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１

開会

２

議事

外国人医師の二国間協定の特例措置（外国人一般への診療）
外国人医師にかかる臨床修練制度の拡充
医師の 不足・地域偏 在に対応した 、外国医師の 診療解禁（日 本人患者を含 む）

３

閉会

○藤原次長

続きまして、外国人医師の関係でございます。

二国間協定で特 区では既に外 国人一般に診 療ができると いう形にな ってございま すが、
そのあたりの進捗 状況の確認と 、それから、 日本人患者を 含めた診療 をぜひという お話、
それに対応して臨 床修練制度の 拡充、対応で きる部分があ るのかない のかというこ とでず
っと議論をしてい るテーマでご ざいます。こ のテーマにつ きましては 、御承知のと おり、
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八田先生、坂村先 生が御参画さ れました先週 の諮問会議で も、ぜひ実 現する方向で 、また
関係大臣において も対応するよ うにというこ との指示も総 理からいた だいておりま すので、
ぜひ実現の方向での議論を早速していただければと思っている次第でご ざいます。
それでは、八田座長、よろしくお願いいたします。
○八田座長

お忙しいところを毎回お越しくださいまして、ありがとうございます 。

それでは、早速、御説明をお願いいたします。
○北澤課長

資料 は２種類用意 しておりまし て、一つは、 医政局長通 知案でござい ます。

もう一つは、「外 国人臨床修練 制度の概要」 ということで 、これは以 前からお示し させて
いただいているものです。
まず、通知のほ うですけれど も、二国間協 定の通知案に ついては、 前回少し御紹 介いた
しましたが、国家 戦略特区内に おいて、自国 民に限らず外 国人一般に 対して診療を 行うこ
とを認めることと されているの でご連絡する 旨の通知です 。前回、速 やかに発出す るよう
にという要請を受 けまして、そ れから、本ワ ーキンググル ープで示し たスケジュー ルでは
１月中に実施する ということに なっておりま したので、１ 月29日付で 、外務省に対 して発
出をさせていただいたところです。
通知の内容は、 次のページを ご覧いただけ ればと思いま すけれども 、外務省と調 整した
結果ですが、２段 落目のところ です。国家戦 略特区内にお いて、自国 民に限らず外 国人一
般に対して診療を 行うことを認 めることとさ れている旨を ご連絡する ことにいたし ました。
もっとも、前回の ワーキンググ ループでの八 田座長の御指 摘を踏まえ まして、現行 の二国
間協定では診療対 象に日本人は 含まれないと いったことも 含めて、先 方の疑義等に 応じて
意図が伝わるように、必要な説明については補足をしてまいりたいと考 えておりま す。
これが通知の関係でございまして、続けてよろしいでしょうか。
○藤原次長
○事務局

通知の関係で、八田先生からの御指摘を反映していないのでしょうか 。
これは 前回の八田先 生からの、自 国民に限って いたと、そ れを変更した という

ことを修正いただ きたいという 御指摘があっ たのですよ。それはどうな ったのでしょ うか。
○北澤課長

これ は、自国民に 限らず外国人 一般に対して 診療を行う ことを認める ことと

されている旨の通 知ということ で、外務省と 調整させてい ただいた結 果でございま して、
疑義等があれば当 然お答えをし ていきますけ れども、いろ いろな諸事 情も外務省を 通じて
御説明した上で、このようにさせていただきました。
○事務局
○藤原次長

これは１月29日に発出する前に、事務局にはいただいています。
委員 の御指摘があ ったので、結 論がどういう ことである かは別にして 、しか

るべきプロセスを踏んでいただかないといけないと思います。
○北澤課長

この ワーキンググ ループで議論 があったこと については 、きちんと外 務省に

は伝えております。
○藤原次長

そうなのですけれども、八田座長との関係です。

○北澤課長

前回 のワーキング グループでの 御指摘も踏ま えて外務省 と調整をさせ ていた
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だいております。
○藤原次長

だか ら、出す前に きちんとワー キンググルー プでまた議 論していただ いたほ

うがいいのではな いですか。あ るいは、事務 局からきちん とその旨を 先生方にお伝 えしな
いと、それはこう いったやりと りを、せっか く御指摘をい ただいてい る意味がなく なって
しまうので。
○北澤課長

です ので、ワーキ ンググループ での議論を踏 まえて、調 整をさせてい ただき

ました。
○藤原次長

そこは踏まえられているのでしょうか。

○八田座長

ここの文章自体は前と全く同じなのですね、２段目は。

○北澤課長

通知案については変化はございません。

○八田座長

ここ を明確にする ようにしては どうでしょう かというの をこの間、御 提案し

たのです。
○北澤課長

そう いった事情も 含めて調整さ せていただい て、この文 章でというこ とで先

方と調整をしております。
○八田座長

とはいえ、要するに、今、自国民以外には認めていないわけですね。

○北澤課長

二国間協定の文言上は外国人一般とはなっていますけれども。

○八田座長

認めていない。

○北澤課長

はい。

○八田座長

その認めていないことをきちんと確認しなければまずいではないです か。

○北澤課長

今ま で我々として は、相互主義 の観点からそ のようにと いうことで考 えては

いましたけれども。
○八田座長

だけ れども、もらっ たほうはキ ツネにつまま れたような感 じがするでし ょう。

今まで明確な形で 自国民に限っ てしかだめで すよというこ とを言われ ていないのに 、急に
特区内においては 自国民以外で もいいですよ と言われたら 、どうなっ ているのでし ょうと
いうことになると 思うのです。 だから、それ は最初から言 うべきでは ないかという ことで
すね。
○北澤課長

そこの事情も含めて外務省には伝えてあります。

○八田座長

責任 は外務省にで はなくて、厚 労省にあると 思います。 そういう規則 をつく

っているのだとい うことを知ら せておくべき で、特区にお いては例外 になるけれど も、ほ
かではだめなので すよというこ とを、おくれ ばせながらき ちんとお知 らせしなけれ ばいけ
ないではないですか。
追加で言っても いいですよ。 これを出しま したけれども 、なお、ほ かの区域では この通
達に基づいて認めておりませんから念のためと。それはやはり出してく ださいよ。
○北澤課長
○長谷川
○八田座長

それは伝えたのかな。
それはもう伝えております。
文書で。
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○北澤課長

いえ、口頭で調整を。

○八田座長

文書 でそれをやっ てくださいと いうのがこの 間の要望で す。これはこ れで結

構ですけれども、そうしたら追加でそれを出してください。
○北澤課長

では、改めて調整します。

○八田座長

お願いします。では、それはそれで。

○北澤課長

それ から、外国人 の臨床修練制 度についてで ございます 。これは従来 から説

明してまいりまし たが、医師不 足対策そのも のについては 、医学部の 定員増、地域 枠、地
域医療支援センタ ーといったと ころの活用で 対応すべきと 考えており ます。ここは 議論が
ございましたけれ ども、定員増 については20 年度から既に 実行してお りまして、22 年度か
らは補助金を活用した地域枠も出てきております。
そもそも医療に ついては、患 者さんの生命 や健康を一番 に考える必 要があります ので、
医師が足りないか ら外国人医師 を受け入れる ということで はなくて、 まず医師不足 対策に
は、このような今 やっている方 策をきちんと 実行すべきだ と私どもと しては考えて おりま
す。
ただ、外国医師 の受け入れに 関する制度と しては、資料 に記載して いるとおり、 臨床修
練制度がございま す。これを活 用した結果と して医師不足 の解消につ ながるという 面はご
ざいます。外国医 師を受け入れ る分、医師不 足地域に日本 人医師が派 遣されるとい ったこ
とが可能になるこ とは事実でご ざいますので 、こういった ことについ ては、もしそ の周知
が不十分というこ とであれば、 きちんとそこ は周知をして いくという ことで私ども として
は対応したいと思います。
ですので、厚労省 としては、仙 北市さんが外 国医師を受け 入れたいと いうことであ れば、
臨床修練制度の活 用を提案した いと思うので すけれども、 そもそも仙 北市さんが御 提案さ
れている温泉療法 の内容が不明 なところがあ ります。この 仙北市さん の要望をでき る限り
実現していきたい と思いますの で、厚労省の ほうで仙北市 さんと連絡 をとることを お許し
いただければ、温泉 療法の内容な どについて 確認をさせて いただければ と考えており ます。
それから、診療 所で臨床修練 制度を活用す るという点が あったかと 思いますけれ ども、
現在、診療所で臨 床修練を行う ためには、臨 床修練病院と の間で緊密 な連携体制が 確保さ
れていることが要 件になってい て、仙北市さ んとしては、 緊密な連携 体制を確保す るのは
なかなか難しいと おっしゃられ ていると聞い ております。 仙北市さん と連絡をとら せてい
ただいた結果、こ の臨床修練制 度の活用がで きそうであれ ば、地域の 医療提供体制 は、前
回申し上げたとお り県が中心に なって整備し ておりますの で、厚労省か ら秋田県に対 して、
この点に協力するよう要請することも考えていきたいと思っております 。
それから、臨床 修練制度の有 効期間の延長 の話もあった かと思いま す。この期間 の延長
につきましては、 まず、臨床教 授等について は、昨年６月 25日に公布 された医療介 護総合
確保推進法により 、新たに設け られたもので あり、昨年10 月から施行 されたばかり でござ
います。臨床教授 等の許可の有 効期間は２年 以内が基本で すけれども 、１回に限り ２年を
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限度として更新を 認められるこ とになってい ます。この臨 床教授等に ついては、許 可申請
についてはまだ来 ていないとい う状況もあり ますので、ま ずはこの制度 を円滑に施行 して、
その上で有効期間 に関するニー ズをきちんと 把握していく といったこ とをさせてい ただけ
ればと思っております。
それから、臨床 修練を行う医 療機関につい て、これは先 ほども診療 所でできない かとい
うご要望がござい ますけれども 、この医療機 関の指定の対 象につきま しては、医療 介護総
合確保推進法によ り、従来の病 院に加えて、 指定を受けた 病院との間 で緊密な連携 体制が
確保された診療所 も対象に加え るという改正 が行われてお ります。こ の連携は、指 導方法
や指導内容、外国 医師の習熟度 を見きわめな がら指導を行 えるように アドバイスを 行うこ
とといった、臨床 修練を行うに 当たってのノ ウハウを伝え るために行 われるもので す。ま
た、連携先の病院 がすぐ隣にな ければいけな いとか、そう いう距離的 な制限は全く ありま
せんので、相当離 れていても、 アドバイスが できるような 環境であれ ば、それは認 められ
るものと考えてお ります。その 辺の周知が足 りないという ことであれ ば、これは我 々も周
知したいと思います。
また、診療所に とっては、そ れまで、臨床 研修の経験が あまりない 診療所は多い と思う
のですが、医師を 育てていくと いう経験は、 病院のほうが 、臨床研修 病院を含めて 臨床修
練病院は多く持っ ていますので 、そういった ところとの連 携によりノ ウハウを学ぶ ことが
できるというメリ ットもあると 思います。私 どもとしては、今回の制度 改正にあるよ うに、
臨床修練を病院を 中心に指定を 受けた病院と の間でと緊密 な連携体制 が確保された 診療所
でもできるという 形をまずはき ちんとやって みて、その結 果、必要で あれば、また 議論し
て改善していきた いと思います けれども、ま ずはそういっ たことで実 施していきた いと思
っております。で すので、指定 を受けた病院 との間で緊密 な連携体制 が確保されて いない
診療所まで、今回 対応するとい うことは、我 々としては考 えていない という現状で ござい
ます。
御説明については以上でございます。
○八田座長

ありがとうございました。

それでは、阿曽沼先生。
○阿曽沼委員

御 説明はよく理 解をしました 。この問題は 仙北市だけ の問題という ことだ

けではなく、外国 人医師の特例 措置を認めて もらいたいと いう要求は 、大学病院や 地域の
中核病院でも出て いますし、今 後も多く出て くると思いま す。多くの 医療機関が潜 在的に
持っているニーズだと思います。
一番の問題は、 修練制度と二 国間協定とい う二つの制度 措置間で、 外国人医師の 診療形
態や可能であるこ とが相違して いて、イコー ルフィッティ ングでない ということで す。実
はこれが現実的には一番の課題ではないかと思っています。
例えば、大学病 院でインドネ シア人の医師 が修練を受け ているとし ます。今回の 措置で
其の年限が２年か ら４年に延長 になったのは 良かったと思 いますが。 外国人医師修 練制度
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では、インドネシ ア人の医師は 、指導医の下 では保険診療 もできるわ けですね。日 本人に
対する保険診療も 当然出来る訳 です。この人 が修練期間の ４年が終了 した後に、自 国に帰
るのではなくて、 日本国内で二 国間協定の下 で継続して医 療をやりた いとなったと き、保
険診療が出来ない等、門戸が閉ざされてしまいます。
東南アジアのド クターなどは 、今後日本に 残って診療を 続けていき たい、もっと もっと
修行も研究もしたいという希望を持つ方は随分多くなると思います。
４年間で会得し た技術を活か して、日本国 内で診療を続 ける場合、 先ずはインド ネシア
とは二国間協定が ないから、新 規に交渉をし 、それを待た なければな らない。折角 英語の
試験を受けて、日 本の医師免許 を付与されて も、二国間協 定だけでは 自費の医療し かでき
ない。例えば大学 病院での修練 中に診療して いた患者さん を継続診療 する事も出来 なくな
ってしまいます。 修練制度は修 練制度でよく なったのです が、二国間 協定もある程 度の改
善がなされていか なければなら ないと思いま す。今後の医 療の国際化 を考えるとき 、この
点を日本が制度としてどう考えていくかは、非常に大きな課題だと思い ます。
更に二国間協定 での診療を考 える場合、年 金協定がある 国の場合で は外国人も健 康保険
を持っていますね。そういう外国人の保険診療も出来ない訳です
○北澤課長

ありがとうございます。

最初にお話しい ただいた件、 シームレスに という視点は すごく重要 な視点だと私 も考え
ます。この制度の 趣旨そのもの は、資料の１ 枚目にあると おり、国際 交流の進展と 発展途
上国の医療水準の 向上というこ とですので、 来られた医師 の方がずっ と日本にいら っしゃ
ると、そういった 発展途上国の 医療水準とい う目的に照ら してどうか というところ はあり
ます。ただ、今回 の医療介護総 合確保推進法 により、許可 の更新が１ 回認められて 、臨床
修練が最大４年ま で認められる ようになった というところ は第一歩だ と思っていま す。本
当にニーズがある のかというお 話がございま したが、具体 的に直接そ ういった話を 私ども
は聞いていなかっ たものですか ら、今回更新 ができるよう になったこ とを受けて、 実際ど
うかというところは、私どももきちんと検証していきたいと思っており ます。
ただ、現在の制 度からすれば 、もし日本で 診療を行いた いというこ とであれば、 やはり
日本の医師国家試 験を受けてい ただくという 仕組みになろ うかと思い ますので、全 く日本
でそういった診療 ができる道が 閉ざされてい るというわけ ではないと 思っておりま す。今
いただいた意見、今後そういった視点はきちんと持っていきたいと思い ます。
○八田座長

期間 のことも一つ のトピックな のですが、大 学病院等か ら通常の医療 業務を

行う診療所まで、 外国人医師の 修練対象を広 げるというこ とですね。 仙北市もそう かもし
れないけれども、 静岡県とか大 阪商工会議所 や何かで来て いるものと しては、外国 人医師
の修練対象を大学 病院等から通 常の医療業務 を行う診療所 までに拡大 するというの がある
わけですが、先ほ どのお話では 、距離的に離 れていても、 連携すれば いいですよと いうお
話でしたか。
○北澤課長

現在 の指定基準に ついては、確 かに大学附属 病院、それ から、臨床研 修指定
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病院、これは 200床未満の 病院でも指定 されている病 院がありま すので 、いわば中規 模病院
でも臨床研修指定 病院になって いれば臨床修 練はできると いうことに なっています 。具体
的にどういうニー ズなのかとい うのは、もう ちょっと確認 する必要があ るかもしれま せん。
○八田座長

先ほ どおっしゃっ たのは、臨床 研修指定病院 等に属する 医者は、物理 的にか

なり離れたところ にいてもちゃ んとサービス できると、そ のようにお っしゃったの でした
か。
○阿曽沼委員

確 認ですが、臨 床研修指定を された医療機 関と協力医 療機関の協力 体制を

とっていたら、例 えば東京都内 の医療機関と 静岡の診療所 が協力をし ていれば、そ れは可
能ですという話ですか。協力医療機関の距離は限定しないということで すね。
○北澤課長
○阿曽沼委員

そういうことです。おっしゃるとおりです。
その協力医療機関が診療所でも構いませんということですね。

○北澤課長

おっしゃるとおりです。そこは距離的に制限はないということです。

○八田座長

とい うことは、結 局ここの要望 は実質的には かなえられ ているという ことで

すね。
○阿曽沼委員

実 質的には可能 ということで すね。しかし 、現状では 診療所単独で 外国人

医師修練の指定医療機関にはなれないということですね。
○八田座長

非常 に高度な医療 技術を持って いる場合には 、単独の診 療所でもいい ではな

いかという議論ですね。
○阿曽沼委員

現 状では無理で すということ です。初期臨 床研修の実 績があるとか が必要

ということですが 、診療所でも 臨床研究の経 験のある大学 教授が診療 所を開設する ことも
多いですね。経験 も実績もある し、カリキュ ラム設計も可 能ですとい う場合、また 必要に
応じて非常勤で大 学の医師にも 協力してもら うなどの体制 をとっても だめだという ことに
なるのですかこの点は検討できるのでしょうか。
○北澤課長

現状 は、やはり臨 床研修指定病 院のような指 導のノウハ ウが必要と考 えてお

ります。確かに先 生がおっしゃ るように、大 学教授の方が 行かれたり 、また、先生 のよう
にすばらしい技術 を持っていら っしゃる先生 がいらっしゃ る診療所は あると思うの ですけ
れども、やはり指導 体制として現 に整ってい るところとい うのを私ども としては重視 して、
この臨床修練制度を運用していきたいというのが、私どもの今のところ の考えです 。
○阿曽沼委員

臨 床研修指定の 病院に協力を 頼んだときに 、その協力 が得られない ような

医療機関では困る ということだ と思いますが 、協力も得ら れ体制も整 備されればい いので
はないかと思います。
○北澤課長

もし そういった病 院があれば、 私どもとして きちんと現 状を把握して 、必要

に応じてそういったアドバイスというか、そういったことはしていきた いと思いま す。
○八田座長

わかりました。

そうすると、あ とは、先ほど の臨床修練制 度のほうから 近づけてい くのか、二国 間協定
のほうから近づけていくのか。
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○阿曽沼委員

悩 ましい問題だ と思いますが 、二国間協定 は医者の国籍 を問うわけで すね。

しかし、修練制度 は国籍を問わ ないわけです 。まずここに 大きなギャ ップがありま す。修
練をするとか教授 をする先生が 日本に来るこ とは相当壁が 低くなって きましたし、 なおか
つ、日本人の患者 も診られれば 保険診療もで きます。とこ ろが、その 修練が終わっ た途端
に、自分が外国人 医師として日 本で診療を続 けようとする と、全くほ とんど何もで きなく
なるということです。
○八田座長

とい うことは、こ ういうことで すかね。元来 あったらい いのは、例え ば４年

の修練期間が終わ ったらば、誰 かの指導を得 なくてもいい から、ある いは指導のレ ベルを
前よりは下げて、 プラティカル ・トレーニン グとして２年 間実際に日 本で独立して 診るこ
とができて、より 高度な訓練を 受けた形で母 国に帰ること ができる。 そういうこと をやる
とすれば、修練制 度そのものと いうよりは、 もう少し上に 自由度の高 いものをつく るとい
うことですね。そ うすると、言 ってみれば、 二国間協定が なくても、 二国間協定と 似たよ
うなことを日本人に対してできる。
○阿曽沼委員

そ うですね。２ つの制度が別 々にあって、 これはこれ で合理性を持 ってい

た時代があったと は思います。 しかし、それ ぞれの制度を 変えても， 外国人という 括りで
考えると二つの制 度には整合性 がありません 。大学で修練 を担当した 教授が、先ほ どの例
のインドネシア人 の医師に、こ いつにはずっ と日本にいて 欲しいと思 い、本人も日 本で医
療を続けたいと思 っても道は閉 ざされてしま うわけです。 これからの 国際化の中で は課題
だと思います。
○北澤課長

本当 におっしゃる とおりです。 これは多分、 医療制度は やはり各国い ろいろ

な事情があろうか と思います。あ と、日本国内 は日本語を話 される方が ほとんどです ので、
そうするとやはり 、日本語によ る診療ができ ることが必要 です。診療 というのは、 日本語
が話せるだけでは なくて、ほか の医療スタッ フとコミュニ ケーション をとることが できる
ことや、カルテを日本語で記載できるとか、そういうことも含めてです 。
現在は、今の日 本の医療制度 に照らせば、 やはりこうい ったことを 前提にしてそ れぞれ
の制度を拡充していくというところが現実的ではあると考えております 。
○阿曽沼委員
○八田座長

出来ないと思い諦めている外国人医師も多いのではないでしょうか 。
事務 局に伺います けれども、今、いろいろなと ころから要 望が出ていま すね。

仙北からも出てい るし、商工会 議所からも出 ているし。今 お話を伺っ た中で、修練 対象を
大学病院から通常 の医療業務を 行う診療所ま で拡大すると いうのは、 条件つきでか なり楽
にできるというこ とのようです が、年限の増 大に関しては 、修練制度 をもっと延ば してほ
しいという要望が あるわけです か。それとも 、二国間協定 のほうの緩 和要望がある のです
か。
○藤原次長

そも そもここには 載っていませ んけれども、 特区内から も既に区域会 議など

で出てきているの ですね。東京 あるいは神奈 川の幾つかの 医療機関か らも出てきて いまし
て、むしろ厚労省 さんに今日か 明日に提出を させていただ くのですが 、やはり二国 間協定
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でぜひやってほし いという要望 もあるのです 。それはなぜ かというと 、やはり臨床 研修制
度ですと診療科の 問題があって、人材がそこ はきちんと張 りついていな い場合もある とか、
これはまさに先生 がおっしゃっ たように期間 が短いと。そ の両方の理 由をもって、 やはり
臨床修練制度では 対応できない ので、二国間 でぜひきちん と受け入れ たいのだとい うこと
で、幾つかの病院 からは、主に は東京圏の区 域会議からの 提案になっ ていますけれ ども、
今、厚労省、外務省にはそういった書類を投げさせていただいている状 況もござい ます。
○八田座長
○阿曽沼委員

どうぞ。
外 国人で日本の 健康保険を持 っている人は いっぱいい ますね。二国 間協定

で来るお医者さん は、日本の保 険診療はでき ませんね。自 国民であっ ても、他の外 国人で
あっても、患者さ ん自身は日本 の保険が使え るのに、保険 診療で診て あげられない んです
ね。自費になってしまいますね。
○北澤課長
○阿曽沼委員
○北澤課長

そうですね。
大きな課題だと思います
すみ ません、その ことで私は直 接担当ではな いものです から、ちょっ とそこ

は確認を。
○阿曽沼委員

確 認をしてみて ください。よ ろしくお願い します。日 本在住の外国 人で日

本の保険を持っているひとの保険診療はできないわけです。
○北澤課長

承知しました。

○八田座長

それ では、今の東 京圏の中から 出ている要望 としては二 国間協定につ いて、

日本人も診られるようにということですか。それとも。
○藤原次長

いえ 、そこはいわ ゆる初期メニ ューの実行の ところです から、まずそ こでの

きちんと事業化をというものを念頭に置いて議論しています。
○八田座長

どうぞ。

○北澤課長

それ については前 々回スケジュ ールを示させ ていただい たところで、 事務局

さんから具体的に いただいてい ますので、こ れはきちんと 確認させて いただいて、 必要な
方については、今 年の夏以降に 予定している 国家試験を受 けられるよ うに準備を進 めてい
きたいと思っております。
○阿曽沼委員

医 療現場では二 国間協定の仕 組みを理解し ている人は 少ないのでは ないで

しょうか。今後の国際化を見据えてちょっと先回りして色々と申し上げ ています。
○北澤課長

まさ にそこについ ては、各病院 さんからも具 体的な提案 がありますの で、そ

れを一つ一つ確認させていただきたいと思っております。
○八田座長

これについてはほかにありますか。事務局からはいいですか。

○藤原次長

引き 続き、どうい った形で制度 改正を実現し ていくのか 。まだ御要望 が満た

されていない方が 世の中にいる わけですから 、そのための 準備を引き 続き議論させ ていた
だくことになると思います。
○八田座長

まずは二国間協定の充実、あるいはということですね。
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○藤原次長

どちらかになるのでしょうけれども。

○八田座長

わかりました。どうもありがとうございました。
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