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グローバル化に対応する人材育成
岡村 世里奈（国際医療福祉大学大学院准教授）
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「エヌエヌ生命『重大疾病保障保険』」のご紹介
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｢コラボレーションの人工臓器」

日

第53回 日本移植学会総会【会場：北海道 アートホテル旭川ほか】

日

｢先人の貢献に感謝し その志を後世に伝える」

日

第53回 日本医学放射線学会秋季臨床大会【会場：兵庫県 ひめぎんホール】

日

｢マルチモダリティで迫る Radiology」

日

第59回 全日本病院学会in石川【会場：石川県 石川県立音楽堂】

日

日
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第55回 日本人工臓器学会大会【会場：東京都 法政大学（市ヶ谷キャンパス）】

日

月 16 日
〜 18

9

日

MONTHLY INDEXの詳細については各発表機関にお問い合わせください。

日

｢大変革前夜に挑め！ 〜今こそ生きるをデザインせよ〜」

第72回 日本体力医学会大会【会場：愛媛県 愛媛大学（城北キャンパス）ほか】
｢愛顔（えがお）
でつなぐ体力医学

〜いで湯と城と文学の街で再考する〜」

第58回 日本神経学会学術大会【会場：京都府 国立京都国際会館】
｢神経内科の明日を拓く」

第55回 日本医療・病院管理学会学術総会【会場：東京都 昭和大学（旗の台キャンパス）】
｢社会の変化と医療・病院管理学」

第40回 日本美容外科学会総会【会場：北海道 京王プラザホテル札幌】
｢Back to Surgery ライブとビデオで手術を理解する」

第76回 日本癌学会学術総会【会場：神奈川県 パシフィコ横浜】
｢ネットワークの理解から、がんの予防・根治へ」

第65回 日本心臓病学会学術集会【会場：大阪府 大阪府立国際会議場】
｢臨床心臓病学のジェネラリティとスペシャリティ」
10月のMONTHLY INDEXは裏表紙をご覧ください。
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グローバル化に対応する人材育成
前回に引き続き訪日外国人患者の緊急医療受入体制整備のポイントと、
それを踏まえた上で、
これから院内に
おいて育てていくべき人材像について述べてみたいと思う。
揉めたりするケースが数多く報告されるように

訪日外国人患者に対応
するためのポイント

なってきている。そのため、訪日外国人患者の

Point 3）
通訳体制の整備に取り組む際には、
「通訳体制
整備=医療安全対策の一つ」という認識のもと、
自院や地域の状況に応じた持続可能な通訳手法・
体制を構築していく。

来院が見込まれる医療機関では、やはり通訳体
制の整備は不可欠と考えられるが、問題はどう
やってその通訳体制を整備していくかということ
である。筆者としては、ここでポイントとなるの
が、自院や地域の状況に応じた持続可能な通訳

訪日外国人患者の来院が増えている医療機関

手法・体制を構築していくことだと考えている。

において、まず取り組むのが通訳体制の整備で

一口に「医療機関において通訳体制を整備す

あろう。医療機関の中には、付添家族による通

る」といっても、例えば 通 訳 手 法 一 つにして

訳や片言の英語で何とかコミュニケーションが取

も、「対面通訳」「電話通訳」「映像通訳」「通

れているから、あえて体制整備まではする必要

訳ツールの 活 用」等、様々な手 法 が 考えられ

がないと考えているとこともあるかもしれない

る。それぞれ一長一短があるので、いずれに

が、移民や外国人観光客の多い海外の国々で

しても、自院や地域の訪日外国人患者の受診

は、現地語を話せない患者と医療機関間のコ

状況や数、言 語、コスト等を総合的に勘 案し

ミュニケーション問題に端を発した医療過誤訴

て、自院や地域において最も適切な通訳体制を

訟が増えてきており、「通訳体制の整備 = 医療

見つけて構築していくことが重要といえよう。

安全対策の一つ」と捉えるのが一般的である。
実際、日本でも、医療過誤訴訟にまで発展し
たものは今のところ見当たらないが、通訳を介さ
ず片言の英語で訪日外国人患者の治療を行った

Point 4）
地域の訪日観光客の規模や特徴を踏まえた上で、
医療機関・行政・観光関連民間企業などが
連携した地域ネットワークを構築する。

結果、患者の既往歴や服薬情報を正しく把握で

訪日外国人観光客の緊急医療に円滑に対応

きず適切な治療ができなかったり、IC が不十分

するためには、上述したような医療通訳体制整

で治療内容や治療費の支払いをめぐって後から

備の他にも様々な対応が必要となってくる。し

地域の訪日外国人患者ニーズの把握と
有用な社会資源の発掘

地域の関係者ならびに自院に
おける対応策の検討・決定

地域の訪日外国人患者ニーズの把握

幅広い関係者による対応策の検討・決定

○地域の訪日外国人患者ニーズを把握するため、現
在そして将来予測される地域の訪日外国人の数
や国籍、使用言語、特徴などを明らかにする。

○受診する訪日外国人患者数・国籍・使用言語・特徴
の把握ならびに将来予想
○自院の受入状況・課題把握

○地域の保健・観光行政担当者、宿泊業者や旅行
業者、保険会社、観光業者、医療関係者、医療通
訳業者等、幅広い関係者間における対策の検討・
関連ネットワークの構築

医療関係者間における対応策の検討・決定
○地域の病院、診療所、開業医、薬局等 医療関係
者間において上記と連携しながら対応策の検討・
関連ネットワークの構築

自院における受入体制整備
○上記を踏まえながら、
自院の基本方針や機能、
果たすべき役割に応じた受入体制整備

PDCAサイクル

【例】

具体策の実現

自院の状況把握

現状・課題分析

有用な社会資源の発掘
○地域の医療通訳資源の把握
（NPOや民間医療
通訳会社、医療通訳者の有無や数の把握）
○医療通訳ツールの把握
○医療代行サービスの把握
○訪日外国人患者に対応可能な医療機関や関連
機関の把握
○国や地方自治体の関連施策の動向把握

対応策の実施

〈行政〉
● 関係者間における
定期協議会の開催
● 地域の医療通訳者の育成
● 映像
・電話型医療通訳
救急対応サービスの実施
〈医療関係者〉
● 共同利用可能な多言語
院内書類の作成
● 研修会の実施
● 休日
・夜間当番制の実施
〈自院〉
● JMIP等の受審
● 左記に基づいた体制整備

かし、一か月に数百人以上の訪日外国人 患者
の受診があるような医療機関であれば話は別だ
が、一か月に数名〜数十名の訪日外国人患者
しか来院しない医療機関がこれらの体制を整
備・維持していくことはコスト的にも人的にも非

岡村 世里奈
国際医療福祉大学大学院准教授
上智大学法学部卒業後、法学修士。国際医療福祉大学国際医療福祉総
合研究所リサーチレジデント、The Beazley Institute for Health Law and
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。

常に困難である。また、そもそも訪日観光客の
緊急医療の問題は、当該地域の観光施策や観
光産業とも密接に関連する問題である。以上の

したとおり、医療現場における通訳は一般の通

点を踏まえれば、訪日観光客の緊急医療につ

訳とは異なり、言語的・文化的・社会的に異

いては、個々の医療機関レベルだけではなく、

なる医療従事者と患者間の橋渡しを行う役割を

当該地域全体のレベルで考えていくことが非常

担っているため、語 学能力だけではなく、臨

に重要だと考えられる。

床医学や医療倫理、医療制度等に関する知識

すなわち、図に示したように、地域全体で当

や理 解も兼ね備えている必 要があるからであ

該地域の訪日外国人観光客の数や特徴、医療

る。現 在、この点にも配 慮した医療 通訳カリ

関連資源を把握した上で、それに応じた「地域

キュラムとしては、厚労省の発表している医療

関連機関全体レベル」「医療機関連携レベル」

通訳標準カリキュラムがある。これを基に医療

「個々の医療機関レベル」でそれぞれの緊急医

通訳講座を実施しているところも、本学も含め

療体制・ネットワークを構築していくということ

ていくつか始まってきているのでチェックしてみ

である。例えば、「映像通訳」「電話通訳」を導

ると良いであろう※1。

入しようとしても個々の医療機関で契約するには

他方、「外国人患者の特有の国際医療事務」

コスト的に見合わないような場合であれば、複数

の育成に関しては、新しい領域ということもあ

の医療機関や医師会単位、あるいは行政全体

り、本 学でも今 年 4 月から専門の修 士課 程を

で業者と契約して導入する方法もあるであろう。

やっと創設した状況であり、日本ではまだほと

いずれにしても、訪日外国人 患者の受入れ

んど育成プログラムは見られないというのが現

体制整 備に関しては、自院だけではなく、地

状である。しかし、JMIP の認証を行っている

域全体でその体制を整備していくという視点が

日本医療教育財団では、JMIP の普及の一環と

非常に重要になってくるといえよう。

して、医療機関のための外国人患者受入れに

グローバル化に対応
するための人材育成

関するセミナーなどを定期的に開催しているの
で、これらに参加してみるのも良いであろう。
また、JMIP の評 価 項目自体が、医療機 関が

以上、訪日外国人患者の緊急医療等に対応

外国人患者の受入れをするためにはどのような

するための受入れポイントについて述べてきた

整備をしなければいけないかという点をまとめ

が、これらのポイントからもわかるとおり、グ

たものであるので、こちらを参考にしながら院

ローバル化時代においては、「言語対応可能」

内の体制整備や職員の育成方法について検討し

で「外国人患者特有の国際医療事務」にも対応

ていくのも良いであろう※２。さらに上述した地

できる人材（特に事務職員）の育成が非常に重

域ネットワークの取り組みの一つとして、関係者

要となってくる。

（旅行会社や保険会社等）間で地域の訪日観光

ちなみに、ここでいう「言 語 対 応可能な人

客の動向や保険請求事務、各国の文化や医療

材」とは、単に外国語が話せるという意味では

習慣等に関する勉強会を開いて、職員にこれら

決してなく、「医療通訳のトレーニングを受けて

の勉強会に積極的に参加させていくというのも

いる人材」という意味である。なぜなら、上述

良いであろう。

※１ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056944.html

※２ http://jmip.jme.or.jp/doc.php

【金融商品取引法第37条（広告等の規制）
にかかる留意事項】
本資料は、医療制度、医療経営、病院会計、税務、相続／医業承継、その他医療に関わる内容等
に関する紹介や解説、また、これに関連するスキーム等の紹介や解説、及びその効果等に関する説
明・検証等を行ったものであり、金融商品の取引その他の取引の勧誘を目的とした金融商品に関する
説明資料ではありません。記載の内容に従って、お客様が実際にお取引をされた場合や実務を遂行
された場合の手数料、報酬、費用、その他対価はお客様のご負担となります。なお、ＳＭＢＣ日興証
券株式会社（以下「弊社」といいます。）がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手
数料等をご負担いただく場合があります。例えば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する
株式等（売買単位未満株式を除く。）の場合は約定代金に対して最大1.242％（ただし、最低手数料
5,400円）の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手
数料等（直接的費用として、最大4.32％の申込手数料、最大4.5％の換金手数料又は信託財産留保
額、間接的費用として、最大年率5.61％の信託報酬（又は運用管理費用）及びその他の費用等）を
お支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対
価のみをお支払いいただきます（債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合が
あります。）。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、又は異なる外貨間での交換をする際
には外国為替市場の動向に応じて弊社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等の
うち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率又は金額を記載しております。
本資料は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成されていますが、
明示、黙示に関わらず内容の正確性あるいは完全性について保証するものではありません。また、別
段の表示のない限り、その作成時点において施行されている法令に基づき作成したものであり、将来、
法令の解釈が変更されたり、制度の改正や新たな法令の施行等がなされる可能性もございます。さら
に、本資料に記載の内容は、一般的な事項を記載したものに過ぎないため、お客様を取り巻くすべて
の状況に適合してその効果等が発揮されるものではありません。このため、本資料に記載の内容に
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金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行者等の信用状
況（財務・経営状況を含む。）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失
が生ずるおそれ（元本欠損リスク）、又は元本を超過する損失を生ずるおそれ（元本超過損リスク）が
あります。なお、信用取引又はデリバティブ取引等（以下「デリバティブ取引等」といいます。）を行う
場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金
又は証拠金の額（以下「委託保証金等の額」といいます。）を上回る場合があると共に、対象となる
有価証券の価格又は指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回る
おそれ（元本超過損リスク）があります。また、店頭デリバティブ取引については、弊社が表示する金
融商品の売付けの価格と買付けの価格に差がある場合があります。上記の手数料等及びリスク等は
商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料等を
よくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは弊社各部店までお願いいたします。また、実
際の取引等をご検討の際には、個別の提案書等をご覧いただいた上で、今後の制度改正の動きに加
え、具体的な実務動向や法解釈の動き、及びお客様の個別の状況等に十分ご留意いただき、所轄の
税務署や、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家にご相談の上、お客様の最終判断をもって行って
いただきますよう、お願い申し上げます。
商 号 等：ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第２２５１号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
（2017 年 2 月1日現在）

重大疾病の保障に加え、
退職準備資金も確保したい

重大疾病保障保険の特徴

◆重大疾病（悪性新生物（ガン＊）・急性心筋梗塞・脳卒中）に対する保障を確保できます。
＊「上皮内新生物」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌」は除きます。

◆重大疾病の保障だけではなく、ご勇退時の退職準備金や、病院の不測の事態に備える緊急予備資金として、
解約返戻金をご活用いただくこともできます。
◆保険金額が高額になるにつれ保険料が割引となる「高額割引制度」があります。
◆法人契約の場合、一定条件のもと保険料を全額損金扱いすることができます。

※お支払事由に該当し保険金または給付金をお支払いした場合には、ご契約は消滅します。重大疾病保険金と死亡給付金は重複してお支払い
たしません。

＜ご契約のイメージ＞

重大疾病により所定の状態になったとき

1億円

死亡給付金＊1
（責任準備金額）
保険期間／保険料払込期間（25年）

55歳ご契約 ガンの責任開始日＊2
＊1 死亡給付金は重大疾病保険金より少ない金額となり、ごく少額かまったくない場合があります。
＊2 ガンの保障は、ご契約の責任開始の日から、その日を含めて91日目から開始します。

支払事由
ガンの責任開始日＊2以後、初めてガンと診断確定されたとき

急性
心筋梗塞

責任開始の時以後、急性心筋梗塞により初診日から60日以上、
労働の制限を必要とする状態が継続したと診断されたとき

脳卒中

責任開始の時以後、脳卒中により初診日から60日以上、他覚的
な神経学的後遺症が継続したと診断されたとき

経過年数

年齢

1年
3年
5年
7年
10年
15年
20年
25年

56歳
58歳
60歳
62歳
65歳
70歳
75歳
80歳

医療法人
理事長
医療法人

＜ご契約例＞
●性別・年齢
●保険期間
●保険料払込期間
●重大疾病保険金額
●保険料払込方法
●年払保険料

男性・55歳
80歳満了
80歳満了
1億円
年払
8,239,800円

80歳満了

対象とならない疾病の例

ガン

＜ご契約の推移＞

＜ご契約形態の例＞
●ご契約者
●被保険者
●保険金受取人

・上皮内新生物
・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌
・陳旧性心筋梗塞
・狭心症

など
など

・もやもや病（ウイリス動脈輪閉塞症）
・一過性脳虚血発作
・脳動脈狭窄症
など
（単位：円）

重大疾病保険金

10,000万
10,000万
10,000万
10,000万
10,000万
10,000万
10,000万
10,000万

保険料累計
A

8,239,800
24,719,400
41,199,000
57,678,600
82,398,000
123,597,000
164,796,000
205,995,000

解約返戻金
B

5,350,000
17,890,000
30,170,000
42,280,000
60,350,000
76,260,000
67,060,000
0

単純返戻率
C（B/A)

64.92％
72.37％
73.22％
73.30％
73.24％
61.70％
40.69％
0.00％

損金保険料

8,239,800
8,239,800
8,239,800
8,239,800
8,239,800
8,239,800
8,239,800
8,239,800

資産計上額

0
0
0
0
0
0
0
0

※保険期間満了後は、ご契約は消滅します。また、満期保険金はありません。
※上記は、各契約応当日の前日時点での数値です。

●このご案内は、ご提案する商品の概要を説明しています。ご検討・お申込みに際しては、「特に重要なお知らせ（契約概要・
注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
●税務処理については、2017年8月現在施行中の税制を参照しております。よって、将来的な税制の変更などにより、実際の
お取扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
●具体的な税務処理を行う場合は、税理士などの資格を持った専門家、または所轄税務署にご相談ください。
●現行の法人税基本通達には重大疾病保障保険に関する規定はありませんので、税務の取扱いは現行の定期保険に関する規定を
根拠としています。
【募集代理店】

【引受保険会社】
NN-S17/0713

10月
10 月 5

〜 7

10 月 6

〜 7

10 月 7

〜 8

10 月 8

〜 9

10 月 8
〜 9

日

｢核医学の明るい未来に向けて」

日

第39回 日本手術医学会総会【会場：東京都 都市センターホテル】

日

｢超高齢社会における手術医療の未来を考える」

日

第38回 日本肥満学会【会場：大阪府 大阪府立国際会議場】

日

｢肥満症学「適塾」
」

日

第50回 日本薬剤師会学術大会【会場：東京都 東京国際フォーラムほか】

日

｢Pharmacists Practicing with Pride 〜新たな時代に向けて、
さらなる飛躍〜」

日

第31回 日本臨床内科医学会【会場：大阪府 ホテルニューオータニ大阪】

日

日

10 月 14 日
〜 15

第57回 日本核医学会学術総会【会場：神奈川県 パシフィコ横浜】

日

10 月 12 日
〜 15

MONTHLY INDEXの詳細については各発表機関にお問い合わせください。

日

10 月 20 日
〜 22 日

10 月 24 日
〜 26 日

10 月 26 日
27 日

｢新たなる臨床内科学の夜明け 〜看取りからiPSまで〜」

第25回 JDDW 2017【会場：福岡県 福岡国際センターほか】
第25回日本消化器関連学会週間として５学会大会共催

第18回 日本早期認知症学会学術大会【会場：東京都 KFCホール】
｢認知症患者の社会参加をサポートする 〜地域でいかに取り組むか考えよう〜」

第55回 日本癌治療学会学術集会【会場：神奈川県 パシフィコ横浜】
｢それぞれの癌、それぞれの生」

第65回 日本ウイルス学会学術集会【会場：大阪府 大阪府立国際会議場】
｢ウイルスと生きる」

第32回 日本整形外科学会基礎学術集会【会場：沖縄県 沖縄コンベンションセンター】
｢Standing on the shoulders of giants」
★医師・病医院経営者のための Medical Management WEB をオープンいたしました。
本ウェブサイトでは、各種医業経営情報などをご覧いただけます。
http://www.smbcnikko.co.jp/MED.html

商号等
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号
加入協会名
日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

■ column 大規模災害と地域医療①
被災した医療機関に求められる安全対策

高山義浩（沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科 医長）

発災直後の病医院では留まって診療を続けるのか、あるいは避難すべきかを即座に判断する
必要があります。避難する場合、すべてのリソースを総動員して院内にいる総員を退避させる
には…。

■ topics ＳＭＢＣ日興証券の商品のご紹介
●SMBC日興証券の商品についてご紹介いたします。

