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ミッション

　　医療における

言語障壁を解消する
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mediPhone（メディフォン）とは
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メディフォンが提示する解決の方向性

医療従事者・患者・通訳者を遠隔でつなぎ、医療通訳者が効率的に

稼働できる体制を整備。全国のニーズを一本のラインに集約。

医療通訳の雇用創出にも貢献することを目指します。

　　　医療機関内
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メディフォンの特徴：医療通訳者の採用・育成・管理

言語だけではなく、異なる文化や社会、医療制度を理解し、

患者と医療従事者の橋渡しをする17言語300名の
登録医療通訳者が対応。

書類

選考
面談

筆記

試験

実技

試験
纏　fi．イ灘議：

厳しい

書類選考

多様な

実技試験

録音データを活用

　した個別指導

17言語に
　対応

」IGH鷲蒜、ご肥鷲忠蕊

定期的な

医療研修
医療通訳者

300名以上
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使い方

メディフォンの電話番号に電話をかけるだけで、

気軽にご利用いただくことができます。
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①電話を　②音声ガイダンスに③医療通訳者に
　かける　　沿って言語を選択　　　つながる
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本実証事業における

電話医療通訳のご利用方法

」1◎H㌫㌫、ご鷲熟恩恐： 6

　　　医療通訳メディフォン概要①

毎日17言語の医療通訳をご利用いただけます。

　　　　　　　【対応言語】



　　　　　医療通訳メディフォン概要②

ご利用可能期間：平成30年9月3日（月）～平成31年3月31日（日）

　　　　　　　　　露観

　　　　　　　　　　【営業時間】

　事前登録をしていただいた施設のお電話番号のみ直通で受け付けます。

JI◎H㌫臨、蕊慕隠恩呈　　　　　　　　　　　　　　　　8

医療通訳メディフォン概要③

　【相談窓ロ（言語選択4番）】

※ご利用可能時間：平日8：30～18：30 9



　　　　医療通訳メディフォン概要④

の也、円滑に外玉人患　　nt入れるための　重　Wツール

1．外国人患者来院時の患者対応マニュアル

2．言語確認シート

3．電話医療通訳の利用意思確認シート

4．電話医療通訳メディフォンマニュアル

5．指差しツール［受付用］10言語

6．診察申込書10言語

」IGH蕊㌫麗P煕1鷺ご』 10

支援ツールのご紹介①

外国人患者来院時の患者対応マニュアル

」IGH㌫㌫th

言語確認シート
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支援ツールのご紹介②

電話医療通訳の利用意思確認シート
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支援ツールのご紹介③

電話医療通訳メディフオンマニュアル

MEDI十PHONE

俺胞通原サーピスをご馴用になる蜘：

　　以下晋ごttteください．

　本サービス‘ま電括壱使った酒炊サービスです．

a択E≠、匿慣に専門性を筒つ逢訳看が担嵩します。

t．這頒者嫁守拐8属を6f守9ます萄？、蜜Oしてお語t（tiさい，

t，吏頁謬の■けtLtffJ－t、　t“JtV分t：tb．τtiら

　●わVtLたit■フr、　ttttか加力こと葦■膚書’二

麹ら苛τください．

s．■●留のスピーカー’期仁な6枯Sh，■百飼かeMl増！
　なL“，、で’6だti●菖■の迂くで方纒しくだき‘1．

4．
一箕壱宜く、はvt望と、　sた、白■きんが垣績で管6よう｝こ

　でtlntけ甲万な虜夏苗百しくだ●‘㌧

yβ

　　　　　　

冶

」IGH鑑㌫ 13



支援ツールのご紹介④

指差しツール［受付用】10言語
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支援ツールのご紹介⑤

診察申込書（10言語）
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　　　電話医療通訳ご利用の流れ

簡単な4つのステップでご利用いただけます。
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電話医療通訳の使い方

　②電話をかける

JI◎H蕊㌫瓢黙蹴煕

電話医療通訳の使い方

　③言語を選択する

」1◎H羅㌫蕊慕黒99呈



電話医療通訳の使い方

④通訳を利用する

」IGH：㌔、、ご肥烹瓢賠 20

本事業へのご参加方法


