
外国人患者
受入業務

PART 1

医療機関としてはじめて外国人患者を受入れ

ることになったら……？　何から手をつけた

らいいのか、途方に暮れるかもしれません。

けれども外国人といっても、文化こそ異なり

ますが、来院する目的は日本人患者と何ら変

わりません。

ここでは、はじめて外国人患者を受入れるこ

とになった医療機関の、主に窓口や事務ス

タッフ、医療スタッフの方に対し、受入れに

際しての一連の業務の流れとポイントをご紹

介します。

Welcome!
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A.外国人患者を受入れる際に発生する業務を大きく分けると、①問合せから受入れを決めるま

で、②来日前の準備と諸手続き、③来日中の院内調

整、の3つになります。これらの業務には、事務スタッ

フをはじめ、医師、看護師、検査部門の医療スタッ

フなど、さまざまな職種がかかわりますが、3つのス

テップでそれぞれが担当する業務を整理するのがわ

かりやすいでしょう。また、医療機関の負担を減らす

ために、国際医療コーディネート事業者や医療通訳を

上手に活用することも検討してみましょう。

　
3つのステップで

担当と業務の流れを整理する

　海外から外国人患者を受入れるにあたり、受入可否の判断

をはじめ、滞在ビザ申請のサポート、付添家族の宿泊の手続

きなど、これまでに経験しなかった業務がいろいろと発生し

ます。また、医療現場にも思わぬ混乱を来たし、医療スタッフ

の負担が重くなったり、日本人の患者に迷惑をかけたりする

ことも起こってくる可能性があります。このような事態を避け

るためにも、自院の状況に応じた「受入フロー」を整備してお

きましょう。

　この章では、健診・検診や治療を目的に来日する外国人患者

を初めて本格的に受入れる医療機関を対象に、受入れの際、

受入フローの整備
Q. 1
外国人患者の受入れに際して、

誰がどのようなことを担当しなければなりませんか。

また、どんな業務の流れになりますか。

発生する業務について、①問合せから受入れを決めるまで、

②来日前の準備と諸手続き、③来日中の院内調整、の３つのス

テップに分けて解説しています。また、それぞれの段階におい

て医療機関として備えておきたい機能や、医療機関でその機

能を担う際の役割分担についても具体的に示しています。

　外国人患者を本格的に受入れる場合、専任の担当者ある

いは担当部署を設置することが望ましいですが、受入開始当

初は、受入人数・頻度ともに低いことが想定されます。そこ

で、受入体制を作り上げる際には、医療機関の負担を少なく

するために「国際医療コーディネート事業者（P.18）」のサー

ビスを活用することも検討してみてはいかがでしょうか。ここ

では、その活用ポイントについてもご紹介します。

受入体制の整備1 章第

■外国人患者受入れの3つのSTEPと主な業務

  問合せから受入れを決めるまで

・受入可否の判断
・受入れる場合の院内調整

STEP 1

  来日前の準備と諸手続き

・ビザ手続きと同意書などの準備
・宿泊、医療通訳などの手配
・費用の手続き

STEP 2

  来日中の院内調整

・入院・治療・検査に関する調整業務
STEP 3
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外国人患者受入業務PART 1

①

①

②

②

⑤

⑤

④

④

③

③

⑥

⑥                  ⑦

外国人患者

外国人患者

国際医療
コーディネート
事業者（P.18）

国際医療
コーディネート
事業者

窓　口※

窓　口

受入担当医※

医事課

受
入
担
当
医

病　院

STEP 1　問合せから受入れを決めるまで（P.14～ 19）

病　棟検査部門

■問合せと受入可否の判断

■受入れる場合の院内調整

①医師が計画している治療内容・入院期間を伝え、治療にかかる概算見積費
用を算出してもらうよう医事課に依頼する。

②医事課から概算見積費用を受け取る。

③国際医療コーディネート事業者に治療内容・入院期間・概算見積費用を伝
える。

④患者に治療内容・入院期間・概算見積費用を伝え、患者の了解が得られた
ら来日可能な期間を相談する。

⑤窓口担当者に患者の来日可能な期間と入院・治療に関する要望を伝える。

⑥受入担当医が入院期間を決定したら、医師の指示のもと、入院期間・検査
項目に合わせて検査枠の確保を依頼する。

⑦同様に医師の指示のもと、入院期間に合わせてベッドの確保を依頼する。

業務のポイント

業務のポイント
　医療機関の負担を軽減し、無用のトラブルを防ぐために、外国人患者への対応は国際医療コーディネー

ト事業者に担当してもらうのが望ましいでしょう。その場合、医療機関では「窓口機能にかかわる担当

者」と「外国人患者受入れに関して責任者となる医師」の2名を決め、外部からの問合せ先を明確にして

おくことが重要です。また、窓口担当者が不在の場合も受入業務に支障が出ないように情報を文書化し、

1つのファイルにまとめて管理するなどの対応を行い、院内での情報の共有化に努めましょう。

※窓口担当者は医事課や地域連携室の事務
スタッフが、受入担当医は各診療科のベ
テラン医師が担っていることが多い。

※検査部門や病棟との連携は
各医療機関の通常業務に近
いほうが混乱は少ない。医
師から直接指示する場合も
ある。

　治療内容や入院期間は、日本人患者の

診療や病棟運営に影響が出ないように受

入担当医が一人で決めるのではなく、複

数の医師で協議を行い、決定するのが望

ましいでしょう。また、外国人患者を受入

れたことがある医療機関の中には、医事

課ではなく、受入担当医が治療を担当す

る医師と相談し、治療内容やこれまでの

診療実績を踏まえたうえで見積額を概算

している施設もあります。また、追加の

検査や治療が発生することを想定し、あ

る程度の金額を上乗せした見積額を提示

します。

　来日後のトラブルを避け、治療をス

ムーズに進めるためにも、国際医療コー

ディネート事業者に入院や治療に関する

患者や付添家族の要望（病室は個室がよ

いなど）を十分に聞き取ってもらい、それ

らも考慮して病床や検査枠を確保するこ

とが大切です。

①外国人患者からの問合せ内容を受け取る。

②医療機関の窓口担当者に患者からの問合せ
内容と基本的な医療情報を伝える。

③医師に患者の医療情報を伝え、受入可否の
判断を仰ぐ（医師が追加情報を必要とする
場合は、国際医療コーディネート事業者を通
して必要な情報を収集する）。

④受入可否の判断結果を伝える。

⑤医師の判断を国際医療コーディネート事業
者に伝える。

⑥受入可否の結果を患者に伝える。

※
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STEP 2    来日前の準備と諸手続き（P.14～ 19）

■ビザ手続き（医療滞在ビザの場合）と同意書などの準備

■宿泊と医療通訳の手配

受入体制の整備（受入フローの整備）

①患者に付添ってくる家族の宿泊先を確保する。

②宿泊先が確定したら、ホテルの情報を国際医
療コーディネート事業者に伝える。

③国際医療コーディネート事業者を通じて外国
人患者・家族に伝える。

①院長または受入担当医に医療滞在ビザ発給用
書類（P.18 表１）の確認を依頼する。

②院長または受入担当医から押印した医療滞在
ビザ発給用書類を受け取る。

③医療滞在ビザ発給用書類を国際医療コーディ
ネート事業者に送付する。

④外国人患者・家族（代理人）に医療滞在ビザ
発給用書類を送付する。

①医師が作成した治療スケジュールに基づき、医師・検査部門が
医療通訳を必要とする日程を集約し、窓口担当者に伝える。

②医療通訳を必要とする日程を国際医療コーディネート事業者
に伝え、手配を依頼する。

③医療通訳を手配する。

④医療通訳が患者に同伴する日程を病棟に伝える。

①医師から予定している治療内容を受け取る。

②入院・治療に伴い、必要な種類の同意書を医事課に伝える。

③医事課から頼んでおいた同意書を受け取る。

④各種同意書を国際医療コーディネート事業者に送付する。

⑤外国人患者が理解できる言語に翻訳し、患者に同意書の内容
を伝える。

●宿泊の手配

●ビザの手続き

●医療通訳の手配

●同意書などの準備

④

④

④

近隣ホテル 医師・検査部門

医事課 入院係

病棟

受
入
担
当
医

ま
た
は
主
治
医

窓　口

窓　口

窓　口

窓　口

①

①

①

①

②

②

②

②

③

③

③

③

外国人患者

外国人患者
（代理人）

医療通訳（P.19）

外国人患者

国際医療
コーディネート事業者

国際医療
コーディネート事業者

院長または
受入担当医

国際医療
コーディネート事業者

国際医療
コーディネート事業者

業務のポイント

業務のポイント

⑤

　医療機関と提携しているホテルがない、患者家族が希望するホテルがあるなど、そのときの状

況に応じて、宿泊先の手配は国際医療コーディネート事業者にまかせてもよいでしょう。また、宿

泊先を予約する際、ホテルには外国語を話せるスタッフを配置してもらえるよう依頼します。

　医療通訳の手配を依頼する際、国際医療コーディネート事業者に自院で作成した「入院・検査

時用語集」を渡しておくと、入院・検査時の医療通訳がスムーズに進みます。

　医療滞在ビザの手続きは、身元保証機関として登録されている国際医療コーディ

ネート事業者（P.64～65）と協力して進めることになります。医療機関ではビザの発

給に必要な書類を準備します。

　また、同意書を準備する段階で、病棟の看護師や検査部門の医療スタッフが使用

する「入院・検査時用語集」を作成しておくのがよいでしょう。この業務の担当者

は、それぞれの医療機関によって異なりますが、病棟クラークが窓口担当者や国際医

療コーディネート事業者と連携しながら準備する医療機関もあります。
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外国人患者受入業務PART 1

■費用の手続き（患者が民間の医療保険を利用する場合）

■来日中の院内調整 ①外国人患者の入院中は、病棟看護師または
病棟クラークがサポートを行う。

②主治医・検査部門との調整、事務的な手続
きが発生したときは、病棟看護師または病
棟クラークが中心となって対応する。

③医療通訳を入れる日程に変更が生じた場
合は、窓口担当者が対応し、国際医療コー
ディネート事業者に調整を依頼する。

④国際医療コーディネート事業者は医療通訳
事業者に連絡し、医療通訳の日程変更の調
整を行う。

④

④

窓　口

①

①

②

②

③

③

外国人患者

医療通訳
（医療通訳事業者）

国際医療
コーディネート事業者

国際医療
コーディネート事業者

金融機関

医療保険会社

外国人患者

医　師

検査部門

事務部門

業務のポイント

業務のポイント

⑤

⑥

⑦

受入担当医
主治医

STEP 3    来日中の院内調整（P.14～ 19）

窓　口

①外国人患者が加入する民間の医療保険会社に治療内
容が保険適用となるかどうかを事前に問合せる。

②医療保険会社との調整の結果、決定した治療内容・
治療スケジュールに基づいて、患者宛ての請求書を
発行し、国際医療コーディネート事業者を通じ、患
者に入金を依頼する。多様な決済方法を準備してお
くと外国人患者の利便性が高まる。

③患者に請求書を送付し、治療費の入金を依頼する。

④治療費を支払う（銀行口座海外送金など）。

⑤金融機関に入金状況を確認する。

⑥患者からの入金状況を国際医療コーディネート事業
者に伝える。

⑦患者に医療機関が入金を確認した旨を報告する。

病棟看護師
または病棟クラーク

　外国人患者の受入れには治療費の未収金リスクが伴うため、治療費の支払いは前払制もしくはデポジット

（保証金）制が望ましいでしょう。会計上のルールで前金を受け取れない場合は、国際医療コーディネート事

業者の支払代行サービス※（P.18 表１）を利用するとよいでしょう。来日前の費用手続きに関して、最も大事

なのは後 ト々ラブルに発展しないよう入金日やキャンセルフィーを含め、治療費の支払条件をしっかり決め、

患者の納得を得ることです。そのポイントはP.33、P.44を参考にしてください。

　また、患者が民間の医療保険を利用し治療を受ける場合は、患者が加入する医療保険会社に保険適用とな

る治療範囲を事前に確認し、受入担当医および治療を担当する医師と情報共有しておくと、治療費の持出し

を防げるので安心です。患者の利便性を高めるため、多様な決済方法を用意し（P.33）、患者からの治療費の

入金状況も窓口担当者が必ず確認します。入金状況は、実際の受入実施にも影響するため、遅くとも来日の2

週間前までには確認し、国際医療コーディネート事業者と情報を共有しておきましょう。

　入院中の外国人患者のサポートおよび医師や検査部門との調整などの業務は、病棟看護師または病棟クラー

クのいずれかの職種が担当するのが望ましいでしょう。外国人患者やその家族が入院生活で困ったとき、あるい

は医療スタッフが検査や治療で調整が必要な場合、誰に相談・連絡してよいのかわからないといった状況になら

ないよう担当者を明確にしておきます。

　また、来日までの対応の中心となってきた窓口担当者は、直接サポートすることは少ないものの、患者の来日

中は原則的にいつでも連絡が取れる体制にしておきます。そして、国際医療コーディネート事業者とともに、病

棟看護師または病棟クラークがサポート・調整業務を滞りなく行えるよう支援します。

※支払代行サービスを利用する
場合は、国際医療コーディネー
ト事業者が外国人患者から預
かっている費用から医療機関
に治療費を前払いし、治療終
了後に残金を外国人患者に返
金する流れになる。



14

受入体制の整備

A.受入担当医は、来日前の主治医としての役割を担うことから、業務の大半は、外国人患者が

来日するまでの準備期間に集中しています。治療への

満足度にも影響する重要な仕事です。

　
受入可否の判断、

治療前の院内調整が主な仕事

　受入担当医の業務の大半は、外国人患者が来日するまでの

準備期間に集中しています。

　なかでも重要な業務が「受入可否の判断」と「治療内容の

作成」です。医療機関によってはケースカンファレンスを開

催し、対象となる診療科スタッフで受入れの検討や決定を行

う施設もありますが、外国人患者の医療情報は受入担当医に

集約されているので、重要なポジションを占めることに変わり

はありません。「治療費の見積額の決定」を受入担当医に一

任している施設もあります。

　また、受入担当医は来日前の主治医としての役割を担って

いることから、外国人患者の受入れが決まれば、来日するため

に必要な書類を準備する事務作業も発生します。さらに、臨

床面においては病床や検査枠を確保するために情報の伝達

だけでなく、病棟や検査部門の医療スタッフ、事務スタッフと

の調整業務も必要になることがあります。外国人患者が民間

の医療保険を利用する場合は、その医療保険の適用となる治

療範囲を事前に確認し、治療を担当する医師とともに自分た

ちが提供する治療内容と一致するかどうかの点検も行わなけ

ればなりません。

受入担当医の役割と業務
Q. 2
受入担当医の役割と業務について教えてください。

Check!

●問合せから受入れを決めるまで

●患者を受入れる場合の院内調整

窓口担当者に受入可否の連絡をした

治療スケジュールを作成し、院内で共有した

治療内容・入院期間を決定し、窓口担当者に伝えた

窓口担当者に必要な検査項目を伝えた

窓口担当者に入院に関する留意点を伝えた

●来日前の準備と諸手続き　

滞在ビザ発給に必要な書類を
確認・押印して窓口担当者に渡した

治療内容に基づき、必要となる同意書を
窓口担当者に指示した

医療通訳を必要とする日程を確定し、
変更がある場合、窓口担当者に伝えた

●来日中の院内調整

業務連絡チェックリスト
受入担当医用

※チェックリストは参考例です。それぞれの医療機関で
リストを作り替え、状況に合わせたものにしてください。

　このように受入担当医の業務は多岐にわたるうえに、診療

面においてもある程度専門的な知識が要求されます。また外

国人患者に対して医療を提供する責任者として主治医になり

得る医師が望ましいため、受入担当医は診療科ごとに設ける

必要があります。さらに、院内のさまざまな部署とも関わるこ

とから、院内の事情に精通した医師が適任でしょう。外国人

患者の治療への満足度にも影響するため、受入担当医の人

選は重要です。
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外国人患者受入業務PART 1

A.医療スタッフの主な業務は、外国人患者の受入れを決めたときに病床や検査枠を確保する

ことと、治療が行われるときに医療通訳と協力して

検査を行ったり、快適な入院生活が送れるようにサ

ポートしたりすることです。

　
ベッドを確保し、

医療通訳と協力して検査を実施

　医療スタッフのうち、外国人患者の受入業務に主にかかわ

るのは病棟の看護師と検査部門の医療スタッフです。

　そして、医療スタッフの業務が発生するのは、医療機関が

外国人患者の受入れを決めたときと、外国人患者が来日して

実際に治療が行われる２つの段階です。

　検査枠を確保するときの留意点としては、次のようなことが

考えられます。まず外国人患者の場合、治療スケジュールの

関係で土日や祝祭日に検査が入る可能性があります。そのと

きは、検査部門長が休日出勤するスタッフの調整などを行いま

す。また、検査の際には医療通訳を介したり用語集を使った

りしながら外国人患者とコミュニケーションをとり、実施する

ことになります。そのため、同じ検査でも日本人患者の1.5～

２倍の所要時間がかかります。外国人患者の場合は、その分

の時間を見込んで検査枠を確保するようにします。

　一方、病棟では個室を希望する外国人患者が少なくないた

め、日本人患者との入院調整も必要になってきます。外国人

患者を継続的に受入れている医療機関では、日本人患者の

医療スタッフの役割と業務
Q. 3

Check!

●患者を受入れる場合の院内調整業務

病
棟

検
査
部
門

●来日中の院内調整　

受入担当医から治療スケジュールを受け取った

病床を確保した

受入担当医から検査項目を受け取った

検査枠を確保した

治療スケジュールに沿って医療通訳を必要とする
日程を確定した

医療通訳を必要とする日程を窓口担当者に伝えた

医療通訳を必要とする日程に変更があった場合、
窓口担当者に伝えた

※チェックリストは参考例です。それぞれの医療機関で
リストを作り替え、状況に合わせたものにしてください。

業務連絡チェックリスト
医療スタッフ用

医療スタッフの役割と

業務について

教えてください。

入院に影響が出ないように外国人患者向けの専用病床を用

意しているところもあります。外国人患者の受入人数が増え

てくれば、このような対応も検討することが望まれます。

　病棟や検査部門の医療スタッフが行う来日前の準備は特に

ありません。しかし、病棟クラークや事務スタッフが「入院・

検査時用語集」を新たに作成する場合は、できるだけ協力し

たいものです。現場の意見を反映させることで、用語集がよ

り使いやすく役立つものになるからです。

　外国人患者が入院してきたら、病棟の看護師は快適な入

院生活を送ってもらえるようサポートに努めましょう。「外

国人患者受入れのための接遇・対応マニュアル」（P.20

～21）や「外国人患者受入れのための入院ガイドライン」

（P.26～27）などを作成し、病棟で情報共有しておくと標準

的なサービスの提供につながります。また、治療スケジュー

ルの関係で医療通訳の日程に変更が生じたときは、窓口担

当者に調整を行ってもらうよう依頼することも検査部門の医

療スタッフの業務になります。
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受入体制の整備

A.治療費の見積書や請求書の作成など医事課の業務が中心ですが、外国人患者受入れの要と

なる「窓口担当者」の役割を担うこともあります。

　
治療費の見積書、請求書、
各種同意書などを作成

　事務スタッフのうち、外国人患者の受入業務に主にかかわ

るのは医事課です。医事課の業務が最初に発生するのは、医

療機関が外国人患者の受入れを決めたときです。受入担当医

が作成した治療スケジュールや治療内容に基づき、治療費の

概算見積書を作成します。受入担当医が作成する医療機関も

ありますが、多くの場合、医事課の業務になります。

　また、患者が民間の医療保険を利用するときは、医療保険

会社に保険請求するための書類も作成します。その際、医療

保険会社への問合せ等の業務も行います。

　来日前の準備では、医師から指示のあった各種同意書を用

意し、窓口担当者に渡します。また、治療費の前払制を採用

する医療機関の場合、入金を確認するのも医事課の大事な業

務の一つです。

　来日中の業務として発生するのもやはり治療費に関するこ

とで、実際に行われた医療処置や検査項目に従って追加の請

求書や請求書内訳を作成します。万一、未収金のトラブルが

生じた場合も窓口担当者や国際医療コーディネート事業者と

協力しながら対応しなければなりません。

　医事課の業務以外に事務スタッフがかかわる部分も大き

事務スタッフの役割と業務

Check!

●患者を受入れる場合の院内調整

●来日前の準備と諸手続き

●来日中の院内調整

治療スケジュール・治療内容に基づき、
概算見積書を作成した

概算見積書を窓口担当者に渡した

治療内容に基づき、医師から指示のあった
同意書を用意した

実施した医療処置・検査に基づき、請求書を作成した

請求書・請求書内訳を窓口担当者に渡した

患者から支払われた治療費の入金を確認した

業務連絡チェックリスト
事務スタッフ用

Q. 4
事務スタッフの役割と

業務について

教えてください。

く、例えば受入業務の要となる「窓口担当者」の役割もその

一つです。特定の職種や部門に限定される役割ではないもの

の、外国人患者を受入れる医療機関では、医事課や地域医療

連携室などの事務スタッフが担っていることが多いようです。

その理由には、外部との連絡を取りやすい環境にいること、窓

口担当者には事務スタッフの日常業務と同様の業務内容や能

力が求められることなどがあります。

　一方、病棟クラークもいろいろな場面で受入業務を担当し

ています。なかでも重要な業務が「入院・検査時用語集」の作

成（来日前の準備）です。普段、医療スタッフとともに病棟運

営に参加している病棟クラークだからこそ、入院や検査で使

われている必要な用語がわかり、用語集の作成にも取組める

のです。

　外国人患者が入院すると、入院手続き・各種手続き、医師・

検査部門との調整、病室から検査室への誘導などの業務を病

棟クラークにまかせている医療機関もあります。病棟看護師を

本来のケア業務に専念させるため、病棟クラークを外国人患

者のサポートに活用する施設はさらに増えていくことでしょう。

※チェックリストは参考例です。それぞれの医療機関で
リストを作り替え、状況に合わせたものにしてください。
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外国人患者受入業務PART 1

A.国際医療コーディネート事業者と連携する際は、混乱を来たさないよう「窓口担当者」を明

確に決めておきます。また、医療通訳との連携は、通

訳者が通訳しやすいように、専門用語を避けるなど医

療スタッフの心配りも大切です。

　
サービス内容をよく知り、
自院の実情に応じた連携を

　外国人患者の受入れを開始した当初は、人数・頻度ともに

低いことが想定されます。そこで「国際医療コーディネート事

業者」や「医療通訳」などの外部事業者を活用し、医療機関

の負担をできるだけ減らしながら、外国人患者への診療を円

滑に進めることが望ましいでしょう。国際医療コーディネート

事業者とは、外国人患者と医療機関との橋渡し的な役割を担

い、外国人患者が日本での医療を円滑に受けられるよう支援

する者のことをいいます。医療滞在ビザ制度では、日本で治

療を受ける外国人患者および同伴者の身元保証を請け負う機

関（身元保証機関）を登録しており、平成26年11月４日現在、

民間企業や旅行会社など22機関が登録されています（P.64～

65）。これらの機関以外にも日本の医療機関への受入支援を

行う事業者はあります。

　国際医療コーディネート事業者の業務範囲は多岐にわた

り、どの部分で活用・連携していくのかはそれぞれの医療機

関の事情によって異なります。例えば、外国語に対応できる

職員を配置できないと、外国人患者からの問合せに時間を

要し、他の業務にも支障を来たすことがあります。このような

場合、国際医療コーディネート事業者に問合せ窓口を外注す

ることで一定の解決が図れます。また、支払代行サービスを

利用することで治療費の未収金リスクを軽減できるメリット

もあります。国際医療コーディネート事業者のサービス内容

（P.18）をよく知り、自院の実情に合わせて上手に活用しま

しょう。

　国際医療コーディネート事業者と連携する際に留意したい

のは、院内に「外部との窓口機能にかかわる担当者」を明確に

決めておくことです。窓口機能を設置していない場合、国際

医療コーディネート事業者は誰に問合せてよいのかわからな

い状態になりますし、国際医療コーディネート事業者から渡さ

れた患者情報の一元化もできないので、院内の混乱を来たす

原因となります。

　一方、医療通訳を依頼する場合、国際医療コーディネート

事業者を通して医療通訳を派遣してもらうこともできますが、

医療通訳の活用パターン（P.19）もいろいろあるので、やはり

自院の実情に合わせて利用するのが賢い活用法です。通訳者

の中には、医学用語や臨床医学に関する知識が不十分で、医

療現場で通用するだけの能力を備えていない人もいます。患

者とのコミュニケーションに問題があるとトラブルの大きな原

因になるので、医療通訳の能力がないと感じたら遠慮せずに

通訳者を替えてもらいます。

　その一方で、医師や看護師、医療スタッフも通訳者が通訳

しやすいようにゆっくり話したり、専門用語はできるだけ避

け、やさしい言葉を使ったりするなどの心配りが大切です。ま

た、患者が治療内容を理解していないと感じたら、通訳者と

一緒に表現を工夫したり、説明の方法（イラストにするなど）

を考えたりしながら協力して診療に当たりましょう。

外部事業者との連携
Q. 5
国際医療コーディネート事業者や医療通訳と

どのように連携すればよいですか。
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受入体制の整備（外部事業者との連携）

国際医療コーディネート事業者の業務範囲を知る

　外国人患者の受入れが円滑に進むようにあらゆる面におい

て調整を行う国際医療コーディネート事業者の業務範囲は多

岐にわたります。経済産業省が作成した「平成22年度国際医

療交流コーディネートサービス業務マニュアル」では、国際

医療コーディネート事業者が提供する主なサービス概要につ

いて表１のようにまとめていますので、参考にしてください。

　また、国際医療コーディネート事業者を探すときの一つの

目安になるのが経済産業省と観光庁に登録されている「医療

滞在ビザ身元保証機関」（P.64～65）です。このリストは外務

省のホームページで公開されており、事業者名や連絡先など

の基本情報に加え、対応できる言語（英語、中国語、ロシア

語、その他）についても記載されています。

　なお、医療滞在ビザの申請に必要な書類は、外務省のホー

ムページからダウンロードできます。

●経済産業省「国際医療コーディネートサービス業務マニュアル」
   http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfi les/gyoumumanual.pdf

●外務省「医療滞在ビザ」医療機関向け　http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/medical/organizar.html

■表１　国際医療コーディネート事業者が提供する主なサービスの種類と内容

経済産業省「平成22年度国際医療交流コーディネートサービス業務マニュアル」より

サービスの種類 内　容

医療マッチング

・患者からの医療情報を基に、最適な治療法・医療機関を選定し、患者に提示する。

・患者から医療情報を入手し病状を確認したうえで、患者の治療に対する希望や経済
面での意向も踏まえ、受入可能な医療機関を探す。

医療滞在ビザ取得サポート

（身元保証機関が行う場合）

・受入医療機関に治療スケジュールを確認し、患者に適切なビザの種類を判断する。

・受入医療機関との調整および患者に対する身元保証を行う。患者が現地の大使館・
領事館で医療滞在ビザを申請するときに必要な書類（「医療機関による受診等予定
証明書及び身元保証機関による身元保証書」）を作成・押印し、受入医療機関から
の押印取り付けも行う。

支払代行サービス
・あらかじめ治療費の見積額を患者から前受金として預かり、受入医療機関への支払
いを代行する。

医療通訳／一般通訳の派遣
・患者側の希望を踏まえたうえで医療通訳／一般通訳を選定し、受入医療機関に派遣
する手配を行う。

空港までの送迎サービス
・患者の来日時と帰国時に空港への送迎を行う（患者の来日時の手続きを手助けする
とともに入国・出国を見届ける）。

その他のオプション手配 ・滞在中に観光などの希望がある場合や、そのほか患者からの希望に応じて手配する。

24 時間コールセンターサービス
・患者および同伴の家族が滞在中のライフサポートとして電話上での通訳を含め、24
時間体制で相談に応じる。

医療機関との連絡代行 ・医療機関が患者との意思疎通に困らないように常時サポートする。
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外国人患者受入業務PART 1

受入状況に応じた医療通訳の活用を

●経済産業省「国際医療コーディネートサービス業務マニュアル」
   http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfi les/gyoumumanual.pdf

●外務省「医療滞在ビザ」医療機関向け　http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/medical/organizar.html

●経済産業省「医療通訳活用パターン及び事例」　http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfi les/tsuyaku_katsuyou.pdf

　医療通訳の活用パターンは、①内部型、②外部型、③混合

型、に分類できます。外部型はさらに医療通訳派遣利用、遠隔

通訳サービス利用、国際医療コーディネート事業者利用に分か

れます。これらの概要と期待される効果は表２のとおりです。

　医療通訳を活用する際には、この５つのパターンの中から

自院の受入状況に応じて選択するのが賢い方法だといえま

す。それぞれのパターンで想定される医療機関の状況として

は、次のことが考えられます。参考にしてください。

①内部型

・在日外国人を含め、相当数の外国人患者の利用がある。

・外国人患者受入れに院内全体で積極的に取組んでいる。

・医療通訳を依頼できる外部事業者・団体が近くにない。

②外部型（医療通訳派遣利用、遠隔通訳サービス利用、国際医療

コーディネート事業者利用）

・外国人患者の受入れに意欲的だが、受入人数が少ない。

・医療通訳を依頼できる外部事業者・団体が近くにある。

③混合型

・相当数の外国人患者の利用があり、医療通訳を依頼できる

外部事業者が近くにある。

・時間や場所を問わず、できるだけ多くの場面で医療通訳を

活用したい。

・受入れる外国人患者の疾患や治療法が多様である。

■表２　医療通訳の活用パターンと期待される効果

経済産業省「平成25年度医療通訳活用パターン及び事例」より

活用パターン 内　容 期待される効果の例

①内部型

医療通訳者または語学ができ
るスタッフを常勤または非常
勤として雇用し院内に配置。

（医療機関のメリット）
・患者を受入れる度に医療通訳を手配する必要がない。
・通訳者が院内の事情に精通しているので、病院スタッフに安心感と信頼感が
　生まれる。
・調整コストが少ない。
（患者のメリット）
・通訳者の勤務時間内であれば、いつでも通訳を依頼できるので、安心感がある。

②
外
部
型

医療通訳者
派遣利用

必要なときに外部の医療通訳
派遣事業者等から医療通訳者
の派遣を受けて対応。

（医療機関のメリット）
・通訳者の手配や教育などを医療通訳派遣事業者等に依頼できる。
・調整コストが少ない。
（患者のメリット）
・通訳内容や通訳者に不満が発生した際に通訳者の変更を依頼できる。

遠隔通訳
サービス利用

遠隔通訳サービス事業者と契
約して、必要なときに電話等
による遠隔通訳サービスを利
用して対応。

（医療機関のメリット）
・患者を受入れる度に医療通訳を手配する必要がない。
・時間を気にせず医療者が必要とするときに医療通訳を使える。
・派遣よりもコストを抑えられる。
・多言語での対応が可能。
・個人情報の管理が徹底できる。
（患者のメリット）
・時間を気にせずに必要なときに医療通訳を使える。
・通訳内容や通訳者に不満が発生した際に通訳者の変更を依頼できる。

国際医療
コーディネート
事業者利用

国際医療コーディネート業務の
一部として、コーディネート事
業者に所属または契約する医
療通訳者を派遣してもらって対
応。

（医療機関のメリット）
・患者を受入れる度に医療通訳を手配する必要がない。
・多言語での対応が可能。
・通訳者の手配や教育等を依頼できる。
（患者のメリット）
・通訳内容や通訳者に不満が発生した際に通訳者の変更を依頼できる。

③混合型

状況に応じて、時間ごとや患
者ごとに複数の活用方法を組
み合わせて対応。（例：内部型
＋遠隔通訳サービス、医療通
訳者派遣＋遠隔通訳サービス）

（医療機関のメリット）
・医療通訳対応時間が長くなり、医療者が必要とするときに医療通訳が使える。
（患者のメリット）
・医療通訳対応時間が長くなり、必要とするときに医療通訳が使える。
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A.育った国や環境が違えば、言葉も文化も習慣も異なります。また宗教的な配慮も必要にな

ります。日本人向けの院内マニュアルを見直し、外国

人に配慮したものに作り直しましょう。

　

日本語マニュアルの見直しと検討

　外国人患者を受入れていく際には、言葉や文化、習慣の

違い、宗教的な配慮などが必要になります。その基本となる

のは、日本人患者向けの対応マニュアルやこれまでの接遇改

善活動です。まず、院内で行われている接遇の日本人向けマ

ニュアルを見直してみましょう。

　そのうえで、受入患者の国の医療の現状や、日本との違

い、特に宗教上の生活習慣の違いに配慮した「外国人患者受

入マニュアル」を作成したいものです。

　外国語対応ができる医師や医療スタッフ、海外の医療事情

に詳しい責任者を置いた専門部署を設置して行うことが理想

的ですが、困難な場合は、チームを作ってマニュアル作りと

検討に当たりましょう。

　専門部署の有無にかかわらず、マニュアルの内容は職員全

員で共有し、だれもが外国人患者の接遇に当たれる心構えを

接遇とトレーニング
Q. 1
外国人患者受入れのために

スタッフが事前に準備しておけることはありますか？

またどんなトレーニングが必要でしょうか。

しておきましょう。日本在住の外国人患者の診療の際に、マ

ニュアルに基づいた接遇を行い、実際の運用に合わせて検討

や修正を加えていきたいものです。また、在日外国人など対

象国に精通した人にチェックしてもらうことが望まれます。

　次に実際に受入れた際の、他の患者への影響や、現場の医

療スタッフへの負担を軽減するためにも、外国人患者向けの

クリニカル・パスの作成も検討しましょう。通訳を介した診察

や検査には、通常の1.5～２倍の時間がかかります。スケジュー

ルを組む際には、そうしたことへの配慮も必要になります。

笑顔と挨拶がすべての基本

　例えば、外国でけがや病気になったときのことを想像して

みてください。「病状はきちんと伝わるだろうか」「どんな治

療をされるのか」「医療費はいくらぐらいで、治療にどのくら

いの期間がかかるのか」など、さまざまな不安を抱えて、病院

に向かうことでしょう。外国人患者の多くは、こうした思いで

来院していることを、常に意識しておきましょう。

　そんな不安を少しでも軽減できるのが、病院の接遇体制で

す。言葉は通じなくても、笑顔は心が通じ合える世界共通の

コミュニケーション手段です。また、表情や声のトーンでも伝

わるものはあります。外国の人に対してはつい気おくれしが

ちですが、心細いのはむしろ患者の方です。外国語が話せな

いスタッフも、他の日本人患者への対応と同様、積極的に笑

治療の環境整備2 章第
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顔で対応しましょう。

　また、私たちが海外を訪れたときに、現地の人に日本語で

「コンニチハ」と言われたら、受入れられているという印象

を受け、うれしいのではないでしょうか。外国人患者の来院

がわかっていれば、患者の母国語での挨拶だけでも交わせる

ように覚えておきましょう。指さしシートや接遇時に使えるフ

レーズ集などをつくり、簡単な会話が交わせるように、勉強

をしておくのもいいでしょう。

習慣などの違いについて
勉強会を開催

　日本では当たり前のマナーや習慣が、外国人にとっても一

般的とは限りません。逆に、外国人にとって当然のマナーが

日本では知られていないこともあります。特に宗教上の習慣

の違いは神聖なものですから、厳格に守られているものもあ

ります。

　また、国によって葬式に使用される色として敬遠される色

もあれば、首を縦にふるのがNOの意思であることもありま

す。知らないで接することで、トラブルの原因にもなりかねま

せん。左下は、比較的知られているマナーの例です。

　これから受入予定の外国人患者の国の習慣やマナーにつ

いても、勉強会を開いて情報共有しておくとよいでしょう。ま

た、国際コミュニケーション・マナー研修や、語学・グローバ

ル研修などの専門事業者のプログラムを活用するのも一つの

方法です。

Check!

日本語の接遇マニュアルを用意した

対象国の習慣の違いをチェックした

外国人向けに作り直した

在日外国人など精通した人の
チェックを受けた

関連部署の全スタッフに周知徹底した

運用後の定期的な見直しを
スケジュール化した

※チェックリストは参考例です。それぞれの施設で
リストを作り替え、状況に合わせたものにしてください。

マニュアルについての
チェックリスト

受入担当者用一般的なマナーの例

国によって嫌われる行為の例

宗教上のマナーの例

◎ 他人を指ささない
◎ 口に手を当てて話さない
◎ 対応中に、自分の顔や髪をいじらない

◎ 鼻をすする（イギリス）
◎ 指をならす（フランス）
◎ 赤の筆記具で名前を書く（韓国）
 （亡くなった人を意味する）

◎ 仏教（タイ、カンボジアなど）
　イスラム教・ヒンズー教など
　→人の頭に触れてはいけない

◎ ヒンズー教
　→左手を使うことは避けられる

観光庁ウエブサイト http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/taiou_manual.html
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A.施設名や院内案内図は多言語表示にしておきましょう。契約書などの書類も、多言語で用意

しておく必要があります。動線表示やピクトグラムな

ど絵や色で見てわかる工夫も大切です。

　
施設名や院内案内図を
多言語表示に

　外国人患者を受入れていくためには、医療機関名をはじめ

診療時間や診察科目、院内表示などを、英語や受入対象国の

言語表示に整備しましょう。実際に、患者の立場にたって、

病院に到着してから受付を済ませ、会計を終え薬を受け取る

までの、一連の動きに沿って検証してみるといいでしょう。

院内表示を多言語化すると同時に、院内案内図シートを多言

語で用意しておくことも有効です。こうした事前の準備は、

スタッフへの問合せや、診療以外にかかる現場の負担を軽減

することにもつながります。

　また、病院の概要や、診療内容などを多言語化したものは、

ホームページにも掲載することで、外国人患者への情報提供

の場になります。診療分野や提供している専門的な医療、施

設のクオリティなど、さまざまな情報を付加していきましょう。

海外に向けた広報活動の一助にもなるはずです（P.31）。

言語ツール・院内表示
Q. 2
外国人患者の受入れのために

設備や資料などで、事前に準備して

おいたほうがよいものはありますか？

　
各種文書や説明用ツールを

多言語で用意

　次に行いたいのは、問診票など日本人向けの各種書類を、

英語や患者受入対象国の言語に翻訳したものを作成するこ

とです。すでに“外国人患者の受入経験がある”または“受

入経験はないが受入意向がある”医療機関を対象にしたアン

ケートでも、「重要だと考えている体制・取組」の１位は、各

種文書の多言語対応でした（図１）。治療同意書や検査説明

書など重要度の高いものや使用頻度の高いものから、順次、

多言語対応に準備していきましょう。

●● 外国人患者向けに項目を追加する

　例えば問診票なら、外国人患者に向けて次頁のような項

目を追加したりすることも必要です。また、アルコール量の

質問では、ビール大びん1本→㎖表記に変更するなど、生活

習慣に配慮した翻訳をしたいものです。これらの書類は、日

本語と外国語を併記して、外国人患者だけでなく、現場のス

タッフも利用しやすいものにするための工夫をしましょう。

●● 説明用ツールや会話用ボードを用意する

　「仰向けになってください」「息を止めてください」など、

部門ごとに必ず使うフレーズは、日本語、外国語、外国語の

読みなどを併記したものを用意してあると、コミュニケーショ

ンがとりやすくなります。

治療の環境整備
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動線表示やピクトグラムで
見てわかる工夫を

　増床、増築などによって、外国人患者に限らず部門配置が

わかりにくくなっている医療機関もあります。例えば漢字が

読めない小児の患者にわかるかどうかという視点で、院内の

表示を見直してみてはいかがでしょうか。

①廊下の足元に動線テープを貼る

②診療科別に廊下や壁を一体的にカラーコーディネートする

③非常口やトイレだけでなく各施設をピクトグラム表示する

　などの方法で、色や絵で見るだけでわかる工夫をし、わか

りやすい案内表示を行いましょう。

　また、つい見落としがちなのが、日ごろから掲示している

病院内でのマナーやルールなどの注意事項です。病院内での

禁忌事項は国によって違います。例えば携帯電話やスマート

フォンの使用ルールは日本国内でも医療機関によって違いま

す。「急患により、時間が変更になる場合があります」などの

情報も知らされていなければ、外国人患者にとっては、なぜ

自分が待たされるのか理解できないでしょう。こうした掲示も

多言語化されていると、無用なトラブルを避けることができま

す。また、外国人患者を受入れていく姿勢を、一般の日

本人患者にも伝えていくことができます。

問診票に追加すべき項目の例

◎ 国籍
◎ 言語
・母国語は何ですか
・他に話せる言語はありますか
・日本語を話せますか
　①話せる
　②日常会話程度なら可能
　③単語のみ
　④話せないが聞くことはできる
　⑤まったく話せない

◎ 宗教・信条
・治療時に、宗教や信条上、留意すべき点はありますか
・食事で、宗教や信条上、留意すべき点はありますか
◎ 家族背景
・ご家族の氏名、連絡先
・ご家族への診療内容の説明や告知についての可否
　ご家族内での優先順位

契約書、検査内容説明書等の各種文書の多言語対応

外国人患者受入窓口（専門部署・スタッフ）の設置

医療通訳を院内のスタッフとして配置

医療コーディネーターとの連携

医療通訳を院外から必要に応じて手配

多言語に対応した医療従事者の配置

国内外の医療機関、自治体、旅行会社などとの連携

情報発信・プロモーション活動

外国人患者受入れに対応した診療施設、入院施設の設置

その他

 45.6%

 35.6%

 27.8%

 26.7%

 22.2%

 22.2%

 13.3%

 8.9%

 6.7%

3.3%

■図１　重要だと考える取組の 1位は各種文書の多言語対応（複数回答、回答医療機関＝90） 

「国際医療交流の取組状況に関するアンケート（平成25年度）」より
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A.医療に対する考え方の違いを考慮し書面での同意を得るとともに、必要に応じて通訳体制を

整備しましょう。通訳不在時の対応も含め、治療の責

任者を決め連絡体制をつくっておく必要があります。

　
説明と同意に対する
文化的差異を認識

　日本でのインフォームド・コンセントの実情としては、平成

15年9月12日、厚生労働省による「診療情報の提示等に関す

る指針」で、原則的説明事項として以下の７つを揚げていま

す。

①現在の症状及び診断病名

②予後

③処置及び治療の方針

④処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に

注意を要する副作用

⑤代替的治療法がある場合には、その内容及び利害損失

（患者が負担すべき費用が大きく異なる場合には、それぞ

れの場合の費用を含む）

⑥手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要（執刀者及

び助手の氏名を含む）、危険性、実施しない場合の危険性

治療の説明・通訳体制
Q. 3
治療や検査手順の説明などは

具体的にどのようにしたらよいでしょうか。

また、通訳は必要ですか？

及び合併症の有無

⑦治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有す

る場合には、その旨及び目的の内容

　これに対し欧米人をはじめとする外国人患者の場合、書類

にサインをすることも含め、医療も契約行為という意識が高

く、インフォームド・コンセントについても、さらに踏み込んだ

ものを求める傾向が強いと言えるでしょう。医師が選択肢を

含めて診療上の必要な情報を提供し、患者が選択する（イン

フォームド・チョイス）、あるいは患者自身が自己の価値観で

最終決定する（インフォームド・ディシジョン）と考えられて

います。

　このため、納得するまで質問を投げかけ、説明が不十分な

まま契約書である説明同意書にサインを求められることには

抵抗があり、不信感ももたれかねません。また患者による自

己決定は、患者の状態、患者の宗教観や死生観などによって

も異なってきます。さらに国によっては、妻に対しての医療行

為について、夫の同意を必要とするところもあります。このよ

うな医療に対する考え方の違いや、医療習慣の違いについて

も理解を深め、対応していきたいものです。

　またインフォームド・コンセントをきちんと行った証とし

て、同意書を文書で残しておく必要があります。この際、通

訳を介して日本語版の同意書を取り付けるのではなく、翻訳

した外国語版による確認が必要です。現場の利便性を考慮し

日本語と併記しておくとよいでしょう。

治療の環境整備
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必要に応じて

通訳体制を整備する

　在日外国人や日本滞在中の外国人の診療については、外

国語ができる院内のスタッフで、その都度、対応している医

療機関も多いと考えられます。しかし、海外から健診・検診

や治療目的で来日する外国人患者を継続的に受入れていくた

めには、一定の通訳体制を整備しておくことも必要です。

①必要な通訳レベルを検証

　症状や治療の内容を確認し、外国人患者とお互いの言語

でどの程度コミュニケーションが可能かを把握したうえで、ど

の程度の通訳業務が必要になるのかを検討しましょう。

②院内外から通訳スタッフを確保

　必要なレベルに合わせて、院内のスタッフで対応するの

か、外部の通訳スタッフを依頼するのか、治療の流れやス

タッフの業務内容と照らし合わせて判断します。

③通訳のレベルを確認

　通訳者には、語学力だけでなく、医学用語や検査・治療方

法などに関する基礎知識など、一定の医学知識が求められま

す。また海外の生活習慣や宗教に関する知識もある医療通訳

者を採用することが望まれます。

　
治療の責任者を決め
連絡体制をつくる

　海外から健診・検診や治療目的で来日する外国人患者を

受入れる場合は、たとえ国際医療コーディネート事業者を利

用するとしても、院内で行う業務は多数あります。スタッフが

その場で判断して対応していたのでは、円滑なコミュニケー

ションをとることは難しいでしょう。受入れの可否判断に始ま

り、国際医療コーディネート事業者との役割分担や責任の範

囲の確認、院内の部門間の調整などを適切に行い、円滑に医

療サービスを提供するためには、受入フローを整備し、受入

担当となる治療の責任者を決めておくことが重要です。

　受入外国人患者の居住国は、図１にもある通りです。担当

コーディネーターや通訳者が不在の時にも、簡単な対応はで

きるよう電子辞書や会話用ボードなど、コミュニケーション

ツールを準備し、その内容をスタッフに周知しておきましょ

う。また、容体が急変した場合など、通訳者はオンコールで

対応するのか、あらかじめ24時間対応のコールセンター※など

と提携しておく必要があるのかなども確認し、受入担当責任

者以下の連絡体制を決めておきましょう。

中国

韓国

ロシア

アメリカ

フィリピン

モンゴル

インドネシア

台湾

オーストラリア

504

（人）

128

112

95

34

29

22

10

7

■図１ 居住国別の外国人患者の受入人数（回答医療機関=56） 

「国際医療交流の取組状況に関するアンケート（平成 25年度）」より
※24時間対応のコールセンター：多言語に対応して電話連絡を行う民間のコールセンター
サービス。英語をはじめ、数カ国語に対応している。 

Check!

患者の母国語や話せる言語・レベルを確認した

必要な通訳レベルを検討した

院内外の通訳スタッフの体制を整えた

通訳不在時の対応マニュアルを用意した

通訳体制についての
チェックリスト

受入担当者用

※チェックリストは参考例です。それぞれの医療機関で
リストを作り替え、状況に合わせたものにしてください。
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A.文化や生活習慣の違いにも配慮し、ガイドラインを策定しましょう。患者の不安や現場の戸惑

いや負担を軽減するためにも、クリニカル・パスを作

成しておきたいものです。

　
マニュアルをつくり
患者の立場で検証

　外国人患者の場合、文化や習慣にも配慮して、入院手続

きから退院までの対応ガイドラインを策定しておくことが大

切です。そのうえで、ガイドラインに沿ったマニュアルを策定

し、対象国に精通した在日外国人などにチェックしてもらうこ

とが望まれます。例えばイスラム教の患者であれば、通常、

女性患者を診察するのは女性医師であることが基本です。こ

うした場合、個室のみの受入れとするのか、担当スタッフの

体制はどうするのかなど、さまざまな場面を想定したマニュ

アルがあると、混乱を防ぐことができます。

　外国人患者であっても「最初に笑顔で自己紹介する」「訪

室時はドアをノックし、声をかけてから開ける」など、基本的

には日本人患者への対応と変わりません。異国の慣れない環

境に入院した患者であることを念頭に、ナースコールへの対

応など入院患者マニュアルも見直しておきましょう。

入院方針・体制
Q. 4
外国人患者の入院を受入れるためには

どんなことに注意したらよいでしょうか。

どのような準備が必要ですか？

　

必要書類を準備する

　外国人患者にスムーズな医療サービスを行うためには、契

約書類などのほかにも、事前に用意したり、あらかじめ提供

しておきたいものがあります。

①入院案内の翻訳版を用意し事前に渡す

　日本人向けにある入院案内を、受入患者の言語に翻訳した

ものを用意しましょう。特に次の点については、事前情報と

して患者に伝えておきたいものです。

・入院時に必要な持ち物

・診療体制・看護体制

・身の回り品の管理

・部屋の備品や院内施設（食堂、売店なども含め）

・起床や入浴、食事、面会時間など１日のスケジュール

・携帯電話や外出時のルールなど

　合わせて、院内案内図（P.22）なども事前に渡し、読んで

おいてもらうとよいでしょう。

②外国人患者ごとに個別のクリニカル・パスを作成する

　クリニカル・パスをもとに医療を行うことで、部門間の連携

やチーム医療も行いやすく、現場での戸惑いや負担を軽減で

きます。また、患者にも渡して情報共有しておくことで、検査

や治療の内容、スケジュールなどを把握でき、少しでも不安

を取り除くことに役立ちます。

入院生活の環境整備3 章第
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健診・検診

がん治療

循環器科

整形外科

脳神経外科

概ね全分野

消化器科

眼科

歯科

産婦人科

小児科

その他

 40.0%

 25.6%

 20.0%

 20.0%

 15.6%

 15.6%

 13.3%

 10.0%

 5.6%

 11.1%

2.2%

4.4%

■図１　受入れまたは受入見込みの診療分野・診療科（複数回答、回答医療機関＝90） 

「国際医療交流の取組状況に関するアンケート（平成 25年度）」より

　図１にもある通り、現在、“外国人患者の受入れ経験があ

る”または“受入経験はないが受入意向がある”医療機関を

対象とした調査では、外国人患者を受入れる診療分野は、

健診・検診が１位、がん治療が２位になっています。しかし、

たとえ検査が中心であっても、外国人患者を対象にする場合

は、必要となる時間が違うので、注意が必要です。通常、通

訳を介した場合、検査や診察には1.5～２倍以上の時間がか

かると言われています。そうしたことも考慮したうえで、スケ

ジュールを組んでおくとよいでしょう。

③入院時に適切なオリエンテーションを行う

　このクリニカル・パスをもとに、治療のスケジュールや内容

についてしっかりと説明し、患者に最終確認をしましょう。そ

の際、院内施設や設備について、また院内での注意事項など

も改めて説明しておくと、その後の行き違いや周囲とのトラ

ブルを未然に防ぐことに役立ちます。

施設を整備し、
個室＝患者の自宅と考える

　入院している患者にとって、病室は24時間を過ごす生活の

場です。スタッフの思いやりのある接し方や心地よい環境づ

くりが、欠かせません。

　基本的には日本人の入院患者への対応と変わりませんが、

受入れる患者の国の医療習慣や、国民性など異文化への理

解を含めたホスピタリティは重要です。

　例えばアメリカでは一般病院は基本的にすべて個室化し

ているため、日本での入院時も個室が望ましいでしょう。個

室は病院の施設であると同時に患者の自宅と考えて、検温や

配食時も訪室したいものです。また日ごろから患者誤認防止

のために、フルネームでの呼びかけをしている病院でも、外

国人患者の場合、発音など慣れないために気おくれしがちで

す。しかし名前を呼びかけることは、誤認防止とともに、親近

感や信頼感を生み、良好な関係を築く一助にもなります。

　国によって医療習慣や国民性、文化なども異なりますが、

今後受入予定の国から順次、院内で勉強会などを行っておき

たいものです。また医療環境や文化の違いで患者の戸惑いや

不信感を生まないためにも、できる限り事前に情報提供を受

けて患者理解を深めておくことが望まれます。

Check!

入院ガイドラインを作成した

対応マニュアルを作成し、検証した

クリニカル・パスの作成準備をした

医療通訳を手配した

夜間・緊急時対応を整備した

入院受入れのチェックリスト
受入担当者用

※チェックリストは参考例です。それぞれの医療機関で
リストを作り替え、状況に合わせたものにしてください。
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A.文化や習慣の違いもあり、食事については、特にさまざまな配慮が必要となります。来日前に

食べられないものの詳細を確認し、医師、看護師、ス

タッフによる協力体制を取りましょう。

　

「食べられない」
３つのケースを確認

　食事については、特に細やかな対応が必要です。例えば、

日本や韓国など東アジアでは食材として一般的な海藻類も、

世界的に見ると食する民族はごくわずかです。また、日本の

ように卵を生で食べる国はほとんどありません。このように、

もともとの食習慣によって、日常的に食べている食材や調理

法は違うということを認識しておきましょう。

　さらに宗教や文化、思想の違いも含めて、次の３つの「食

べられない」ケースがあることに留意しましょう。

●● ３つの食べられないケース

①健康上の理由で食べられないもの

　第一にアレルギーや、疾病や服薬との相互作用が起こり得

るなど、健康上の理由で“食べられないもの”です。特に食

物アレルギーでは、例えば小麦粉が調理工程で微量混入し

たために症状を引き起こす場合もあり、日本人患者の場合と

食事・宗教への配慮
Q. 5
入院する外国人患者の食事などで

特に注意すべきことはありますか。

院内で対応可能でしょうか？

同様に、細心の注意を払う必要があります。

②宗教上・思想信条上の理由で食べてはいけないもの

　宗教上の教義や、アニマルライツや環境保全などの思想上

の理由、信念を理由としたベジタリアンなどによる“食べては

いけないもの”があります。実際に食べても、健康上の問題

は起こりませんが、知らずに禁忌食品を口にしてしまった場

合は、深刻なトラブルに至る可能性が高く、特に注意が必要

です。

　例えば、イスラム教やユダヤ教では豚肉は食べません。食

材だけでなく、豚の肉や骨が使われているブイヨンやゼラチ

ン、ラードなどの使用にも敏感に反応する人もいるので、十

分に注意を払うことが大切です。さらに厳格なイスラム教徒

のなかには、豚肉を料理したフライパンはたとえ洗ってあっ

ても同じものを使われることを、忌避する人もいます。

③嗜好上の理由で食べたくないもの

　健康や美容を強く意識して食材やカロリーを制限している

人には、“食べたくないもの”があります。

　いずれの場合も、事前に詳細な情報を取寄せ、本人にも確

認して対応し、調理や配食のスタッフなど全員で情報共有し

ておくことが大切です。いざ受入れという段階で慌てないた

めにも、次のようなことを事前に準備しておきましょう。

●● 事前に準備できること

①宗教や嗜好別に、取扱注意食材をチェック

　世界の人口の20％に達するイスラム教、比較的アメリカ

Check!

入院生活の環境整備
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人に多いユダヤ教、インドやネパールで多数派を占めるヒン

ドゥー教などの、宗教ごとの禁忌事項、取扱注意食材、食に

対する国や地域による違いなどを調べておきましょう。

②メニューの多言語化

　外国人患者の受入時には、食材や調理法など詳細につい

て説明を求められることがあります。あらかじめ、説明書きも

添えた外国語のメニュー表を作っておきましょう。メニューの

翻訳が難しい場合には、食材や調理手順、出来上がりを写真

やイラストなどで解説したボードを作ってもいいでしょう。宗

教上の禁忌食や思想上食べないものは、地域や宗派によって

も解釈が異なり、人によっても違います。提供した情報に基

づいて、本人に判断してもらうほうがいいでしょう。

専門給食会社を利用する

　例えば厳格なイスラム教徒の場合に、厨房や調理器具に対

する制約を求めることがあります。またアレルギー食材の混

入が重篤な事故を起こす可能性もあります。調理設備や時間

を分離するなどの対応が可能かを、シミュレーションしておき

ましょう。イスラム教のハラル食品、ユダヤ教のコーシャ食品

など、特別な食材の仕入先は事前に情報収集し、食材の手配

から配食までのフローを作っておきたいものです。

　また、食事の対応が院内では難しい場合は、外国人対応の

メニュー提供をしている給食委託会社もあります。アレルギー

食対応専門の給食会社など、必要に応じて利用しましょう。

食べやすさへの配慮を

　入院生活を少しでも快適なものにしてもらうために、嗜好

や量に対する要望への対応、食べやすさへの配慮もしていき

たいものです。ごはんをパンに替える、箸の代わりにナイフ、

フォークを用意するなどのほかにも、可能であれば、器の形

状にも目配りをしておきましょう。食器を持ちあげて食事をす

る習慣がない欧米の人には、汁椀などはスプーンがあっても

扱いが難しい食器のひとつになるからです。

　また、中国や台湾では「冷たいものは健康によくない」と

考えられているため、好まれません。できるだけ温かい食事

の提供を心がける必要があります。

Check!

「食べられないもの」の詳細を書面で確認した

調理設備・時間の分離をした（できない場合は専門給食会社を手配した）

管理責任者を決め、食材から配食までチェックするシステムを作った

調理スタッフや配食スタッフを含め全スタッフに情報共有した

外国人対応のメニューを作った

院内食堂のメニューを多言語表示対応にした

食事対応のチェックリスト受入担当者用

ハラルフード

　イスラム教は生活に細かな戒律があり、食事に
も規制事項があるため、食材にとても気を遣いま
す。豚肉やアルコールを禁忌とすることはよく知
られていますが、みりんや酢にもアルコール成分
が入っているため忌避される場合があります。厳
格なイスラム教徒の場合、調理器具、厨房などが
教義に則ったものかどうかに対しても敏感です。

　イスラム法の教義に基づき、正当に口にする
ことができるものを「ハラル」（「許可された」
「合法的」の意）と言い、原料から製造、販売ま
での全過程で非ハラルのものと分離して「ハラル
認証」されたハラルフードも販売されています。

※チェックリストは参考例です。それぞれの医療機関で
リストを作り替え、状況に合わせたものにしてください。
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A.新聞・雑誌やDVDなど母国語で視聴できるものや、インターネット接続が可能なWi-Fi環境

を整備しておきましょう。また、家族のために周辺ホ

テルやスーパーなどの情報提供も検討しましょう。

　
母国語で視聴できるものを

用意する

　入院中、患者は心細く感じていたり、体調いかんによっては

時間を持て余したりしがちです。特に外国人患者の場合、周

囲に日常会話を交わせる相手がいませんので、気分転換でき

るよう、母国語で視聴できるものを用意しておくとよいでしょ

う。例えば、国際線の機内のエンターテインメントサービスを

参考に、求められるものを想定し準備するのも一案です。

　新聞・雑誌などは、一定期間の入院を要する患者から要望

があった場合に対応できるよう、中国語や韓国語、英語の新

聞の販売店や、各国の雑誌の取扱店などをあらかじめ確認し

ておきましょう。また母国の情報やニュースはどこにいても気

になるものです。外国語放送を提供するケーブルテレビの導

入を検討してみてもよいでしょう。契約期間や費用の問題が

あれば、対象国のDVDソフトのレンタル店をピックアップし、

ラインナップを確認しておくのもよいでしょう。

余暇時間への配慮・家族対応
Q. 6
外国人患者やその家族に

入院中、快適に過ごしてもらうために

できることはありますか。

インターネット環境を整備する

　外国語放送などが視聴できない環境でも、インターネット

の接続が可能であれば、多くの情報を母国語で得ることがで

きます。外国人患者の入院する部屋には、インターネットの

接続環境を整えておきましょう。パソコン、スマートフォン、

タブレットなど多様な機器の接続に対応できるよう、Wi-Fi環

境にしておくことが望まれます。Wi-Fi環境下であれば、患

インターネット事情の違い

　平成23年度に観光庁が行った外国人旅行者に
対するアンケート調査によると、旅行中困ったこ
との1位が「無料公衆無線LAN環境」でした。セ
キュリティに対する意識の違いから、日本のよう
な本人認証のシステムが不要な諸外国では、街の
至るところで無料Wi-Fiが使え、その便利さにな
じんでいます。これに対し、日本では無料Wi-Fi
スポット自体が諸外国に比べると少なく、さらに
携帯キャリアのWi-Fiスポットが中心のため、外
国人は利用できないのです。

　日本でも大阪市や山梨県など自治体が主体と
なって海外からの観光客向けに無料Wi-Fi提供へ
の取組が進んでいます。今後、さらにこの動きは
加速していくものと思われます。

入院生活の環境整備



31

外国人患者受入業務PART 1

者自身の端末によって、自国のニュース、YouTubeなどによる

動画の視聴、また無料インターネット電話などでの家族や友

人とのコミュニケーションも可能になります。

　ただし便利で快適なWi-Fiですが、セキュリティには十分

考慮が必要です。院内の無線LANには安全性の高い暗号化

技術を使っているとしても、病室用はアクセスポイント（親

機）からのホットスポット（利用可能領域）を限定できるもの

とし、病院用サーバとは切り分けておきます。

　
家族のための

周辺情報を提供する

　外国人患者の場合、本人だけでなく、家族がともに来日す

るケースも多いでしょう。次のような周辺情報を事前に提供

できるよう、準備しておきたいものです。

①宿泊施設に関する情報

多言語対応が可能なスタッフの有無、宿泊施設のインター

ネットの接続環境、外国語放送の提供の有無、宗教的配慮が

あるのかなど、宿泊施設に関する周辺情報。

②スーパーや飲食店に関する情報

日用品が買える店や、周辺の飲食店の位置を示したマップ。

③交通機関に関する情報

電車やバスなどの外国語表記の路線図、英会話可能なドライ

バーのいるタクシー会社の情報など。

　またこうしたことは、どこまで医療機関が対応していくの

かをあらかじめ決め、マニュアル化してスタッフに周知してお

くことが望まれます。

外
国
人
に
向
け
た
病
院
情
報
の
提
供
　

　外国人患者や家族への情報提供として、また病院の海外向けの広報活動として、役立つのが
ホームページの多言語化です。病院の概要や診療内容に加え、ISO9001などの認証をはじめ、第
三者認証を取得している場合は、それらの情報もわかるように掲載しておきましょう。ホームペー
ジに掲載する事項としては、次のようなものが考えられます。

『医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための
 指導等に関する指針（医療広告ガイドライン）』の更新状況を確認し、ガイドラインの範囲を把握するようにしましょう。

海
外
に
向
け
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
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①病院の概要
基本理念、病院の特色、第三者認証の取得状況、施設の規模や設備のクオリティ、フ
ロアガイド、所在地と交通アクセス、web問合せフォームなど。

②診療案内
診療科目と取扱疾患、セカンド・オピニオンへの対応、がん診療への取組、健診・検
診サービス、入院などの外国人患者に向けた対応。

③専門分野
専門分野や得意とする診療内容、症例数や使用医療機器など。

④専門医の経歴や症例数
医師ごとの経歴や資格、専門分野、所属学会、これまでの実績、対応可能言語など。

⑤ホスピタリティ　受入れ・おもてなし方針、個室や食事の内容など。

⑥費用と支払方法、取扱保険など
医療費に関する情報のほか、個室の料金表、食費などの費用。対応可能な支払方法、
海外の民間医療保険による支払いの受付可否など。

⑦これまでの外国人患者受入実績
年間の受入数や受入国、治療内容、海外提携医療機関など。

⑧その他
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A.受入時に確認した見積書や請求書、支払方法が前提になります。追加の検査や治療が必要

になった場合は、その説明をして、了解を得たうえで、

かかる金額を提示し、支払手続きを進めましょう。

　外国人患者の場合、帰国してからでは、療養指導をした

り、予後に関する相談を受けたりすることが、日本人患者に

対するようには行えません。帰国してからも、現地の医療機

関で継続治療が可能なフォローアップ体制を確立しておくこ

とは、外国人患者の受入医療機関としての評価や、その後に

続く来院患者の選択基準にもなります。

経緯説明を文書で行う

　入院治療前にインフォームド・コンセントを行うだけでな

く、手術後や退院時には治療結果の説明と、今後の経緯説明

が大切です。検査結果や手術結果、病状の変化や合併症、

診療方針の変更などがあった場合には、その都度、速やかに

説明しましょう。日本人患者を対象とした場合以上に、誤訳

や誤認のリスクも想定されますので、通訳を介して説明を行

うだけでなく、日本語と外国人患者の言語を併記した文書を

用意して説明することが望まれます。患者本人あるいは代諾

者からサインを得て、一部は医療機関が保管し一部を本人に

治療終了・退院時の手続き
Q. 7
治療終了や退院時の手続きで

日本人患者の場合と異なる点はどんなところでしょうか？

渡すなどの方法をとりましょう。

退院療養計画書やデータを
帰国までに本人に渡す

　ケアの継続性のためには、患者が帰国した後も適切な継続

治療が受けられるように、退院療養計画書を渡しておきたい

ものです。

　主治医、担当医は、患者のケアの現在の進行状況と今後に

ついて、看護師や薬剤師ら医療スタッフの情報や意見を集約

して、退院後のケアについて方針の合意を形成し、退院療養

計画書を退院までに作成します。日本人向けの退院療養計画

書と同様に、投薬内容を含む退院後の治療計画、食事などの

療養上の注意点、リハビリテーション指導内容などを記載し

ます。その際も気を付けたいのが、対象国の医療環境や食習

慣、嗜好です。例えば、日常の食事ではどんなものを主食と

してどの程度の量を摂取しているのか、宗教的な食事制限が

ないかなどを考慮する必要があります。また帰国後の医療環

境は、必要な薬が手に入るのか、リハビリや継続治療が可能

な医療施設があるかを考慮し、できれば現地医療機関に確認

して、実現可能な計画にしておきたいものです。

　退院療養計画書や診療データをはじめ、今後現地の医療

機関や患者が必要になると考えられる書類やデータは、患者

の帰国までに揃えて本人に渡しましょう。

　後日になってしまった場合、個人情報の取り扱い概念は国

によって異なります。両国の基本方針を元に、基準に合致す

治療終了時の対応4 章第



33

外国人患者受入業務PART 1

る方法で受渡しをはかりましょう。

　こうしたフォローアップの取組について、医療機関へのイ

ンタビュー調査（「国際医療交流の取組状況に関するアン

ケート（平成25年度）」をもとに実施）では、次のような意見

も聞かれました。

・現地医療機関で日本での治療適応可否を判断してもらえ

ることが理想。そのために現地の病院との協定締結を進め

ている。紹介された患者に関する医療情報を、協定病院と

直接やりとりできる体制を目指している。

・当院で検診を行い、現地の医療機関で治療する体制を取

れるように、海外の医療機関との連携を検討している。

追加の治療費を請求するときは
よりていねいな説明を

　未収金リスクを最小限に抑えるため、治療費の支払いは前

払い制が原則です。しかし、来日後に追加の検査や治療が発

生した場合、追加分の治療費の支払いが発生します。また、

デポジット制の場合、不足分の治療費を請求することになり

ます。このとき、治療結果に満足しない患者から追加の治療

費を支払うことを拒否されたり、減額請求を要求されたりす

ることがあります。このようなトラブルを避けるには、治療の

概算費用について来日前の準備段階でしっかり伝え、治療費

の取り決めについても合意書を締結し（P.44）、事前に患者

の納得を得ておくことが大切です。また、追加の検査や治療

を行う際には同意書をとっておくことが望ましいでしょう。

　こうした対策を講じたうえで、退院時に治療費の支払いを

請求するときは、来日中に実施した検査や治療の内容を説明

し、かかる金額を提示し、患者の了承を得てから支払方法を

確認します。外国人患者の利便性を高めるために多様な決済

方法（現金、クレジットカード、銀聯カード※など）を準備し、

患者の経済状況に応じて分割払いを了承することも必要で

す。国によってはクレジットカードでの決済を敬遠する傾向も

みられますので、外国人患者の国の決済事情を考慮した決済

手段を用意したいものです。

※中国銀聯が発行するカードで、キャッシュ機能、クレジット機能、
　デビッド機能を備え、中国で最も普及している決済手段。

問合せ窓口を整備

　退院した外国人患者からの問合せや、来日前の
問合せなどに対し、外国語に不慣れな場合は対応
に時間を要し、他の業務への支障も生じかねませ
ん。継続的に外国人患者を受入れていくなかで、
対応職員の負担も大きくなっていくことが考え
られます。外国人患者からのファーストアプロー
チには、可能な限り専用の問合せ窓口を設置する
ことで、情報を集約し整理しやすくなります。ま
た窓口を一本化することで、過去の問合せや経験
を、回答事例やノウハウとして蓄積することが可
能です。問合せに対する初期対応の効率化を図る
ことができるのです。

　ファーストアプローチの窓口としては

・外国語対応のweb問合せフォームの設置

・外国人専用問合せメールアドレスの設置

・外国語対応可能スタッフの配置

・外国人専用問合せ電話の設置

・外国人対応窓口の外注化

などの方法が考えられます。

　webやメールは翻訳することで、正確な回答が
可能ですが、電話の場合は外国語対応者を配置す
る必要があり、その場で回答を求められるため、
医療や医療体制への一定の知識や経験が必要で
す。外注の利用は、webやメールのとりまとめ、
事例の集約などを委託することができ、対応部署
の負担軽減という意味では、メリットがあると考
えられます。

Check!
治療終了・退院時の
チェックリスト

医療スタッフ用

事前に支払方法を確認した

治療の同意書を得た

追加治療は経緯説明文書を作り、同意を得た

退院療養計画書を作った

診察データなど本人に渡す書類を揃えた

※チェックリストは参考例です。それぞれの医療機関で
リストを作り替え、状況に合わせたものにしてください。
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A.緊急時対応が必要になった場合を想定した、対応指針を作成しておきましょう。クレーム対

応については、日本人患者への対応マニュアルや過去

の経験から、一般的なQ&Aを作成し、外国人向けの対

応の概要を確立し、時間をかけて改訂していくことも

必要です。

緊急時を想定した対応指針を作成

　入院中や治療中の外国人患者に対して緊急対応が必要に

なった場合も、すみやかに対応できるように、次のことを確

認、検証しておきましょう。

①インフォームド・コンセント

　外国人患者に対するインフォームド・コンセントの概要を

確立し、実施します。事前に各種同意書を作成し（P.16）、治

療に対する説明を十分に行って同意を得たうえで、書面で同

意を得ておきます（P.24）。

②緊急連絡先の確認、治療優先の確認

　緊急時には、患者本人ではなく、家族から承諾を得るこ

とが優先されるケースもあります。医療通訳や国際医療コー

ディネートターの緊急連絡先とともに、必ず確認しておきま

しょう。また生命の危機にある患者に対しては、治療が優先

されることもありますので、患者および家族に事前にその点

リスクマネジメント
Q. 8
リスクを回避するために

注意しておくべきこと

あらかじめ準備できることはありますか？

を十分、説明しておきましょう。

③承諾の書面

　こうした緊急時における治療施術についても、書面で残し

ておくことが、クレーム対応やリスク回避にもつながります。

④マニュアル化

　一連の流れ・スキームは、受入れ～治療・入院～退院まで

をマニュアル化して職員全員で共有しておきましょう。日本

人患者に対するものと比較・検討するほか、国内外の他の医

療機関のスキームと比較・検証して、より現実に即した対応

指針にしていきたいものです。

⑤定期的な見直し

　実際に運用するなかで、受入担当部署や治療の責任部署、

事務スタッフや医療スタッフが、それぞれの立場で積んだ経

験や課題は、情報共有し定期的に見直していきましょう。知

見を重ね改善を進めることで、外国人患者のより円滑な受入

れにつながります。

クレーム対応の手順を確認しておく

　外国人患者との紛争やクレーム発生時の対応手順につい

てはP.46で詳述しますが、現場の医療スタッフも、次の点に

ついて整理し共通認識をもっておきたいものです。

①日本人患者からのクレームの分析とレベル分け

　外国人患者というだけで身構えてしまいがちですが、まず

日本人患者向けのクレーム対応マニュアルをチェックし、有

治療終了時の対応
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効に活用できているかを見直してみましょう。

　次に改めて日本人患者から寄せられるクレームにはどんな

ものがあるのかを見直します。クレームを受けた職員が、その

内容に即して迷わず対応できるフローになっているかという

視点で見直してみるといいでしょう。

②初期対応

　初期対応（P.46）を円滑に行うためにも、日本人患者向け

のクレーム対応をベースに、外国人患者のクレームレベルに

応じた環境整備を考えておきましょう。

・クレーム時に座って話を聞ける別室を用意する

・クレーム対応専門部署を設置する

・クレーム時に初期対応できる語学ができる医療スタッフ、

または医療通訳を確保する

　などが必要となってきます。

③二次対応

　次の段階としては、弁護士など専門家の対応や、クレーム

レベルに応じた責任者や責任部署の設置などが必要になりま

す。いずれの段階で問題が終結した場合も、院内で情報共有

し、過去の知見を生かしながらQ&Aを作成し、クレームにす

みやかに対応できるように準備しておくことも重要です。

リスクを想定して、対応指針をつくる

　緊急時対応の場合も、クレーム対応の場合も、いつリスク

が発生するかによって対応が異なりますので、治療前・治療

中・治療後に分けてリスクを想定し基本の対応指針を決定し

ておきましょう。

　各部署で実際にあったトラブルや、トラブルには至らな

かったもののその原因になりかねなかった事態などを、インシ

デント・アクシデント・レポートとしてまとめ、全部署で情報

共有しておきたいものです。時間をかけて改善しながら、外

国人患者の受入れと対応に組織全体で向きあっていくシステ

ムを確立していきましょう。

過去にはこんなトラブルも

　これまでに外国人患者を受入れてきた医療機関
のインタビュー調査（平成23年～24年実施）で
は、「過去10年以上、医療事故やその疑いなど、
外国人患者とトラブルになったケースはない」な
どの声も聞かれ、医療事故が疑われるケースは少
なかったものの、患者の誤解や意外なところで下
記のようなトラブル事例もありました。

・入口の看板が壊される事件があり、防犯カメラ
をチェックしたところ、ある外国人患者の女性
の夫であることが判明。妻の美容整形に納得が
行かず、クレームのために来院したときの行動
だった。

・患者の友人が通訳をした際に、誤訳により『整
形手術の結果に患者が納得するまで、何度でも
病院負担でやり直す』と患者が理解したために
トラブルになった。

　また「不満がある場合、とりあえず慰謝料を要
求してみてもらえれば儲けもの、という姿勢の外
国人患者もいる。不当な要求には、最初の対応が
肝心であり、毅然とした対応が必要だと思う」と
の意見も聞かれました。


