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トップランナーたちの挑戦
〜経営現場からの便り〜

国人が増えてきている。日本で暮らしている在留外国人の数も2018 年６

特集

でも、飲食店やコンビニエンスストアなどで外国人と接することも多いだ

11 INTERVIEW

世界標準の医療の質をアピールし
本物の 国際病院 を目指す

はもちろん、医療や介護の現場でも同様だ。「観光地ではない医療機関
だから対応は検討していない」
「デイサービスで今まで外国人を受け入れ

12 事例

たことがないから、今後も受け入れないだろう」などと現状をもとに対応

外国人患者の増加に伴い国際対応室を設置
JMIPの認証も取得してスムーズな診療を実現した

を決めるのではなく、「もし外国人が来たら、どうするか？」と未来を考
えることが大切だろう。日常業務に追われて考える時間が捻出できない
というのであれば、そこで諦めず、外国人対応を考える時間をつくるため
ドキュメント・ザ・
多職種連携

ことをすることで、これまでの「当たり前」を変える機会にもなり得る。
あしたを元気に！
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外国人患者の受け入れ体制は
現状把握 対策検討 体制整備 のステップで考える

生活シーンの随所に外国人がいる時代は、すぐそばに来ている。それ
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8 解説

には4000万人の訪日外国人旅行者を受け入れるとしている。

始めてはいかがだろう。

N

7 増加する訪日外国人患者
医療機関は今何をするべきか

いる。政府は「観光先進国」を目指し、東京五輪が開催される2020 年

まずは、訪日外国人の増加を他人事とせず、自分事として考えることから

E

さん
一般社団法人日本医療法人協会副会長

ろう。また、働くだけではなく、旅行などで来日する外国人も年々増加して

新しいことを始めるのは、勇気が必要で手間も増える。しかし、新しい

T

言葉や費用負担などを
乗り越え
国と病院が一体となって
「おもてなし」実現を

月時点で約264万人と、総人口の約2％を占めている。日常生活のなか

には日常業務に無理・無駄はないか見直すチャンスとなるかもしれない。

N

4 小森 直之

来る未来への対応を考えることが
日常業務の見直しにつなげる機会に
EPAに外国人技能実習生、特定技能など、さまざまな形で就労する外
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連載

スタッフステーションとプロジェクトにより
院内の多職種連携をスムーズにする

田中 志子

さん
医療法人大誠会グループ理事長

16

一人ひとりの個性に合った暮らし
最期までプライドを保てる空間に笑顔があふれる

18

自分らしくいきいきと暮らしている
入居者様の姿に元気をもらいます

19

グループホーム

石原あやめ（東京都墨田区）
中山 晃輝

さん
グループホーム石原あやめ

副ユニット長

特定技能
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。
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人が増えていることを実感していま

入してはどうかといった案も出まし

す。医療需要が増えているのも間違

た。もう一つ、電話通訳の活用案も

いないでしょうが、現在のところ、

出ています。契約すると通訳が電話

個々の医療機関の知恵と工夫で「何

口に出て通訳対応してくれます。

とかやっている」のが実情です。近

ただ、言葉の問題は対応を始めた

隣の中核病院では、多言語対応の

らきりがありません。多様な言語の

翻訳機能ソフトの入ったタブレット

方々が来日するなかで、どこまで対

PCを使って患者対応にあたってい

応するのか。私は検討会のなかで、

るところもあります。
医療機関としてまず注意しなけれ

かった」と述べました。患者さんそ

ばならないのは、診療の対象となる

れぞれの母国語に、どこまで対応す

人が、日本で暮らして社会保険料、

べきかという議論はきちんと進めて

税 金などを納めている「在留外国

おいたほうがいいと思います。

人」か、観光などの目的で短期滞
在を前提としている「訪日外国人」
かを、区別しなければいけないとい

小森 直之
一般社団法人日本医療法人協会副会長

―― 検討会では医療提供体制につい

窓口で支払いをせず未収金となる

ても議論がありました。小森副会長

場合もあり、現在、こちらについて

は、なかでも夜間の救急対応に言及

の検討も進んでいるようですが、検

しています。

特に民間病院の立場から考えるべ

供体制が維持できるのかという問

き視点を訴えています。

題が浮上しています。外国人医療へ

いろいろな取り組み事例が報告さ

の対応がなくても、日本人向けだけ

れており、それぞれすばらしいです。

でも救急医療はギリギリの状態で

ある病院では外国人対応専属スタ

す。都市部はこれから高齢化が本

ッフを配置し、専属の医師もおり、

格的に進みますが、その一方で医
療機関は絞り込まれている状況があ

いる病院もあります。その役割とし

ります。役割分担の建前としては、

て▷通訳・ 翻訳を手配する、▷外

三次救急医療機関は重症患者、二

―― 国の方針として2025年で訪日外

国人患者の対応に必要な案件を取

次救急医療機関はいわゆる軽症〜

年、同 法 人 副 理 事 長 を 経 て、

国人4000万人を目指すなど、
「イン

り扱う、▷問題を見極め、必要部

中等症を診る形で、二次救急医療

98 年より理事長に就任。一般

バウンド」市場が急速に成長していま

署につないで解決を図る、▷医療

機関で手におえなければ速やかに

す。それに伴い、医療需要の急増も見

通訳者や医療従事者が活動しやす

三次救急に送るという仕組みです。

込まれています。現在、厚生労働省の

いようにサポートする――などが挙げ

しかし現実は、三次救急が軽症患

「訪日外国人 旅行者等に対する医療

られていました。ただ、そうした取

者も診ている状況があるので、この

の提供に関する検討会」では具体的

り組みを行うには、かなりのヒト・

仕組みが崩れかけています。そうし

な体制づくりについて議論が進んでい

モノを投下する必要があり、費用は

た状況の下で、なおかつ外国人も診

ますが、医療現場を預かる立場とし

誰が負担するのかという問題は避け

るとなったら、本当に救急医療体制

て、検討会ではどのような論点を提示

られません。

を回せるのだろうかという懸念があ

1987年、愛知県立医科大学卒
業。アメリカ で 医 療 に 従 事、
89 年、京都府立医科大学第2
外科、92年、医療法人社団恵
仁 会 な ぎ 辻 病 院 副 院 長、95

社団法人日本医療法人協会副
会長、一般社団法人京都私立
病院協会副会長。

訪日外国人旅行者は2018年で3000万人を超え、こうした人たちに安心して滞在してもらうための
医療提供体制が議論の的となっている。ただし、それにはヒト・モノ・カネを十分に踏まえた
体制づくりが必要だ。現状と考えられる課題、今後の方向性などについて、
厚生労働省「訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会」の構成員も務める
小森直之さんに語ってもらった。
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そもそも医療機関の救急医療提

「医療コーディネーター」を配置して

こもり・なおゆき

さん
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崩壊寸前の救急医療体制で
対応できるのか

うことです。在留外国人であっても、

討会では後者への対応策について、

言葉や費用負担などを乗り越え
国と病院が一体となって
「おもてなし」実現を

「英語以外の承諾書は見たことがな

医療提供で発生する
「負担 」をどう考えるか

しているのでしょうか。

通訳についてはタブレットを用い

るのです。

私の地元である京都府の訪日外

た通訳ソフト・サービスがかなり普

先日、「医師の働き方改革」報告

国人数は500万人を超え、訪日外国

及してきたので、そうしたものを購

書がまとまり、４月からは働き方改
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革関連法が施行されました。それら

つきまといます。

の影響もあり、三次救急医療機関

これは私案ですが、厚労省が一

では三交代制による24時間対応を

括契約などで手数料１％未満のク

維持できるのかという懸念も現場サ

レジットカードを新設するなどして、

イドで広がっています。休日体制を

手数料を低く抑えるといったことを

維持できるだけの外科、内科の医

通じて医療機関の負担にならない

師が当番で入れるのかどうかといっ

形にすれば、キャッシュレス化は進

た問題も、「杞憂」では済まされな

展するかもしれません。

いレベルで現実味を帯びています。

クレジットカード決済導入の
趣旨は十分理解できるが…
―― 事務対応も懸案となっています。

医療安全の観点からも、本人確
認としてパスポートチェックは必須
でしょう。また未収 金対 策として、

保険やパスポートの確 認、支 払
いの説明などに、事務スタッフが対
応する点にも目を向けるべきです。

強いるのは、医療提供を安定的に

とりわけ夜間の場 合は限られた人

継続する面からもいかがなものかと

数で対応することになるのです。

思います。

多くの病院は
「１点10円 」で診療

もう一つは、「１点10円」という
のは、日本に暮らす人たちが社会保
険料と税金を出し合って成り立たせ

海外渡航に際しての保険加入の確

―― さらに、価格設定も問題になって

ている日本の医療保険制度を前提

認、クレジットカード決済にも言及

います。

にしています。訪日外国人医療にお

していますが、これは民間病院にと

訪日外国人に対する医療は自由

いて、１点10円に固執する必要があ

ってそう簡単な話ではありません。

診療になるため、価格は基本的に

特にクレジットカード決済について

各医療機関が任意に設定できます。

社会医療法人も同じ医療サービ

は、医療機関の経営状況から言って

また、通訳料は別に請求することも

スを提供するということであれば、

かなり難しいと考えています。公的

できます。公的医療機関のなかには

公立・公的病院と同じ条件で提供

医療機関は７割近く、民間医療機

「１点30円」、つまり日本人向けの

させていただきたいということは、

関も４割近くが赤字です。なんとか

保険診療の３倍の価格設定をして

今後も行政に対して働きかけていき

黒字の医療機関さえ利益率は２％

いる病院があります。これは通訳を

たいと思っています。

程度です。その状態でクレジットカ

はじめとする費用を考えれば、決し

ード決済の手数料を支払ったら、こ

て「とりすぎ」ではないと思います。

の利益も吹き飛んでしまいます。

るのかという議論もあります。

第一、自由に値づけできると言い
ながら、実際には９割の医療機関

ただ、社会医療法人による訪日外

が「１点10円」で診療していると

もちろん、クレジットカード決済

国人への医療提供だけは 「１点10

いうデータも示されています。つま

導入を提案する趣旨はよくわかりま

円」の枠から外れないという制約が

り、自由と言いながら暴利をむさぼ

す。訪日観光客がそれほど大金を持

あり、病院団体としては問題視して

っているわけではないのです。だか

ち歩いているとは思えませんし、外

います。この理由として税の優遇措

らこそ、「1点20円」くらいの価格

国の保険は立て替え払いが多いそう

置を受けていることが挙げられてい

設定を国の主導で方向づけていた

です。保険金を支払ってもらおうと

ましたが、そもそも同じ「公益性」

だきたい。

思っても、請求の仕方が複雑で、ど

の高い医療を担う公的病院が価格

訪日外国人に対して、医療をどの

こにどう請求すればいいのかさえわ

を自由に設 定できるにもかかわら

ように提供するのか。自由診療で対

からないのです。

ず、社会医療法人が認められないと

応するなら価格設定は医療機関が

そうしたなかで、高額な医療を提

いうのは不合理です。また、社会医

自由に行えるようにすべきですし、

供しなければいけない可能性があり

療法人の認可を受けるような病院は

日本人と同じように低負担でかかれ

ます。たとえば、救急指定病院では

地域の中核病院であることが多く、

るようにするなら、補助金等を準備

脳卒中の緊急手術も可能性としてあ

外国人が受診する機会も多いこと

する必要があります。国としての姿

るわけです。こうしたリスクは常に

が見込まれるだけに、過度に負担を

勢を決定すべきだと思います。
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╲ 増加する╱

訪日外国人患者
医療機関は今何をするべきか

政府によるインバウンド（訪日外国人旅行、訪日外国）の受け入れ、外国人技能実習生
を始めとした外国人就労の拡大などにより短期・長期を問わず右肩上がりを続けている日
本に滞在する外国人の数。それに伴い医療機関に訪れる患者も増えている。今、医療機
関にはどのような対応が求められているのかを解説すると共に、実際に対応している医療
機関の取り組みを紹介する。
©Gecko Studio-stock.adobe.com
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解説

岡村 世里奈

の「総合対策」を発表。訪日外国人自身の適切な費用
負担を前提に、予期せぬ病気やけがの際に不安を感じ
ることなく医療等を受けられ、安全に帰国できる仕組み
の構築を目指しており、海外旅行保険加入推奨や観光
振興に取り組む地域の関係者による対策協議会の設
置、医療通訳とICTツールによる多言語対応、医療コ
ーディネーターおよび医療通訳者の養成、円滑な支払
い、応召義務の考え方の整理と関係者への周知、医療
紛争の防止に向けた取り組みといった制度・ルールの
明確化など、国による対策・支援が行われる予定だ。
今年３月末には医療機関向けのマニュアルが整備され、
厚生労働省のサイトからダウンロードできるようになって
いるので、こちらは一読しておきたい。今年度中に、都
道府県向けのマニュアル（案）が公表される予定だ。

東京五輪を控え訪日外国人が急増
政府は３カ年計画の総合対策を立案

うえ、それらの医療機関は言語を含めた対応をしている
ので、大きなトラブルが生じることは少ない。
問題になっているのは、３つ目の短期滞在の訪日旅

自院における地域状況を分析すると
外国人患者の受け入れがスムーズに

行客による受診だ（C）。いつ・どんな症状の人が来る

人数

受診理由

受診する医療機関

247万人※１

日常診療

地域の医療機関

数千～万人
／年※3

健康診断・
先進的治療

外国人受け入れに
取り組んでいる
医療機関

（ 観光目的 ）
訪日外国人

国際医療福祉大学
医療経営管理分野
（医療通訳・国際医療
マネジメント分野）
准教授

図表 外国人の分類と受診に関する特徴

（ 医療目的 ）
訪日外国人

今年４月から始まった特定技能による外国人就労枠の拡大などにより、
訪日する外国人はますます増えると考えられている。これまで外国人患者
を受け入れていなかった医療機関にも、患者が来る可能性は高まっている。
受け入れを検討している医療機関は具体的に何をすればいいのか、その手
順を紹介する。

省庁横断的に立ち上げている。昨年6月には3カ年計画

救急診療
2869万人
（どこの医療機関に
／年※2
（急病・怪我）

（A）
在留外国人
（B）
訪日外国人

外国人患者の受け入れ体制は
“現状把握”
“ 対策検討”
“体制整備”の
ステップで考える

特集 増加する訪日外国人患者
医療機関は今何をするべきか

（C）

観光地の医療機関

も受診する可能性）

※１ 2017年 6月末在留外国人統計（法務省）における「在留外国人」の数（定義：
中長期在留者及び特別永住者）
※２ 日本政府観光局 訪日外客の動向（2017年）より
※３ 6914人（2014年）- 国内医療機関による外国人患者受入の促進に関する調査
（経済産業省）
出典：厚生労働省「外国人患者受入れ体制に関する厚生労働省の取組」

を活用することもできる（10ページ参照）。ほとんどが英
語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語の5言語
に対応していて、診療申込書であれば、国籍や通訳の希
望、母国語、母国語以外に対応可能な言語、宗教などの

2003年から始まった観光庁による訪日旅行促進事業

のか病院側も予測困難なため、トラブルにつながるケー

国の施策と並行して、各医療機関でも外国人患者の

「ビジットジャパン」、さらには外国人労働者の就労拡

スが少なくない。患者側も治療目的で来日しているわけ

受け入れ体制の整備が求められている。現在、特段対

大などにより、日本に滞在する外国人の数が増え続け

ではないため、日本の医療システムを理解しないままに

応策をとっていない医療機関の場合、まずは外国人患

宗教については特に配慮が必要で、食べられる食材

ている。訪日外国人の数は、日本政府観光局（JNTO）

受診するうえ、緊急性の高いケースが多く、治療の同意

者担当者（事務方が担当となることが多い）を決めるこ

に制限があったり、ムスリムの場合はラマダンの時期の

の調べによると、18年に3000万人を突破して過去最高

から医療費の支払いまで、さまざまな過程でトラブルが

とから始めてみてはいかがだろうか。「担当者を決めた

日中は造影剤なども含めて飲食物をすべて口にできない

を記録。外国人の延べ宿泊者数をみると、16年から17

発生しやすい。

うえで、医師や看護師、その他関係部署と連携し、現

ため、検査などは日没後にする必要が生じることもあ

年にかけて三大都市圏（首都圏・中京圏・近畿圏）の

「近年は訪日外国人も多国籍化しており、言語だけでは

在の自院の外国人患者への対応状況を把握することが

る。院内調整が必要な事項も多いので、事前にこれら

伸び率12.3％に対して地方部は18.7％と、主要な観光

なく医療習慣・文化が多様な患者の受け入れを求めら

必要です」と、岡村さん。

の情報も受付の段階で確認し、どこまで対応できるか

地だけではなく、日本人でも行かないような所に足を運

れることになります。治療費は診察の前に支払うという

来院している外国人患者の国籍や受診状況を調べる

ぶ外国人旅行者が増えている。今年はラグビーワールド

文化の国もありますので、先に治療費を概算で示し了承

と、自院の外国人患者の傾向がわかる。また、前述した

費用面も、外国人患者を受け入れる際の大きな問題

カップ、来年は東京五輪が控えており、ますますインバ

を得たうえで診察に進まないと、後から『値段について

ように外国人患者といってもパターンや状況が異なるた

となる。在留者を除いては完全な自費診療となるため、

ウンドは増えていくと考えられる。

聞いていないから払わない』といった声が出ることもあ

め、自院のある地域にはどのような外国人患者が来る可

「外国人患者の医療費は1点20円で請求する」などと、

訪日外国人数が増えるに伴い、医療機関を受診する

ります」と、国際医療福祉大学医療経営管理分野の岡

能性があるのかを考えれば、今後必要となるであろう対

あらかじめ決めておき、代表的な手術・検査・処置の

外国人患者数も増えてきている。ただし、外国人患者と

村世里奈准教授は指摘する。医療費が出る海外旅行保

応策が見えてくる。たとえば、在留者が多い地域の場合

費用を算出し、必要に応じて概算医療費を提示できる

いっても一くくりにはできず、図表でも示しているように

険などに入っているケースも見られるが、それも概算を

は、日本語が話せる患者が多いので言語対応はそれほ

ようしておくと、未収金を含めた治療費のトラブルを避

次の３つのパターンに大別される。まずは、仕事などで

示したうえでの支払いでないと、後から保険会社から減

ど難しくなく、未収金トラブルも少ないと想定できる。

けやすい。前述したように国によっては医療費が前払い

訪日している長期滞在の在留者（A）。彼らは公的医療

額申請がきて、その対応に追われることもあるそうだ。

また、近くに特定の国・地域のコミュニティーがある場

で、患者自身が受ける治療を選んでから診療に進むこと

理由により配慮が必要な事項、保険の種類などの記載項
目があるので、受付の段階で大まかな情報が得られる。

を説明しておくと、スムーズな診療にもつながる。

保険に加入しており、日本の医療システムも比較的理解

加えて、来年の東京五輪などに伴い観光客が増加す

合は、優先すべき言語が見えてくるだろうし、観光地に

もあるため、医療費の目安があると患者自身も安心して

している。また、自身が日本語ができたり、家族や医療

ることも見込まれるため、これまで訪日外国人が少なか

立地している場合は、どのような国からの観光客が多い

治療を受けられるはずだ。

通訳ボランティア等の協力によってコミュニケーション手

った地方の観光地でも外国人患者への対応を求められ

のかを調べるのも手だ。

段を確保することも可能なため、何とかスムーズに受診

るケースも増えていくと考えられる。

外国人患者の場合、海外旅行保険を使うケースも見

言語対応に関しては、自院で説明資料をつくってもい

られ、保険の種類によっては、まずは加入者が現地で

することができる。次に、医療ツーリズムに伴い来日す

このような背景から内閣府では、「訪日外国人に対す

いが、厚生労働省が受付、問診票、治療・手術・検査

医療費を支払わなければならないタイプのものがあるの

る患者（B）。これも受け入れ医療機関が限られている

る適切な医療等の確保に関するワーキンググループ」を

等に対する多言語説明資料を提供しているので、これら

で、患者が加入している保険がどのような支払い方法の
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INTERVIEW
ものであるのかなどもチェックしておくと、支払い時のト

ト面で問題がないなら医療通訳の常勤雇用をしたり、

ラブルが減る。

医療コーディネーターを養成することも考えられる。

「診療が始まったあとも、治療内容が変わったり追加の

自院のホームページを多言語対応に作り直すのは大変

検査が必要になるたびに逐一、事務方と連携して概算

だが、診療の手順や料金表、支払い方法だけでも英語

を示すなど、事細かにインフォームド・コンセントを行う

などで表記する、英語版の診療申込書をダウンロードで

ことで、余計なトラブルが減ります。来院時に慌てて対

きるようにするなど、一部を変えておくだけでも患者に

応策を考えることがないように、自院ではどこまで外国

とっては来院時のハードルが下がるだろう。

人患者への対応ができるかなど、事前に検討しておくこ

「近隣のホテルなどに、外国人のお客さんが体調を悪く

とが大切です」と岡村さん。

された場合、英語版の診療申込み書を書いてから来院

特集 増加する訪日外国人患者
医療機関は今何をするべきか

世界標準の医療の質をアピールし
本物の“国際病院”を目指す
1917年の昔より、
“国際病院”を冠して医療の最前線となってきた聖路加国際病院。
2005年から、真の“国際病院”を目指した動きを活発化させている。同病院の国際化
を牽引する院長の福井次矢さんに、外国人患者受け入れのための取り組みとその留意点
についてうかがった。

聖路加国際病院
院長

福井 次矢

イン語など多言語でエントリーができるように整備し

「国際係」を設置し
院内の多言語表示を徹底

ました。

このように、外国人患者の受け入れに関しては、現状

すると診療がスムーズになる、などと伝えておくことで急

把握から始め、事前に対応策を検討しておくことが重要

患への対応の手間も軽減されると思います。また、救急

だ。さらに、必要に応じて外部のリソースも活用しなが

通訳サービス、外国人患者受け入れ体制整備支援補助

ら体制を整備していくと良い。言語対応に不安があるな

金、第三者認証取得支援事業など、医療機関をサポー

当院は1917年から“国際病院”を名乗っています

ら電話やネットによる医療通訳を使う、全体的なサポー

トする取り組みを各自治体でも行っているので、これら

が、私が2004 年に副院長・ 内科医長として戻ってき

トが必要なら医療アシスタンス会社を頼るなど、いろい

もチェック・活用していくとよいですね」と、岡村さんは

たときに感じたのは、「“国際病院”とは名ばかりだ」

さらに、当院では世界の医療機関の１～２％しか認定

ろな方策をとることができる。外国人患者が多く、コス

アドバイスを送る。

ということでした。

しないというアメリカの医療施設評価認定機構の

外国人向け多言語説明資料（厚生労働省）
問診表や診療申込書、院外処方箋の説明、入院申込書などが、英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語などで用意されている。

そのころ、私は海外のいろいろな病院を訪ねる機

「 JCI （
」 JCI=Joint Commission International ） 認

会があり、東南アジアの病院が、アメリカなどから多

定も取得しました。
JCI の評価は、患者さんの安全性

くのメディカル・ツーリズムの患者さんを引きつけてい

の確保や医療の質の向上に関する項目が充実してお

ることを知っていました。そうした病院はスタッフが全

り、
世界標準に照らして医療レベルが高いことを示す

員、当たり前のように英語でコミュニケーションがとれ

証となります。海外の保険会社が患者さんに医療機

ることに驚いたものです。そのような海外の病院と比

関を紹介する際にも、
「 JCI 認定」は有力な指標になっ

べて、当院はまだまだだと痛感したものです。

ているといわれています。
また、日本の医療を国際的

05年の院長就任を機に、当院を海外の病院に太刀

に 展 開 す る 活 動 に 関 わ っ て い る MEJ（ Medical

打ちできる、本物の“国際病院”にしようと決意し、政

Excellence JAPAN ）という団体が、渡航者が安心し

府が外国人患者の受け入れ推進を打ち出す前の11年

て受診できる医療機関をリストアップするJIH
（Japan

１月に、
「本格的に国際化へ舵を切る」と宣言しました。

Internａtiｏnａl Hospitａls ）の認証も受けました。

“国際化宣言”の後、まず、医事課に「国際係」を設

当院のデータでは現在、外国籍の患者さんは外来・

置し、外国人患者と英語や中国語などで意思疎通が

入院ともに５％弱です。これには日本在住の外国籍の

できる通訳のスタッフを配置しました。この担当スタッ

患者さんの数も含まれていて、米国人が最多ですが、

フは、患者さんが加入している母国の保険会社との連

近年は中国や東南アジアからの医療目的の訪日渡航

絡も担います。

者が増えていると実感しています。

特に、アメリカでは保険会社が患者さんの受ける医

これからの時代は、訪日されたすべての外国人が日

療をコントロールしますから、通訳には海外の保険会

本で安心して医療を受けられる環境づくりが求められ

社とスムーズにやりとりができるだけの語学力と知識、

るでしょう。そのために、全職員の語学力を向上させ

スキルが求められます。日本ではそうしたトレーニング

ることや、異文化への理解を促す取り組みも必要だと

を受けられる場がないため、当院で経験を積みながら

いえます。

スキルアップを図ってもらっています。
英語の診療申込書（左）と中国語の内科問診表（右）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056789.html
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“医療の質”の指標となる
「JCI」認定を取得

当院も、国籍を問わず、あらゆる患者さんが異国の

また、院内表示をすべて日本語、英語、中国語、ハ

地で不安に陥ることがないよう、その気持ちに寄り添

ングルの４カ国語で併記しました。病院のホームペー

いながら、質の高い医療を提供する“国際病院”とし

ジも英語、中国語、ハングルのほか、ロシア語やスペ

ての役割を果たしていきたいと考えています。
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事例

特集 増加する訪日外国人患者
医療機関は今何をするべきか

公益財団法人日産厚生会

玉川病院
外国人患者の増加に伴い国際対応室を設置
JMIPの認証も取得してスムーズな診療を実現した

公益財団法人
日産厚生会玉川病院
国際対応室
看護部管理室主任
益子真由子さん

東京都世田谷区の閑静な住宅街の一角にある公益財団法人日産厚生会玉川病院。ここ数年
で外国人患者が増え、病院としての対応を迫られることになり、2017年にはJMIP（外国人
患者受入れ医療機関認証制度）の認証を取得するなど、院内の体制を整備した。

日本在住の外国人患者増加をきっかけに
受け入れ体制整備へ
急性期から回復期までの医療を提供している玉川病
院。救急科では年間4000台以上の救急車を受け入れ
ているほか、股関節センターやリハビリテーションセンタ
ーなどをはじめとした高度専門医療センターによる専門
的な医療の展開にも力を入れている。

院としても英語を中心とした対応が必要だと考えた。
「そのつど英語が話せる職員を呼んで対応していました

整形外科でつくられ
たマニュアル。包 帯
の巻き方などが英訳
されている

「初診 First Visit」
「再
来 Revisit」と、窓口ご
外来患者用のファイルの裏面には、日 とに英訳表記を変える
本語と英語が 表記された院内地図も
整備。日本人の患者にも好評だという

放射線管理下であ
ることへの注意を
促す案内表記

非常時の指示も英語と日本語
両方で表記

が、頻繁になると業務に支障をきたしてしまいます。そ
こで、看護部を中心とした現場スタッフから受け入れ体

備からおよそ1年をかけてJMIPの認証を取得したのだ。

とんど起きていない。診療に際しては、日本と海外では

制を整えるべく、JMIPの認証を取得してみてはという声

「イスラム教徒のハラル食など宗教への対応も、他病院

医療文化や習慣、ルールが異なるため、きちんと同意を

が挙がったのです」と、益子さんは振り返る。

の取り組みを参考に自院の方針を決めました。ムスリム

取り、それをカルテに記載するよう、医師に依頼するこ

の方が入院した際は、事前に食べられないものをヒアリ

とも大切だ。その一方で、「欧米人の患者さんの場合、

ングして、アレルギー対応と同様に電子カルテに記載し

通常サイズのベッドだと小さ過ぎてしまい、慌てて長さ

情報共有するほか、配膳される際には食札にも食べら

を調整できるベッドに変更したことがありました。受け

れない食材を表示しています。また、ハラル食の弁当を

入れて初めて設備の面での対応も必要だと気づきまし

配達するサービスも紹介しています。それ以上のことを

た」といった苦い体験もあるという。

各部署からコアメンバーを集め
他院の見学やマニュアル整備を進める

同 院は、一 般 財 団 法 人日本 医 療 教 育 財 団による
「JMIP（外国人患者受入れ医療機関認証制度）」の認

同認証取得へ向けてまずは医事課や各診療科からコ

証を2017年12月に取得、外国人患者の受け入れ体制

アメンバーを集め、聖路加国際病院や国立国際医療セ

望まれる場合はご自身で用意するようお願いしています」

を整備している。現在は、受付に日本語だけではなく英

ンター、NTT東日本関東病院といった、外国人患者の

と、益子さん。

語表記の診療申込書が置かれていることに加えて、カウ

受け入れに積極的な病院を見学しに行った。担当者に

ンターや院内マップなど院内のあらゆる場所に日本語と

話を聞き、必要な資料なども提供してもらった。

英語が併記され、階段に通じるドア前には「開閉注意」

「患者さんの加入する保険会社に連絡する際は、個人

といった細かな注意事項も英語で示されている。

情報の委託を了承する同意書が必要となるなど、知らな

「ほかにもロッカーや洗濯機・乾燥機の使い方など、

いことがたくさん。外国人患者の受け入れにはどういっ

現在は、2017年に設置された国際対応室を中心に各

多くの方の目に留まる場所で英文を使っています」と話

たリスクがあるのかを考えたうえで、そのリスクを避ける

部署・診療科が外国人患者対応マニュアルに沿った受

地域で外国人患者さんを支えられる体制をつくることを

すのは、外国人患者対応部署である国際対応室に勤務

ために必要な書 類を一つひとつ用意していきました」

け入れ体制を構築している。たとえば、受付時であれば

目指しています」と、これからの展望を話す。

する医療コーディネーターの益子真由子さん。そもそも

と、益子さんは話す。特に多くの患者を受け入れていた

英語が話せる医事課の職員が必要に応じて対応するほ

外国人患者の受け入れを自院で進める場合、まずは各

のきっかけは、およそ3年前にさかのぼるという。

救急科などを中心に、作業は進められた。

か、タブレットを利用した10カ国語対応のリアルタイム

部署からコアメンバーを集めることが大切と益子さん。

ふた こ たまがわ

「最寄りの二子玉川駅近くに楽天本社が移転してから、

多言語対応の翻訳サービスや
キャッシュレス決済を導入

職員のスキルアップのためには年に2回、外部講師を
招いた研修会や職員による事例発表会を開催したり、
月に1回全部署を対象にネイティブスピーカーによる英
会話教室を開いている。「今後は当院の取り組みを医師
会で周知したり、地域の診療所の医師を対象にした講
演・研修会を行うことも予定しています。当院で作成し
た外国語の文書やマニュアルを地域の医師らと共有し、

並行して、各診療科・部署で想定される具体的な課

映像翻訳サービスも導入。職員を呼ぶ頻度はかなり減っ

「一つの部署に任せてもうまくいきません。各部署の職員

外国人患者さんが一気に増えました。救急外来はもちろ

題を挙げて対策をとるとともに、対応マニュアルや指差

たそうだ。「健康保険の未加入者に対しては事前に1点

しか知らない情報や課題があり、それらを共有するため

ん、一般外来なら内科系を中心に当院が得意とする整

し対応ツールなども作成。翻訳に関しては、専門性の高

20円で請求する旨を伝え、医師による診療はいくら、レ

にも、全部署からメンバーを募って対策を考えていくとよ

形外科などに来院されるようになっています」

い部分を中心に専門の業者に外注したが、院内掲示な

ントゲンやCTを使うといくらなどの概算表も用意しまし

いと思います」とアドバイスする。また、すでに外国人患

国別だと中国、アメリカ、インド、イスラエルという順

どの一部は語学に堪能な職員に協力してもらった。各診

た。入院時なども必要に応じて概算額を提示します」と、

者を受け入れている病院へ見学に行き、助言を受けなが

番で、月に90人ほどが訪れる。特徴的なのは、訪日外

療科の問診票は、厚生労働省が提供する多言語対応の

益子さんは事前確認・対応を徹底していると話す。

ら進めていくと体制を構築しやすいとも話す。何よりも

国人ではなく在留者が大半を占めているという点。日本

ものを採用した（10ページ参照）。さらに、コアメンバー

支払いは現金だけでなく、クレジットカードやデビット

「医師や看護師、職員を巻き込みながら、一つひとつ形

に長期滞在しているので日本語を話せるケースが多く、

を通じて各部署の職員に対する周知、マニュアルの設置

カードにも対応。中国人患者も多いので、同国で流通し

にしていくことが何より重要です」と、益子さんは多職種

たとえ日本語は苦手でも母国語と英語は話せるので、同

場所の共有を図るなど、事細かに整備を進めていき、準

ている銀聯カードも導入した。これにより、未払いはほ

連携が外国人患者受け入れでも大切であると強調する。

12
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田中志子さんと
大誠会グループのあゆみ

祉の体制を地域と一緒につくりあげよ
うとしている医療 法人 大誠会グルー

壁を 越 え、多職 種 が 連 携して医 療・
介護・福祉事業に取り組むようになる
ための方法やポイントをうかがった。

フロアに多職種を配置し
いつでも話し合える環境に
身体拘束をしない認知症ケアを早く
から実践している群馬県沼田市の医療
法人大誠会グループ。内田病院、介護
老人保健施設大誠苑をはじめ、グルー
宅、特別養護老人ホーム、居宅介護支
援、放課後等デイサービスなどの事業
に取り組み、2017年７月には、保育園、
児童発達支援、学童クラブ、放課後等
デイサービス、デイサービスを１つの建
物内に集約した幼老障一体型複合施設
「いきいき未来のもり」 を オープンさ

2011年

マネジャー、相談員など多職種20人ほ

おい・温度・湿度・ものの配置などに

2012年

どが集まって情報共有するミーティング

左右される。認知症の人にも、自分たち

NPO法人手をつなごう設立

を行っている。また週に１度は訪問看護

にも心地よい空間にするためには、どれ

2013年

師なども入った20人ほどで、医療依存

くらいの明るさ、どんなにおい、どこに

度が高い人の在宅復帰に向けたコーデ

ものがあったら落ち着くのかを話し合っ

院内の“壁”を取り払うため、33のプロ
ジェクトチームの活動をスタート

ィネート会議を開いて話し合い、退院

ていった。その結果、現在病棟ではア

支援に結びつけている。

ロマがたかれ、壁には掲示物がなく、す

33のプロジェクトを通して
つくりだす多職種連携を加速

たなか・ゆきこ
1981年、帝 京大学医学部卒 業、群馬大
学 医 学 部 附 属 病 院 第 一 内 科 に 勤 務。
2004 年、介護老人保健施設大誠苑施設

の職員が医療・介護・福祉の各分野で

畑プロジェクトは、300坪ほどの空き
地を畑にして、患者や障害者、子どもた

2014年
認知症サポートチームを発足。多職種チ
ームで認知症患者と家族を支える
2017年
幼老障一体型複合施設「いきいき未来
のもり」をオープン

同法人は、田中志子理事長の父親が

ち、近所の農家のお年寄りの活躍の場

開設した内田外科医院に始まる。患者

にしてもらおうというものだ。今年３月

ダーにして、また新しいプロジェクトを

の要望に応える形で病棟を建て、その

１日から就労継続支援Ｂ型の事業所とし

走らせ、次の代のリーダーを発掘したい

上に老健をつくり、さらに特養などを開

て障害者の就労の場にもなっている。

と思っています。また、内部の多職種だ

設していった。医療と介護の一体施設

33のプロジェクトは同時発進したの

けでなく地域の多職種連携も必要にな

で、医療職が介護に精通し、介護職が日

で、職員全員がいずれかのメンバーとな

ってきますので、どんどん地域に出てい

常的に治療の場面にいる状態になった。

った。そのなかで、もがくリーダーの姿

きたい。来年は幼老障一体型複合施設

を見て、
「助け合わなければいけない」

の第２弾がオープンしますので、それに

2011年に田中さんが理事長に就任し
て、よりいっそう多職種連携が進むこと

という雰囲気が生まれていったと、田中

向けての準備もあります」 と田中さん

11年、医 療 法 人 大 誠 会 理 事長。医学 博

になった。13年に同院を増改築したの

さんは振り返る。「光・におい、畑など

は意欲を見せる。

を機に、職種間の壁、フロアごとの壁を

日常業務とは関係のない内容で全員素

医療機関、特に病院が多職種連携を

医、日本慢性期医療協会常任理事、日本

取り払うべく33のプロジェクトを同時ス

人ですから、職種にかかわらず本当にフ

進めていくうえでのポイントについて、

リハビリテーション病院・施設協会理事、

タートさせ、プロジェクトリーダーに若

ラットな関係で意 見を出し合っていま

田中さんはこう語る。「どの病院も必然

手を指名した。「私が明確に指示するの

す。プロジェクトを通して皆仲良くなっ

的に認知症の方が増え、見守りの目が

はテーマとリーダーです。あとは各リー

て、仕事の話もしやすくなりました」

必要になってきます。リハビリ職を含め

士、日本老年医学会老年病専門医・指導

地域包括ケア病棟協会幹事。

地域の人たちの生活を支え、安心して暮

っきりとした佇まいになっている。

大誠会理事長に田中さんが就任

長。07年、社会福祉法人久仁会理事長。

医、日本認知症学会認知症専門医・指導

せている。同グループでは現在500人

グループの介護老人保健施設大誠苑施
設長に田中さんが就任

内田病院の各フロアには、各専門職が業務を
行うスタッフステーションを設置。院内そのも
のが多職種連携の場に

グループ全体の入院患者・入居者の状況
を、毎朝ホワイトボードに張り出してミ
ーティングを行い、情報を共有する

さん

プホーム、サービス付き高齢者向け住

2004年

医療法人大誠会グループ理事長

プ。田中志子理事長に、院内の職種の

田中さんが内科医として着任

田中 志子

に、笑 顔で支え合う医療・介護・福

スタッフステーションとプロジェクトにより
院内の多職種連携をスムーズにする

「０歳から100歳まで」をコンセプト

2000年

らせる地域づくりに貢献している。
内田病院の病棟にナースステーション

ダーに決めてもらいます」と田中さん。

プロジェクトはマネジメントを学ぶ場

多職種をフロアに配置することで、確実

はない。あるのは医師、看護師、リハビ

リーダーは全フロアの多職種からメンバ

でもある。チームビルディングしながら

に人手が増え、見守りがスムーズにいく

リスタッフ、歯科衛生士、医療ソーシャ

ーを募り、話し合って具体的なことを決

結果を出すことができるか、リーダーの

と思います。同じフロア内に多職種がい

めていく。

資質を見極めるときに役立つという。

ることで、患者さんの情報もすぐに伝わ

ルワーカー、ケアスタッフなどがいるス

の隣にはリビングのようなスペースがあ

を配る形にしています」と、同法人の理

タッフステーションだ。コールが 鳴れ

り、部屋から出てきた患者はここで過ご

事長である田中志子さんは語る。複数

ば、誰かが対応する。ナースステーショ

すこともある。
「当院はヨコ（フロア）
・

の視点で職員の成長を支える。

ンからスタッフステーションに変更した

タテ（職種）の両軸で職員を見ていま

同法人では毎朝、病棟だけでなく老

境）プロジェクトのテーマは「ホテルの

大誠会グループ

当初、リハビリスタッフが「ここはナー

す。たとえば、３階のリハビリ職であれ

健・特養・サ高住などグループ全体の

ような心地よさ」。 最初は、何のため

https://www.taiseikai-group.com/

スの場所だから入れない」といって躊躇

ば、３階とリハビリ部それぞれに上司が

入院患者・入居者の状況について看護

にこのプロジェクトをやるのか、皆悩ん

したのも、今は昔の話だ。ステーション

おり、この２人の上司が教育・指導に目

師、リハビリ職、各施設の代表者、ケア

だという。認知症の症状は光・音・に

群馬県沼田市において地域に密着した99床の内田病院を中核に、各種の介護事業所、放課後等デ
イサービス、保育園など、医療・介護・福祉サービスを多角的に提供する。

14

季刊 solasto Spring 2019

たとえば、認知症患者の過ごしやす

今後は「４年目までのスタッフをリー

り共有され、連携も円滑になります」

い 環 境をつくるためのビューティ（環
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╲あしたを元気に！／

ソラスト施設

一人ひとりの個性に合った暮らし
最期までプライドを保てる空間に
笑顔があふれる

訪問記

折り紙など で 楽しみ
ながら手先の機能維
持につなげる

グループホーム

石原あやめ

（東京都墨田区）

いた『じじちゃん』がいいです」と

が立たないように勉強会という形

ん」と大川さん。職場にお互いを

言われれば「じじちゃん」と呼びか

で課題を共有し、改善に役立てる

思いやる雰囲気があふれている。

け、
「世話をしていた若い人たちは

こともあるそうだ。同事業所内だ

町内会とも積極的に交流を進め

お母さんと呼んでいました」と聞け

けでなく、本社が開く研修会にも

ており、運営推進会議に参加して

ば「お母さん」と呼びかけている。

積極的に参加して、全員でキャリ

いる町会長の紹介で、近所の片男

アアップに努めている。

波部屋に所属し、2019年の１月場

個性を発揮しつつ
高いレベルのケアを追求
施設長
おおかわ

ゆ

か

大川 結花 さん
設立
所在地
TEL
FAX
スタッフ数
提供サービス

2013年２月
東京都墨田区石原2-3-4
03-5819-0871
03-5610-0681
15人
グループホーム（定員18人）

東京都墨田区石原にある「グループホーム石原あやめ」には、要支援２から要介護

ニケーションも大切にしており、自

く日々を送れるのはもちろんです

受けている。仕事に対する意見も多

身とユニット長合わせて個人面談

が、スタッフが仕事に行きたいと

月から施設長を務めている。
「でき

様になるが、しっかりと話し合う

は３カ月に１回くらい行うととも

思えるような楽しい気分でいられ

るだけ家庭的な雰囲気のなかで過

ことで、統一したケアにつなげ、

に少しおかしいなと思ったら、す

る職場にしたいと思っています」

ごしていただきたいと思っていま

チームワークもとても良好だ。

ぐに大川さんが面談する。
「話をす

と抱負を語る。

ることによって離職を未然に防い

館や江戸東京博物館、旧安田庭園、 「どうお呼びするのが一番いいです

も、一人ひとりのスタッフがよりよ

だり、悩みの解消につながること

いケアを考えながら行動している。

も多々あります」と言う。

か？」と質問し、
「孫たちが呼んで

田区石原。大通りから少し入った、

毎月開いている研修会も、スタッ

閑静な下町の一角に「グループホ

フが課題を出し合っているという。

が終わると、近くのお店で軽い食

ーム石原あやめ」がある。同事業所

最近のテーマを挙げてもらうと、

事をとりながら、家族のことや生

また、月に１回のスタッフ会議

利用者の声
かしむら ひで こ

樫村 秀子さん

（87歳）

ここで暮らして
１年 半 経 ち まし
た。以前は向島の料理屋で働いて

には、２ユニット18人の入居者が

「感染症を防ぐ手の洗い方」
「誤嚥

活のことなど、仕事以外の話をす

暮らしている。重度の認知症の方

性肺炎を防ぐ口腔ケア」
「入居者の

る。すると日々の様子、家庭の状況

も多く、大川結花施設長をはじめ、

羞恥心について」
「36協定につい

がわかるので、職員の母親の具合

らっています。職員さんも良い人

２人のユニット長、２人の副ユニ

て」などと幅広く、ときには専門家

が 悪 いと聞 けば、
「この日は 休 ん

ばかりで、居心地がいいですね。

ット長など総勢15人のスタッフが

を招いて学んでいる。

で、お母さんの病院に付き添って

交代で日夜ケアしている。食事の

たとえば羞恥心について、入居

あげて」と気遣えるし、子どもが熱

とき、午前と午後のおやつの時間

者が恥ずかしい思いをしないよう

を出したと学校から電話がかかっ

に、入居者がリビングスペースに

に、排泄の介助のときなど隠して

てくれば、
「帰ってあげてください」

集まり、楽しそうに談笑するのが
大川さんは、2013年２月の開設
時から同事業所に勤務し、16年２
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入居者は大喜びしたそうだ。

び、ベテランは若手の成長に刺激を

施設長が指示を出すというより

毎日の光景だ。

16

たときには、記念撮影をするなど
大川さんは、
「入居者様が心地よ

す」と大 川さん。そこで、家 族 に

横網町公園などの名所にも近い墨

所で初優勝した玉鷲関が遊びに来

大川さんはスタッフとのコミュ

居者と親しく接し、皆の表情には終始笑顔があふれている。

隅田川が近くを流れ、両国国技

（上）グループホーム石原あやめの外観
（下）各フロアのスタッフも和気あいあいとし
た雰囲気だ

スタッフは20代～ 70代まで各

みんなが自然と助け合う
楽しい雰囲気の空間に

年代がいて、若手はベテランから学

５までの認知症の高齢者18人が入居している。スタッフは節度を保ちながらも入

家庭的な雰囲気を求めて
それぞれに合った呼び方に

時には外部から講師を招くなど、研修には真
剣に取り組む

（上）スタッフと入居者も家庭的な雰囲気で
結ばれている
（下）職場環境の風通しをよくするための面
談は定期的に行う

あげることが必要だが、悪い意味

と自然と助け合える。夜勤も含めて

で慣れてしまうと、そうした配慮

シフトに穴が開きそうになっても、

に欠けることがある。そんなとき

スタッフ同士でカバーし合い、
「シ

は、むしろ若手の職員が気づき、角

フト変更で困ったことはありませ

いて、一人住まいで忙しくしていた
けど、今はのんびり過ごさせても

皆さんと交代で、使った食器を
洗ったり、お手伝いもします。ここ
に来る直前は入院していて、車い
すを使っていたけど、今は手押し
車で歩けるようになりました。それ
くらい体調も良く、食事もきちんと
おいしく食べているので、少し太り
ました。もっと歩けるようになって、
近所の公園を散歩したいですね。
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PERSON’S
CLOSE UP

妹の「楽しいよ」の一言から
グループホームで働くことに

笑 顔のひと

コトバの

●今月のコトバ●

方々に理解しておいていただく必要が

に恥ずかしい思いをさせないように配

あります。同じタイミングで、実家の両

慮しています。

親にも話しました。自分の人生だけど、
家族や会社の支えがあって生かしてい

ことが増えます。でも、もう立てないと

妹から「すごく楽しいよ」と聞いていた

ただいているんだとつくづく感じてい

思っていた入居者様が立ち上がれるよ

ので、東京で仕事を探そうと思ったと

ます。

うになることがあります。言葉が不自

職場の皆さんは、何事もなかったか

由な状態の方でも歌を上手に歌われ、

ログを見て、実際に見学させてもらい、

のように変わらず自然に接してくださ

周囲の人たちもつられて歌って、歌の

とても良い雰囲気にひかれてお世話に

います。皆さんに助けていただいて、本

輪がその人中心に広がって、すてきな

なることにしました。

当にありがたいです。

空間が生まれることもあります。

入居者様が自分らしくいきいきと暮
らしているその姿に元気をもらってい
ます。一度きりの人生ですから、私も自

最後の一瞬まであるがままに
自分らしく生きるお手伝い

特定技能

年を重ねるにつれて、できなくなる

故郷のグループホームで働いていた

きに、グループホーム石原あやめのブ

鍵

そういうシーンを見るにつけ、
「これ
はできない」と私たちが決めつけてはい
けないと、いつも職員間でも話し合っ

分らしく生きたいと思い、施設長には

入居者様は性格も価値観も一人ひと

ています。入居者様が、今もっている能

何でも相談しています。昨年の夏、性同

りが違います。あるがままの姿で暮ら

力を最大限活用していただけるように

一性障害のことについて職場の皆さん

していただきたいと思います。おいく

接していきたいと思います。そのため

や入居者様にカミングアウトしたとき

つになられても、プライドをお持ちで

にも、もっともっと勉強して、来年は介

にも、とても気を使っていただきまし

す。トイレやバスはできるだけ一人に

護福祉士の国家資格の取得をめざしま

た。ホルモン治療についてもまわりの

なりたい空間だと思うので、入居者様

す。

自分らしくいきいきと暮らしている
入居者様の姿に元気をもらいます

グループホーム石原あやめ
副ユニット長

中山 晃輝 さん

（なかやま・こうき）

18歳で上京し、アルバイトをしな

られるものも多くあります。

今年４月から改正出入国管理及び

となっています。また、特定技能１

難民認定法が成立し、新たな在留資

号の在留資格をもつ外国人を「１号

介 護 現 場 では、身体介護 等（入

格である「特定技能」が導入されま

特定技能外国人」と呼びます。１号

浴、食事、排せつの介助 等）のほ

した。これは、介護分野をはじめと

特定技能外国人には「相当程度の

か、これらに付随する支援業務（レ

する人手不足が著しい14の分野に

知識 又は経 験を必要とする技能」

クリエーションの実施、機能訓練の

おいて、即戦力としての外国人材を

が求められますが、これは「相当期

補助等）を１号特定 技能外国人が

受け入れるというものです。20１9

間の実務経験等を要する技能であ

従事する業務とされています。なお、

年度の受け入れ数は３万28０0人か

って、特段の育成・訓練を受けるこ

訪問系サービスは対象外です。

ら４万7550人とされています。１9

となく直ちに一定程度の業務を遂行

年度から24 年度までの５年間で最

できる水準のもの」とされています。

大で34万5150人を受け入れるとし

つまり、日本に来てすぐに即戦力

ており、介護分野にも５年間で最大

として働くことができる人材と

６万人受け入れが見 込まれていま

なります。そのため、技 能

す。

水準は試験 等で確認する

介護分野における外国人材として

ほか、日本語能力も「ある

は、EPA（経済連 携協定）締結国

程 度日常会 話が でき、生

の介護福祉士候補者、永住者や定

活に支障がない程 度の能

住者など就労に条件のない在留資

力」が求められており、日

格とあわせて、専門職種に応じた資

本語能力試験のＮ４レベル

格を併せ持つ人、外国人技能実習生

とされています。在留期間は

などがあります。特定技能と混同さ

通 算で上 限５年までで、家

れがちですが、技能実習は労働力と

族の帯同は基 本的に認められ

してではなく、国際協力の推進のた

ません。

めに行われるものです。特定技能は

賃金に関しては「日本人と同等額

©ksenia̲bravo-stock.adobe.com

外国人労働者としての在留資格であ

以上であることを含め、所用の基準

一口に「外国人労働者」といって

る点が大きく異なります。

に適合していること」とされていま

も、働き方やその求められるレベ

特定技能では、特定技能１号と特

す。また、受け入れ機関または登録

ル・スキルはさまざまです。配慮す

定 技能２号が創設され、それぞれ

支援機関は、日常生活上・職業生

べきポイントも異なってきますので、

要件が定められていますが、現段階

活上・社会生活上の支援を行うこ

では介護分野は特定技能１号のみ

とが求められるなど、雇用側に求め

「外国人労働者」と一くくりにした
対応はしないようにしましょう。

がら音楽スクールに通学。妹の言
葉から介護の仕事に興味をもち、
2016年3月にグループホーム石
原あやめに入職。昨年、副ユニッ
ト長に抜擢された。
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●編集 株式会社日本医療企画
●発行 株式会社ソラスト

□ 顧客ニーズを満たし、サービスクオリティーを飛躍的に高める、
医療事務・介護・保育のイノベーションリーダー
□ 未来のサービスモデルを志向し、社員一人ひとりが最新のITを活用する
サービス業のデジタルカンパニー
□ 常に成長し、高い業績を通じて全てのステークホルダーと
地域社会の未来に貢献する会社
□ 人材投資と新しい働き方で、生産性と処遇改善を実現し、
自分らしいワークライフバランスと生涯キャリアが実現できる会社
□ コンプライアンスを重んじ、「やさしさ」と「安心」がある会社

