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政府の方針

•ＭＥＪ、ＥＡＪ

•日本国際病院、渡航支援企業経済産業省

• ＪＭＩＰ認証制度

•外国人患者受入拠点病院
厚生労働省

•日本政府観光局（ＪＮＴＯ）ＨＰ整備

•渡航支援企業

国土交通省

観光庁
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日本再興戦略（抜粋）
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内閣官房健康医療戦略室 資料
平成27年4月2日
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ジェイミップ

外国人患者受入れ医療機関認証制度
（ＪＭＩＰ）

医療機関名 都道府県

函館新都市病院 北海道

札幌東徳洲会病院 北海道

千葉西総合病院 千葉県

ＮＴＴ東日本関東病院 東京都

国立国際医療研究センター病院 東京都

湘南鎌倉総合病院 神奈川県

恵寿総合病院 石川県

名古屋共立病院 愛知県

藤田保健衛生大学病院 愛知県

京都武田病院 京都府

全国15病院

医療機関名 都道府県

大阪大学医学部附属病院 大阪府

岸和田徳洲会病院 大阪府

りんくう総合医療センター 大阪府

福岡記念病院 福岡県

米盛病院 鹿児島県

本認証制度は、外国人患者の円滑な受入れを推進する国の事業の一環として厚生労働省が平成23年度に実施した
「外国人患者受入れ医療機関認証制度整備のための支援事業」を基盤に策定されました。

平成28年3月15日時点
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医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業
全国１９病院

医療機関名 所在地

札幌東徳洲会病院 北海道札幌市

千葉西総合病院 千葉県松戸市

日本医科大学千葉北総病院 千葉県印西市

がん研究会有明病院 東京都江東区

国立国際医療研究センター病院 東京都新宿区

東京都済生会中央病院 東京都港区

聖路加国際病院 東京都中央区

東京高輪病院 東京都港区

都立広尾病院 東京都渋谷区

湘南鎌倉総合病院 神奈川県鎌倉市

医療機関名 所在地

横浜市立大学附属市民総合医療セン
ター

神奈川県横浜市

横浜中央病院 神奈川県横浜市

相澤病院 長野県松本市

磐田市立総合病院 静岡県磐田市

藤田保健衛生大学病院 愛知県豊明市

大阪大学医学部附属病院 大阪府吹田市

りんくう総合医療センター 大阪府泉佐野市

九州大学病院 福岡県福岡市

米盛病院 鹿児島県鹿児島市

（平成２６年度より補助金事業開始）

医療機関が外国人患者を受け入れるにあたって、外国人向け医療コーディネーターおよび医療通訳
の配置を促進することを目的としたモデル拠点の整備事業を実施いたします。
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• 外国人患者対応窓口設置 （国際医療福祉部）

• 上海市、ハノイ市の施設との遠隔相談システム

• 藤田保健衛生大学医療科学部 大学院

「医療通訳コース」（平成28年度）

• F.H.U International Medical Center
（平成28年6月より）

藤田保健衛生大学病院での取り組み

１１



中部国際空港（セントレア）での
取り組み

• 大学空港診療所を活用し、中部国際空港を
経由した日本医療サービス拠点を目指す。

• Ｇ７首脳会議 伊勢志摩サミットおける中部
国際空港の医療体制確保。

（2016年5月25～28日）
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２階 到着ロビー
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① ｄa Vinci手術 （低侵襲手術）

② 低侵襲画像診断・治療センター

③ 幅広い診療部門（DPCランキング1位）

④ 藤田食（ニュークックチルシステム）
ハラル食も可能

① ｄa Vinci手術 （低侵襲手術）

② 低侵襲画像診断・治療センター

③ 幅広い診療部門（DPCランキング1位）

④ 藤田食（ニュークックチルシステム）
ハラル食も可能

藤田保健衛生大学病院の強み
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WORLD 3,174台
JAPAN 201台

―保有台数― 合計5台
病院 da Vinci Si 1台

da Vinci Xi  1台
トレーニングセンター

da Vinci S  1台
da Vinci Si 1台
da Vinci Xi 1台

―実績―
症例数 1,372 症例

(2009.1～2016.3 7年間）
対象疾患 13 疾患

保険適用 前立腺癌、腎癌
先進医療B 胃癌

ダヴィンチ
（手術支援ロボット）
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・SIEMENS  Biograph mCT
(128スライスを搭載したPET‐CT)

・TOSHIBA  TSX8100G+AquilionONE
(320列ADCT搭載IVR‐CT)

・TOSHIBA  AquilionONE Vision Edition 320列

低侵襲画像診断・治療センター
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全国MDCランキング 第１位
2014年度



主な認定書

病院機能評価 認定書 外国人患者受入れ拠点病院

認定書
JMIP認定書

2018年 ＪＣＩ受審予定
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約5年間の整備
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大学病院の環境整備

外国人
受入れ

ＥＡＪ

契約

拠点病院
医療機関における外国
人患者受入れ環境整備

事業（１９拠点）

JMIP
外国人患者受入れ認証

制度

日本国際病院

（仮称）
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JMIP受審に必要なもの

① 外国語ホームページの整備

② マニュアル作成

③ 名札 （英語併記）

④ 院内サイン整備
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ＪＭＩＰ取得までの流れ（約1年間）
• 平成26年1月10日 コアメンバーミーティング
• 平成26年2月1日 評価料申込金支払い
• 平成26年2月6日 キックオフミーティング

第1回外国人患者受入れ医療機関認証制度セミナー
• 平成26年3月29日 各診療科へ翻訳同意書選定依頼
• 平成26年4月9日 全職員言語調査実施
• 平成26年4月17日 翻訳会社選定
• 平成26年5月12日 診療科名英語表記調査実施
• 平成26年6月9日 翻訳書類依頼
• 平成26年6月14日 日本医療教育財団へ訪問調査日連絡票提出
• 平成26年6月24日 湘南鎌倉総合病院見学
• 平成26年7月18日 翻訳書類受取り、内容確認
• 平成26年7月30日 日本医療教育財団へ書面調査提出
• 平成26年8月19日 外国語ホームページ公開
• 平成26年8月29日 日本医療教育財団へ自己評価票提出
• 平成26年9月22日 名札シール配布
• 平成26年9月27日 外国人患者対応マニュアル完成
• 平成26年10月14日各部署へ外国人患者対応マニュアル配布
• 平成26年10月17日全職員対象JMIP受審直前ミーティング開催
• 平成26年10月30日訪問調査
• 平成26年10月31日訪問調査
• 平成27年2月17日 JMIP認証取得
• 平成27年4月8日 日本医療教育財団ホームページ掲載 ２２



外国人 患者来院状況

約1.6倍

２３



外国人対応特室
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外国人対応特室

カードキー・ドア（入口）
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