
資料・書式
フォーマット編

PART 4

外国人患者を受入れるときに具体的に役立つ

と思われる情報を集めました。特に患者が多

いと想定される英語・中国語の文例集を掲載

しました。初めてのことが多いため、初回は

どうしても時間がかかりますが、継続的に患

者を受入れていくことで作業手順・使用文例

などは固定化されていくでしょう。

الهسو الهأ 
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■身元保証機関（登録医療コーディネーター等）一覧    
事業者名

電話 /FAX/E-mail コンタクト先
言語

（日本語名）　　　　　　（英語名） 英語 中国語 ロシア語 その他

1

日本エマージェン
シーアシスタンス
株式会社

Emergency
Assistance Japan 
Co., Ltd.

TEL：03-3811-8600
 (English, Japanese, Korean, Thai and others)
03-3811-8251 (Chinese / call to Japan)
+86-10-8586-0748 (Chinese / call to Beijing, 010-
8586-0748 call inside China)
03-3811-8271 (Russian)
FAX：03-3811-8650
E-mail：mj-info@emergency.co.jp

International Medical 
Coordination
Department

◯ ◯ ◯ ◯

2

株式会社
札幌メディカル
コーポレーション
（シップヘルスケ
アホールディング
ス株式会社グルー
プ）

Sapporo Medical 
Co., Ltd.
(SHIP HEALTH-
CARE Group)
Note : It restricts to 
the patient aiming 
at the [Cancer] 
& [heart disease] 
treatment.

TEL：050-5532-7775 (Russian)
011-862-4061(Chinese, English, Japanese)
FAX：011-862-4064
E-mail：m-t-hokkaido@hotmail.com

International Medical 
Coordination
Department

－ ◯ ◯ －

3

株式会社
国書刊行会

Kokusho Kankokai.
Inc

TEL：03-5970-7421 (Japanese, Mongolian)
03-5970-7802 (Japanese, Chinese, English, Korean)
03-5970-7805 (Japanese, Chinese, English)
FAX：03-5970-7804
E-mail：Medical@kokusho.co.jp

International Medical 
Coordination
Department ◯ ◯ －

モンゴル、
韓国

4
株式会社オリオン ORION LTD. TEL：0153-25-4121 (Russian, English, Japanese)

FAX：0153-25-4122
E-mail：tatyana@orionjapan.com

 VYURKOVA TATIANA
◯ － ◯ －

5

医療法人鉄蕉会
（亀田メディカル
センター）

Medical
Corporation
Tesshoukai
(Kameda Medical 
Center）
Note：It restricts to 
the patient aiming 
at the admission, 
etc.

TEL：04-7099-2353 (Chinese, Japanese)   
04-7099-1102 (English, Japanese)
FAX：04-7099-1418 (Chinese, Japanese)   
04-7099-1419 (English, Japanese)
E-mail：lzhang@kameda.jp (Chinese, Japanese)
intl-aff airs@kameda.jp (English, Japanese)

Mrs. Zhang
(Chinese, Japanese)
Ms. Shimoyama
(English, Japanese)

◯ ◯ － －

6

メディカルツーリ
ズム・ジャパン
株式会社
（シップヘルスケア
ホールディングス
株式会社グループ）

Medical Tourism 
Japan Co., Ltd.
(SHIP HEALTH-
CARE Group)

TEL：011-865-8555(Chinese, English, Japanese)
+86-21-5355-0317(Chinese/call to Shanghai,
021-5355-0317 call inside China)
050-5532-4488(Chinese, English, Japanese24 ‐
Hour Operation Emergency Telephone)
+95-9-4200-55200(Myanmar / call to Yangon 09-
4200-55200 call inside Myanmar)
FAX：011-865-8666
E-mail：info@medical-hokkaido.com

International Medical 
Coordination
Department
(Mr.Sakagami)

◯ ◯ － ミャンマー

7
ピー・ジェイ・エル
株式会社

PJL Inc. TEL：03-3503-8770 (Japanese, Russian)
FAX：03-3503-2440
E-mail：info@pjl-inc.co.jp

Yamada (Ms.)
－ － ◯ －

8

株式会社
対がん戦略研究所

Institute of
Strategic Research 
Against Cancer

TEL：03-6435-6850 (Japanese)
FAX：03-6435-6851
E-mail：info@israc.co.jp (Japanese, English,
Chinese, Russian)

Please send by e-mail

◯ ◯ ◯ －

9

株式会社
アイセルネット
ワークス

I-cell Networks 
Corp.

TEL：03-6268-0261 (Chinese, English, Korean, 
Mongolian)
FAX：03-5220-3930
E-mail：imsc@i-cell.co.jp

International Medical 
Support Group

◯ ◯ －
韓国、
モンゴル

10

日々向上国際
株式会社

Hibikojyo.Kokusai 
Co., Ltd

TEL: 03-5759-5525(Chinese, English, Japanese)
+86-21-6385-6282(Chinese / call to Shanghai, 
021-6385-6282 call inside China)
FAX: 03-5759-5526
E-mail: jpmedical@vip.163.com(Chinese, Japanese)
hibikoujyou@cosmos.ocn.ne.jp(English, Japanese)

International Medical 
Coordination
Department
(Mr.Yang)

◯ ◯ － －

11

特定非営利活動
法人グローバルラ
イフサポートセン
ター

Non Profi t Organi-
zation Global Life 
Support Center

TEL：092-283-8891
FAX：092-283-8883
E-mail：support@npo-global.jp

Mrs.Yamashita
(Japanese, English)
Ms.Tomiyama
(Japanese, Chinese)
Mrs.Choi
(Japanese, Korean)

◯ ◯ － 韓国

12

斉物商事
株式会社

Saibutsu
Commercial
Co., Ltd.

TEL：029-879-9178
(Japanese, Chinese)
FAX：029-836-4396
E-meil：info@saibutsu.com

Mrs Zhao
(Chinese, Japanese)
Mrs Ebihara
(Chinese, Japanese)

－ ◯ － －

資料編
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事業者名
電話 /FAX/E-mail コンタクト先

言語

（日本語名）　　　　　（英語名） 英語 中国語 ロシア語 その他

1

株式会社
ジェイティービー
（ジャパン・メ
ディカル＆ヘル
スツーリズムセ
ンター）

JTB Corp.
(Japan Medical 
& Health Tourism 
Center c/o JTB　
Corp.)

TEL：03-5796-5620
from 10:00 to 17:00 ( Japan time )
except weekend, Japanese holidays, New Year's
holidays
FAX：03-5796-5620
E-mail：jmhc_info@hd.jtb.jp

Ms.Liang Yunbai
Ms.Seirei Kure

◯ ◯ － 韓国

2

株式会社
日本旅行

Nippon Travel 
Agency Co.,Ltd.

TEL：03-3572-8743 (Japanese&Chinese&English)
03-3572-8744 (Russian)
FAX：03-3572-8766
E-mail：medical_itd@nta.co.jp

Mr. shiro AOKI

◯ ◯ ◯ －

3
近畿日本
ツーリスト
株式会社

Kinki Nippon Tour-
ist Co.,Ltd.

TEL：03-6891-6821
FAX：03-6891-6888
E-mail：yokoso-inbound@or.knt.co.jp

Mr.masahiko INADA
Ms. haruka
MATSUMOTO

◯ ◯ － 韓国

4
株式会社
南海国際旅行

NANKAI TRAVEL 
INTERNATIONAL 
CO., INC.

TEL：06-6641-4010
FAX：06-6631-3489
E-mail：osaka@geo-nti.co.jp

Mr. takashi NISHINO
◯ ◯ － スペイン

5
有限会社
さくらツアー
企画

SAKURA TOUR 
kikaku Co.,Ltd

TEL：011-557-1650
FAX：011-557-1650
E-mail：sakuratour@mail.ru

Ms.mana Hasegawa
－ － ◯ －

■身元保証機関（登録旅行会社）一覧    

平成 26 年 11 月４日　現在

●外務省ホームページ
【登録医療コーディネーター等】http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/medical_stay2.html
【登録旅行会社】http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/medical_stay3.html

最新情報は
ホームページを参照ください

資料・書式フォーマット集①PART 4

事業者名
電話 /FAX/E-mail コンタクト先

言語

（日本語名）　　　　　　（英語名） 英語 中国語 ロシア語 その他

1

日本エマージェン
シーアシスタンス
株式会社

Emergency
Assistance Japan 
Co., Ltd.

TEL：03-3811-8600
 (English, Japanese, Korean, Thai and others)
03-3811-8251 (Chinese / call to Japan)
+86-10-8586-0748 (Chinese / call to Beijing, 010-
8586-0748 call inside China)
03-3811-8271 (Russian)
FAX：03-3811-8650
E-mail：mj-info@emergency.co.jp

International Medical 
Coordination
Department

◯ ◯ ◯ ◯

2

株式会社
札幌メディカル
コーポレーション
（シップヘルスケ
アホールディング
ス株式会社グルー
プ）

Sapporo Medical 
Co., Ltd.
(SHIP HEALTH-
CARE Group)
Note : It restricts to 
the patient aiming 
at the [Cancer] 
& [heart disease] 
treatment.

TEL：050-5532-7775 (Russian)
011-862-4061(Chinese, English, Japanese)
FAX：011-862-4064
E-mail：m-t-hokkaido@hotmail.com

International Medical 
Coordination
Department

－ ◯ ◯ －

3

株式会社
国書刊行会

Kokusho Kankokai.
Inc

TEL：03-5970-7421 (Japanese, Mongolian)
03-5970-7802 (Japanese, Chinese, English, Korean)
03-5970-7805 (Japanese, Chinese, English)
FAX：03-5970-7804
E-mail：Medical@kokusho.co.jp

International Medical 
Coordination
Department ◯ ◯ －

モンゴル、
韓国

4
株式会社オリオン ORION LTD. TEL：0153-25-4121 (Russian, English, Japanese)

FAX：0153-25-4122
E-mail：tatyana@orionjapan.com

 VYURKOVA TATIANA
◯ － ◯ －

5

医療法人鉄蕉会
（亀田メディカル
センター）

Medical
Corporation
Tesshoukai
(Kameda Medical 
Center）
Note：It restricts to 
the patient aiming 
at the admission, 
etc.

TEL：04-7099-2353 (Chinese, Japanese)   
04-7099-1102 (English, Japanese)
FAX：04-7099-1418 (Chinese, Japanese)   
04-7099-1419 (English, Japanese)
E-mail：lzhang@kameda.jp (Chinese, Japanese)
intl-aff airs@kameda.jp (English, Japanese)

Mrs. Zhang
(Chinese, Japanese)
Ms. Shimoyama
(English, Japanese)

◯ ◯ － －

6

メディカルツーリ
ズム・ジャパン
株式会社
（シップヘルスケア
ホールディングス
株式会社グループ）

Medical Tourism 
Japan Co., Ltd.
(SHIP HEALTH-
CARE Group)

TEL：011-865-8555(Chinese, English, Japanese)
+86-21-5355-0317(Chinese/call to Shanghai,
021-5355-0317 call inside China)
050-5532-4488(Chinese, English, Japanese24 ‐
Hour Operation Emergency Telephone)
+95-9-4200-55200(Myanmar / call to Yangon 09-
4200-55200 call inside Myanmar)
FAX：011-865-8666
E-mail：info@medical-hokkaido.com

International Medical 
Coordination
Department
(Mr.Sakagami)

◯ ◯ － ミャンマー

7
ピー・ジェイ・エル
株式会社

PJL Inc. TEL：03-3503-8770 (Japanese, Russian)
FAX：03-3503-2440
E-mail：info@pjl-inc.co.jp

Yamada (Ms.)
－ － ◯ －

8

株式会社
対がん戦略研究所

Institute of
Strategic Research 
Against Cancer

TEL：03-6435-6850 (Japanese)
FAX：03-6435-6851
E-mail：info@israc.co.jp (Japanese, English,
Chinese, Russian)

Please send by e-mail

◯ ◯ ◯ －

9

株式会社
アイセルネット
ワークス

I-cell Networks 
Corp.

TEL：03-6268-0261 (Chinese, English, Korean, 
Mongolian)
FAX：03-5220-3930
E-mail：imsc@i-cell.co.jp

International Medical 
Support Group

◯ ◯ －
韓国、
モンゴル

10

日々向上国際
株式会社

Hibikojyo.Kokusai 
Co., Ltd

TEL: 03-5759-5525(Chinese, English, Japanese)
+86-21-6385-6282(Chinese / call to Shanghai, 
021-6385-6282 call inside China)
FAX: 03-5759-5526
E-mail: jpmedical@vip.163.com(Chinese, Japanese)
hibikoujyou@cosmos.ocn.ne.jp(English, Japanese)

International Medical 
Coordination
Department
(Mr.Yang)

◯ ◯ － －

11

特定非営利活動
法人グローバルラ
イフサポートセン
ター

Non Profi t Organi-
zation Global Life 
Support Center

TEL：092-283-8891
FAX：092-283-8883
E-mail：support@npo-global.jp

Mrs.Yamashita
(Japanese, English)
Ms.Tomiyama
(Japanese, Chinese)
Mrs.Choi
(Japanese, Korean)

◯ ◯ － 韓国

12

斉物商事
株式会社

Saibutsu
Commercial
Co., Ltd.

TEL：029-879-9178
(Japanese, Chinese)
FAX：029-836-4396
E-meil：info@saibutsu.com

Mrs Zhao
(Chinese, Japanese)
Mrs Ebihara
(Chinese, Japanese)

－ ◯ － －

事業者名
電話 /FAX/E-mail コンタクト先

言語

（日本語名）　　　　　　（英語名） 英語 中国語 ロシア語 その他

13

ブリジアン
株式会社

BRISIAN Co., Ltd. TEL：03-5809-3026(Chinese, English, Japanese)
fax：03-5809-3027
E-mail：m-info@brisian.co.jp

International Medical 
Coordination
Department
(Mr.Natsukawa / Mr.Lin 
/ Ms.Matsuoka)

◯ ◯ － －

14
イザヤ株式会社 Izaya Co.,LTD TEL：06-6357-3310

FAX：06-6357-3580
E-mail：izaya.med@outlook.com

International Dep.
◯ ◯ － 台湾

15

株式会社
ユニテックス

UNITECS CORPO-
RATION

TEL：03-5521-1155(Chinese, English, Japanese)
FAX：03-5521-1157
Inside China Call to QINGDAO Offi  ce
TEL：+86-532-83878521(Chinese, Japanese)
FAX：+86-532-83868557
E-mail：takahashi@unitecs-corp.jp
(English, Japanese)
matsumoto@unitecs-corp.jp(Chinese, Japanese)
jianglina@unitecs-corp.cn(Chinese, Japanese)

Medical Business
Project Dept.
Mr. Takahashi
(English, Japanese)
Ms. Matsumoto
(Chinese, Japanese)
Ms. Lian
(Chinese, Japanese)
Mr. Zhang 
(Chinese, Japanese)
Mrs. Jiang 
(Chinese, Japanese)

◯ ◯ － －

16
株式会社キタス Kitas Corp TEL：04-2968-7254(Japanese)

FAX：04-2968-7264
E-mail：remifa_2005@yahoo.co.jp

Please send by e-mail
◯ － － －

17

一般社団法人
国際フロンティア
メディカル
サポート

International 
Frontier Medical 
Support

TEL：078-303-6222(Japanese, English, Chinese)
FAX：078-954-7710
E-mail：support@ifms.or.jp
(Japanese, English, Chinese)

International Medical 
Coordination
Department
Ms.Yamada
(Japanese,English)
Mr.Yang
(English,Chinese)

◯ ◯ ◯
韓国、
その他

平成 26 年 11 月４日　現在
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教育機関名 所在地 連絡先
（電話 /E-mail/URL）

言語
講座名 講座概要 入学者のレベル 期間

派遣
事業
有無

連絡先
英語 中国語 ロシア語 その他

1 東京ビジネス外語カレッジ 〒 171-0022
東京都豊島区南池袋 1-13-13
※長野にも専門学校あり

TEL：03-5957-1310
E-mail：tbl@isi-global.com
URL：http://www.isi.ac.jp/tbl/ － ○ － －

日中医療通訳コース ・医療に関する専門知識と高度な表現技術を学び、医療通訳士を目指す。
・１年次には日本語から中国語､ 中国語から日本語への通訳・翻訳の
基礎、2年次では応用を学習する。

・医療通訳士技能検定試験、通訳案内試験、Microsoft Offi  ce Special-
ist、日本語能力試験（留学生）などの資格取得を想定。

・卒業後は日本国内の医療機関への就職、医療関係の企業へ就職を想定。

日本語・中国語がネイティブレベルの方 2年間
（1日 90分× 3コマ）

－ －

2 アイ・エス・エス・
インスティチュート

＜東京校＞
〒 102-0083
東京都千代田区麹町 3-1-1
麹町 311 ビル 4階

＜横浜校＞
〒 220-0004
神奈川県横浜市西区北幸 1-11-15
横浜 STビル 8階

＜東京校＞
TEL：03-3265-7103（代）
URL：http://www.issnet.co.jp

＜横浜校＞
TEL 045-325-3333（代）
URL：http://www.issnet.co.jp

○ － － －

メディカル通訳 ～入門編～（英語） ・「医療通訳」「医学」「製薬」の現場で実際に必要な基礎知識を、講義
と通訳演習を通して学ぶ。

通訳訓練経験のある方 全 5回
（週 1回、1回 2時間）

◯

株式会社 アイ・エス・エス

〒 108-0073
東京都港区三田 3-13-12
三田MTビル 8階
TEL：03-6369-9993
営業統括部 通訳グループ）
E-mail：ask_conv@issjp.com
URL：http://www.issjp.com/index.html

－ ○ － －
日⇔中医療通訳入門（中国語） ・日中医療通訳の入門クラス。医療ツーリズムにおける基本的な検診

項目の通訳に対応できる能力を習得する。
通訳訓練経験のない方
日本語母語者：中国語検定 2級以上
中国語母語者：日本語の日常会話に不自由しない

全 6回
（週 1回、1回 2時間）

3 インタースクール ＜東京校＞
〒 105-0001
東京都港区虎ノ門 2-2-5
共同通信会館 4階

＜大阪校＞
〒 531-0072
大阪市北区豊崎 3-20-1
インターグループビル

※その他、京都校、名古屋校、広島校、福岡校、
仙台校、金沢校あり

【各項で右記の講座・コースを開講している
かどうか要確認】

＜東京校＞
TEL：03-5549-6910
URL：http://www.interschool.jp/

＜大阪校＞
TEL：06-6372-7551
URL：http://www.interschool.jp/

○ ○ － －

医療通訳コース（英語・中国語） ・医学知識と通訳スキルの習得を目的とした講座。 英語：TOEIC730 点程度以上
中国語：中国語検定 2級程度、
新HSK5級～ 6級程度

全 40回、5～ 10ヵ月間
（1回 105 分）

◯

株式会社インターグループ

＜東京本社＞
〒 107-0052
東京都港区赤坂 2-17-22
赤坂ツインタワー東館 3階
TEL ：03-5549-6901
（東京本社　通訳・翻訳事業部）
E-mail：-
URL：http://www.intergroup.co.jp/

＜大阪本社＞
〒 531-0072
大阪市北区豊崎 3-20-1 インターグループビル
TEL：06-6372-3987
（大阪本社　通訳・翻訳事業部）
E-mail：-
URL：http://www.intergroup.co.jp/
※その他、仙台、名古屋、京都、広島、九州に
支社あり

○ ○ － －

医療通訳Workshop（英語・中国語） ・ロールプレイ中心の実践的ワークショップ形式の講座。 英語：TOEIC900 点程度、医療通訳コース修了者
中国語：医療通訳コース修了者

＜英語＞
全 18回　（1回 105 分）

＜中国語＞
全 6回　（1回 105 分）

○ － － －

医療英語コース（英語） ・医療分野での英語力に加え、通訳技能やスピーキング能力を習得す
るための講座。

・「医療通訳コース」受講準備としての位置づけ。

TOEIC600 点程度 全 18回、6ヵ月
（週 1回、1回 105 分）

4 ZHE日暮里外国語教室 〒 116-0014
東京都荒川区東日暮里 5-51-7
大進ビル 4階

TEL：03-5615-2882
E-mail：zhe@nippori-school.com
URL：http://zhe.nippori-school.com/
index.html － ○ － －

医療通訳コース ( 中国語） ・通訳現場で実践を重ね、通訳の力を習得する。 初級者から 週 2回
（1回 120 分）

◯

株式会社 ZHE

〒 116-0014
東京都荒川区東日暮里 5-51-7　大進ビル 4階
TEL：03-5615-2882
URL：http://zhe.nippori-school.com/company.html

5 株式会社ブリックス 〒 160-0022
東京都新宿区新宿 4-3-17
ダヴィンチ新宿 4階

TEL：03-5366-6001
E-mail：bricks_info@bricks-corp.com
URL：http://www.bricks-corp.com/

◯ ◯ －
韓国、
ポルトガル、
スペイン

－

・県市区などを対象に、医療通訳者として必要なヒアリングテクニッ
ク、個人情報の取扱方法など実践的なトレーニングをロールプレイ
やOJT の手法を用いて教育。

・案件毎のカリキュラム作成のほか、県市区向けのパッケージプラン
を設けている。（学校等で学べる学術研修はもちろん、プロの通訳者
が豊富な経験を元に実践的な育成を行う）

・遠方者向けサービスとしてインターネットを介した講座を構築予定。

医療通訳者、医療コーディネーターを目指す方

（言語レベル目安）
英語通訳者 TOEIC700 点以上、外国籍の場合日本
語検定 1級程度

依頼による

◯

株式会社ブリックス

〒 160-0022
東京都新宿区新宿 4-3-17
ダヴィンチ新宿 4階
TEL： 03-5366-6001
E-mail：bricks_info@bricks-corp.com
URL：http://www.bricks-corp.com/

6 ILC 国際語学センター ＜東京校＞
〒 107-0052
東京都港区赤坂 2-2-19　アドレスビル 2階

＜大阪校＞
〒 542-0082
大阪市中央区島之内 1-11-30  滋慶第 2ビル
※その他、名古屋校、広島校、福岡校あり

＜東京校＞
TEL：03-3568-1674
URL：http://www.ilc-japan.com/tokyo/

＜大阪校＞
TEL：06-6245-8560
URL：http://www.ilc-japan.com/osaka/

○ － － － 医療英語　コミュニケーション講座 ・医療現場でのコミ ュニケ―ションに必要な基本的な英語力の習得を
目指す。 － 全 9回

（1回 2時間）

－ －○ － － － 医療英語　基礎コース ・英語コミュニケーション力と医療知識をともに深める。 TOEIC　500 点／ IELTS 4.5 以上が目安 全 14回
（1回 2時間）

○ － － －
医療英語　応用コース ・より高度なコミュニケーション力と医療現場における専門性の高い

知識や表現力を養成する。
TOEIC　750 点／ IELTS 6.0 以上が目安 全 14回

（1回 2時間）

7 東京通訳アカデミー 〒 101-0052
東京都千代田区神田小川町 3-8
神田駿河台ビル 8階

TEL：03-5577-6373
URL：http://tia.cwec.jp/ ○ ○ ○ －

医療通訳士 1級講座
（英語、中国語、ロシア語）

・独自に実施している医療通訳士技能検定において医療通訳士 1級を
取得するための医療知識・通訳技能の習得を目指す。

5ヵ月間
（1日 5時間、月 4週、合計 100
時間）

◯

Cool World Expo 株式会社

〒 101-0052
東京都千代田区神田小川町 3-8
神田駿河台ビル 8階
TEL：03-5577-6373
URL：http://cwec.jp/

○ － － － 医療通訳士専攻科（英語） ・医療通訳士 1級取得者を対象に、より高度な医療通訳技能の習得を
目指す。

全 10回、10ヵ月
（1回 5時間）

○ ○ ○ －
医療通訳士（通信講座） ・医療通訳士 1級講座の内容を通学にて学習できる通信講座。 週 1回 Email での課題提出、月 2

回 skype を使った通信技能レッス
ン（30～60分間）

○ － － － 医療関連従事者のための医療英語講座 ・基本的医療英語知識の習得、医療英語英会話の基礎力アップを目指す。 医療従事者で医療英語を学び直したい者、現場の実
務に役立てたい者、医療英語に興味・関心を持つ者

5ヵ月間
（1日5時間、月4週、合計100時間）

8 プロフェッショナル イング
リッシュ コミュニケーション
協会（IPEC）

〒 107-0052
東京都港区赤坂 2-2-19
アドレスビル 2階

TEL：03-3568-1647
URL：http://www.topec.org/ ○ － － －

医療英語　基礎コース ・医療現場を想定したロールプレイを通して、医療英語コミュニケー
ション力と医学用語などを習得し、外国人患者とのコミュニケーショ
ン力を養成。

看護師及び医療従事者
医療通訳を目指している方
TOEIC　500 点／ IELTS 4.5 以上の英語力

全 14回
（1回 2時間）＋修了テスト

－ －○ － － －
医療英語　応用コース ・基礎コースで習得したことを踏まえて、より専門的な医学知識を習

得するコース。医療現場で必要な知識や表現力も強化。
看護師及び医療従事者
医療通訳を目指している方
TOEIC　750 点／ IELTS 6.0 以上の英語力

全 14回
（1回 2時間）＋修了テスト

○ － － － 米国看護師が教授する
医療英語コミュニケーション講座

・主に医療従事者を対象とした医療現場でのコミュニケーションに必
要な英語力習得を目的とした講座。 － 全 9回

（1回 2時間）＋修了テスト

9 日本医療通訳アカデミー 〒 101-0033
東京都千代田区神田岩本町 1-14
秋葉原 SFビル 3階

TEL：0120-231-210 / 03-5289-3291
E-mail：kokusai@funtofun.co.jp
（担当）岸本・何（か）
URL：http://www.funtofun.co.jp/medi-
cal-interpreter/ － ○ － －

中国医療通訳士 1級養成講座
( 通学講座、通信講座 )

・基本的な医学知識、検診項目知識、会話などを習得する。
・中国からの医療ツーリズムに対応。医療業界未経験者をプロの医療
通訳士に育て、派遣する。

日本語能力試験2級レベル以上の会話能力のある方 ＜通学講座＞
3ヵ月間
（週1回、1回5時間、合計58時間）

＜通信講座＞
3ヵ月間（1回3時間、合計40時間）

◯

FUNtoFUN株式会社

〒 101-0033
東京都千代田区神田岩本町 1-14
秋葉原 SFビル 3階
TEL：03-5289-3291
URL：http://www.funtofun.co.jp/
※その他、川崎、千葉、仙台、帯広、大阪に拠点あり

10 医療通訳学校MTJ ＜MTJ 札幌校＞
〒 003-0026
北海道札幌市白石区本通 3丁目北 6-18
SMCビル 3階
※その他、仙台校、J北京校、上海校あり

TEL：011-865-8555
E-mail：info@medical-hokkaido.com
URL：http://jp.medical-hokkaido.com/
school.cgi

－ ○ － －

通学コース ・全 12回の講義と認定試験から構成される。実際の現場に立会って勉
強する。

・認定試験は、実際の現場を想定した実技試験と医学知識の確認と的
確な通訳力を図る筆記試験で行う。

中国語と日本語を話すことができる方 全 12回
（週 1回、1回 4時間）

◯

メディカルツーリズム・ジャパン株式会社

〒 003-0026
札幌市白石区本通 3丁目北 6-18
SMCビル 3 階
TEL：011-865-8555
URL：http://jp.medical-hokkaido.com/
※中国（上海）に拠点あり

－ ○ － －
通信コース ・インターネット環境とパソコン環境がある人向けのコース。内容は

通学コースに準拠。
中国語と日本語を話すことができる方 －

11 国立大学法人 大阪大学 〒 565-0871
大阪府吹田市山田丘 1-1

人間科学科   研   究   科   
   国   際   協   力   学   研   究   室
TEL ：06-6877-5111
URL：http://www.osaka-u.ac.jp/ja ○ ○ － －

医療通訳プログラム ・大阪大学大学院人間科学研究科が実施。
・医療通訳の現場で活躍する方々を講師として招くなどして、以下 3
点の実現を目指す。
①医療通訳を行うための基本的な保健医療知識を学ぶ。
②医療通訳実践のための言語とコミュニケーションの技術を身につ
ける。

③医療通訳士の役割や倫理について理解する。

大阪大学大学院修士課程および博士課程在籍者
日本語と通訳対象となる言語に関して高度な運用能
力のある人、日本人の保健医療関係者、外国人の保
健医療関係者など、医療通訳に関心のある方を歓迎
病院やNGOなどにおける医療通訳コーディネー
ターなどの受講も想定

1年間

修了要件は、   本   プ   ロ   グ   ラ   ム   が   指   定   
す   る   必   修   科   目   （   4   単   位   ）   と   選   択   必   
修   科   目   を   併   せ   て    8   単   位   以   上   修   得す
ること。

－ －

12 国立大学法人
東京外国語大学

〒 183-8534
東京都府中市朝日町 3-11-1

総務企画課広報係
TEL： 042-330-5823
E-mail：tufs_open.academy_med ◎
tufs.ac.jp
URL：http://www.tufs.ac.jp/common/
tufs-medical/

○ ○ ○ －

TUFSオープンアカデミー「医療外国語講座」
（ロシア語、英語、中国語）

・医療機関における外国人患者の円滑な受入れに資する人材の育成を
目的とした医療に特化した外国語講座。

日本語及び日本の医療について、十分な知識を持っ
ている方。ただし、次の場合を優先する。
・英語、ロシア語、中国語のいずれかについて日常
生活に必要な会話能力を有する医療従事者。医療機
関における通訳経験者、または医療機関において通
訳業務に従事することを予定している者

全 4日間
（合計 15時間）

－ －

■医療通訳教育機関一覧

資料編



67

【活用にあたっての注意点】※本一覧は、通訳関連の書籍やインターネットを用いて、医療通訳の育成を行っている機関を抽出し、公開情報を基に、各機関の情報を整理したものです。※医療通訳には、
日本在住で医療機関を受診する外国人に対する医療通訳と医療を受けるために訪日する外国人患者に対する医療通訳とがありますが、本一覧は、主に医療を受けるために訪日する外国人患者に対する医
療通訳を想定して作成しました。※「派遣事業の有無」については、一般通訳の派遣や紹介を行っている場合に◯としています。医療通訳の紹介や派遣が可能かどうかについては個別に確認ください。

教育機関名 所在地 連絡先
（電話 /E-mail/URL）

言語
講座名 講座概要 入学者のレベル 期間

派遣
事業
有無

連絡先
英語 中国語 ロシア語 その他

1 東京ビジネス外語カレッジ 〒 171-0022
東京都豊島区南池袋 1-13-13
※長野にも専門学校あり

TEL：03-5957-1310
E-mail：tbl@isi-global.com
URL：http://www.isi.ac.jp/tbl/ － ○ － －

日中医療通訳コース ・医療に関する専門知識と高度な表現技術を学び、医療通訳士を目指す。
・１年次には日本語から中国語､ 中国語から日本語への通訳・翻訳の
基礎、2年次では応用を学習する。

・医療通訳士技能検定試験、通訳案内試験、Microsoft Offi  ce Special-
ist、日本語能力試験（留学生）などの資格取得を想定。

・卒業後は日本国内の医療機関への就職、医療関係の企業へ就職を想定。

日本語・中国語がネイティブレベルの方 2年間
（1日 90分× 3コマ）

－ －

2 アイ・エス・エス・
インスティチュート

＜東京校＞
〒 102-0083
東京都千代田区麹町 3-1-1
麹町 311 ビル 4階

＜横浜校＞
〒 220-0004
神奈川県横浜市西区北幸 1-11-15
横浜 STビル 8階

＜東京校＞
TEL：03-3265-7103（代）
URL：http://www.issnet.co.jp

＜横浜校＞
TEL 045-325-3333（代）
URL：http://www.issnet.co.jp

○ － － －

メディカル通訳 ～入門編～（英語） ・「医療通訳」「医学」「製薬」の現場で実際に必要な基礎知識を、講義
と通訳演習を通して学ぶ。

通訳訓練経験のある方 全 5回
（週 1回、1回 2時間）

◯

株式会社 アイ・エス・エス

〒 108-0073
東京都港区三田 3-13-12
三田MTビル 8階
TEL：03-6369-9993
営業統括部 通訳グループ）
E-mail：ask_conv@issjp.com
URL：http://www.issjp.com/index.html

－ ○ － －
日⇔中医療通訳入門（中国語） ・日中医療通訳の入門クラス。医療ツーリズムにおける基本的な検診

項目の通訳に対応できる能力を習得する。
通訳訓練経験のない方
日本語母語者：中国語検定 2級以上
中国語母語者：日本語の日常会話に不自由しない

全 6回
（週 1回、1回 2時間）

3 インタースクール ＜東京校＞
〒 105-0001
東京都港区虎ノ門 2-2-5
共同通信会館 4階

＜大阪校＞
〒 531-0072
大阪市北区豊崎 3-20-1
インターグループビル

※その他、京都校、名古屋校、広島校、福岡校、
仙台校、金沢校あり

【各項で右記の講座・コースを開講している
かどうか要確認】

＜東京校＞
TEL：03-5549-6910
URL：http://www.interschool.jp/

＜大阪校＞
TEL：06-6372-7551
URL：http://www.interschool.jp/

○ ○ － －

医療通訳コース（英語・中国語） ・医学知識と通訳スキルの習得を目的とした講座。 英語：TOEIC730 点程度以上
中国語：中国語検定 2級程度、
新HSK5級～ 6級程度

全 40回、5～ 10ヵ月間
（1回 105 分）

◯

株式会社インターグループ

＜東京本社＞
〒 107-0052
東京都港区赤坂 2-17-22
赤坂ツインタワー東館 3階
TEL ：03-5549-6901
（東京本社　通訳・翻訳事業部）
E-mail：-
URL：http://www.intergroup.co.jp/

＜大阪本社＞
〒 531-0072
大阪市北区豊崎 3-20-1 インターグループビル
TEL：06-6372-3987
（大阪本社　通訳・翻訳事業部）
E-mail：-
URL：http://www.intergroup.co.jp/
※その他、仙台、名古屋、京都、広島、九州に
支社あり

○ ○ － －

医療通訳Workshop（英語・中国語） ・ロールプレイ中心の実践的ワークショップ形式の講座。 英語：TOEIC900 点程度、医療通訳コース修了者
中国語：医療通訳コース修了者

＜英語＞
全 18回　（1回 105 分）

＜中国語＞
全 6回　（1回 105 分）

○ － － －

医療英語コース（英語） ・医療分野での英語力に加え、通訳技能やスピーキング能力を習得す
るための講座。

・「医療通訳コース」受講準備としての位置づけ。

TOEIC600 点程度 全 18回、6ヵ月
（週 1回、1回 105 分）

4 ZHE日暮里外国語教室 〒 116-0014
東京都荒川区東日暮里 5-51-7
大進ビル 4階

TEL：03-5615-2882
E-mail：zhe@nippori-school.com
URL：http://zhe.nippori-school.com/
index.html － ○ － －

医療通訳コース ( 中国語） ・通訳現場で実践を重ね、通訳の力を習得する。 初級者から 週 2回
（1回 120 分）

◯

株式会社 ZHE

〒 116-0014
東京都荒川区東日暮里 5-51-7　大進ビル 4階
TEL：03-5615-2882
URL：http://zhe.nippori-school.com/company.html

5 株式会社ブリックス 〒 160-0022
東京都新宿区新宿 4-3-17
ダヴィンチ新宿 4階

TEL：03-5366-6001
E-mail：bricks_info@bricks-corp.com
URL：http://www.bricks-corp.com/

◯ ◯ －
韓国、
ポルトガル、
スペイン

－

・県市区などを対象に、医療通訳者として必要なヒアリングテクニッ
ク、個人情報の取扱方法など実践的なトレーニングをロールプレイ
やOJT の手法を用いて教育。

・案件毎のカリキュラム作成のほか、県市区向けのパッケージプラン
を設けている。（学校等で学べる学術研修はもちろん、プロの通訳者
が豊富な経験を元に実践的な育成を行う）

・遠方者向けサービスとしてインターネットを介した講座を構築予定。

医療通訳者、医療コーディネーターを目指す方

（言語レベル目安）
英語通訳者 TOEIC700 点以上、外国籍の場合日本
語検定 1級程度

依頼による

◯

株式会社ブリックス

〒 160-0022
東京都新宿区新宿 4-3-17
ダヴィンチ新宿 4階
TEL： 03-5366-6001
E-mail：bricks_info@bricks-corp.com
URL：http://www.bricks-corp.com/

6 ILC 国際語学センター ＜東京校＞
〒 107-0052
東京都港区赤坂 2-2-19　アドレスビル 2階

＜大阪校＞
〒 542-0082
大阪市中央区島之内 1-11-30  滋慶第 2ビル
※その他、名古屋校、広島校、福岡校あり

＜東京校＞
TEL：03-3568-1674
URL：http://www.ilc-japan.com/tokyo/

＜大阪校＞
TEL：06-6245-8560
URL：http://www.ilc-japan.com/osaka/

○ － － － 医療英語　コミュニケーション講座 ・医療現場でのコミ ュニケ―ションに必要な基本的な英語力の習得を
目指す。 － 全 9回

（1回 2時間）

－ －○ － － － 医療英語　基礎コース ・英語コミュニケーション力と医療知識をともに深める。 TOEIC　500 点／ IELTS 4.5 以上が目安 全 14回
（1回 2時間）

○ － － －
医療英語　応用コース ・より高度なコミュニケーション力と医療現場における専門性の高い

知識や表現力を養成する。
TOEIC　750 点／ IELTS 6.0 以上が目安 全 14回

（1回 2時間）

7 東京通訳アカデミー 〒 101-0052
東京都千代田区神田小川町 3-8
神田駿河台ビル 8階

TEL：03-5577-6373
URL：http://tia.cwec.jp/ ○ ○ ○ －

医療通訳士 1級講座
（英語、中国語、ロシア語）

・独自に実施している医療通訳士技能検定において医療通訳士 1級を
取得するための医療知識・通訳技能の習得を目指す。

5ヵ月間
（1日 5時間、月 4週、合計 100
時間）

◯

Cool World Expo 株式会社

〒 101-0052
東京都千代田区神田小川町 3-8
神田駿河台ビル 8階
TEL：03-5577-6373
URL：http://cwec.jp/

○ － － － 医療通訳士専攻科（英語） ・医療通訳士 1級取得者を対象に、より高度な医療通訳技能の習得を
目指す。

全 10回、10ヵ月
（1回 5時間）

○ ○ ○ －
医療通訳士（通信講座） ・医療通訳士 1級講座の内容を通学にて学習できる通信講座。 週 1回 Email での課題提出、月 2

回 skype を使った通信技能レッス
ン（30～60分間）

○ － － － 医療関連従事者のための医療英語講座 ・基本的医療英語知識の習得、医療英語英会話の基礎力アップを目指す。 医療従事者で医療英語を学び直したい者、現場の実
務に役立てたい者、医療英語に興味・関心を持つ者

5ヵ月間
（1日5時間、月4週、合計100時間）

8 プロフェッショナル イング
リッシュ コミュニケーション
協会（IPEC）

〒 107-0052
東京都港区赤坂 2-2-19
アドレスビル 2階

TEL：03-3568-1647
URL：http://www.topec.org/ ○ － － －

医療英語　基礎コース ・医療現場を想定したロールプレイを通して、医療英語コミュニケー
ション力と医学用語などを習得し、外国人患者とのコミュニケーショ
ン力を養成。

看護師及び医療従事者
医療通訳を目指している方
TOEIC　500 点／ IELTS 4.5 以上の英語力

全 14回
（1回 2時間）＋修了テスト

－ －○ － － －
医療英語　応用コース ・基礎コースで習得したことを踏まえて、より専門的な医学知識を習

得するコース。医療現場で必要な知識や表現力も強化。
看護師及び医療従事者
医療通訳を目指している方
TOEIC　750 点／ IELTS 6.0 以上の英語力

全 14回
（1回 2時間）＋修了テスト

○ － － － 米国看護師が教授する
医療英語コミュニケーション講座

・主に医療従事者を対象とした医療現場でのコミュニケーションに必
要な英語力習得を目的とした講座。 － 全 9回

（1回 2時間）＋修了テスト

9 日本医療通訳アカデミー 〒 101-0033
東京都千代田区神田岩本町 1-14
秋葉原 SFビル 3階

TEL：0120-231-210 / 03-5289-3291
E-mail：kokusai@funtofun.co.jp
（担当）岸本・何（か）
URL：http://www.funtofun.co.jp/medi-
cal-interpreter/ － ○ － －

中国医療通訳士 1級養成講座
( 通学講座、通信講座 )

・基本的な医学知識、検診項目知識、会話などを習得する。
・中国からの医療ツーリズムに対応。医療業界未経験者をプロの医療
通訳士に育て、派遣する。

日本語能力試験2級レベル以上の会話能力のある方 ＜通学講座＞
3ヵ月間
（週1回、1回5時間、合計58時間）

＜通信講座＞
3ヵ月間（1回3時間、合計40時間）

◯

FUNtoFUN株式会社

〒 101-0033
東京都千代田区神田岩本町 1-14
秋葉原 SFビル 3階
TEL：03-5289-3291
URL：http://www.funtofun.co.jp/
※その他、川崎、千葉、仙台、帯広、大阪に拠点あり

10 医療通訳学校MTJ ＜MTJ 札幌校＞
〒 003-0026
北海道札幌市白石区本通 3丁目北 6-18
SMCビル 3階
※その他、仙台校、J北京校、上海校あり

TEL：011-865-8555
E-mail：info@medical-hokkaido.com
URL：http://jp.medical-hokkaido.com/
school.cgi

－ ○ － －

通学コース ・全 12回の講義と認定試験から構成される。実際の現場に立会って勉
強する。

・認定試験は、実際の現場を想定した実技試験と医学知識の確認と的
確な通訳力を図る筆記試験で行う。

中国語と日本語を話すことができる方 全 12回
（週 1回、1回 4時間）

◯

メディカルツーリズム・ジャパン株式会社

〒 003-0026
札幌市白石区本通 3丁目北 6-18
SMCビル 3 階
TEL：011-865-8555
URL：http://jp.medical-hokkaido.com/
※中国（上海）に拠点あり

－ ○ － －
通信コース ・インターネット環境とパソコン環境がある人向けのコース。内容は

通学コースに準拠。
中国語と日本語を話すことができる方 －

11 国立大学法人 大阪大学 〒 565-0871
大阪府吹田市山田丘 1-1

人間科学科   研   究   科   
   国   際   協   力   学   研   究   室
TEL ：06-6877-5111
URL：http://www.osaka-u.ac.jp/ja ○ ○ － －

医療通訳プログラム ・大阪大学大学院人間科学研究科が実施。
・医療通訳の現場で活躍する方々を講師として招くなどして、以下 3
点の実現を目指す。
①医療通訳を行うための基本的な保健医療知識を学ぶ。
②医療通訳実践のための言語とコミュニケーションの技術を身につ
ける。

③医療通訳士の役割や倫理について理解する。

大阪大学大学院修士課程および博士課程在籍者
日本語と通訳対象となる言語に関して高度な運用能
力のある人、日本人の保健医療関係者、外国人の保
健医療関係者など、医療通訳に関心のある方を歓迎
病院やNGOなどにおける医療通訳コーディネー
ターなどの受講も想定

1年間

修了要件は、   本   プ   ロ   グ   ラ   ム   が   指   定   
す   る   必   修   科   目   （   4   単   位   ）   と   選   択   必   
修   科   目   を   併   せ   て    8   単   位   以   上   修   得す
ること。

－ －

12 国立大学法人
東京外国語大学

〒 183-8534
東京都府中市朝日町 3-11-1

総務企画課広報係
TEL： 042-330-5823
E-mail：tufs_open.academy_med ◎
tufs.ac.jp
URL：http://www.tufs.ac.jp/common/
tufs-medical/

○ ○ ○ －

TUFSオープンアカデミー「医療外国語講座」
（ロシア語、英語、中国語）

・医療機関における外国人患者の円滑な受入れに資する人材の育成を
目的とした医療に特化した外国語講座。

日本語及び日本の医療について、十分な知識を持っ
ている方。ただし、次の場合を優先する。
・英語、ロシア語、中国語のいずれかについて日常
生活に必要な会話能力を有する医療従事者。医療機
関における通訳経験者、または医療機関において通
訳業務に従事することを予定している者

全 4日間
（合計 15時間）

－ －

経済産業省　平成 25 年度医療機器・サービス国際化推進事業（国内医療機関による外国人患者受入れの促進に関する調査）報告書より。最新の情報については、各機関に確認してください。

資料・書式フォーマット集②PART 4
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■治療費支払いに関する合意書

患者□□（以下「甲」という）と  
医療機関△△（以下「乙」という）
と○○○（以下「丙」という）とは、
乙が甲に対して行う治療の対価の支
払いに関し、以下のとおり契約（以
下「本契約」という）を締結する。 

前文

1. 甲は乙に対し、 　　　 　  　（以
下単に「治療」という）を申込み、
乙はこれを承諾した。

2. 甲は丙に対し、乙に対する治療
の費用の支払代行を委託し、丙はこ
れを受託した。

3. 乙は、丙が上記支払代行を行う
ことを承諾した。

よって、ここに、本契約に含まれる
相互の合意を約因として、甲乙丙は
下記のとおり合意した。

第1条（治療の費用の見積り）
1. 乙は、本契約締結後、治療の費
用を見積り（以下この見積額を「本
見積額」という）、甲に通知するも
のとする。なお、甲乙丙は、治療を
行った結果、本治療費（第 4条第 1
項に定義する）が本見積額以上又は
以下となることがあることを確認す
る。

2. 前項の通知は、丙を介して行わ
れるものとする。

第2条（見積額の支払い）
1. 甲は、前条の通知を受領後××
日以内に、本見積額を丙の指定する
下記の銀行口座（以下「丙の銀行口
座」という）に振込むものとする。

記
　　　　　　　　
××××銀行　◎◎支店

　普通預金　1234567
　SWIFTコード : □□□□ JP JT　

2. 丙は、前項の振込みの確認後、
遅滞なく、甲及び乙に対し、前項の
振込みを確認した旨を書面で通知す
る。なお、乙は、丙から当該通知を
受領後、甲の治療に着手することが
できる。

This Payment Agreement 
(“Agreement”) is made and entered 
into this_day of  _, 2014 
by and among _, a person of 
__ nationality and having 
his/her address at __
("Patient”), _ , a hospital 
duly existing under the laws of Japan 
and having its head offi ce at _ 
Japan ("Hospital"), and The Patient, 
the Hospital and ○○○ . The Patient,  
the Hospital and○○○ are referred 
to hereinafter each as a “Party” and 
collectively as the “Parties”.

WITNESSETH:

WHEREAS, the Patient offered the 
Hospital to supply treatment of_
(“Treatment”) to the Patient, and the 
Hospital accepted such offer.

WHEREAS, the Patient entrusted to
○○○ the  payment for the cost of 
the Treatment to the Hospital for the 
Patient as an intermediary payer, and
○○○ accepted the entrustment.

WHEREAS, the Hospital accepted that 
○○○ will be such an intermediary 
payer.

NOW THEREFORE, in consideration 
of these premises and the mutual 
covenants herein contained, the Parties 
hereto agree as follows:

Article 1
 (Estimate of the Cost of the Treatment)
1.1　The Hospital shall estimate 
the cost of the Treatment, (such 
estimate hereinafter is referred to as 
the “Estimate”) and shall notify the 
Patient of the Estimate. The Parties 
acknowledge and agree that the 
Treatment Fee (defi ned in Article 4.1) 
may be more or less than the Estimate, 
after conducting the Treatment.

1.2　The Parties agree that the notice 
in Article 1.1 shall be given through
○○○ .

Article 2 (Payment of Estimate)
2.1　The Patient shall transfer the 
Estimate to the bank account designated 
by ○○○ below (“○○○ Account”), 
within×× days from receipt of the 
notice in Article 1.

×××× Banking　Corporation   ◎◎ 
Branch
     Ordinary Deposit  #1234567
     SWIFT code: □□□□  JP JT 

2.2　○○○ , after confi rmation of the 
bank transfer in Article 2.1, shall notify 
the Patient and the Hospital in writing 
without delay that ○○○ confi rmed 
the bank transfer in Article 2.1. The 
Hospital may start the Treatment to the 
Patient after receipt of the notice from 
○○○ .

第3条（見積額の不足）
1. 乙は、第 2条による見積額の振
込後、検査、治療経過等によって治
療の費用が本見積額を超過すると合
理的に見込まれる場合、甲に対し、
遅滞なく、その超過額（以下「精査
前不足額」という）を、超過の理由
及び精査前不足額の振込期日を付し
て書面で通知するものとする。

2. 前項の通知は、丙を介して行わ
れるものとする。

3.甲は、第1項の通知を受けた場合、
第 1項の振込期日までに精査前不
足額を丙の銀行口座へ振込むものと
する。当該振込後の手続きは、第 2
条第 2項に従うものとする。

4. 甲が精査前不足額の振込みを第1
項の振込期日までに行わない場合、
乙は、甲の治療に着手済であって
も、以後の治療を中止することがで
きる。

第4条（治療費の確認と支払い）

1. 乙は、治療の終了後、遅滞なく、
実際に治療に要した費用（以下「本
治療費」という）を精査するととも
に、甲に対し、乙が実際に行った治
療の内容、及び本治療費の額を書面
で通知する。

2. 前項の通知は、丙を介して行わ
れるものとする。

3. 丙は、前項の通知を受けた後×
×週間以内に、本治療費の額（但し、
丙が甲から振込みを受けた金額を超
えないものとする）を別途乙の指定
する銀行口座に振込むものとする。
振込手数料は甲の負担とする。

4. 乙は、本治療費が丙が甲から振
込みを受けた金額を超える場合、そ
の超過額（以下「精査後不足額」と
いう）を直接甲に対して請求するも
のとする。

第5条（残金の精算）
1. 丙は、丙が甲から振込みを受け
た金額から本治療費相当額及び振込
手数料相当額を控除してなお残金
（以下単に「残金」という）がある
場合、残金がある旨を甲に通知する
ものとする。

2. 甲は残金の受領のため、前項の

Article 3  (Shortfall of Estimate)
3.1　In the event that the Hospital, 
after the bank transfer in Article 2, 
reasonably estimates based on reasons 
such as examination of the Patient or 
the progress of the Treatment, that 
the cost of the Treatment exceeds the 
Estimate, the Hospital shall notify the 
Patient of such estimated excess amount 
(“Pre-Examination Defi cit”), the reason 
for such excess and the due date of 
the payment of the Pre-Examination 
Defi cit, in writing without delay.  

3.2　The Parties agree that the notice 
in Article 3.1 shall be given through
○○○ .

3.3　The Patient, upon receipt of the 
notice in Article 3.1, shall transfer the 
Pre-Examination Defi cit to the
○○○ Account no later than the due 
date in Article 3.1. The procedure after 
the bank transfer shall be in accordance 
with Article 2.2.

3.4　In the event that the Patient 
does not fi nish transferring the Pre-
Examination Defi cit by no later than 
the due date in Article 3.1, the Hospital 
may discontinue the Treatment even 
if the Hospital has already started the 
Treatment.

Article 4  (Confi rmation and 
Payment of Amount for the Treatment)
4.1　The Hospital, after conducting the 
Treatment, without delay, shall examine 
the amount actually required for the 
Treatment (“Treatment Fee”), and notify 
the Patient in writing of the details of 
the Treatment that the Hospital actually 
provided to the Patient, and the amount 
of the Treatment Fee.

4.2　The Parties agree that the notice 
in Article 4.1 shall be given through
○○○ .

4.3　○○○ , within ×× weeks 
from its receipt of the notice in Article 
4.2, shall transfer the amount of the 
Treatment Fee, provided that 
○○○ shall not be obligated to 
transfer more than the amount that
○○○ has received from the Patient, 
to the bank account that the Hospital 
designates separately. The transfer fee 
shall be borne by the Patient.

4.4　In the event that the Treatment 
Fee exceeds the amount that ○○○
has received from the Patient, the 
Hospital shall claim the excess amount 
(“Post-Examination Defi cit”) directly 
from the Patient. 

Article 5 (Clearing of Balance)
5.1　In the event that ○○○ has 
a balance after the deduction of the 
amount equivalent to the Treatment 
Fee and transfer fee from the amount 
that ○○○ has been transferred from 
the Patient (“Balance”), ○○○ shall 
notify the Patient that ○○○ has such 
a Balance. 

5.2　The Patient, upon receipt of the 

治療費支払に関する
合意書 Payment Agreement

この文例は、国際医療コーディネート事業者が医療機関に代わって、外国人患者と治療費の支払いに関して
事前に交わした契約書（支払代行サービス契約書）をもとに作成されたものです。
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通知を受領後、振込先（被仕向口座）
の情報を丙に開示するものとする。

3. 丙は、残金が存在する場合、前
項の開示を受けた後××週間以内
に、甲の指定する銀行口座へ残金を
振込むものとする。振込手数料は甲
の負担とする。

第6条（丙の免責）
1. 丙は、前条の振込み後（前条の
振込みがない場合には第 4条の振
込後）、本契約に基づく一切の義務
を負わないものとする。

2. 丙は、乙の甲に対する本見積額、
精査前不足額及び精査後不足額の請
求、支払督促、回収等について、一
切の責を負わないものとする。

第7条（解除） 
1. 甲乙丙は、天変地異等の不可抗
力により治療が行えなくなった場
合、又は、甲が治療内容に同意でき
ない場合には、その旨を他の当事者
に書面で通知の上、本契約を解約す
ることができる。

2. 甲乙丙は、他の当事者が本契約
を継続し難い事情を生じさせた場合
において、当該当事者に催告し、当
該当事者が催告を受けてから××日
以内に当該事情を回復しないとき
は、本契約を解除することができる。

第8条（損害賠償等） 
1. 前条により、本契約が解約（前条
第1項の天変地異等の不可抗力によ
り治療を行えなくなったことを理由
とする解約を除く）又は解除された
場合、当該解約又は解除により損害
を受けた当事者は、当該解約又は解
除の原因を生じさせた当事者に対し
損害賠償を請求することができる。

2　前項の請求が行われた場合、甲
乙丙は、損害賠償の金額、既に実施
された治療の費用と甲から振込みを
受けた金額の精算等について協議し
決定するものとする。

第9条（秘密保持） 
甲乙丙は、本契約に関して取得した
他の当事者の機密、情報等を正当な
事由なくして第三者に漏洩してはな
らず、また、本契約上の義務及び治
療を遂行する以外の目的で使用して
はならない。

notice in Article 5.1, shall inform
○○○ of the Patient’s bank account 
to which ○○○ shall transfer the 
Balance.

5.3　In the event that a Balance exists, 
○○○ , upon receipt of the bank 
account information in accordance with 
Article 5.2, shall transfer the Balance to 
the Patient’s bank account. The transfer 
fee shall be borne by the Patient.

Article 6 (○○○ ’s Indemnifi cation)
6.1　○○○ shall not have any liability 
or obligation under this Agreement, 
after the bank transfer in Article 5 (or 
after the bank transfer in Article 4 in the 
event that the bank transfer in Article 5 
shall not be required).

6.2　○○○ shall not have any 
liability or obligation in relation to any 
actions initiated by the Hospital against 
the Patient regarding a claim for the 
Estimate, Pre-Examination Defi cit
and/or Post-Examination Defi cit, 
demand for payment, and collection.

Article 7  (Termination)
7.1　In the event that the Treatment 
cannot be conducted because of the 
occurrence of a force majeure event 
such as a natural disaster, or that the 
Patient does not agree to the contents of 
the Treatment, each Party may cancel 
this Agreement by notifying the other 
Parties of such event.

7.2　In the event that a Party  
unreasonably hinders the performance 
of this Agreement and fails to remedy 
such issue within ×× days of being 
requested to do so by one of the other 
Parties, either of the other Parties may 
terminate this Agreement.

Article 8 (Damages)
8.1　In the event that this Agreement is 
canceled (except for cancellation under 
Article 7.1 because of the occurrence of 
a force majeure event such as a natural 
disaster) or terminated in accordance 
with Article 7, any Party who suffered 
from the cancellation or termination 
may claim damages from the Party 
who caused the cancellation or the 
termination.

8.2　In the event that damages are 
claimed under Article 8.1, the Parties 
shall discuss and determine the 
amount of damages, the resolving of 
the Treatment Fee relevant for the 
Treatment that had been conducted 
and the amounts that the Patient had 
transferred at that time.

Article 9 (Confi dentiality) 
No Party shall disclose confi dential 
information of the other Parties obtained 
regarding this Agreement to any third 
parties, without reasonable grounds, nor 
shall any Party use such confi dential 
information for any purposes other than 
to perform its obligations under this 
Agreement or to conduct the Treatment.

第10条（再委託、譲渡等の禁止） 
甲乙丙は、他の当事者の事前の書面
による承諾なしに、本契約に基づく
一切の権利義務を第三者に譲渡し、
承継させ、又は担保に付してはな
らない。 

第11条（協議事項） 
本契約に定めのない事項、及び疑
義の生じた事項については、信義
誠実の精神のもと甲乙丙にて協議
し解決するものとする。 

第12条（準拠法）
本契約は日本法に準拠し、これに
従って解釈されるものとする。

第13条（仲裁） 
甲乙丙は、本件に関する一切の紛
争については、日本国東京におい
て日本商事仲裁協会の規則に従っ
て行われる仲裁をもって最終的に
解決するものとする。  

第14条（正文）
本契約は日本語を正文とする。本
契約につき、その他の言語により
訳文が作成された場合であって
も、日本語の正文のみが契約とし
ての効力を有し、正文の解釈につ
いては何らの影響を及ぼさないも
のとする。

本契約成立の証として本書 3通
を作成し、甲乙丙記名捺印又は署
名のうえ各 1通を保有する。

　　　年   月   日
 
甲
住　 所　:　　　　　　　　　　
　　　
氏　 名　:　　　　　　　　　　
　
　　

乙
住　 所　:　　　　　　　　　　
　　　　　　 

名　 称　:　　　　　　　　　　
　　　　　　　

丙
住　所  

 
会社名 
　　
代表者 　
 　

Article 10
 (No Assignment or Transfer)
No Party shall assign, transfer or 
encumber any rights and/or obligations 
in this Agreement, in whole or in part, 
to any third party without the prior 
written approval of the other Parties.

Article 11 (Good Faith Negotiation)
The Parties shall negotiate in good 
faith to settle any matter that is not 
specifi ed in this Agreement as well as 
any differences in interpretation of this 
Agreement.

Article 12 (Governing Law)
This Agreement shall be governed by 
and construed in accordance with the 
laws of Japan.

Article 13 (Arbitration)
In the event any dispute, controversy or 
difference arises between or among the 
Parties hereto out of or in connection 
with this Agreement, such dispute, 
controversy or difference shall be 
fi nally settled by arbitration in Tokyo 
in accordance with the Commercial 
Arbitration Rules of the Japan 
Commercial Arbitration Association.

Article 14 (Language)
The governing language of this 
Agreement shall be Japanese. In the 
event that a translation hereof is made 
in other language(s), only the Japanese 
original shall have binding effect on the 
Parties and any such translation shall 
have no effect on the interpretation of 
the original.

IN WITNESS WHEREOF, the parties 
have executed this Agreement by 
their party or their duly authorized 
representatives.

Patient:
Address: :　

Name:   　　　　　　　　　　　　

Signature: 

Hospital:
Address:　　　　　　　　　　　　
　

Name:　　　　　　　　　　　　　
　　　

Signature: 

○○○ : 
Address:　　　　　　　　　　　　
　

Name:　　　　　　　　　　　　　
　　　

Signature: 
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メール定型文集 以下の文例は、病院間連携ネットワーク（○○病院国際医療
連携ネットワークと仮称）を利用している病院の場合を想定
しています。それぞれの状況にあわせて、適宜編集してご使
用ください。

書式フォーマット編

 患者宛て
A文 例 受入れを検討するにあたり、

追加情報を求める依頼文

Dear Mr./Ms.○○○○

Thank you for sharing your details to ○○ International 
Medical Cooperation Network. We would like to 
consider your acceptance.
In order to progress, we would like to request 
detailed information of your current medical 
conditions as reference for our decision. 
Please open the attached International Medical 
Connection patient information form, and have 
your doctor fi ll it in. Moreover, please tell us your 
conditions such as a fever on the infection check 
form. After filling in both forms, please send 
them back to us. We will answer after through 
consideration on what is best for your case.

Kind Regards

○○○○（施設名）
○○○○（担当者名）

○○○○先生（女士），

  

感谢您使用○○医院国际医疗合作网。我方将会

就接受患者的问题进行研讨。作为是否有能力接

受患者的判断依据，请您对现在的病状提供详细

的病症信息，将附件内的国际医疗合作患者的情

报提供书交给您的主治医师并填写完整。完成该

情报提供书后请发送回我方，我方在研讨后对您

进行答复。

○○○○（施設名）

○○○○（担当者名）

○○○○様（患者名）

○○病院国際医療連携ネットワークへのご相談ありがとうございました。
今回は、当院にて患者さまの受入れを検討させて頂きたいと思います。
つきましては、受入れの判断の参考とするために
現在の病状に対する詳細な情報の提供をお願いしたいと思います。
添付しました国際医療連携患者の情報提供書を患者さまの主治医にお渡しして記載して頂いてください。
記載頂きましたら、当方へ返送の程宜しくお願い申し上げます。検討の上、回答を差し上げます。

○○○○病院（施設名）　　　　○○○○（担当者名）

英語版 中国語版
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患者の主治医宛て
B文 例 受入れを検討するにあたり、

追加情報を求める依頼文

Dear Dr.○○○○

Thank you for inquiring to○○ International Medical 
Cooperation Network. We would like to consider 
the acceptance of your patient.
For this process, we need you to share us the details 
of the patient’s current medical condition. Please 
find the attached form and fill in your patient’s 
current conditions in the International Medical 
Connection Information form. 
After fi lling it in, please send them back to us. 
We will make our decisions based on them. Thank 
you.

Kind Regards,

○○○○（施設名）
○○○○（担当者名）

○○○○大夫

感谢您使用○○医院国际医疗合作网。我方将会

接受患者的问题进行研讨。作为是否有能力接受

患者的判断依据，请您对患者现在的病症提供详

细的病症信息，将附件内的国际医疗合作患者的

情报提供书填写完整。完成该情报提供书后请发

送回我方，我方在研讨后会对您进行答复。

○○○○（施設名）

○○○○（担当者名）

○○○○先生（患者の主治医名）

○○病院国際医療連携ネットワークへのご相談ありがとうございました。
今回は、当院にて患者さまの受入れを検討させて頂きたいと思います。
つきましては、受入れの判断の参考とするために
現在の病状に対する詳細な情報の提供をお願いしたいと思います。
添付しました国際医療連携患者の情報提供書に患者さまの現在の状況を記載して頂きますようお願いします。
記載頂きましたら、当方へ返送の程宜しくお願い申し上げます。検討の上、回答を差し上げます。

○○○○病院（施設名）　　　　○○○○（担当者名）

英語版 中国語版

資料・書式フォーマット集④PART 4
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書式フォーマット編

患者の紹介者宛て
C文 例 受入れを承諾する文面

【患者本人でない場合】
Dear Mr./Ms.○○○○

We have considered the details of Mr./Ms.（患者名）and would 

be happy to accept him/her in our hospital.  After confirming 

the patient’s will to see us, we will like to adjust the date of Mr./

Ms.（患者名）appointments with us and give you our information 

to help their arrival. Please confi rm and let us know.

Kind Regards,

○○○○（施設名）
○○○○（担当者名）

【患者本人の場合】
Dear Mr./Ms.○○○○

We have considered your details, and we would be happy to 

accept you in our hospital.  After confi rming the your will to see 

us, we will like to adjust the date of your appointments with us 

and give you our information to help your arrival. Please confi rm 

and let us know.

Kind Regards,

○○○○（施設名）
○○○○（担当者名）

○○○○先生（女士），（あるいは「大夫」）

本医院就患者接受的利弊进行研讨后，十

分乐意接受该患者。在最终确认患者来本

医院就诊的意愿后，本院将提供就诊日期

及赴院信息方面的信息。

○○○○（施設名）

○○○○（担当者名）

○○○○様（あるいは○○○○先生）

今回当院にて患者さまの受入れの是非について検討させて頂きました結果、
喜んで受入れさせて頂くこととなりました。
最終的な患者さまの当院への受診の意志を確認させて頂き、
追って受診の日程の調整や来院のための情報を提供させて頂こうと思います。

○○○○（施設名）
○○○○（担当者名）

英語版 中国語版
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患者の紹介者宛て
D文 例 受入れを断る文面

【患者本人でない場合】
Dear Mr. /Ms.　○○○○（あるいは Dr.○○○○）
We have thoroughly considered the acceptance of Mr./Ms.（患者名）, but 

we are sorry to have decided that we cannot accept Mr./Ms.（患者名） at （施
設名）hospital due to the following reasons.

1.（理由）__         2.（理由）__      

Therefore we shall send this detail over to ○○ International Medical 

Cooperation Network in order to ask other hospitals if they can accept the 

patient. 

Please wait for further notices. We are sorry for the inconvenience caused. 

Kind regards,

○○○○（施設名）     ○○○○（担当者名）

【患者本人の場合】
Dear Mr./Ms.○○○○
We have thoroughly considered your acceptance to our hospital, but we 

are sorry to have decided that we cannot accept you, due to the following 

reasons.

1.（理由）__         2.（理由）__      

Therefore we shall send this detail over to○○ International Medical 

Cooperation Network in order to ask other hospitals if they can accept you. 

Please wait for further notices. We are sorry for the inconvenience caused. 

Kind regards,

○○○○（施設名）     ○○○○（担当者名）

○○○○先生（女士），

（あるいは「大夫」）

本医院就患者接受的利弊进行研

讨后，十分遗憾的告诉您，由于

__等原因，本院无法

接受该患者。因此我们会把患者

的信息送至○○医院国际医疗合

作网，对合作网内的其他医院是

否能接受该患者进行研讨。

对给您造成的不便表示歉意，请

等待我们进一步的联络。

○○○○（施設名）

○○○○（担当者名）

○○○○様（あるいは○○○○先生）

今回当院にて患者さまの受入れの是非について検討させて頂きました結果、
まことに申し訳ありませんが、__という理由で受入れはできないと判断されました。
そのため、患者様の情報を○○病院国際医療連携ネットワークに送付し、
ネットワーク内の他の病院にて受入れが可能かどうか検討させて頂こうと思います。
申し訳ございませんが、今しばらく連絡をお待ちください。

○○○○（施設名）           ○○○○（担当者名）

英語版 中国語版

資料・書式フォーマット集⑤PART 4
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書式フォーマット編

ホームページ管理画面用
メール定型文集

E文 例 問合せに関する返信

Dear Mr./Ms.○○○○

Thank you for your inquiry to（施設名）Hospital.

We have an established ○○ International Medical 

Cooperation Network, open for medical concerns from 

anywhere abroad including Japanese overseas residents, 

tourists, and foreign domestic residents.

Please click the following link below to enter the details 

of your inquiry.

We will respond as soon as possible after consideration.

Thank you.

○○ International Medical Cooperation Network

URL （ http://__）
Kind Regards,

○○○○（施設名）

○○○○先生（女士）

感谢您本次使用○○医院国际医疗合作网。

现在国际医疗合作网接受居住海外的外国人、日

本人，以及国内的外国人的医疗咨询。请点击下

面的主页址，依照需要输入相关内容后，请点击

发送。我们会在研讨后作出回复。

○○医院国际医疗合作网 HP

（アドレス）

○○○○（施設名）

○○○○様（患者名）

今回は当院へ医療に関してご相談頂きありがとうございました。
私どもは○○病院国際医療連携ネットワークを設立し、
海外滞在及び在住の外国人・日本人、及び国内の外国人からの医療相談を受付けております。
下記のHPをご参照いただき、必要に応じて相談する内容を入力し、送信してください。
検討の上、回答を差し上げます。

○○病院国際医療連携ネットワークHP
( アドレス )
○○○○（施設名）

英語版 中国語版
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F文 例 受付完了の返信

Dear Mr./Ms.○○○○

We would like to inform that we have received the 

detailed information of Mr. / Mrs○○○○（患者名）
who was introduced through○○ International Medical 

Cooperation Network and visited our home page on ○
（日）, ○（月）, ○○（年）.

Kind regards

○○ International Medical Cooperation Network

○○○○（担当者名）

○○○○（施設名）

经您介绍给○○医院国际医疗合作网的患者

（メールアドレス），本事务局已于 20××年○

月○日收到其输入的基本信息。在此简单对您

汇报。

○○医院国际医疗合作网事务局

○○○○（担当者名）

○○○○（施設名）

○○病院国際医療連携ネットワークHPに紹介頂きました患者（メールアドレス）様は、

20××年○月○日にHPに基本項目を入力頂き当事務局にて受付けました。
以上、簡単ながらご報告申し上げます。

○○病院国際医療連携ネットワーク事務局
○○○○（担当者名）

英語版 中国語版

資料・書式フォーマット集⑥PART 4
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G文 例
問合せ後に具体的な
連絡がないことに関するお尋ね

【本人でない場合】
Dear Mr./Ms.○○○○
Please excuse us for the sudden e-mail. Mr./Ms.（患者名）
has inquired our（ 施 設 名 ） Hospital about medical 

conditions on 日 , 月 20××年 , and then was introduced 

to our network website, (http://_) . However, 

we have not received any inquiries from him/her. 

We would like to ask the reason why he/she has not 

contacted us if he/she does not mind, for our future 

reference. 

We are sorry for the inconvenience caused. Thank you.

Kind regards,

○○○○（施設名）

【本人の場合】
Dear Mr./Ms.○○○○
Please excuse us for the sudden e-mail. We have heard 

that you have inquired（施設名）Hospital about medical 

conditions on ○（日）, ○（月）, 20××（年）.
and then was introduced to our network website, 

(http://_) . However, we have not received any 

messages from you yet. 

We would like to ask the reason why you have not 

contacted us if it does not bother you, for our future 

reference. 

We are sorry for the inconvenience caused. Thank you.

Kind regards,

○○○○（施設名）

○○○○先生（女士）

突然给您来信还请见谅。关于○○先生（女士）

于 20××年○月○日在本医院进行的医疗咨询，

想必是经○○医院医疗合作网的介绍完成的。但

是，之后我们没有收到相应的在网站上输入的医

疗咨询相关信息。请问您的问题是否已经得到了

解决？作为今后完善的参考，我们希望知道您没

能在本站医疗咨询页面输入并发送信息的理由，

期待您的回复。

○○○○（施設名）

○○○○様（患者名）

突然のメール失礼致します。
○○様は 20××年○月○日に当院に医療に関することでお問合せになり、
その際に○○病院国際医療連携ネットワークのHPの紹介を受けられたと思います。
しかし、その後ネットワークHPの医療相談の入力・送信は未だ確認されておりません。
その後問題は解決されたでしょうか。
今後の参考にもさせて頂きたいと思いますので、もしよろしければネットワークHPへの
医療相談の入力・送信をされなかった理由を教えて頂ければ幸いです。

○○○○（施設名）

英語版 中国語版

書式フォーマット編
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H

I

文 例

文 例

質問入力の
受付完了の文面

受入れできない
場合の返信

Dear Mr./Ms.○○○○

Thank you for visiting our medical network website.

We have received your inquiry form online. We will 

consult if your inquiry should be considered through our 

network, and let you know on how the procedure goes.

Please allow us some time. Thank you.

Kind Regards,

○○ International Medical Cooperation Network Offi ce

Dear Mr./Ms.○○○○
We have thoroughly considered your medical inquiry at 

our ○○ International Medical Cooperation Network 

office, but we are sorry to say that Mr./Ms. (患者名 ) 

cannot be admitted to our hospital due to the reason that 

__. We are sorry about this decision.

Kind Regards,

○○ International Medical Cooperation Network Offi ce

○○○○先生（女士）

感谢您本次使用○○医院医疗合作网主页。本站

已收到您发送的内容，在确认内容后本站会对是

否接受该患者进行研讨，并将判断结果回复给您。

请等待我们的回复。

○○医院国际医疗合作网事务局

○○○○先生（女士）

本次，○○医院国际医疗合作网对您输入的医疗

咨询信息进行研讨后，十分遗憾的告诉您，由于
＿等原因，本医疗网判断无法

妥善的接受您的就诊。

○○医院国际医疗合作网事务局

○○○○様（患者名）

今回、○○病院国際医療連携ネットワークHPにお越し頂き、
ありがとうございました。質問事項の入力を確認しましたので、
相談内容を確認した上で当ネットワークにて
患者様の受入れを検討するかどうか判断して、
回答を差し上げようと思います。今しばらくお待ちください。

○○病院国際医療連携ネットワーク事務局

○○○○様（患者名）

今回、当ネットワーク事務局にて、HPに入力して頂いた医療相談の
内容を検討させて頂きました結果、誠に申し訳ございませんが、

＿という理由で当ネットワークでの
受入れは適切でないと判断致しました。

○○病院国際医療連携ネットワーク事務局

英語版

英語版

中国語版

中国語版

資料・書式フォーマット集⑦PART 4
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J文 例
関連施設に受入れを
依頼する連絡

○○○○（施設名）　
○○○○様（担当者名）

今回、○○病院国際医療連携ネットワークのホームページに
医療相談の依頼がありました。依頼内容を当事務局で検討した結果、
貴院に患者の受入れのご検討をお願いしたいと思います。
別に患者様より入力頂いた情報も送ります。ご検討の程宜しくお願い申し上げます。

○○病院国際医療連携ネットワーク事務局
○○○○（担当者名）

英語版 中国語版

書式フォーマット編 資料・書式フォーマット集⑧PART 4

Dear Mr./Ms.○○○○

We have visited the home page of ○○ International 

Medical Cooperation Network and would like to discuss 

with you about possibility of accepting our patient to 

your hospital.

We will send the detailed information provided by 

this patient and sincerely hope you would take it into 

consideration.

Looking forward to hearing from you soon.

Kind regards

○○ International Medical Cooperation Network

○○○○（担当者名）

○○○○先生（女士）

您好！

通过访问了您们的○○医院国际医疗合作网，我们诚

挚希望能与您探讨是否有可能接受这名患者。

我们将在随后向您传送由这名患者提供的具体信息。

希望您们能够进行考虑。

非常感谢您们的协助！

○○医院国际医疗合作网事务局

○○○○（担当者名）
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