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本日のＭｅｎｕ

所在地 ： 東京都品川区東五反田5-9-22

開設者 ： 東日本電信電話株式会社

代表取締役社長 井上 福造

病院長 ： 亀山 周二

開 設 ： 昭和26年12月

一般開放 ： 昭和61年5月

稼働病床数 ： 592床（一般526 精神50 緩和16）

標榜診療科 ： 20科（院内標榜科 37科）

外来患者数 ： 1,856 人/日

入院患者数 ： 14,479 人/年

平均在院日数 ： 10.1 日（一般病棟のみ）

手術件数 ： 441 件/月

救急車搬入件数 ： 322 台/月

紹介率 ： 61.7％（逆紹介率：44.7％） ※患者数等は平成30年3月末累計実績、職員数は平成30年4月1日現在

職員数 ： 合計 1,465人（非常勤は実人員）

医師377人（非常勤171人再掲）、看護師729人、技師・薬剤師278人、事務職81人

施設指定等 ：地域がん診療連携拠点病院、がんゲノム医療連携病院、基幹型臨床研修病院、東京都指定二次

救急医療機関、災害拠点病院、ＤＰＣ特定病院群（旧Ⅱ群）、ＪＣＩ（国際病院評価機構）、卒後臨床

研修評価認定、人間ドック･健診施設機能評価認定、ＪＭＩＰ（外国人患者受け入れ医療機関認証）、

ＪＩＨ（ジャパン インターナショナル ホスピタルズ）、輸血機能評価（Ｉ＆Ａ）認定

施設基準等 ： 急性期一般入院料１、特定集中治療室管理料３、ハイケアユニット入院医療管理料１、

精神病棟１３対１入院基本料、緩和ケア病棟入院料１
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当院

東京国際空港
（羽田空港）
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品川駅

港区が都内で最も外国人が宿
泊

新宿区 131,431人
千代田区 100,264人

区 外国人宿泊者数
（人）

港区 143,691
大田区 29,594
品川区 16,047
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室長 角田 肇 英語 （産婦人科部長）
副室長 海老原 功 英語 （医療連携室）

佐々江 龍一郎 英語 （総合診療科 英国医師資格）
課長 伊藤 大輔 （企画/医療連携室 兼務）
主査 諸橋 良樹 大使館担当 （要人対応 兼務）

女性スタッフ 英語 （戦略広報担当 兼務）
女性スタッフ 中国語 医療コーディネーター
女性スタッフ 中国語/英語 医療コーディネーター
女性スタッフ 英語 通訳



国際室 主な業務
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●通訳全般、翻訳全般（翻訳業者手配含む）
受付・問診・診療・検査・診断・会計・薬局

●非居住外国人入院時の支払い能力確認
●米軍患者の受入れ要請対応（メール・電話）
●大使館からの受入れ要請対応（メール・電話）
●アシスタンス会社からの患者受入れ要請対応
（医療レベルによる治療困難、渡航中、短期滞在中、
海外で傷病となった日本人）

●メディカルツーリズム業者からの受入れ要請対応
●海外からの問い合わせ、英文メール対応

構成メンバー
委員長 産婦人科部長
委員 糖尿病・内分泌内科部長

予防医学センター長
ペインクリニック科部長
外科医長
総合診療医師（英国医師資格）
消化器内科医師（北京大学出身）
副看護部長ほか看護部
臨床心理士 放射線技師
臨床検査技師 薬剤師
栄養士 企画担当課長
地域連携担当 人間ドック室担当
医事企画担当

など計29名
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国際化委員会
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本日のＭｅｎｕ

1. 在住者などの中長期滞在

①在住者

②駐留米軍

③外交・公用目的

2. 商用/観光目的の短期滞在

（トラベルメディカル）

3. 治療/健診目的の短期滞在

（メディカルツーリズム）
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外国人患者とは？
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メディカルツーリズム受入れ①
問合せ

①個人（知人）から

②新規紹介業者から

当院と提携している
身元保証機関を案内

身元保証機関かを確認

身元保証機関 一般企業

本社信用調査
面接（通訳等のスキル確認）

提携身元保証機関取引不可 ※契約身元保証機関

入院の際は、概算額の
全額保証金

人間ドックのみ２社契約
後日請求書払い
（治療は契約準備中） 14

メディカルツーリズム受入れ②
申込み

1. 提携身元保証機関より申込

2. 医療コーディネーターが
内容確認

3. 該当の診療部長に確認
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メディカルツーリズム受入れ③
受入れ可否判断

診療科部長が受入れ前向きに検討の場合
受入れ可否判断（￥30,000）を実施するため
詳細資料を業者に請求

セカンドオピニオンと同様、患者本人ではな
い場合（業者等）は委任状を持って代理受診

受入れ可（支払）

受入れ不可（支払）

「医療機関による受診等予定証明書 及び身元
保医療機関による身元保証書」の発行

医師レポートの発行
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「医療機関による受診等予定証明書 及び
身元保医療機関による身元保証書」
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メディカルツーリズム受入れ④
入院治療

入院時に概算費全額の保証金預かり

入院

退院

ユニット入院以外は原則個室（習慣・言語）

通訳は身元保証機関が用意し24時間体制

退院時の診療情報提供書の用意
250点⇒1点20円⇒5,000円（英：12,000円）

保証金との差額の支払い、もしくは返金

領収書、診療明細書の発行
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本日のＭｅｎｕ
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多言語ホームページの充実
アクセス・時間
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院内外国語サイン等の充実

例：エレベーターホール
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英語・中国語リーフレット
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最低限
見出しだけでも
日本語併記
↓
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通訳ツールの活用

※iPad mini 計14台配備
（救急、薬剤部、産科病棟、国際室以外は随時貸出し）

●メディカルツーリズムでは、通訳帯同が基本原則だが病棟の医療安全のため
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会計サービス拡充
病棟でのキャッシュレス決済

※2018.11月
ネットスターズ社
モバイル決済を導入
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災害時対応

英語・中国での避難放送訓練

スペイン語での対応
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アシスタンス会社との連携

アシスタンス会社と契約し、支払い保証を受ける
・ERVグループ（ユーロセンター シドニー）
・日本エマージェンシーアシスタンス
・インターナショナルSOSジャパン など
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グループ会社より紹介
提携身元保証機関介入

2018年10月 ベトナム人 女性１人 男性２人

１泊ドック受診 希望

必要な事務手続き、および通訳を

提携身元保証機関にお願いした。

３名の人間ドック料金 95万円

大変喜び、自社社員を今後送りたいとのこと
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提携身元保証機関紹介

2018年5月 中国人女性 48歳

ＮＥＴ（神経内分泌腫瘍）の紹介

中国での診断と画像により、治療が必要

保証金120万円を預かり

胃部ＥＳＤにて治療

無事退院 111万円
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アシスタンス会社紹介

2018年9月 モンゴル人男性 58歳 狭心症

アシスタンス会社より、自国での治療が困難という理由

カテーテル検査により、治療を必要とする診断

ＤＥＢ（薬剤溶出バルーン）にて治療

６か月後にフォローアップＣＡＧ受診とした。

327万円
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アシスタンス会社介入

2017年10月 昼 カナダ人男性観光客

腹痛にて外来受診、急性胆嚢炎の診断で緊急入院

旅行保険未加入、クレジットカード所持も

概算額２４０万円を母国の家族から送金予定とした

クレジットカード会社や妻の保険会社に連絡を提案

妻の保険でカバー出来ることが判明

アシスタンス会社が介入し支払保証240万円
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患者家族から連絡あり
アシスタンス会社介入

2018年3月 日本人男性 67歳

ケニア旅行中に脊椎損傷、アシスタンス会社介入

現地入院中（ナイドビ病院）、気道切開人工呼吸器付

脳MRI済問題なし

港区自宅近くの総合病院、受け入れ拒否のため当院へ

チャーター機（医師、看護師付き）で羽田搬送、来院

約300万円
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まとめ

言語、傷病、来院時間、宗教の制約、滞在期間

支払い能力、帯同者など、様々な状況を把握し

日本を選び訪れる方々にも

共に日本を支えている方々にも

安心安全な医療を提供

34


