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様式３ 

 

会 議 結 果  

 

 次の審議会等を下記のとおり開催した。 

審 議 会 等 名 称 令和２年度神奈川県外国人医療推進検討会議 

開 催 日 時 令和３年３月４日(木)18:30 から 20:00 

開 催 場 所 神奈川県総合医療会館２Ａ会議室 

( 役 職 名 ) 

出 席 者 

◎ 座 長 

〇 副 座 長 

 

 

◎佐々木 秀弘（公益社団法人神奈川県医師会理事） 

〇山崎 元靖（済生会横浜市東部病院副院長）【委員代理出席】 

遠藤 則子（公益社団法人神奈川県歯科医師会常任理事） 

伊藤 啓 （公益社団法人神奈川県薬剤師会常務理事） 

川口 將明（神奈川県旅館ホテル生活衛生同業組合専務理事） 

淺間 生弥（公益財団法人かながわ国際交流財団専務理事） 

小林 米幸（特定非営利活動法人 AMDA 国際医療情報センター理事長） 

松野 勝民（特定非営利活動法人多言語社会リソースかながわ理事長） 

佐藤 道夫（社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院副院長） 

山本 憲司（横浜市医療局医療政策部医療政策課長） 

永松 祐一（川崎市健康福祉局保健医療政策室担当課長） 

瀧川 泉 （綾瀬市経営企画部企画課総括副主幹（国際・男女共同参画担当）） 

間宮 雄二郎（神奈川県消防長会（川崎市消防局救急課長）） 

次 回 開 催 予 定 日  令和３年７月予定 

問 い 合 わ せ 先 

所属名 健康医療局保健医療部医療課医療整備グループ 

担当者名 秋好 

電話番号 045-210-4874 

ファクシミリ番号 045-210-8856 

下 欄 に 掲 載 

す る も の 
会議記録 

議 事 概 要 と し

た理由 
― 

審議 (会議 )経

過 

〇事務局 それでは定刻になりましたので、始めさせていただきます。 

神奈川県医療課医療整備グループの大日向でございます。どうぞよろしくお 

願いいたします。本日は大変お忙しい中、お集まりいただきありがとうござ 

います。 

皆様方におかれましては、当会議の委員をお引き受けくださり、重ねてお

礼申し上げます。それでは開会に先立ちまして、医療課長の一柳よりご挨拶

申し上げます。 

〇一柳課長 医療課長を務める一柳と申します。どうぞ、よろしくお願いい 

たします。今年度、ずっと立ち上げなければいけないと思っておりましたこ 

の会議ですが、新型コロナウイルス感染症対応に忙殺されてしまいまして、 

この時期になってしまいましたが、皆様のご協力をいただいてやっと開催す 
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ることができました。やっとスタートラインに立ったということでございま 

すので、まずは今日、県内の実態を把握して現場の皆様の忌憚ないお声を聴 

いて、今後どういった方向で議論を進めて行こうかということのヒントをい 

ただけるような会議にできればと思っています。どうぞよろしくお願いいた 

します。 

〇事務局 それでは、ただ今から神奈川県外国人医療推進検討会議を開会い

たします。本日は、オンラインでのご出席と代理でのご出席を含め、１３名

全員の御出席をいただております。ありがとうございます。初めに、事務局

よりこの会議の設置目的について申し上げます。昨今の、我が国の国家戦略

である「観光立国の実現」や、少子高齢化の進展による将来的な労働力不足

を背景とした「外国人労働者の受け入れ拡大」により、中長期的には、ます

ます、訪日外国人旅行者と在留外国人の増加が見込まれるところです。我が

国が進める「訪日外国人」の積極的な受入れ政策の方向性を踏まえ、このた

び、県では、訪日外国人旅行者等が急病に際し、症状に応じて安心して医療

機関に受診できる体制の充実を図ることを目的として、行政と多分野の関係

団体からなる、当会議体を設置した次第です。設置に際しましては、皆様方

の多大なるご協力を賜りました。この場をかりて、お礼申し上げます。また、

今回は、初会合ということでありますので、委員の方全員のご紹介をさせて

いただきます。まずは、ご参集された委員の方からご紹介させていただきま

す。座長席から左の順番に沿って、神奈川県医師会理事 佐々木委員でござ

います。 

〇佐々木委員 県医師会理事の佐々木でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

〇事務局 続いて、ＡＭＤＡ国際医療情報センター理事長、小林委員でござ

います。 

〇小林委員 小林です。よろしくお願いいたします。 

〇事務局 続いて、国際親善総合病院 副院長 佐藤委員でございます。 

〇佐藤委員 佐藤です。よろしくお願いいたします。 

〇事務局 横浜市医療局医療政策部医療政策課長 山本委員でございます。 

〇山本委員 横浜市医療政策課長の山本でございます。よろしくお願いいた

します。 

〇事務局 多言語社会リソースかながわ 理事長 松野委員でございます。 

〇松野委員 多言語社会リソースかながわの松野と申します。よろしくお願

いいたします。 

〇事務局 神奈川県薬剤師会 常務理事 伊藤委員でございます。 

〇伊藤委員 神奈川県薬剤師会の伊藤でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

〇事務局 次に、オンライン出席の委員の方々をご紹介させていただきます。

神奈川県病院協会常任理事、三角委員代理の済生会横浜市東部病院副院長 

山崎委員でございます。 

〇山崎委員 神奈川県病院協会常任理事、三角委員代理の山崎です。よろし

くお願いいたします。 
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〇事務局 神奈川県歯科医師会 常任理事 遠藤委員でございます。 

〇遠藤委員 皆さん、こんばんは。神奈川県歯科医師会の常任理事、遠藤と

申します。よろしくお願いいたします。  

〇事務局 神奈川県旅館ホテル生活衛生同業組合専務理事、川口委員でござ

います。 

〇川口委員 神奈川県旅館ホテル生活衛生同業組合専務理事、川口でござい

ます。 

〇事務局 かながわ国際交流財団 専務理事 淺間委員でございます。 

〇淺間委員 こんばんは。かながわ国際交流財団専務理事の淺間です。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

〇事務局 川崎市健康福祉局保健医療政策室担当課長、永松委員でございま

す。 

〇永松委員 川崎市の永松です。よろしくお願いいたします。 

〇事務局 綾瀬市経営企画部企画課総括副主幹、瀧川委員でございます。 

〇瀧川委員 こんばんは。綾瀬市経営企画部企画課の瀧川です。 

〇事務局 最後に、神奈川県消防長会、川崎市消防局救急課長、間宮委員で

ございます。 

〇間宮委員 間宮でございます。よろしくお願いいたします。 

〇事務局 次に、会議の公開についてでございます。本会につきましては、

原則公開としており、翌日中に「審議速報」を、３週間後を目途に「会議記

録」を公開することとしております。なお、「会議記録」につきましては、発

言者の氏名を省略し、会議内容を要約した形での公開となります。事前に出

席委員の皆様に内容の確認をさせていただきますので、どうぞよろしくお願

いいたします。本日は傍聴者はおりません。 

では、次第に沿って進めさせていただきますが、座長が選任されるまでの間、

私の方で進行をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、まず初めに座長等の選出を行いたいと思います。配布資料をご

確認ください。次第、名簿、要綱、要綱別表、資料 1 等ございますが、要綱

をご覧ください。 

「神奈川県外国人医療推進検討会議設置要綱」第４条第２項の規定により、

「座長」は「互選」により、「副座長」は、「座長」が指名する者をもって充

てることとしております。 

 ここで、事務局からの提案でございます。本会では、「外国人患者の医療提 

供体制の充実」を所掌業務としておりますので、「会議の会務を総理」する観 

点から、「座長」・「副座長」職につきましては、「医療関係団体」からの選出 

が適任と考えております。特に御推薦等ございませんでしたら、「座長」職に 

つきましては、神奈川県医師会理事の佐々木委員にお願いしたいと存じます 

が、いかがでしょうか。 

 （拍手で承認） 

〇事務局 ありがとうございます。それでは、「座長」職を、佐々木委員にお

願いしたいと存じます。佐々木委員におかれましては、御足労ですが、会長
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席にお移りいただくようお願いいたします。 

ご挨拶とそれから副座長の指名について、よろしくお願いいたします。 

〇佐々木座長 ご指名にあずかりまして座長を務めさせていただきます。県

医師会の佐々木です。 

２年ほど前から神奈川県のほうにこういう会を開いたらいいのではないか

という話はずっとしてきたのですが、延び延びになってしまいまして、また、

コロナなどもございまして本日となってしまいました。今、インバウンドは、

ほとんどいらっしゃらなくて、あとは在留の外国人の方がかなりいらっしゃ

るということですので、その点についてもご議論いただきたいと思います。

また、副座長職ですが、医療関係者ということで、神奈川県病院協会様が適

任かと思いますがいかがでしょうか。 

（拍手で承認） 

〇佐々木座長 ありがとうございます。それでは、副座長の職は三角委員に

ご就任いただきたいと思いますが、今日は、三角委員がご欠席なので、代理

である山崎委員にお願いしたいと思います。山崎委員よろしくお願いいたし

ます。 

〇山崎委員 承りました。三角のほうには副座長就任のことは伝えておきま

すので、よろしくお願いいたします。 

〇佐々木座長 次第に沿って進めさせていただきます。本日の会議時間は、

８時までとなっておりますので、よろしくお願いします。それでは、「議題の

１」、「報告事項」について事務局から説明してください。 

 

以下、会議記録 

 

（事務局から、資料１により説明） 

〇座長 ありがとうございました。ただいま事務局から、大きく分けて３点、

ございました。１点目は、本県の外国籍の住民の方々、それからインバウン

ド外国人の状況、それから２点目におきましては、拠点医療機関の確保と課

題の状況、３点目は、国と本県の取組状況の説明がありました。また、最後

に「本日、ご意見をいただきたい視点」として、「外国人患者へのシームレス

な医療提供」、「拠点医療機関の更なる確保」、「外国人医療を支援するワンス

トップ窓口のあり方」の３点について、事務局から示されています。 

まず、事務局より示された３点の状況について、資料の内容確認や、補足・

感想など、委員の方々のコメントをいただきたいと思います。のちほど、資

料１９ページにある、「本日、ご意見をいただきたい視点」について、各委員

から幅広な御意見をいただきたいと思います。 

ご参集の方は、お手数ですが、挙手をしただいたうえ、発言者氏名とコメ

ントを、オンライン出席の方も、手を挙げていだいて声掛けの後、発言者氏

名とコメントをお願いします。 

〇委員 私自身、今、大和市医師会の会長と自分のクリニックの医師をやっ

ていますので、どうしてもそういう視点で話をすることをお許しいただきた
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い。まず、今、お話しいただいた中で感想を言わせていただくと、役所の方

はいつも自分サイドで見ておられて、「シームレス」とかそういう言葉が好き

なんですけど、これ、普通の人がわかりますか。やはりこういうものを訴え

るときには、やはり日本語で記載しないとわからないと。僕も今、「シームレ

スな対応」とはどういうことかと考えていました。気を付けていただきたい

のは、審議の内容に関しては出席者がみんな迷わずにわかるような内容を書

いていただきたい。それから先ほどご説明いただいた中で思ったのは、まず

４ページ目の、中国・韓国が多いとなっています。横浜の中区が多いと。中

国・韓国はいわゆるニューカマーと言われる人ではなく、昔から日本にいて、

日本の永住資格を持っている人が多いので、こういう人たちを国籍はともか

く外国人と一緒に括って考えるとちょっと間違えてしまう。それから、８ペ

ージ目ですが、区分 1 の中に高次医療機関がけっこうあります。高次医療機

関の使命を考えたとき、本来の２次医療、３次医療を診ながら外国人を診て

行くことが本当に大丈夫なのかと。そういうところに人材を割いたりすると

きに、本来の仕事ができないのではないかという心配をいたします。それか

ら、ここにはありませんでしたが、これから区分１、区分２を増やしていき

たいと。これは、ぱっと考えると、語学ができれば、できますよというよう

に受けとめるのですけど、実際にはそうではなくて、やはり外国人の方を受

け入れると、いろいろなトラブルがあるわけですね。僕の経験でも、トラブ

ルを一度でも経験した先生が、二度と私は診たくないと断られる方が多いの

で、そうならないように拠点として認定していただくためには、できれば、

先生方がご希望されれば研修を受けることができると。これはどこかに集ま

ってということではなく、ビデオでもいいのかもしれませんが、要はその先

生方が好意で外国人を診てくださるのに、そのためにトラブルに巻き込まれ

て二度とやだというようにならないように、是非、そういうことを考えてい

ただきたいということです。それから、14 ページ目の厚労省がやっている夜

間救急ワンストップ窓口対応ですが、神奈川県内で去年１件、今年１件です

か。実はこれは神奈川県だけではなく全国的に見ても数件なんですよ。こん

な数件のことにお金をかけて、随意契約で、なおかつ平日の夜と休日だけで、

年間たった数件しかないと、やっている意味がどこにあるかと。よく考える

と、日本の医療機関側の相談しか受けないのです。外国人からの相談は受け

ないのです。日本人の医療機関だけのケースしか受けていないのでこうなっ

ているのかな。確かに外国人の方の相談を受けるのは大変だと思います。で

も外国人からのケースも受けてほしい。そう思っている理由は、そういうと

ころで受けることによって日本の医療機関にトラブルの山が押し寄せてくる

のを事前に防ぐことができる。病院の窓口でいろいろと文句言われたり、あ

あだこうだと言われたりすると医療機関の窓口では対応できないのです。そ

うなる状況を少しでも減らすためには、どこかでワンストップ窓口をやって、

医療機関側だけでなく外国人の方の悩みとか相談を受けないと。医療機関の

窓口では対応できない。 

〇座長 ありがとうございました。他にございますか。 
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〇委員 外国人医療の問題についてですが、私は、今は MIC かながわにいま

すが、30 年ぐらい前、1990 年から外国人の方と接する機会が非常に多くなり

ました。やはり一番大きな問題は、その時は健康保険に入っていない方、入

れない方、入らない方を含めた医療費の問題が非常に大きく出た時期でした。

それから 30 年以上経っていますが、根本的な問題解決にはいまだになってい

ない。そういう中で神奈川県では、さきほど 17 ページでご紹介いただきまし

たが、東京都は 1992 年から、神奈川県は 1993 年 4 月から補填事業を、救急

医療機関外国籍県民対策費補助事業というものをスタートしていただいて、

もう一つ、同時に医療課ではないのですが、行旅病人の方も同時にスタート

しています。今もやはりまだ、これがあったから外国人が受け入れやすくな

ったかというと、いまだに、さきほど小林委員もおっしゃっていましたが、

最終的には診療拒否ということに繋がりかねないような状況が生まれている

と聞いております。重篤な方の受け入れは非常に大変なのかなと思いますけ

ど、この救急事業で一番の問題は、対象医療機関の中で（国）公立病院が外

されているということで、公立病院は受けにくいのかなというふうに感じて

います。逆に一般の方から見ると、なぜ公立病院が対象になっていないのか

いう見方もあり、このあたりが改善できれば受け入れ体制が広がるのかなと

思います。私ども、さきほどご紹介にありましたが、医療通訳支援事業とい

うものを県と一緒にやらさせていただいて 19 年ぐらいになりますが、通訳派

遣、今、コロナの影響で当初の様子とはだいぶ変わってきていますが、その

中でできる限りのことをやらさせていただいています。やはりお金の問題と

言葉の問題がある程度整理がつけば、かなり受け入れ体制が広がるのかなと

いうふうに感じています。 

〇座長 ありがとうございました。オンラインで参加されている委員の方々、

ご意見ございますでしょうか。 

〇委員 ３点申し上げたいと思います。１点目は視点の問題なのですが、医

療に対する考え方とか慣習文化が違う国の方もいらっしゃるということで、

例えば周産期医療についてはそういう概念が薄いという国・地域の方もいら

っしゃる。ですから妊娠しても自分の家で産むのが当たり前のような、病院

にかかることはその国ではあまりないという状況で、生まれる寸前で具合が

悪くなって救急車で運ばれるという例も実はあるということで承知をしてい

ます。文化・慣習・医療に対する認識の違いがある国もあるということを認

識していただいたうえで、例えば母子健康手帳を交付する際に周産期医療に

ついて周知を図るとか、文化・慣習の違いがあるということを認識したうえ

で情報提供してあげるということが必要なのではないかと思います。 

２つ目は情報提供です。さきほど外国籍の方の相談窓口の話が他の委員から

出ましたが、私どもは神奈川県国際課から委託を受けまして多言語支援セン

ターかながわという、多言語で外国籍の方からのいろいろな相談を受けてい

ます。その中で、医療の関係、いまコロナが非常に多いのですけど、どうし

たらいいかとか、自分のかかれる病院はどこかとか、かかったときに話が通

じないで困った、どうしたらいいかとか諸々の相談を受け付けておりまして、
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そういう窓口もございますという紹介です。最後にこれも情報提供です。体

制とか仕組みを整えて受け入れているところが増えていただくのはもちろん

ですけど、かかりつけ医、外国籍の方々が身近なところでかかれる病院・医

院等でハードルを下げるというか、病院側も患者さん側もかかりやすく、病

院へ行きやすくするためのひとつの手立てとして、私どもかながわ国際交流

財団では NPO 法人の国際交流ハ―ティ―港南台さんと協働して医療問診票の

多言語化、多言語の医療問診票を作っておりまして、18 言語で、これはホー

ムページで公表してどなたでも簡単にダウンロードして使えるようになって

います。こういったものを外国人の方にも情報発信しておりますし、病院の

ほうでも窓口など置いていただいてそれを使っていただくというような働き

かけもさせていただいておりますが、そういうものがあるということをご理

解いただいて、皆さん方のお立場から活用していただくよう情報発信として

お伝えさせていただきます。以上です。 

〇座長 どうもありがとうございました。他に何かございますでしょうか。 

〇委員 いまのご意見と関連して申し上げたいのは、私どもさきほど申し上

げましたが、もう 10 年ぐらい前ですね。大和市内でフィリピン人の方が出産

ぱんぱんになって、断られてどうしようもなくなって私のところに来たこと

がありました。日本のルールがわかっていないためにそのようになってしま

うというケースがままあるだけに、大和市医師会ではあの頃、フィリピンの

人を集めて予防接種や妊娠したらどうしたらいいですかということを住民の

方々に医師会として通訳を入れてお話をしました。次の週はスペイン語圏の

人を集めて同じような話をしました。医師会がやるべきかどうかは言えませ

んが、要は日本のシステムがどうなっているのかということを誰かが教えて

差し上げないと、彼らがうまくトラブルを避けてたどり着くことができない

のは事実なので、そういうことも考えていかなければいけないということも

あります。 

〇座長 ありがとうございました。他にご意見はございますでしょうか。 

次に進ませていただきまして、19 ページ、事務局から示されました「ご意見

をいただきたい視点」の３点のうちの、外国人患者へのシームレスな医療提

供について。さきほど委員が指摘した「シームレス」ですが、敷居が低いと

いう意味でしょうか。そのような医療提供について。それから、外国人医療

を支援するワンストップ窓口のあり方についてご意見をいただきたいと思い

ます。 

〇委員 情報提供に入ってくるかと思いますが、お話させていただきたいと

思います。１番のシームレスな医療提供のところで、実は私どもの歯科医師

会では、ひとつはオリ・パラが契機ではあったのですが、インバウンドの方

の歯が折れたとか、歯が腫れている、歯茎が腫れて痛くなったなどの日常的

な対応を踏まえて、また、神奈川県では４つの会場をとっていることもあり、

会員に対して何か対応をということで、実は活動してまいりました。今回、

厚労省の情報ではありますが、日本歯科医師会の方から情報をいただきまし

て、総務省が行っている多言語社会に向けた医療通訳システムというのがあ
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りまして、すでに富士通さんが医療通訳機器を開発していたということがわ

かりまして、そこに参画をさせていただいていました。こちらは国立研究開

発法人情報通訳研究機構というところの研究から始まり、「ボイストラ」とい

う通訳とコンピューターが開発されたということで、それがサーバーになり、

インターネットを通じて音声通訳機器、タブレットを使ったハンズフリーで

できるという通訳機器が開発されていたというところに私どもが参画しまし

た。2016 年に病院の大きなところでは全国でも実証実験が始まっていました

が、個人の診療所では使っていないので、歯科医師会でやってほしいという

ことで歯科医師会の会員のほうから、そんなに数は出なかったのですけど、

小さい診療所でも使用は可能かどうか実証しました。言語の幅を広げること

と、それから、当初は３か国語ぐらいしか入っていなかったのですけどそこ

から広げて行ってというところと、小さい診療所で使ってみて問題点の改良

などを重ねてまいりました。あとはですね、歯科医師会の会員に限られてし

まうのですが、会員に対してどうやって営業をかけるか、それを普及させる

かというところまで話は行っていたのですが、今回コロナの件で頓挫してし

まいました。こちらの利点としましては、歯科医というのは手袋をしてスタ

ンダードプリコーションでもってがりがりと歯を削ったりという現場が多い

ことから基本的にはハンズフリーでやらなければということと、３番のワン

ストップにもあるのですけど、オンタイムで電話とか問い合わせとかは小さ

い診療所では無理なのです。電話回線がひとつしかないので電話がふさがっ

てしまうとかは無理なものですからで、そこを解決するという意味でインタ

ーネットを使ったタブレット型の音声通訳機器に目をつけたところなのです

けど、今後も歯科としては診療所が多いものですから、普及させて行く、シ

ームレスにしていくということであればタブレットを使って参画させていた

だく方向性かなと思っています。以上です。 

〇座長 ありがとうございました。ボイストラは消防局で使っていなかった

ですか。 

〇委員 いま救急ボイストラのお話が出まして、いま現在、全部の救急車に

はボイストラのアプリを使ったスマホは積載されておりませんが、順次導入

しているところです。外国人とのコミュニケーションにつきましては、三者

間同時通訳を導入しまして、通訳センターの方に電話しまして三者同時通話

ということで、通訳を介してコミュニケーションをとっているところです。

救急隊からも、年間それを活用する場面は少ないのですが、そのような体制

で外国人との対応につきまして、救急ボイストラと三者同時通訳で対応して

います。今回、外国人のインバウンドが少なくなっているという状況ではあ

りますが、今後、ワクチン接種で集団免疫が付いた後にはインバウンドが活

発になるような状況が考えられます。今後、救急体制につきましては外国人

に円滑に対応できるような体制で推進してまいりたいと考えております。以

上です。 

〇座長 ありがとうございました。ほかにご意見ございますでしょうか。 

〇委員 いまの通信の手段ということでコミュニケーションをどうとるかと
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いう話になっているかと思います。現在、コロナ禍で神奈川県の場合、特徴

的な東側、横浜、川崎を中心としたところ、西側の箱根、湯河原を中心とし

たところではお客様層が違うのですが、行楽等で来られている外国人の方は

なかなかコミュニケーションがとりにくいということで、いざとなると施設

の中で具合が悪くなったときは、消防のほうにお願いするということになる

のですが、その受け渡しができるような状況ということで、昨年、コロナ禍

ではあったのですが、携帯の翻訳機、ポケトークという機種を全施設に配布

いたしまして、緊急時、かなり多くの対応ができますので、それを配布して

備えようかなというところを行った次第です。また、ご存じのとおりコロナ

禍ですので、インバウンドの方がほとんどいない中、まだまだ対応しなけれ

ばいけないというということで、現地の声が聞こえてきておりませんので、

今後も皆様のご指導いただきながら対応を考えたいと思っております。いず

れにしても診療・治療ができる施設ではございませんので、どのようにして

医療従事者の方に連れて行っていただくか、または説明できるかが課題だと

思っております。以上です。 

〇座長 ありがとうございました。他にご意見ございますでしょうか。 

〇委員 綾瀬市でも外国人市民を対象にアンケートを実施しまして、その中

で外国人が住みやすく活動しやすい街にするために必要なことはなんですか

という設問の中で、ニーズの第一位して圧倒的に外国語ができる病院などの

情報を知りたいと。他の生活の困りごとでも、日本語以外でも受けられる病

院がわからないというものもニーズの第二位ということで、いずれも、希望

でも課題でも、外国語対応のできる病院というのが上位にあがっておりまし

た。さらに居住年数で見ましても、10 年以上、20 年以上住んでいる、長い間

日本に住んでいる外国人でも、外国語のできる病院情報のニーズが高いとい

うことがわかりました。居住年数にかかわらず病院に関しては意思疎通が難

しいという課題を抱えているのだなということが明らかになりました。こう

いった結果を踏まえて、昨年度、市内の医師会のご協力をいただいて、外国

人患者の対応に関するアンケートを行いました。その結果、市内の医療機関

から外国人患者への対応で必要と思われる対策を確認したところ、最も多か

ったのが、電話による医療通訳対応。それが 57%。ほかにも 57%が 2 つありま

して、もうひとつが、受付から診察、支払いまでの流れを説明した多言語資

料の用意。それから問診票の多言語化。この３つが同一でニーズ１位という

結果でした。問診票につきましては、先ほどご紹介いただきましたかながわ

国際交流財団さんのほうで、かなり幅広い言語のものを作っていただいてい

るので、活用させていただいております。電話による医療通訳のニーズが高

かったので、市のほうでモデル的に導入しまして、実際希望された医療機関

に配備したところ、結果としては一次医療機関ではそれほど使用頻度は高く

はなかったのですけど、二次医療機関のほうでは非常に活用いただいて、こ

れがあって本当に助かったというような声をいただいております。それから

アンケート結果を踏まえて課題として認識しているのが、外国人市民と日本

人支援者への効果的な情報提供であり、神奈川県内で外国語が対応できる病
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院の一覧を、わかりやすい形でそれぞれの機関で公表できるようになればい

いのかなと感じているところです。以上です。 

〇座長 ありがとうございました。他にございますでしょうか。 

〇委員 長くなって申し訳ないので端的に申し上げますが、この「ご意見を

いただきたい視点」の１番のところにひとつ加えていただきたいのですが、

予防接種のことです。診療体制だけでなく外国人の方は予防接種をどこです

るのかというのは非常に大きな問題です。予防接種については２つ問題があ

ります。ひとつはさきほど言われた問診票の問題ですね。これはご存じのよ

うに、（定期）予防接種の問診票というのは、例えば日本脳炎でもいいのです

が、市町村ごとに違うのです。市町村ごとに細かく違うものをすべて翻訳す

るのは基本的に数からいってできない。いろいろ努力して作っていただいた

問診票は、厚労省ではあくまで参考資料なのです。ですから書いたものを横

にして、また市町村自治体に出す問診票を誰かが書かなければいけません。

ですから常にお願いしたいのは、県からお願いしてほしいのは厚労省には是

非とも、日本全国で同じ予防接種をするのですから、全国統一の予診票をぜ

ひ出してほしい。例えばコロナは全国統一なのですよね。ああいうふうにで

きたら、問診票も非常に簡単に翻訳できます。ですから、そういうことをぜ

ひ厚労省にお願いしてほしいです。それから、もうひとつは予防接種をする

ときには広域でやっていただきたい。さきほどから、どこの医療機関で外国

語ができるのかという話がありますけど、仮にですね、私のところは大和市

で、綾瀬市のほうから大和市ではだめだと言われるとできないわけです。実

際に私のところは綾瀬市、座間市、海老名市の患者さんをできるようになっ

ている。神奈川県全体になってしまうと、やった後の資料請求してお金だし

てというと役所も大変なので、少なくとも県央とかそういう地域の中では予

防接種をやるところはできれば広域でやっていただきたい。県央地域はそう

いうわけで相当広域化が進んでいます。ですけども、これは外国人だけでは

なくて日本人の働くお母さんの支援にもなるのですね。お子さんが、例えば

相模原市にかかりつけ医がいるけど自分は大和市に住んでいる。それで相模

原市ではできないというと、全然知らない先生のところに行って予防接種を

受けなければいけない。あるいは仕事場の近くで受けることができるかもし

れない。ですから予防接種の広域化というのを、ぜひこの中に入れていだき

たいと思う次第です。 

〇座長 貴重なご意見ありがとうございました。 

〇委員 さきほど綾瀬市さんがおっしゃったことと関連するのですが、私ど

もの方でも外国籍の方へのアンケートを実施した中で、やはり困った場面と

いうと、やはり身体の調子が悪かったときという話を聞きまして、そういっ

た方への取り組みの一環として、昨年、川崎メディカルガイドというものを

作成しました。英語、中国語、韓国語、それぞれ５千部ずつ市内配布してお

ります。これについては MSD という会社とタイアップし、CSR のかたちで、

セルフメデイケーションについてネット上で自分の症状を入れると、こうい

うことですよという案内をしていただけることと併せて、市の取組、医療情
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報検索サイトや１１９情報、多言語の問診票などの情報も盛り込んだところ

です。 

〇座長 ありがとうございます。次に進めさせていただきます。ワンストッ

プ窓口の在り方について、ご意見ございますでしょうか。全国的にワンスト

ップ窓口をやっている都道府県は本当に少ないです。いま、コロナ禍でとい

うことになりますが、観光立国を目指している日本としましては各都道府県

にひとつはないとこれからは大変ではないかと思うのですけが。何かご意見

ございますでしょうか。 

〇委員 コロナのときもそうなのですけど、東京都を見てもワンストップ窓

口という名前のところがたくさんできて、いったいこのワンストップ窓口と

はなんなのかよくわからないのです。本来、ワンストップ窓口というのはひ

とつあればいいのですけど、なぜいくつもあるのだろうと、非常にわかりに

くい状況です。先ほど、国の平日の夜と休日のように、１か月で、せいぜい

全国で集めても 10 件もないようなものは、全く機能不全ですよ。そういう状

況は何のためにやっているのだろうと思ってしまいます。一番大きいことは、

なんでそんなに少ないのかなというのは、多分、さきほど申し上げたように、

日本の医療機関の相談しか受け付けないからです。ですから、この３番目の

外国人医療を支援するワンストップ窓口のあり方についてというのは、基本

的なことを決めていただくとすると、日本の医療機関の相談だけを受けると

ころなのか、要するに日本人の側からの相談だけを受けるところなのか。そ

れとも外国人の相談も受けるところなのか。外国人の相談も受けたら、当然

ですけど、現場対応が必要となります。そういうふうに考えて、どちらにす

るのかということを考えると、おのずと次はどうなるかということが決まり

やすい。だた、お金のことを別にするのなら、私としてはできれば外国語を

使える医師の相談についても受けてほしい。そうでないと、医療機関に、先

ほど申し上げたように、不満や疑問が受付窓口に投げつけられる。とても診

療は進まないということになってしまいます。 

〇座長 ありがとうございました。他にご意見ございますでしょうか。 

〇委員 そもそも論になってしまうのですけど、このワンストップ窓口とい

うのはどこからどこまでのことを言うのか。ちょっと感じたのは入り口から

出口までかなと思うのですけど、医療の中のワンストップ窓口の、この行政

サービスという書き方もしているのですけど、例えば健康保険のこととか、

あるいは在留資格も含めて、そういったものが生活の中に密着しているので

すが、そういったことも含めて、一人の生活者になるのですから、医療だけ

切り離してというのはかなり、具合が悪かったり病気だけ見ればそうなので

すけど、このワンストップ窓口というのはどこからどこまでをカバーするの

かなというのが少し整理できたらいいのかなと。私自身がよくわかっていな

いということなのですけど。 

〇座長 ありがとうございます。今回、第１回目の会議なので、会を重ねる

ごとにだんたん絞ってゆけると思います。他にご意見ございますでしょうか。 

〇委員 お話をうかがっていて少し感想をこめてなのですが、横浜市も、わ
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れわれは医療局なので、医療を提供する側の視点で、外国人の未収金に対す

る支援は神奈川県と一緒にやっています。医療機関の電話医療通訳について

も市内の医療機関に対して提供させていただいているのと、あと JMIP の認証

取得支援も行っていますが、確かにお話をお伺いしていて、医療を提供する

側の視点にはなるのですが、先ほどから先生方の中で、かかる患者さんの側、

外国人の方がどうやって利用するかとか、そもそも日本の医療の仕組みを知

っておいていただくところからしていかなければいけないのだなというとこ

ろが、今日、あらためて感じました。どうしても医療機関を支援するという

ことろになってしまうのですけど、かかる側の人を、日頃から、どうかかれ

ばいいのかというのが、それは外国人だけではなくて、例えば小児救急のか

かり方を保護者の方にあらかじめ啓発してゆくこととのと同じような視点な

のかなということをあらためて感じました。 

〇座長 ありがとうございました。他にご意見は。 

〇委員 ちょっと的外れな意見かもしれませんが、シームレスなという話で

すと、現在、ワンストップ窓口サービスは、夜間と土日で実施されています

が、日中はどのように対応されるのですか。 

〇委員 今現在、平日夜間と休日は、国がやっているので、都道府県には平

日の日中帯をやってくださいということだと思います。 

〇委員 日中のほうが患者さんは圧倒的に来られるのでないとか思います。 

〇事務局 いまのご質問に補足させていただきます。まさにご指摘のとおり、

国では夜間と休日をやっていますが、日中をカバーしているワンストップ窓

口がないので、それを都道府県でやるようにといってきて、補助金をつける

からやってくださいという話を受けておりまして、われわれ、それをどのよ

うなあり方で考えていきましょうかということを皆さんにご相談していると

いう状況です。 

〇座長 はい。ありがとうございました。他にご意見ございますでしょうか。 

〇委員 消防の立場からすれば、安易に救急車を呼んでですね、外国人の方

が最初からマストで救急車を呼んでしまうと。そういう状況が我々としては

困ってしまうというふうな状況でございます。やはりワンストップ窓口とい

うような存在があれば、いったんそちらのほうに相談して、症状が軽い方で

あれば直接医療機関に行ったりとか、救急車を呼んでしまうと現場でなかな

か医療機関が見つからず、受け入れ先が決まらずに現場で救急車がとどまっ

てしまうという状況が考えられます。ですので、ワンストップ窓口というよ

うな外国人旅行者が安心して医療機関を受けられるような仕組みができれば

いいなというふう考えております。以上です。 

〇座長 ありがとうございました。他にご意見ございますでしょうか。 

〇委員 ワンストップ窓口について一番大きな問題は多言語対応だと思いま

すが、私どもは、さきほど申し上げましたとおり県の国際課所管の委託事業

で多言語支援センターというものを運営しております。例えば専門相談、消

費生活相談というものを県がやっていますが、そうした窓口の中に日本語が

喋れない外国人の方から相談があった場合に、それは事前にお約束をして協
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議のもとで私どもが介在してトリオホンを使って、消費生活相談員の答えに

通訳をつけるということもやっています。そういうこともできなくはないと

いうことで、わざわざワンストップ窓口設けるために個別的に多言語対応を

設けるよりも効率的にわたくしどもを活用していただければ、そういうとこ

ろである程度お役に立てる部分はあると思います。ただ、ボリュームの問題

とかですね、思うとおり 100%答えられるかわかりませんが。実際に消費生活

相談とかあるいは住宅支援の窓口とかと連携して、専門相談に通訳をつける

という形で対応している実例もありますので、そういったことも考えられる

のではないかと思います。 

〇座長 ありがとうございます。 

〇委員 いま気がついたのですけど、ワンストップ窓口、先ほど申し上げた

多言語化すべきかどうかということですね。もうひとつはどこまで対応すべ

きか。医療に関係ない、あるいは関係ないと思っていても実は関係してくる

在留資格の問題とか。そうすると、今後、ワンストップ窓口を県がどうやる

のか、わかりません。どこか委託に出すのか、自分たちでやるのかわかりま

せんが、少なくとも内容によっては非常に専門的な集団・組織に投げないと

正確な答えがわからないと思います。ですから、その辺はふたつの問題を片

づけていければ、ワンストップも少しは、完璧にワンストップといかなくて

も、そこで全部終わりますとか言いませんが、そこでどこかに電話して調べ

ることはあるかもしれませんが、今、厚労省がやっているワンストップより

かは価値があることができるだろうと思います。ワンストップ窓口について

は、厚労省事務局の「訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討

会」で僕は委員として出ていたのですが、そのとき、ワンストップ窓口はど

うして各都道府県に必要なのかと。特に医療関係の相談であれば北海道にひ

とつとか、東日本にひとつとか、関西にひとつでいいじゃないかという話は

あったのですが、そのときの厚労省の課長が即座に否定なさって、各都道府

県でやりなさいとおっしゃった。そうなると同じような質問を同じような各

都道府県の組織が作ってやると人手もなにもかもがものすごく大変なような

気がするのですね。ですから場合によっては関東一円あるわけですから、そ

ういうところと協力して神奈川県としてこんな大変なことをやるのかどうか

を考えながら、そういうことを考えてはいかがですか、と思った次第です。 

〇座長 ありがとうございます。時間も押していますので、次にいってよろ

しいでしょうか。資料２について、議題２でございますが、検討事項につい

て事務局から説明をお願いいたします。 

（事務局から、資料２により説明） 

〇座長 ありがとうございました。それでは「令和３年度の拠点医療機関の 

選出に向けた課題」と「募集スケジュールについて」、「拠点病院の確保につ 

いて、「質」と「量」の確保」。いろいろな問題がございますが、ご意見がご 

ざいましたらどうぞ。 

〇委員 選出にあたってというのは言語だけを見て選出、ぜひ出てください

ねというふうに見えるのですね。ただ、私どもがいつも思うのは、言語だけ
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で、英語、韓国語ができるからやって。はい、わかりました、ではトラブル

に会う機会が高いし先生方も悩むのですよ。さきほどおっしゃったお金の問

題とかいろいろな文化の問題で。自分のことをいうのはよくないと思います

が、私の診療所では、１か月に延べ 300 人以上の外国人が来るのですね。毎

日、毎日、悩んでいます。わからないことがあって。喧嘩になることもあり

ます。お願いしたいのは、医療機関を選出するのであれば、まず、外国人医

療について先生方が勉強しようと思ったら学べるような状況を作っていただ

きたい。日本医師会が e ラーニングを作ってアップしていますが、あのよう

に外国人を診るということは言葉の問題だけでなく、様々な習慣の問題とか

いろいろなことがあるので、そういうことにアプローチできるようなことを

確保して、そのようなことをやったうえで、ぜひ行動していただきたい。 

〇座長 貴重な意見、ありがとうございます。ほかにございますか。 

なんとか手を挙げてほしいと言えば、いろいろな病院さんが手を挙げてい

ただけると思うのですが、これは機械翻訳でやるというのでも可なんですよ

ね。 

〇事務局 はい。 

〇委員 確かに県としてはこういう医療機関が増えたらいいでしょうけど、

実際に僕が、外国人の患者さんに聞いたところでは、こういうふうに書いて

ある病院に電話したら英語がほとんど通じないとか、いま先生がいないから

来てくれるなとか。県の方では、国が示した表のとおりに作ればいいのでし

ょうけど、それが実際に外国人の患者に役に立っているかというと立ってい

ないケースがままあるのですよ。たくさん。ですから、たくさん手を挙げて

くださいと言いたいでしょうが、たくさん手挙げした方が実際に患者さんを

診られるのでなければ全く意味がなくなってしまうので。そこのところをよ

く。 

〇座長 ありがとうございます。他にご意見は。８時を過ぎましたが。。。 

〇委員 厚労省の考え方に基づいてシステマチックに考えていくのも当然だ

とは思いますが、違う観点で一つ問題提起したいと思うのですが、日本に住

んでいる多くの方は、簡単な日本語だったら喋れるし書けたりするのですよ

ね。今は「やさしい日本語」という言い方で行政サービスでも、そのやさし

い日本語で話しかける、聞き取ってあげるということを私どもとしては推奨

するというか、全国的にもそういう傾向にあるのですね。ですから、専門用

語とか、日本人が当たり前に使っている文化的背景、常識をバックに持った

言葉使いを、子どもさんに喋るような、かといって上から目線ではなくてで

すね、相手に寄り添うという考え方をもって、平易なわかりやすい日本語に

置き換えてあげると、意外とそちらのほうが話が通じるということがありま

す。言語の壁にぶち当たって尻り込みするのであれば、やさしい日本語を使

って少しでも外国人の方が医療の機会に巡り会うことができるという実質的

な恩恵を確保するという観点に立てば、やさしい日本語というそういう考え

方を是非、頭の片隅に置いてこういったシステムづくりに参考にしていただ

ければと思います。 
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〇座長 ありがとうございます。時間が過ぎていますので、ご意見、あとひ

とつかふたつでございますでしょうか。 

〇委員 医療課の方にひとつ質問です。７ページのスケジュールの案ですが、

選出の申請期限が７月２日となっていますが、これはオリンピックを意識し

てのタイムテーブルになっているのでしょうか。国の選出要件の区分２では、

オリ・パラの開催地を含む医療圏となっていて、オリ・パラという言葉が出

ているので、このタイムテーブルとは在留外国人がメインというよりはオ

リ・パラを含んだインバウンドとか、どうなるかわかりませんが、そこも考

慮した日程ということでよろしいですか。 

〇事務局 昨年度と同じような、おそらく国が求めてくるであろう期日を想

定したスケジュールとしています。現時点では、国から特段の期日は示され

ておりませんで、おそらく国の検討部会が開催されてからアナウンスされま

すが、申し上げたとおり、昨年度のスケジュール感を踏まえた長めの設定し

たところでございます。 

〇委員 ありがとうございます。 

〇事務局 １点補足をさせてください。この会議の設置目的そのものが特に

オリンピックだからということではなく、まず日本に住んでいる外国籍の方

が医療にアクセスするのを支援するのをどのようにしていけばいいのかとい

うこと。それから外国から日本に旅行等でお越しになる方が急病になったと

きにどう対応するのか。この大きな２点が我々のミッションだと思っており

ます。たまたまオリンピックございますので、国もおそらくそれに向けて、

我々もですけど、もしこのまま開催されて外国人の方がたくさんいらっしゃ

るということが起これば、それに備えてどうするのかというのは短期的な課

題としてあるかと思います。以上です。 

〇委員 わかりました。ありがとうございます。先ほどから申しましている

ように、歯科としましてはこのスケジューリングで対応となると、いま頓挫

している事業を掘り起こしてとなると、昨年同様の数しか受け入れる医療機

関の数はさほど伸びないのではないかという懸念があります。そうではなく、

在留外国人の方、これから来るインバウンドの方ということで、一回締切は

あるけど今後も継続してということであれば、早速動いて行きたいなと思っ

ています。以上です。 

〇座長 はい。よろしくお願いいたします。そろそろお時間でございますが。

最後に。 

〇委員 いま課長のほうからも在住外国人を対象としているという非常に、

それがちょっと懸念だったのですね。国がけっこう前から医療通訳について

も進めていると話は聞いていたのですが、やはりオリンピック・パラリンピ

ックの、いわゆる観光客が対象だという話も聞いていましたし。私ども、い

ま神奈川で医療通訳の派遣も、在住の県に住んでいる方々を対象にというの

が基本的なスタンスなので、やはり住民の方々を中心に考えていただけると

いう点で非常にほっとしました。先ほど小林委員のほうからも出ましたが、

だいぶ昔、私は医療機関にいましたが、外国人の医療機関リストというのを
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多分、県は作っているんですね、赤い表紙だったと記憶していますが。ただ、

ひとつそのときに問題提起をしたのは、更新。情報の更新ですよね、その当

時は紙だけだったので、今みたいにインターネットは発達していなかったの

で、やり方が違うのかもしれないですけど。載っているから電話して、外来

などですと曜日が決まっていて、その先生がその曜日にいないとか、そうい

うことはしじゅうありました。特に大きな病院であればあるほど、英語が喋

れる先生がすぐに異動してしまうとかいうことがあるので、できるだけタイ

ムリーに情報提供してあげないと宝の持ち腐れになりかねないという心配が

あるので、そのあたりも、どこでできるかという問題ももちろんありますけ

ど、もし作るのであれば、本当に利用価値のあるようなものを作っていただ

きたいなと思っております。 

〇座長 ありがとうございます。時間も押し、時刻を過ぎてしまいましたの

で、議論は尽きないと思いますか、第一回目ということでお許しいただきた

いと思います。それではマイクを事務局にお返しいたします。 

〇事務局 座長、議事進行ありがとうございました。また、委員の皆様方、

本日は、たくさんのご発言をいただきありがとうございました。 

本日、委員の皆様方からいただいたご意見等につきましては、事務局にて論

点整理をし、また国と他県の最新の動向を盛込みながら、次回、７月に予定

する２回目の会議にて、より掘り下げた議論を実施してまいりたいと考えて

おります。また、併せて、令和３年度拠点医療機関の選出状況についてご報

告させていただきます。 

最後に、本日のコロナ禍での開催について、委員の皆様方の御理解を賜り無

事開催の運びとなりました。この場をかりてお礼申し上げます。本日は、長

い間ご出席いただきありがとうございました。（終了） 

 

会 議 資 料 

（資料１） 外国人をめぐる本県の状況等（外国籍住民・訪日外国人・医療提供 

体制等 

（資料２） 令和３年度神奈川県外国人患者受入れ拠点医療機関の選出募集（案） 

 


