
八王子国際協会 会報第 29 号 2013 年 4 月 30 日 

 

     

医療ボランティア委員会の取り組み  

 
     

  
 

 

 

 
 

 

 
 

外国人市民に対する 
医療サポート 

八王子市に住む約 9,000 人の外国人市民との

共生のために、医療分野に関するサポートは避け

て通れないという認識のもとに、本格的なサポー

ト活動を、2010 年 10月から開始しました。 

それに先駆けて、2008 年の第２回外国人市民

会議提言書では、医療に関して外国人市民への支

援の必要性が提言されていました。この提言書で

は、取り組むべき課題として、下記の項目が挙げ

られています。 

 

A 外国語対応可能な医療機関・薬局に 

関する情報提供 

B 医療問診票の多様な言語による表記 

C 広域的な医療通訳者派遣システムの構築 

D 健康診断や健康相談の実施 

E 母子保健および保育における対応 

   

これらの課題の実現を目標として、2010年10

月から「医療ボランティア調査研究プロジェクト

委員会」が発足し、本格的な検討を開始しました。 

この委員会は、本格的な活動を始めるための準

備委員会の性格をもつもので、７回の会合を重ね

て医療ボランティア活動のあり方を検討しました。 

この検討結果に基づく活動の実行組織として、

2011 年 6月に、事務局を含む 11 名の委員と市

で構成される医療ボランティア委員会が、発足し

ました。 

発足に当たり当委員会が設定した目的は、言葉

や文化、習慣の違いや情報の格差によって、医療

に関する不安や悩みを抱えながら生活している外

国人市民への支援です。 

 

具体的には、下記の４点への取り組みです。 

１．医療情報の提供 

市やその他団体が発する医療に関する情報

の翻訳と提供 

２．医療通訳ボランティアの派遣 

３．母子保健および保育おける対応 

  妊娠、出産、育児に関する情報の翻訳と提供 

４．外国人市民への委員会活動をＰＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの活動 

１．医療情報の提供 

外国人市民に送付される市の『健康診断』、『各

種がん検診の案内』等の多言語説明サービスの

方法を検討中です。 

２．医療通訳ボランティアの派遣 

外国人市民の要望に応じて、医療通訳を有料

で派遣しています。 

私たちは、一般通訳として医療の通訳をして

いるので重篤な病気の場合や、緊急を要する場

合には応じられない等の限界があることを病院

側にも、患者側にも、理解していただいて派遣

しています。また、個人情報の守秘義務や命に

かかわることからより正確さが求められること

もあり、なかなか難しい活動ですが、できる範

囲で、支援しています。 

患者からは、文書による免責の合意をいただ

いて通訳者の保護を考慮しています。 

 

３．母子保健および保育における対応  

市の保健センター、保健福祉センターからＢ

ＣＧ予防接種、三種混合予防接種、幼児健康診

査、６～9 ヶ月児童健康診査などのお知らせが

該当する幼児のいる家庭に送付されていますが、

全て日本語で書かれていますので、日本語が読

めない外国人には情報が届かないことになりま

す。解決策として、保健センターにお願いして、

多言語で記載した「日本語のわからない方は八

王子国際協会にご連絡ください」という文章を、

同封して発送していただくことにしました。 

これは、医療通訳の難しさの一端でもあります。 
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＜医療通訳カード＞ 
外国人のコミュニティや 
市内医療機関等に配布中 

 

特 集 
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4 当委員会のＰＲ 

PR のツールとして英語、中国語、韓国語、

スペイン語による医療通訳の案内カードを作

成して市内病院とクリニック 660 か所、外国

人コミュニティー、外国人が多く勤務する企業、

モスク、養育施設へ、また大学を通じて留学生

への配布および国際フェスティバル会場、北野

あったかホールまつり会場で配布をしました。 

私たちの活動を推進するにあたり、市の担当

部署の協力を得て医師会・歯科医師会への理解

を得るため、活動の紹介をさせていただきまし

た。 
 

     医療通訳の研修 

医療通訳は、病気の種類やその治療方法など、専

門的要素が非常に多いものです。委員会では、医療

通訳に興味を持つ語学ボランティアや一般市民を対

象に、神奈川県の NPO 法人｢MIC かながわ｣による

医療通訳研修会を３回開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人市民から 

医療に対する要望をヒアリング 

当委員会の活動の参考とするため、外国人市民

（フィリピン、中国、韓国の方達）から医療に関す

る要望を聞き、市内の病院を訪問してこれらの要望

に対するコメントをもらっています。 

参考までに外国人市民からの要望を要約すると、

下記の５点になりました。 

 

① 日本の病院は忙しくて、詳しい説明を受け

にくい。 

② 問診票を理解できない、ふり仮名を付けて

くれれば役に立つ。 

③ 医師の英語による説明を書きとめて、後で 

インターネットで調べても判らないことが

あった。説明を英語で書いてもらいたい。 

④ 薬の説明書が読めないので理解できない。

口頭での説明がほしい。 

⑤ 病気の原因がよく判らないので、何回も聞

くと「風邪ですよ」と言われてしまう。 

 

医療問題の難しさはこの様な例にも見られ、外国

人に限らず日本人にも当てはまるものでもあり、難

しい面が多少ありますが、実際に困っている外国人

がどれくらいいるのか、また、医療通訳を依頼して

よかったなどという現状も、多少ですがつかめまし

た。 

 ＜是非知っていてほしい情報＞ 
・ひまわり 

東京都が提供している多言語での医療機関の案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・AMDA 多言語医療相談機関  
 

医療関連の相談を受けている‶AMDA‶ 
 

 
 
 
 

多言語で言葉の通じる医療機関の紹介 
医療福祉制度の案内  
         TEL:03-5285-8088 
英語･タイ語･中国語･韓国語･スペイン語  
 毎日：9:00～20:00 
ポルトガル語  月･水･金：13:00～17:00 
フィリピン語   水：13:00～17:00 
ベトナム語    木：13:00～17:00 

 

当委員会では、発足以来月１度の委員会で活動の方

向、内容などを討議しています。 

また、委員がもつ専門性を生かした内部研修会を開

いています。 

今後も設定した目的達成のため地道な活動を続け

ていきたいと思っています。 

＜研修会＞ ↑ 
熱のこもった講師の話に 
聞き入る参加者 

 
ロールプレイングでは、→ 
ケーススタディなど 
アドバイスを受けて 
本番さながらの真剣さ 

 

 

 

 
 
東京都保健医療情報センター 

TEL：03-5285-8181 
Daily：9:00AM-8:00PM 
Languages: 
English/Chinese/Korean/Thai/Spanish 

救急通訳サービス 
TEL：03-5285-8185 
Weekdays ：5:00PM-8:00PM 
Weekends and Holidays 

：9:00AM-8:00PM 
Languages: 
English/Chinese/Korean/Thai/Spanish 
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    医療ボランティア委員長 内堀 晴雄 

 

 
 

 

行政書士の高﨑氏は、八王子国際協会設立当初か

ら５年間、毎月１回、ボランティアで外国人の無料相談

を行っていただいています。 
 

＊外国人相談をボランティアで始められたきっかけ 

高﨑 たまたま、私の事務所がこの協会の近くにあ

りましたので、市役所から頼まれてお引き受けし

ました。 

Ｑ 以前にはボランティアで相談をなさったこと

はおありですか？ 

高﨑 ありませんね。外国人の相談は以前していた

仕事の関係で携わっていたことはありますが。 

Ｑ 今年で相談を始めてから６年目に入るわけで

すが、その間、相談内容の変化などありました

か？ 

高﨑 最初は在留資格等の問題が多かったのです

が、最近は特に離婚問題が増えました。それに伴

い永住権の問題や子供の問題です。日本人男性と

外国人女性の離婚が増えましたね。 

Ｑ この風潮は何か社会的な影響があるのでしょ

うか？ 

高﨑 国によって、さまざまな文化、習慣などの違

いがあるのは当然なのですが、それが、結婚して

みて初めて現実問題として、自分の国の文化と違

うことに気が付き、日本では当然な規則に納得で

きず、何とかならないかと相談にみえるのです。

私はこれを「身勝手な相談」「できない相談」と

呼んでいます。 

Ｑ そのような方にどのように対処なさるのです

か？ 

高﨑 皆さん安心を得たいために相談にみえると

思いますので、まず話を聞いてあげて、これは

DV だから、これは裁判だからと判断してそれぞ

れの専門家を紹介してあげます。お話を聞いてあ

げるだけで、ずいぶん安心されるようです。 

Q こういう窓口がある

ということは、本当にあ

りがたいことですね。ボ

ランティアで相談をされ

ている方は他にいらっし

ゃいますか？ 

高﨑 私の知り合いではいないですね。どんな相談

が舞い込んでくるか分からないのですから、怖い

面もありますよ。ボランティアの場合は、こちら

からは断れません。 

Ｑ 専門職を持って現役で活躍されている大変お

忙しい方が、ボランティアをしてくださるのは、

本当にありがたいことですね。 

＊社会に望むこと 

高﨑 国も八王子市も、外国人に対する環境は良い

ほうだと思います。入管も他の国に比べれば、サ

ービスも良いが、あえて言えば、入管で出してい

る書類の英語がいわゆる日本英語で、難しい法律

用語をそのまま訳しているので、大変分かりにく

いのです。もっとシンプルに、わかりやすい文に

したら、ずっと楽になると思うのです。私は以前

の仕事で海外業務をしていましたが、上司にいつ

も英語で考えて書きなさい、訳すなと言われてい

ました。 

Ｑ それは、素晴らしい指摘ですね。 

 

＊座っているだけで、世界がやって来る・・・ 

Ｑ 相談を通して、感じていることを、お聞かせく

ださい。 

高﨑 日本人はとても優しい、素晴らしい人間性を

もっていると思います。もちろん外国人にも素晴

らしい人はいるが、怖いのは、その優しさゆえに、

保証人とかで騙されないようにしていただきた

い。何かしてあげようとしても、法律上では何と

もできないことがあるということを覚えておい

てほしいです。 

  私は 45歳まで海外業務に携わり、世界中を見

てきましたが、転職して今、こうして、ここに座

っていても、本当の世界を知ることができている

と思います。サラリーマン時代に見た世界は、表

の世界だったということが分かるようになりま

した。座っているだけで、世界がやって来るので

す。 

  たまに、御礼の手紙などいただくと本当にうれ

しいですね。これは、国際結婚をしたいという方

に、在留資格認定の相談をした時のものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 素晴らしいお言葉ですね。 

  きょうはこれから４件のご相談の予約が入っ

ているそうですね。お忙しい中、本当にありがと

うございました。 

 

           広報委員長 塚本回子 
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～ この街に住んで～  

相談を通して見えてくる世界 
・・・・外国人相談の高﨑鉄也氏に聞く・・・・ 

 

仲睦まじいお二人の写真が入ったお礼のハガキ 
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サポートデスク相談実績 
２月 相談件数 27 件 

(日本語教室紹介、高校進学、税金書類、通訳、健康
保険制度、翻訳など) 

    相談者数 27 人  
(日本/中国/韓国/フィリピン/ミャンマー/ペルー/
ドイツ/ネパール/アメリカ/サウジアラビアなど） 

３月 相談件数 40 件 

(日本語教室紹介、ビザ、学習支援、結婚、通訳、医
療費、医療通訳、翻訳など) 

      相談者数 40 人 

(日本・中国・フィリピン・ペルー・ドイツ・タイ・
ブラジル・スリランカ・バングラディシュ・インド
ネシア・ネパール・コンゴ・ルマニア・コートジボ
ワールなど) 

行政書士による外国人個別相談実績 
３月 9 日(土)   相談件数２件、相談者数２人 

４月 20 日(土)    相談件数４件、相談者数４人 

 
 

   平成 25 年３月の理事会で審議・報告した事項をご

報告します。 

〇24年度事業報告および25年２月度までの収支決

算が報告されました。 

〇規約等改正案について審議されました。 

〇理事会として検討しているプロジェクト委員会の

検討状況について、各委員長より報告がありました。 

○平成 25 年度の委員会について審議し、日本語ボ

ランティア養成講座と防災・災害対応のプロジェク

トは、委員会に移行しました。 

○寄付金などの受け入れのため、経理項目として財

政調整金を設けることにしました。 

 

 

 

 
 

 

 

 行政書士による外国人個別相談会 

   ５月 11 日(土) 14:00～17:00 

    ６月 ８日(土) 14:00～17:00 

 留学生八王子ふるさとプログラム 交流会 

     5 月 18 日(土) 10:30～12:00 

 世界の人とふれあいタイム 「スリランカの話｣ 

  ６月３０日(日) 13:30～15:30 

 語学シリーズ 

 ｢ステップアップ韓国語｣ 13:00～14:50 

  ５月９日～７月 18 日(木) 全 10 回 

 ｢初めてのイタリア語｣ 15:00～16:50 

 ５月９日～７月 11 日(木) 全 10 回 

 ｢時事英語を学ぼう｣    13:30～15:00 

  5 月 7 日～7 月 9 日(火)  全 10 回 

 日本語ボランティア基礎講座 

 6 月 29 日～8 月 3 日(土) 全 6 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

   

      

 

 

 日本語学習 

 生涯学習センター クリエイトホール 

 Tel: 042-648-2232 

 生涯学習センター 南大沢分館 

 Tel: 042-679-2208 

 八王子にほんごの会 

 http://nihongonokai.com/jp/ 

 八王子国際友好クラブ 

 http://hiug.jp/hifc/ 

 日中友好語学学習会 

 Tel: 042-643-1451 

 児童･生徒の学習支援 

 北野学習教室（八王子国際協会） 

 Tel: 042-642-7091 

 世界の子どもと手をつなぐ学生の会（CCS） 

 http://www.ccs-ngo.drg/ 

 八王子にほんごの会（子どもの日本語支援） 

http://nihonngonokai.com/jp/ 

 その他 

 外国人のためのパソコンの相談･学習支援 

情報ボランティアの会（八王子） 

 http://www.ivh-jp.org 

 アジア･ディスカッション 

   アジア青年会 Tel: 090-3877-3574 

 

[ 医療相談 ] 

 なんでも相談室 

初回無料。 

2 回目以降１回 2,100円/30 分･要予約 

社会福祉士、精神保健福祉士が医療や介護の問題 

等に対応。なお、引きこもりに関する専門相談は 

初回より有料です。 

 多文化精神科外来  (毎週月曜日･要予約) 

精神科医師による多言語精神科外来診療で、 

英語・フランス語・中国語に対応可能です。 

※中国語はすべての診療科で通訳可。 

問合せ：医療法人社団 KNI 

   北原ライフサポートクリニック 

   JR 八王子駅南口 

  サザンスカイタワー八王子１階 

   Tel: 042-655-6665 

 

 

 

サポートデスクだより 

各 種 情 報 

今後の活動予定（平成 25 年５月～６月） 
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発行･編集：八王子国際協会  

   
〒192-0083 東京都八王子市旭町 9-1 

東急スクエアビル 11階 
 

TEL & FAX：042-642-7091  
URL： http://hachiojikokusai.world.coocan.jp/ 
Mail： koko-8@nifty.com 
 

理事会報告(平成 25 年３月) 

 

八王子国際協会定時総会を開催します。 

５月 26 日(日) 13:30～16:00 

八王子スクエアビル 12階 第 1 セミナー室 

mailto:koko-8@nifty.com

