさしい日本語を話せます。日本人もやさしい日本語を

学んでコミュニケーションをとれば、相手はさらに日本語が上手になり心が通じます。言葉

や文化のちがいは外国人受け入れのハードルとなりがちですが、多言語対応だけに頼らず

に、私たち日本人もやさしい日本語でこのハードルを下げることが可能です。それを地域の

医療機関（診療所含む）に周知していくことは大切だと思います。 

 →課題３へ 

○すでに県庁の HP では一覧はアップされていると思いますが、今後は歯科医師会の県民向け 

HP でも掲載していくことも可能です。あわせて他団体等にも情報提供する。 

多言語対応している医療機関を他の医療機関に周知するということは、逆にいえば、他の医 

療機関は外国人患者を診ずにこれらの医療機関に外国人患者を誘導することになりかねな 

い。今回のコロナの発熱外来でもわかるように外国人患者も地域の中で診る必要がある。 

すなわち外国人医療も地域医療としてとらえなければいけないだろう。それを実現するため 

には言語の支援、困りごと相談を受ける、すなわちワンストップ窓口が必要である。 

→課題３、４へ 

●通訳必要時の具体的案内 

●通訳アプリを活用している医療機関の一覧 

（医師に焦点を当てると転勤・異動等があり更新が困難となる） 

〇電話医療通訳・翻訳サービスの登録医療機関情報の発信（継続予定） 

●多言語対応できる医療機関を、多言語で検索できる WEB システムの構築（R6 年度国が実施予

定） 

●神奈川県で運用している医療情報検索サービスの多言語化。併せて多言語化対応をしている

医療機関の情報を掲載する。 

●多言語対応できる医療機関をまとめたリストの多言語化及び市へのデータ提供 

●対応可能言語を記した医療機関名簿を作成する 



課題３ 外国人患者を受入れる医療機関があっても、トラブルがあると受入れをやめてしまう 

 （１）今年度取り組めそうなこと 

●県内で選出されている「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」へ調査をし、実際に外

国人患者を受入れした実績をヒアリングし、それをまとめる。（事例集を作成する。） 

〇外国人対応でのトラブルは主に以下の３項目が問題となる。 

それぞれの対応策を医療機関が準備してトラブルを軽減する。 

１．未収金対応：健康保険・旅行保険・在留カードの確認を初診受付時に行う。 

２．言語の壁：やさしい日本語の使用・多言語化アプリや電話通訳の利用 

３．文化のちがい：イスラム教文化を理解し、医療機関で可能な範囲を明確にする。 

上記について当院の対処法を紹介する。 

●〇これは中々すぐにとはいかないかもしれませんが、先ずはどんなトラブルが起こっている 

のか、全体像がわかりません。歯科の範囲での話だと支払いのトラブルがあると聞いたこと 

があります。特に一時的な在留の場合、母国で民間の保険会社に入っていることがあり、そ 

の審査や請求方法がとても複雑だと聞いています。一診療所の先生が対応するには時間的に 

もかなり厳しいようです。 

●〇当財団では、県補助事業（県国際課所管）として医療関係者向けに外国人診療、やさしい 

日本語、通訳支援等を題材にした「多文化対応力向上講座」を今年度 12 月に計２回開催す 

る予定であるため、関係者への周知をお願いしたい 

○医療機関で、外国人患者受入れに際しての注意点や文化の違いなどをテーマにした院内研修

の講師が必要であれば、通訳コーディネーターなどを派遣することができる。 

〇外国人患者受け入れ支援セミナーの開催（準備中） 

●医療機関の先生や職員が学べる研修内容の検討（トラブルの対処法、やさしい日本語、通訳 

アプリの使い方等） 

〇ボイストラや通訳アプリ使用事案における問題の抽出をすることで何が問題になるのか、ト

ラブルになるのか検討する。 

（２）来年度以降に取り組んでいきたいこと 

●県内で選出されている「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」への調査のもと、作成 

した事例集をもとに、研修会を実施、動画の作成など外国人医療対応に関する研修を充実さ 

せる。 

●多くの医療機関（診療所含む）が外国人患者を受入れるのに前向きになるような制度を国や 

自治体が中心となって作ってほしい。 

●〇当財団では、これまで周産期医療に関する外国語による妊婦教室開催等による医療機関と 

の連携や、県補助事業による医療関係者向け「多文化対応力向上講座」の企画など、一定の 

ノウハウや実績がある。新たな委託事業として県保健福祉局が予算化していただければ、多 

言語対応ノウハウ、外国人医療の体制づくり、やさしい日本語、活用できるツール等の研修 

対応可能性あり（ただし、トラブル対処法までは困難であり、例えば「トラブル及びその解 

決事例の紹介」ということなどであれば対応可）。なお、県保健福祉局からの委託のほか、 

地域病院協会、地域医師会、および、外国人患者の受入れを進める医療機関からの受託であ 



っても、対応の可能性あり。 

●〇研修の他、例えば病院施設の表示サイン等の多文化対応（多言語表示）の監修・助言など 

も委託・謝金等予算化していただければ当財団で対応可能性あり 

外国人患者を受け入れるに際しての日本の医療機関側の研修 

○かながわ国際交流財団と連携し、多言語支援センターかながわの事業の一環として医療機

関関係者向けに外国人患者受入れに際しての注意点や文化の違いなどをテーマにした研修

実施を検討する。 

〇外国人患者受け入れ支援セミナーの開催（継続予定） 

●外国人患者を受け入れる中で、県内の医療機関で実際に起きたトラブルやそれに対する解決

方法をまとめ、情報発信 

●研修会の実施、動画の配信 

〇●外国人対応の研修や動画の作成 

課題４ ワンストップ窓口のカバーする範囲が明確ではない 

 （１）今年度取り組めそうなこと 

●他県の取組を把握し、本県でできること、できないことを洗い出し、精査する。 

●日本エマージェンシーアシスタンス（EAJ）が厚生労働省委託事業で行っている「医療機関 

における外国人対応に関する夜間・休日ワンストップ窓口事業」の案内（2021 年 7月）に 

カバーする範囲が示されている。これを県内医療機関に周知する。 

https://www.onestop.emergency.co.jp/pdf/service_info_20210701.pdf 

●他県の実績、現場のニーズ聞き取り 

●実際にどの機関にどのように設置し、どのような役割を果たすのか、また周辺協力連携機関 

をどのように位置づけるのかなどの整理が必要 

ワンストップ窓口の果たすべき役割(どのようなワンストップ窓口が日本の医療機関にとっ 

て、また外国人医療でのトラブルを解決するのに必要であるのか)の検討とワンストップ窓 

口の規模についての検討。ワンストップ窓口については他の都道府県も設置について検討し 

ているものの、一つの都道府県で設置すべきか苦慮していると聞いています。日本医師会外 

国人対策委員会でもひとつの都道府県に各々設置することが効率がよいのか、実現性がある 

のか、疑問視する声があります。この点についてぜひゲストスピーカーとして日本医師会同 

委員会担当の松本常任理事をお招きして意見を聞いていただきたいと思います。その理由は 

ワンストップ窓口の設置に際しては都道府県医師会との協議、協力関係が必ず必要になるか 

らです。 

●具体的なイメージ・青写真作成 

 ・どのようなことが必要か 

 ・どこまで情報提供するか（医療のみならず、生活全般を視野に入れる） 

 ・窓口はどのような形にしていくか 

 ・職員の確保・研修はどうするか 

●観光スポットや宿泊施設など外国人の方が利用する場所に「多言語支援センターかながわ」 

のチラシを置いて相談窓口がある旨周知していると良い。 



●現場のニーズ把握 

〇救急医療情報センターでの外国語対応の模索 

（２）来年度以降に取り組んでいきたいこと 

●本県でできることのリストのもと、関係団体の役割分担を明確にする。（ワンストップ窓口 

を実際に運営した際に想定される案件をもとに、対応する流れ、それに付随する関係団体の 

動きなどを明確にし、運営が軌道に乗るようにする。） 

●運営に関するシミュレーションをしながら指針を策定していく。 

●神奈川県内の市町村でとくに外国人の多い地域でのワンストップ事業を進めてほしい。 

●〇ワンストップ窓口の多言語対応については、当財団の「多言語支援センターかながわ」が 

連携協力する選択肢もあり得るかもしれないが、同センター事業は神奈川県委託事業（国際 

課所管）であるため、まずは県内部での調整が必要不可欠 

ワンストップ窓口の具体的実現化 

●医療専門の外国人の方が利用できるワンストップ窓口設置 

 窓口では受診可否を判断し、受診必要な場合は窓口が医療機関を紹介するなど仲介役を担っ 

てほしい。予め紹介する際は医療機関に一報を入れてほしい。 

例：横浜市の救急相談センター「＃7119」みたいに外国人の方専用の相談センター設置を 

希望。 

●現場のニーズを踏まえたカバー範囲の検討 

●方向性の検討 

〇救急医療情報センターでの外国語対応の模索 

その他ご意見等 

 県内で選出した「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」への適切な支援を検討するため

にも、外国人受入れの選出後の実績や受入れ時の課題、トラブル事例、通訳方法などをヒアリ

ングする調査を実施した方が良いと考える。 

医療機関等での外国人患者とのコミュニケーション用に下記の資料（日本語と外国語の対訳）

を PDF で公開・提供しています。 

・外国人患者さんとのコミュニケーション用指差しシート（17 言語） 

 https://mickanagawa.web.fc2.com/pointing_sheets.html 

・医療・介護に関する用語集（タイ語、ベトナム語）、在宅介護・看護用語集（中国語、スペ

イン語、タガログ語） 

https://mickanagawa.web.fc2.com/book.html 

医療機関としては外国人の方が受診、入院した際に発生する医療費について、 

担保できる仕組みを作成いただきたい。（支払い困難者等受け入れた場合） 

外国人が医療に関して抱えている課題等についてアンケート調査等が実施できると、より個別

具体的な施策の実施に繋がるのではないかと考えています。 

・ワンストップ窓口に関しては対象範囲を広げると仕組みが複雑になり対応も複雑になるため

結局対応ができない事象が出てきてしまうと考えられる。医療のみに焦点を当てたものにした

ほうが良い。 



御協力ありがとうございました。 


