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医療界の動き医療界の動き

区分別科目の時間数の見直し

共通科目の時間数の見直し

（保健師助産師看護師法に規定する特定行為および特定
行為研修に関する省令の一部を改正する省令に基づく）

共通科目の内容 時間数
改正前 改正後

臨床病態生理学 45 30
臨床推論 45
フィジカルアセスメント 45
臨床薬理学 45
疾病・臨床病態概論 60 40
医療安全学 30

45
特定行為実践 45

合計 315 250

区分別科目名 (特定行為区分の名称) 時間数
改正前 改正後

呼吸器 (気道確保に係るもの)関連 22  9
呼吸器 ( 人工呼吸療法に係るもの)関連 63  29
呼吸器 (長期呼吸療法に係るもの)関連 21  8
循環器関連 45  20
心嚢ドレーン管理関連 21  8
胸腔ドレーン管理関連 30  13
腹腔ドレーン管理関連 21  8
ろう孔管理関連 48  22
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理 )関連 18  7
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理 )関連 21  8
創傷管理関連 72  34
創部ドレーン管理関連 15  5
動脈血液ガス分析関連 30  13
透析管理関連 27  11
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 36  16
感染に係る薬剤投与関連 63  29
血糖コントロールに係る薬剤投与関連 36  16
術後疼痛管理関連 21  8
循環動態に係る薬剤投与関連 60  28
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 57  26
皮膚損傷に係る薬剤投与関連 39  17
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領域別パッケージ研修の例（在宅・慢性期領域の場合）

(以上、保健師助産師看護師法に規定する特定行為および特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令に基づく)

特定行為区分の名称 特定行為　　　　 研修修了者の
実施の可否

呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 気管カニューレの交換 〇

ろう孔管理関連
胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 〇

膀胱ろうカテーテルの交換 ×
( 研修の免除 )

創傷管理関連
褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 〇

創傷に対する陰圧閉鎖療法 ×
( 研修の免除 )

栄養及び水分管理に係る薬剤投
与関連

持続点滴中の⾼カロリー輸液の投与量の調整 ×
( 研修の免除 )

脱水症状に対する輸液による補正 〇

色文字の項目をパッケージ化
した研修が可能
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〜厚生労働省令改正〜

看護師の特定行為に係る研修制度について、研修時間などの規定が見直されました。科目間の
内容重複分の削減などによって研修時間の一部短縮が図られたほか、特定行為区分が異なる複
数の特定行為をパッケージ化して研修できるようにするなどの改正が行われました。研修時間
は、共通科目の場合、計315時間以上が250時間以上に短縮されています。研修のパッケージ
化は、在宅・慢性期、外科術後病棟管理、術中麻酔管理の3領域について可能になりました。

①�看護師の特定行為研修、� �
時間短縮などで受講しやすく

今回の見直しは、特定行為および特定行為研修に
関する厚生労働省令等が一部改正されたことによりま
す。医道審議会の保健師助産師看護師分科会の部
会が昨年12月にとりまとめた「特定行為研修の研修内
容等に関する意見」等を踏まえたものです。
同部会の意見では、①共通科目の研修内容につい

て、基礎教育での既習内容や科目間の重複分の削
減、科目横断的に演習や実習を行うことによる研修内
容の精錬化を図り、各科目の内容と時間数を変更す
る、②区分別科目の研修内容について、共通科目との
研修内容の重複分を共通科目の中で学ぶこととする、
③在宅・慢性期領域、外科術後病棟管理領域、術中
麻酔管理領域において、それぞれ実施頻度が高い特
定行為をパッケージ化して研修できるようにする─な
どとしていました。
改正では、全ての特定行為に共通するものとして設

けられている研修の共通科目の場合、臨床病態生理
学が従来の45時間以上から30時間以上に、疾病・臨
床病態概論が60時間以上から40時間以上に短縮さ
れたほか、従来は30時間以上の医療安全学と同45
時間以上の特定行為実践が、合わせて45時間以上
に見直されました。これにより共通科目は、計315時間
以上が250時間以上に短縮されています。
特定行為区分ごとに異なるものの向上を図るためと

して設けられている区分別科目については、研修時間
の短縮とともに、研修の取り扱いが、「講義、演習または
実習により行う」から、「講義または演習および実習（必

要な症例数を経験するものに限る）」に改められました。

特定行為のパッケージ化は、在宅・慢性期領域の場
合で、「気管カニューレの交換」「胃ろうカテーテル若し
くは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換」「褥瘡
又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の
除去」「脱水症状に対する輸液による補正」の4つの
特定行為をパッケージ化した研修が可能となりました。
これは、特定行為区分の中の一部の特定行為に対
応する研修を免除できる仕組みが設けられたことにより
ます。

科目横断的に演習や実習を行い
研修内容を精錬化 領域ごとに、実施頻度が高い特定行為を

パッケージ化した研修が可能
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近年、訪日外国人旅行者や在留外国人の増加に伴
い、医療機関を受診する外国人患者が増加していま
すが、特に最近は、都市部や主要観光都市以外のこ
れまで外国人患者の受診がほとんどなかった地域で
も、外国人患者の受診が珍しくない状況であると指摘
されています。
マニュアルは、こうした現状を踏まえ作成されたもの

で、在留資格を持って日本に在留している「在留外国
人患者」と、観光や仕事で日本滞在中に病気やけがの
ために治療が必要となった「訪日外国人旅行者患者」
を対応の対象としています（医療目的で日本の医療機
関を受診する外国人患者は対象外）。
マニュアルでは、外国人数の推移などを含めた外国
人患者に関連する制度や、患者の円滑な受け入れの
ための体制整備のポイントのほか、受付時や検査・診
察・治療、医療費の請求・支払いなど、場面別の対応例
も紹介しています。

そのうち、体制整備に関する事項の中では、外国人
患者に対して事前に概算医療費を提示することや、未
収金が可能な限り生じないよう、キャッシュレス決済の
体制を整備することなどを促しています。
概算医療費の事前提示については、医療費が自己
負担となる患者には、検査や治療を行う前に医療費の
概算額を提示し、充分な納得を得た上で診断・治療を
進めることが推奨されるとしたものです。医療費に関す
るトラブルの実例から、海外旅行保険の未加入などの
ために支払いが困難となったケースだけではなく、医療
費の説明が不十分であったため、外国人患者やその
家族が不信感を抱き、支払いに消極的になる事例も少
なくないとしています。
また、場面別対応の中では、スムーズに概算医療費
を提示できるよう、あらかじめ、自院の「訪日外国人旅行
者患者」向けの価格設定方針や、どのような場合に概
算医療費を提示するかの判断、概算医療費を計算す

るための検査や治療内容の医師への確認方法、概算
医療費の算出方式などに関して、方針やマニュアルを
整備しておくことを推奨しています。概算医療費を提示
するのは、全ての外国人患者か、公的医療保険に加入
していない患者のみか、支払い額が一定額以上にな
る患者のみか、といった選択肢を例示しました。
キャッシュレス対応については、クレジット決済、QR

コード決済などが挙げられるとした上で、クレジット決済
の体制を整えていても、対応していないクレジットカード
会社である場合や、診療費がクレジットカードの上限利
用額を超える場合が考慮されると指摘しています。

対応していないクレジットカード会社の場合、銀行や
ATMによってはキャッシング機能を利用できるケースが
あるとし、クレジットカード会社と近隣の銀行、ATMの
キャッシング機能について事前に調査し、院内で情報
共有しておくことを推奨しています。
また、場面別対応の中では、医療費の支払い方法を
確認し、必要に応じてデポジット（前払い）を請求すると
いう方法も挙げました。医療機関が医療費を診察開始
前に受領することを妨げる規定はなく、デポジットを請求
することも可能としています。

外国人患者の受け入れのための医療機関向けマニュアルの内容（目次）

第１章��外国人患者に関連する制度
1   医療機関における外国人患者受入れ体制整備の重要性

外国人数の推移、外国人患者受入れ状況の実態把握、 
外国人に関連する政府の施策

2  在留資格 (ビザ )
3  日本の医療制度の紹介
4  海外旅行保険
5  外国人患者受入れ医療機関
6  医療通訳の標準カリキュラム基準・認証制度
7  応招義務

第２章��外国人患者の円滑な受入れのための体制整備
8  感染症対策

職員の受けておくべき予防接種について、外国人旅行
者から受診の問い合わせがあった場合の対応 / 受付を
する時、患者の症状に応じた感染対策を行う、患者の動
線の設定と待合室での患者の配置、診療時の留意点、
診察後の対応、入院時の対応

9   ｢外国人患者の受入れに関する体制整備方針｣の決定
10 医療費の設定
11 医療費概算の事前提示
12 キャッシュレス対応
13 通訳体制の整備
14 院内文章の多言語化

15 マニュアルの整備
16 院内環境の整備
17 宗教・習慣上の対応
18 外部機関との連携・協力
19 研修
20  外国人患者受入れ医療コーディネーター／担当者・

部署の設置
21 情報提供
22 医療紛争

第３章��場面別対応
23 受付の場面

外国人患者の対応可能な言語や来院目的の確認、 診
療申込書の記入依頼と必要情報の収集、海外旅行保険
やその他の海外の民間保険を保有している場合の保険
情報の確認方法、支払いに関する事前説明、概算医療
費の算出および提示、支払い方法や患者の要望の確認
およびデポジット( 前払い ) の請求、問診票の作成依頼・
確認

24 検査・診察・治療の場面
25 入院・退院の場面
26 診断書の作成・交付
27 医療費の請求・支払い
28 処方箋の発行
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〜背景に「観光都市以外でも珍しくなくなった外国人の受診」〜

外国人患者の受け入れに必要な知識や情報、体制を整備する際のポイントなどを示す「外国人
患者の受け入れのための医療機関向けマニュアル」が作成されました。厚生労働省の「訪日外
国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会」での議論を経て、政策科学推進研究事業に
よる「外国人患者の受入環境整備に関する研究」の成果が取りまとめられたもので、厚生労働
省は、都道府県などを通じ、周知・活用を促しています。

②�外国人患者の受け入れで
医療機関向けのマニュアル

　厚生労働省が行った「医療機関における外国人患者の受入に係る実

態調査」の結果によると、2018 年 10月の 1カ月間に、外国人患者の受

け入れがあったとした病院は 1,965 病院で、調査に回答した病院の約

49％でした（全ての病院を対象に調査し、回答率は約47％）。

　外国人患者を受け入れた病院のうち、外国人患者による未収金が発

生したのは 372 病院（18.9％）で、未集金の発生件数は平均 8.5 件、未収

金の総額は平均42万3千円でした。未収金は、請求日から1カ月を経過

しても診療費が全額支払われていないものとして調査したものです。

　また、訪日外国人旅行者に対する医療費の設定については（有効回

答 4,899 病院）、約 90％の病院が、診療報酬点数表を活用して1 点あた

り10円（または消費税込みで10.8円か11円）としていました。

　一方、医療通訳・電話通訳・自動翻訳デバイス等による多言語化の整

備状況については、回答があった 5,611 病院のうち846 病院（15.1％）

が、タブレット・スマートフォン等のデバイスを含めた、いずれかの方法

で整備していました。

外国人患者を受け入れた病院の2割弱で未収金が発生　～厚生労働省の調査～

院内体制整備のポイントや
場面別の対応例などを示す

概算医療費の事前提示や
キャッシュレス対応などを推奨
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