講演 2

事務部門における
外国人患者への対応方法
外国人患者の診療では，言語や生活習慣，宗教などの違いのほか，日本の医療
制度に対する理解が乏しいことや日本との経済格差などの問題もあり，さまざま
な問題が生じることがあります．そこで，外国人患者を積極的に受け入れている
NTT東日本関東病院における外国人患者の対応について，主に事務部門での
取り組みなどを紹介します．
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年度は165人でした（図2）．国籍は外来患者と同じく，中

NTT東日本関東病院は品川区東五反田にある病床

めています．

講演 ２

当院に入院する外国人患者数も増加しており，2017

当院における
外国人患者の受け入れ状況

国，韓国，米国の順で，診療科では産婦人科が32％を占
講演 ３

数592床の総合病院です．品川区および隣接する港区，
す．また，当院の近くにはJR東日本および京浜急行電鉄
の品川駅があり，羽田空港や成田空港とのアクセスの良
います．

当院の近隣には，中東諸国の大使館が多いため，2005
年から大使館と連携して大使館関係者の診療に当たって
います．各国の方々が当院を受診するようになったため，

者の医療に関する実態調査によれば，旅行中に外国人

医療の質と安全において国際標準を満たしていることを

旅行者の6％はけがや病気が生じたこと，また1.5％が

示す目的で，国際的医療機能評価機関であるJCI（ Joint

医療機関受診の必要性を感じたことが報告されていま

Commission International）の認証を2011年3月に取得

す1）．

しました．その後，電子カルテに国籍情報の入力を開始

当院の外国人外来患者数は年々増加しており，2017年

し，外国人患者の受診状況などを把握できるようにしま

度は6,109人（図1），国籍は中国が22％で最も多く，次い

した．外国人旅行者の増加に伴い，外国人旅行者が不

で韓国（18％），米国（18％）などの順でした．受診した診

慮のけがや病気の際にスムーズに医療機関にアクセスで

療科は主にペインクリニック科，産婦人科などで，これは

きるようにするため，観光庁は2015年度に訪日外国人旅

当院が在日米軍病院と関係があり米国軍人が受診する

行者受入れ医療機関の選定を開始しました．当院も2016

こと，また当院の近隣には外国の大使館が多く，大使館

年3月に登録しました．また，外国人患者受入れ医療機

勤務者の家族が出産などの目的で受診することが多いた

関認証制度（JMIP）の開始に伴い，2016年3月にJMIP

めです．外国人患者の多くは日本の医療保険を利用して

の認証も取得しました．同年9月には地域における外国

受診しますが，外国保険の利用者や自費で受診する方も

人患者受入れ拠点病院に認定されました．

徒然なる
ままに。

近年，訪日外国人が増加しています．訪日外国人旅行

少なくありません．

最新
トピックス

さから，品川駅周辺には多くの外国人旅行者が宿泊して

当院における外国人患者受け入れ
のための取り組みと国際室の業務

講演を
終えて

目黒区，大田区，渋谷区には多くの外国人が住んでいま

外国人患者には日本語が話せない人も多く，こうした
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を求められることもあるなど，日本人の診療に比べて多く

や外資系企業などからの受け入れ要請対応などの業務

のコストがかかります．そこで，2016年11月から保険診療

に当たっています（表1）．なお，通訳の人員は限られてい

外で受診する非居住外国人患者の診療報酬を1点20円

るため，通訳業務に優先順位を付けているほか，重要事

にするとともに，非居住外国人であることを確認するため

項説明時に通訳が必要な場合は事前に連絡するよう院

本人確認の徹底を図ることにしました．

内各部署に依頼しています（表2）．

近年，健診や治療目的で訪日する外国人が増加して

なお，非居住外国人患者が自費で診療を受ける場合，

います．そこで，日本の医療機関を利用する目的で訪日

支払いが数百万円，数千万円に上ることもあります．こう

する外国人の受け入れを促進するために一般社団法人

した高額医療を患者の同意なく行った場合，支払い拒否

Medical Excellence Japanが設立され，渡航受診者の

などのトラブルが生じることがあります．そのため，厚生

受け入れに意欲を持って取り組んでいる施設をJapan

労働省は，外国人患者が医療機関を受診した際の一連

International Hospitals（JIH）として認定し，海外にそ

の手続きをサポートし，必要に応じて他の医療機関に紹

の情報を発信しています．当院は2016年12月にJIHの認

介するなど，円滑な医療提供体制を支える潤滑油的役

証を取得しました．

割を担う調整役として，外国人患者受入れ医療コーディ

当院の国際室は，英国で総合診療医を経験した佐々

ネーターの養成を検討しています．

表1

NTT 東日本関東病院

国際室の業務

● 通訳全般，急ぎの翻訳
（受付・問診・診療・検査・診断・会計・薬局）
● 外国人診療連携医療機関からの受け入れ要請対応
● 外資系企業などからの受け入れ要請対応
● アシスタンス会社からの患者受け入れ要請対応
（近隣国での医療レベルによる治療困難外国人，訪日
観光客や商用短期滞在の外国人，渡航先で傷病となっ
た邦人など）
● 海外からの問い合わせ対応
● メディカルツーリズム業者からの受け入れ要請対応

表2

NTT 東日本関東病院における通訳業務の優先順位

①救急や緊急時の通訳および翻訳
②手術やその前後の通訳，重要な説明同意の通訳

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

複あり）が，通訳・翻訳業務，外国人診療連携医療機関

最新
トピックス

最新
トピックス

患者の診療では通訳が必要です．また英文の診断書など

③リスクの高い検査時，その説明同意の通訳
④診察時や問診時の通訳
⑤検査時の通訳
⑥病棟での療養説明等の通訳
⑦その他の通訳・翻訳
※通訳の人数は限られるので重要説明時の通訳は，事前
連絡をお願いしている．

● 翻訳業者や通訳業者対応
● 国際関連の病院認証対応
● 国際化委員会事務局
● 院内勉強会の企画運営

江龍一郎医師が室長代理を務め，事務方6人（英語医療
コーディネーター2人，英語通訳4人・中国語通訳2人：重
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表5

とんどありませんが，注意を要する点もあります（表4）．
在留者の中には日本語が話せない人や，日本語の日常

短期滞在者には，旅行や商用などで

外国人患者は，①日本滞在期間が90日を超える在留

会話は流暢でも読み書きができなかったり，難しい日本

訪日し滞在期間が90日以内の外国人

者，②観光や商用などで日本滞在期間が90日以内の短

語が理解できなかったりする人もいます．そのため，イン

のほか，外交官や在日米軍関係者も含

期滞在者，③治療や健診目的の渡航者―の3つに分類で

フォームド・コンセント（IC）で本人が｢分かった｣と言って

まれます．

きます．

も，医療者側の説明を理解していないケースがあります．

短 期 滞 在者は日本 の医 療 保 険 へ

家族や知人が通訳した場合，患者を思うあまり病名を正

の 加 入 義 務 はなく，健 康 保 険 証を

しく伝えないことや，他人には知らせたくない医療情報

持っていないので，パスポートなどで

在留者には，日本人の外国人配偶者や永住者，就労

が漏れてしまうことがあります．患者の子どもが通訳する

本人確認を行い，自費診療となります

者，留学生などが含まれます（表3）．原則として90日を超

場合，泌尿器科などでは子どもに聞かせたくない話もあ

（表5）．

える滞在者は住民登録をしなければならず，また日本の

るでしょう．午前中の外来診療の場合は子どもに学校を

短期滞在者における注意点を表6に

医療保険への加入義務があります．

●在留者

休ませなければなりませんし，子どもが通訳したことで誤

示します．短期滞在者は滞在中，傷病

医療保険に加入していれば，日本人と同じ保険診療

訳があった場合の責任問題も生じます．そこで，当院では

にかかることを想定していない場合が

となるので，医療費未払いなどの問題が生じることはほ

外国人患者に重要事項を説明する場合は，原則として当

多く，観光客などでは体調が多少悪く

表3

院直接雇用の通訳が入ります．

在留者

● 健康保険制度加入義務

制度も日本とは異なります．そのため，

ため外国人旅行者の救急搬送は午後

特定の検査や薬剤の処方を求めるな

から夜間にかけて増加するといわれま

ど，医師の指示よりも自分の要望を強

す．また，日本の医療制度や文化への

く主張するケースもあります．また，健

理解が乏しいことに加えて，保証人が

診と診療の違いを理 解していないた

いないことも多く，診療上さまざまな問

め，健診時に治療や薬剤の処方を求め

題が生じることもあります．

ることもあります．

出入国在留管理庁

在留者での注意点

保険診療のため原則日本人と同じだが，

● 自費診療（当院は1点20円）

重症事例は対応が著しく困難
発展途上国の場合は医療費未収リスクが激増

表6

短期滞在者での注意点

傷病にかかることを想定していない
● 急な傷病
⇒ 13時前後～夕方～ 22時と救急要請が増える傾向
⇒日本の医療や文化への理解が乏しい
⇒保証人がいない





● 医療費前払いの国が多いため，概算費を求められる
● 旅行保険加入にかかわらず，高額な医療費となり支払困難

⇒補償額不足や保証額の確認が困難なケースや Pay & Claim で一時払い
ができない場合

さらに，健康保険証を貸し借りする

入していない人も少なくありません．

● 夜間救急でも英文診断書を希望（帰国後保険請求など）

ケースもあります．そのため，当院では

2017年にタイ人女性が東京・上野で心

患者の名前と生年月日を各部署で何度

臓発作を起こし，救 急車で搬 送され

● 滞在期限があり診療計画に制限
⇒どこまで治療するべきか

も確認して，患者取り違いリスクの軽減

て命を取りとめたものの，医療費が約

に努めています．なお，在留者が健康

1,800万円にも達したことが報道されま

保険証を携帯せずに救急科を受診し

した．この女性も旅行保険には未加入でした．結局，タイ

る人もいます．そこで，当院では外国人患者で多い疾患な

たときなどは，在留カードで確認するこ

大使館が約800万円を立て替え，また本人と家族が毎月

どについては概算費をあらかじめ算出しておき，短期滞

ともありますが，在留カードが偽造され

約3万円ずつ分割で支払うことを約束して支払いは続い

在者が来院したときには窓口でパスポートを確認して，

ているケースもあります．在留カードや

ているそうですが，完済はだいぶ先になるでしょう．

概算費が払える経済状態にある国，職種の人かどうかを

特別永住者証明書がどのようなものか

旅行保険に加入していても，補償額が不足している場

については出入国在留管理庁の公式

合もあります．また，旅行保険の中には本人が医療費を



把握するなど，少しでも未収金が生じないようにしてい
ます．

●日
 常会話はペラペラでも，読み書きができない人も
⇒ ICの不安，返事するも理解していない場合あり
※家族や知人の通訳によるプライバシー問題
子どもの通訳による学校登校や誤訳の責任の問題





サイト（http://www.immi-moj.go.jp/

支払った後に，保険会社からその金額が償還される仕組

帰国後の保険請求などのため，夜間救急でも英文の

newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_

みのものもあり，高額な医療費の一時払いが困難な人も

診断書を希望する患者もいます．当院では英文診断書の

mikata.pdf）で確認できます．また在留

います．

テンプレートを作成するため，各科の医師と協議している

● 医師の指示よりも自分の希望
⇒特定の検査や処方を求める



カードが有効かどうかは法務省入国管

外国人旅行者の医療費未収に対して各国でさまざま

● 健診と診療の違いの不理解
⇒健診で治療や処方を求める



理局在留カード等番号失効情報照会

な対応がなされており，英国では緊急を要する場合を除

短期滞在者は滞在期間に期限があり，それによって診

（https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/

き，全額前払いとしています ．外国人旅行者に限らず，

療計画が制限されることもあります．当院では，パスポー

● 保険証の貸し借りによる患者取り違いのリスク
⇒当院では名前と生年月日を各部署で何度も確認



appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.

一般の患者でも医療費の前払いを求める国は少なくあり

トに記載されている入国時に許可された滞在期間を確

aspx）で確認できます．

ません．こうした医療制度が日本と異なる国から訪日した

認するとともに，本人に今後の旅行計画なども尋ね，医

外国人患者の中には，医療機関に概算費の提示を求め

療費や今後の治療計画などについて説明しています．こ
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● 90日以内の滞在
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日本人と同じく保険診療

外国人観光客では，旅行保険に加

● パスポート等で本人確認

講演を
終えて

講演を
終えて

●日
 本人配偶者，永住者，

就労者，留学生など

表4

医療機関を受診する場合も多く，その

● 保険証不所持

講演 ３

講演 ３

● 住民登録が必要

文化や習慣だけでなく，母国の医療

観光や商用にて短期滞在で来日

講演 ２

講演 ２

● 90日を超える滞在

ても観光を続けてホテルに戻ってから

短期滞在者

講演 １

講演 １

在留カードを所持
（特別永住者は特別永住者証明書の
携帯義務なし）

15

●短期滞在者

外国人患者の診療で注意すべき点

ところです．
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うした説明をすると，｢それなら，帰国

表7

治療／健診目的の渡航者

図3

指差し会話ツール

して病院を受診する｣と言う人も結構い
ます．
在日米軍の軍人や軍属は，日米安全

母国の医療レベルが低い，医療費が高いなどの理由で日本の医療を選択
（メディカルツーリズム）

保障条約に基づく日米地位協定によ

● 健康保険証なし

り在留資格制度の適用を受けないた

● 原則は医療滞在ビザにて入国

め，在留カードや日本の健康保険証を

● 保険外診療なので高額となる

持っておらず，時にはパスポートを携
帯せずに来院することもあります．そこ
で，米国の現役の軍人や政府職員など
に発行されるCommon Access Card
（CAC）や米国の各州が発行する運

本来，身元保証機関を通じて
医療ビザ手配や前払いなどの事前準備がある
（優良な身元保証機関と取引が必要）

転免許証などの顔写真付きの公的証
明書で本人確認を行います．在日米軍
を受診する人もいます．こうした場合，医療費を確実に支

軍保険（TRICARE）による保険償還が受けられます

払ってもらえるか分かりませんし，ほとんどが急性期でも

が，重症の場合は原則，本国の病院に搬送されます．

ありません．そこで当院では，一般の地域医療連携と同
じように，母国の主治医に診療情報提供書を作成しても

から外交官身分証明票が発行されます．外交官とその家

らい，エージェントを介して当院の医師が分かるように日

族の本人確認は，外交官身分証明票やパスポートで行い

本語に翻訳した書類を持ってきてくださいと話し，納得

ます．外交官とその家族は日本の健康保険証を持ってい

の上でお帰りいただくこともあります．

講演 ２

講演 ２

大使や公使，総領事などの外交官には日本の外務省

講演 １

講演 １

の医療機関から紹介された現役の軍人および家族は米

なく，治療計画が制限されることはほとんどありません．
れる場合もあります．外交官は本国では富裕層が多く，

多くの外国人患者が来院するため，当院では東京都の

せん．大使館関係者から｢これからすぐに診てほしい｣な

補助金を得て，院内案内などに英語と中国語も併記して

ど急な依頼が寄せられることもありますが，対応が難し

います．こうした取り組みにより，外国人から質問されて

い場合にはきちんと説明すれば理解が得られることが

返答に困る職員を減らすことができます．

したことから，診療拒否と誓約してもらい，退院となりま

当院では医療費のキャッシュレス決済を導入しており，

した．これは，日本の医療に対する理解が乏しいために，

夜間・休日でもモバイル決済や各種クレジットカード，中

医師と患者との信頼関係構築が困難だったケースといえ

国の銀聯カードなどによる支払いが可能です．

るでしょう．

ぎんれん

当院でも訪日外国人観光客の医療費回収でトラブル

護などについては，この指差しツールを用いるようにして

当院における
外国人患者受け入れでのトラブル事例

を経験しています．例えば，脳出血のためホテルから当院

外国人患者に対し，こうした受け入れ態勢を整備して

も補償額が低く，概算約700万円の医療費の支払いが困

いても，医療文化の違いなどからトラブルが発生すること

難でした．そこで，医療費を抑えるために当院の医師と治

もあります．いくつか実例を挙げて説明します．

療内容について話し合った結果，CTの施行回数を減ら

います（図3）．なお，指差しツールを含め，表記を多言語

で，日本の医療機関を選択して訪日する外国人がいま

化する際に日本語の記載がないと日本人スタッフが理解

す．こうした治療や健診目的での渡航を「メディカルツー

できないので，必ず日本語を併記することが重要です．

治療や健診目的の渡航者は，原則として医療滞在ビザ

多言語化しています（図4）．

作成しました．症状が落ち着いた状態で定型的に行う看
母国の医療レベルが低い，医療費が高いなどの理由

リズム」といいます（表7）．

を懸念して退院を強く希望し，夜間に「出たい」と騒ぎ出

院内通訳者は平日の日中のみの勤務となっているた
め，夜間・休日はテレビ電話通訳を利用しています．

に緊急搬送されたフィリピン人男性観光客のケースです．
その方は，3つの旅行保険に加入していましたが，いずれ

で日本に入国します．日本の健康保険証を持っていない

訴訟リスクを回避するために，当院では診療申し込み

ある中国人男性観光客のケースです．この方は，心不

したり，
リハビリ期間を短縮したりして早く帰国できるよ

ので保険外診療となりますが，身元保証機関（エージェン

時の個人情報の取り扱いなどについて英文書面を作成

全で東京郊外の二次救急病院に救急搬送されました

うにしました．患者の奥さんに保険会社や日本国内の知

ト）を通じて医療ビザの手配や前払いの費用などを事前

し，必ず患者本人にサインしてもらうようにしています．ま

が，その病院では中国語に対応できないため，私の勤務

人，大使館，母国の家族に連絡してもらい，保険会社1社

に準備した上で訪日するので，未収金問題が生じる心配

た，診療申し込み時の包括同意書も英文の書類を作成

する病院に転院搬送されて来ました．当院で陳旧性心筋

からアシスタンス会社を通じて一部支払いの保証が得ら

はありません．ただし，これは優良なエージェントを通じ

し，必ずサインをしてもらうようにしています．こうした書

梗塞と診断され，1週間の入院が必要であることを患者

れました．また大使館に240万円を立て替えてもらい，残

て訪日する場合で，中には観光ビザで入国して医療機関

面を残しておくことで，訴訟リスクをある程度抑制できる

と家族に説明しました．しかし医療費が高額になること

額は退院・帰国後に分割払いとしました．退院・帰国後，
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徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

●治療や健診目的の渡航者

また，挨拶や簡単な会話のために指差し会話ツールを

と考えています．その他，携行品預かり証や問診票なども

最新
トピックス

最新
トピックス

未収金など経済的な問題が生じることはほとんどありま

大半です．

17

当院における
外国人患者受け入れのための準備

講演を
終えて

講演を
終えて

また，自治体によっては小児の予防接種に助成が得ら

講演 ３

講演 ３

ないため保険外診療になりますが，滞在期間の制約は少

2019 No.101
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図4

問診票

で研修しているベトナム人医師の紹介もあり，当院の医

医療などを受けられる体制を構築するために，外国人患

師が相談されてこの患者の訪日治療を受け入れました．

者を受け入れる拠点病院の選定を現在進めています．ま

その際，国際担当者が介入していませんでした．医療費

た，厚生労働省の｢訪日外国人旅行者等に対する医療の

を700万円程度と見積もり，患者側に伝え，その費用を受

提供に関する検討会｣では，医療機関に対して，国・都道

け取りました．しかし術後の状態が悪く，毎日輸血を要し

府県から提供される情報や民間事業者のサービスを活

たため，約2カ月間の入院で医療費は約2,500万円に上っ

用して，訪日外国人旅行者を受け入れる体制の構築を求

てしまいました．しかも母国で最期を迎えたいとの本人の

めており，国や都道府県，医療機関，民間事業者による

希望により，医師3人，看護師2人，臨床工学技師1人が付

取り組みは｢訪日外国人旅行者への対応だけでなく，在

き添って，ベトナムの病院へ搬送までしました．結果とし

留外国人患者への対応にも資する｣としています．

て，20歳前後の息子と娘に，現地の貨幣価値で日本円に

こうした動きを踏まえ，私たち医療機関は在留者をは

換算すると約1億円相当の借金を抱えさせることになり，

じめ，ラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラ

スタッフも悲しい思いをしました．

リンピックの開催などで今後増加が見込まれる外国人旅
行者，出入国管理法改正により増加が見込まれる外国

外国人患者への医療提供の
今後の方向性

人就労者などの日本をともに支えている人々に，安心・安
全な医療を提供していきたいと考えています．
講演 １

講演 １

厚生労働省は，外国人旅行者が不安を感じることなく

講演 ２

講演 ２

講演 ３

講演 ３

ケースのように，日本と経済格差がある国の場合，旅行

露出させないように腹部に布をかけてしまい，検査が妨

保険の補償額が低いので注意が必要です．

げられました．その後も肌を隠そうとするので，極力肌が
露出しないように診療するよう心がけました．この事例の

必要なことを痛感したケースもあります．40歳代の女性患

ように，事前に同意を得ていても，患者の意思を尊重する

者のケースで，ICの際に通訳を介して手術費・入院費と

ことが大切です．なお，イスラム教の教典では，女性は顔

して概算29万円（1点20円で算出）を提示しましたが，IC

と手以外は隠し，近親者以外には目立たないようにする

後に麻酔と術式が変更になり，金額の変更を伝えられな

と記載されています．イスラム教徒の女性は，スカーフの

かった事例です．退院時に，約54万円を請求したところ，

ような布で頭髪を隠すヒジャブや，顔だけ出して体全体

患者の夫から｢事前に提示された概算費と違う｣とクレー

を隠すチャドル，目だけを見せるニカブ，目の部分も網状

ムが入りました．保険診療では自己負担の限度額がある

になっていて完全に隠れているブルカなどを着用してい

ため，医療費が高額になっても問題になることはあまりあ

ます．こうした肌の露出に関する事柄以外にも，豚肉や酒

りませんが，自費診療の場合，術式の変更などは自己負

が含まれる食品は食べないといった戒律があります．事

担増につながる場合もあります．そのため，術式などの変

前に院内でできること，
できないことをはっきり伝えてお

更に際しては，料金についての説明が必要です．

くことが大切で，話し合うことで納得してもらえます．

外国人に対する診療では，文化や宗教に対する配慮も

帰国困難な外国人患者を無理して受け入れるべきか

必要です．中東出身のある妊婦の場合，当院受け入れ時

考えさせられたケースもありました．40歳代のベトナム人

に，産科には男性医師もいることを伝えて了解を得ました

男性は膵がんの末期でしたが，友人である臨床修練制度
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徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

診療内容だけでなく，医療費についても説明と同意が

最新
トピックス

最新
トピックス

が，男性医師が超音波検査を行った際，夫が妻の腹部を

講演を
終えて

講演を
終えて
19

残額が送金されて，医療費を全額回収できました．この
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