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要 旨

目的

在日ブラジル人が医療サービスを利用する時の、にわか通訳者の利用に関する課題を明らかにし、意思

疎通のための改善策を検討する。

方法

静岡県中西部地域に居住し、本人または家族が日本の医療サービスを利用した経験を持つブラジル人を

機縁法で 18人選定し、3つのグループにわけてフォーカスグループディスカッションを実施した。ディス

カッション内容は参加者の許可を得て ICレコーダーに録音し逐語録を作成後、通訳に関する文脈につい

て要約的内容分析を実施した。

結果

参加者の日本語会話能力は、「日常生活に支障がない程度の意思疎通が可能」6人、「通常会話で最低限の

意思疎通可能」8人、「意思疎通はほとんど不可能」4人であった。18人中 6人は通訳を使わず自分で対応

し、10人が通訳者に付き添ってもらっていた。通訳者はすべて、家族や友人、または派遣会社の通訳者な

どのにわか通訳者であった。要約的内容分析の結果、11カテゴリー、3つのテーマに分類された。【にわか

通訳者を介すことによる問題】は、「通訳の場面で省略、追加、言い換えが行われている危険性があり、正

確性に問題がある」、「医療専門用語は日常生活の語彙ではないため、にわか通訳者の用語の知識は不足し

ている」など、【医療通訳者が医療機関に常駐していないことによる問題】は「にわか通訳者を探す手間が

かかる」、「医師の説明が理解できない」、「医師に十分な情報を伝えられない」、「薬の効果、副作用がわから

ない」など、【意思の疎通をはかるための改善策】は「医療通訳者を常駐してほしい」、「日本語で良いので、

必要なことを文書で渡してほしい」などのカテゴリーが含まれた。

考察

にわか通訳者を介す場合と介さない場合は、ともに医療者−患者間のコミュニケーションが正確に行わ

れていない危険性が潜在していた。コミュニケーションが正確に行われないということは、患者だけでは

なく医療者にも危険を及ぼす可能性がある。また、にわか通訳者は通訳エラーをおこす危険性があること

に加えて、患者に近い立場の人である場合は患者のプライバシーを共有することについて問題がある。し

たがって、患者がにわか通訳者を利用する時には、にわか通訳者に対して医師および患者の言葉を正確に

伝えること、プライバシーの保護について事前に説明することが重要である。医療者が患者に対して医療

専門用語を避けてわかりやすい日本語で説明することや必要事項を書いた文書を渡すことなどにより、意

思の疎通が改善されると考えられた。

キーワード：にわか通訳者、在日ブラジル人、コミュニケーション障害、フォーカスグループディスカッ

ション、要約的内容分析
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I. 緒言

日本の外国人登録者数は 2009 年 12月の時点で

約 218万人である1）。これは 1990年に出入国管理

及び難民認定法の在留資格が改正され、日系人の

三世までが日系人であるという理由でビザを取得

することができ就労可能になったことが増加の一

因であり、外国人登録者にしめるブラジル国出身

者は 12.2％である1）。2000年の公立病院における

調査では外来で 95％、入院では 97.9％の施設は外

国人を受け入れており2）、医療サービスを利用す

る機会が増加している。先行研究では外国人が医

療サービスを利用する際のコミュニケーションが

大きな問題であると指摘されている2-4）。井上5）

は日本語によるコミュニケーションが困難なため

医療者と患者との適切な意思伝達が阻害され、病

歴や自覚症状の確認困難、相互信頼関係形成と精

神的支援の阻害をおこし、医療者の負担を増大す

ると報告している。通訳に関する研究は、乳幼児

健診で通訳者導入後の受診率を評価した研究6）、

携帯電話を介して医療通訳者を試用した研究7）

などがあるが、外国人とのコミュニケーションの

改善を目的とした先行研究は少ない。

米国では 2000年に大統領令 13166“Improving

Access to Services for Persons with Limited English

Proficiency”が発令されたのを受けて保健医療分

野で 2001年に National Standards on Culturally and

Linguistically Appropriate Services（以下、CLAS国

家基準とする）が示されている8）。これは連邦政

府から何らかの形で補助金の交付を受けている医

療機関に対して、Limited English Proficiency（以下、

LEPとする）の人々が無料で言語サービスを受け

られるようにすること、その権利を提示するなど、

文化的、言語的に適切なサービスを提供する義務

等を示したものである9）。医療通訳者に対して

National Council on Interpreting in Health Careは、言

葉を追加する、省略する、言い換えるなどをせず

正確に通訳すること、患者のプライバシーを守る

こと、公平を保つことなどを遵守するよう求めて

いる10）。海外では医療サービス利用時の通訳

サービスに関する研究は多く、訓練を受けた医療

通訳者の有効性と訓練を受けていない ad hoc in-

terpreter （以下、にわか通訳者とする）の問題が

明らかになっている11）。にわか通訳者の問題は、

通訳を行う際に医師や患者の言葉を省略する、追

加する、自分の意見を入れてしまう、医学専門用

語がわからない等の通訳エラーが起きることが指

摘されている12）。また、未成年の子どもを通訳と

して使用すべきではないとされており13）、その理

由は子どもは成長発達段階に関連して言語の限界

があり複雑な情報を誤訳する可能性があるためで

ある。CLAS 国家基準8）には患者が希望する以外

は家族や友人による通訳は提供されるべきではな

いと明記されている。

このように海外では医療通訳に関する研究は多

いが、国内ではほとんどみられない。日本では医

療機関への医療通訳者の配置について法的な整備

はなく、通訳者が配置されている医療機関は多く

ない4）。2001年からニューカマーが多く居住する

都市が集まり外国人都市集住会議14）が開催され

ており現在の会員都市は静岡県を含む 8 県 28都

市で、登録者の国籍で最も多いのはブラジルであ

る。静岡県の会員都市 7都市のうち、菊川市、掛

川市、磐田市、袋井市の外国人登録者に占めるブ

ラジル出身者は 60％を超えている14）。彼らの母

国語はポルトガル語なので日本語で意思疎通をは

かることが不可能なブラジル人が医療サービスを

利用すると、通訳の介入なしでコミュニケーショ

ンをとることは困難である。そこで、本研究は在

日ブラジル人が医療サービスを利用する時の、に

わか通訳者の利用に関する課題を明らかにし、意

思疎通のための改善策を検討することを目的とし

た。

II. 方法

1. 調査期間

調査は 2008年 2月から 2009 年 3月の期間に実

施した。

2. 調査場所および調査参加者

参加者は静岡県中西部地域に居住し、本人また

は家族が日本の医療サービスを利用した経験を持

つブラジル人を機縁法で選定した。3つの地域で

合計 18名、男性 8名、女性 10名が選定された。

具体的な選定方法は、2000年から筆者らの研究

でポルトガル語通訳者として活躍している来日

18年になる日系二世ブラジル人女性は、過去にブ

ラジル人師弟のための学校で教師をしていたこ

と、現在はボランティアでブラジル人に日本語を
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教えているなどの理由から交友範囲が広いため、

2つの地域では彼女に調査参加者の条件を提示し

紹介してもらう方法で参加者を得た。その他の 1

つの地域は、市役所に設置されたポルトガル語通

訳者がいる外国人のための窓口の担当者に協力を

依頼し、窓口に訪れたブラジル人の中から条件に

合う人を紹介してもらう方法で参加者を選定し

た。

3. データ収集および分析方法

同時通訳を用いたフォーカスグループディス

カッションを 3 つの地域で各 1 回実施した。

フォーカスグループディスカッションはトピック

に対する情報を集める目的で用いられ、特に質的

なデータ収集に適している。複数の人々と一度に

議論することは、質問紙調査を行うより低コスト

であり、参与観察よりも時間が短縮できるため効

率的である。またグループ内の意見が刺激とな

り、情報を思い起こすなどにより豊かなデータを

生産できるという長所がある15）。

同時通訳は、ブラジル人側と日本人側に日本語

会話能力が十分な日系二世のブラジル人を 1人ず

つ配置した。調査前に通訳に対して、参加者の言

葉を省略しない、通訳の意見や感情などを追加す

ることなくそのまま翻訳してもらうことを伝え訓

練を行った。ディスカッションの内容は、参加者

の同意を得て IC レコーダーに録音し逐語録を作

成した。逐語録は、ICレコーダーのポルトガル語

は同時通訳のうち 1 人が日本語に翻訳し、他の 1

人が日本語に翻訳された逐語録と IC レコーダー

を確認した。IC レコーダーの日本語は筆者らが

逐語録を作成し、同時通訳がポルトガル語から日

本語に翻訳したものと比較を行った。ディスカッ

ションテーマは、「日本で医療サービスを利用し

た時に困難と感じたこと」、「日本とブラジルの医

療サービスの違いについて」、「どうしたら安心し

て日本で医療サービスを受けられるようになる

か」であった。本研究ではそのディスカッション

内容からにわか通訳者の利用に関する文脈に着目

し、逐語録から Mayring, Pの手法16）を参考に要

約的内容分析を実施した。要約的内容分析は、逐

語録から重要ではない文脈と同じ意味のものが他

にある部分を削除し、同じ意味の言い換えを行い

ひとまとめにして要約を行うものであり、類似す

る発言を削除することにより資料を削減する技術

と、資料の内容をより高次元の抽象レベルにまと

める技術の組み合わせである。1回のフォーカス

グループディスカッションは約 150 分であった。

4. 倫理的配慮

静岡県立大学研究倫理審査部会にて承認を受

け、参加者には調査前に通訳を介して研究の目的、

方法、ICレコーダーで録音すること、調査途中や

終了後でも参加拒否ができることなどについて説

明を行い、書面にて同意を得た。

5. 用語の操作的定義

1）にわか通訳者：医療専門通訳としての教育や

訓練を受けていない人

2）医療通訳者：医療専門通訳として教育や訓練

を受けた人

3）在日ブラジル人：日本で外国人登録を行い生

活しているブラジル国出身者

III. 結 果

1. 参加者の属性（表 1）

参加者の年齢は 41歳以上が 18 人中 8人を占め

た。来日期間は 10 か月から 20年 2 か月、中央値

は 8年 2 か月であった。日本語の会話能力は、「日

常生活に支障がない程度の意思疎通が可能」6人、

「通常会話で最低限の意思疎通可能」8人、「意思

疎通はほとんど不可能」4人であった。日本語の

読み能力は、「漢字・ひらがな・カタカナが読める」

が 1 人、「ひらがな・カタカナが読める」10 人、

「ひらがな・カタカナは読めない」は 7人であった。

2. 医療サービスを利用した理由

自分自身の利用が 9人、子どもや妻など家族に

付き添った人が 5人、その両方が 4 人であった。

自分自身の利用理由は、高血圧、高脂血症、糖尿

病などの生活習慣病が多く、心臓バイパス手術を

受け、骨折や手指・上肢の切断を職場の事故で経

験していた。手術を受けた人は 7人で、心臓バイ

パス術、手指や上肢の切断、卵巣がん、卵巣膿腫、

血液透析用のシャント造設、ソケイヘルニアの手

術などを経験していた。一方で手術の必要性があ

ると言われたが、日本の医師の診断が信用できな

かったため日本では手術を受けずにブラジルで受
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けた人が 1人いた。家族の利用理由は、妻の出産、

子どもの外傷、感冒、肺炎、水痘、インフルエン

ザ、骨折、股関節脱臼疑い等であった。

3. 医療サービス利用時の通訳者の利用状況と

日本語会話能力との関係（表 2）

18 人中 6人は自分で対応しており、10人は通訳

者を利用していた。日本語の会話能力で、「日常

生活に支障がない程度の意思疎通が可能」と答え

た 6人のうち 5人は自分で対応していた。そのう

ちの 1人は、友人に依頼されて、にわか通訳者と

しての付添経験を持つ人であった。「日常生活に

支障がない程度の意思疎通が可能」だが派遣会社

の通訳者に依頼をしていた人が 1人いた。参加者

が利用したことのある医療機関のうち、ポルトガ

ル語の通訳者が常駐している施設は存在するが近

隣にはなく、その施設を利用したのは日本語の会

話が「日常生活に支障がない程度の意思疎通が可

能」な人であったため、常駐の通訳者は利用して

いなかった。

にわか通訳者を利用した 10 人は、自分で通訳者

を確保していた。彼らは、家族や友人、または派

遣会社の通訳者に付き添ってもらっていた。ま

た、通訳を行った家族の中には 11歳の女児が含

まれていた。

4. にわか通訳者の利用に関する課題

要約的内容分析の結果、最終的にカテゴリーは

11となった。それらは「にわか通訳者を介すこと

による問題」、「医療通訳者が医療機関に常駐して

いないことによる問題」、「意思の疎通をはかるた

めの改善策」の 3つのテーマに分類された。

（1） にわか通訳者を介すことによる問題

①通訳の場面で省略、追加、言い換えが行われて

いる危険性があり、正確性に問題がある。

日本語の日常会話に支障がない人が通訳者な

しで受診したときに、他のブラジル人患者のに

わか通訳者を介した診察場面に出会ったケース

が語られた。それは、にわか通訳者が患者や医

師の言葉をすべて伝えていないこと、また医師

が発していない言葉を患者に伝えていたこと、

言葉を省略する、適当にしていたこと、にわか

通訳者の意見が加わっていたことなどであっ

た。また、にわか通訳者を介したケースでは、

にわか通訳者がすべてを伝えてくれているかど

うかの確認ができないと不安が語られた。

②医療専門用語は日常生活の語彙ではないため、

にわか通訳者の用語の知識は不足している。

自らがにわか通訳者を経験した参加者は、医

師が患者に説明することを通訳するのは難しく

ないが、医療専門用語の知識がないのでブラジ

ルまで電話をして聞かなければならない、また

は国内にいる友人に電話して調べなければなら

ないという内容を語った。
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③にわか通訳者は過酷な告知を患者にしなければ

ならず、心理的負担がかかる。

自らがにわか通訳者を経験した参加者は、妊

娠 26週の妊婦の検診で急遽手術が必要になっ

たとき医師から「今やらなければ彼女は死ぬよ」

と説明を受け、どう患者に伝えたら良いか悩ん

でいた。また、同じグループでがんの告知を受

けたケースでは、自分が通訳していたと仮定し

た場合、どのように患者に伝えればよいか、大

変困難であると語っていた。

（2） 医療通訳者が医療機関に常駐していないこ

とによる問題

①にわか通訳者を探す手間がかかる

医療機関に行くときに、にわか通訳者を連れ

て行かなければいけないが、探すのに手間がか

かるため、医療通訳者がいてくれればどれだけ

よいか、と語られた。

②診察拒否をされた

日本語の会話能力が「通常会話で最低限の意

思疎通可能」である参加者は、にわか通訳者を

同伴せずにクリニックを受診したところ、受付

の女性から「日本語が話せないので診ません」

と受診を断られた経験を語った。

③医師の説明が理解できない

通訳者がいない場合、健康に関する言葉は難

しいので医師の説明が理解できないと語られ

た。また、医療専門用語は日常生活の語彙では

なく日本人でもわからないから、自分たち初心

者は辞書を使ってもわからないという意見がみ

られた。

④医師に十分な情報を伝えられない

通訳者がいない場合、できるだけの情報を自

分たちが理解している日本語で説明すると、医

師に最低限の情報しか伝えられないと語られ

た。

⑤薬の効果、副作用がわからない

通訳者がいないため、医師から薬の作用や副

作用について説明されてもわからないこと、薬

剤情報提供書をもらっても日本語のため読め

ず、看護師に説明してほしいと頼んだが時間が

ないから翻訳してくれる人を探すように言われ

たと語られた。

（3） 意思の疎通をはかるための改善策

①医療通訳者を常駐してほしい

医療機関に医療通訳者を常駐してほしいとい

う要望が共通していた。参加者の居住地から医

療通訳者が常駐している医療機関までは距離が

あるため、仕事を休んで行かなければならず負

担が大きい、そのため近隣の医療機関に医療通

訳者を常駐してほしいという要望だった。すべ

ての医療機関に配置すべきという意見や大きな

病院には 1人だけではなく複数を配置してほし

いという要望もあったが、すべての医療機関に

配置するのは難しいのではないかと語る人もお

りさまざまであった。

②医療通訳者としての専門的な教育や訓練をして

ほしい

参加者は医療専門用語の難しさから、医療通

訳者は医療関係者が望ましいことや医療通訳者

としての教育や訓練を望んでいた。

③日本語で良いので、必要なことを文書で渡して

ほしい

子どもが水痘にかかったケースは、なぜその

病気にかかったのか、どれくらいの間自宅待機

をしなければならないのかがわからず困ったた

め、それらの説明を日本語で良いので文書で欲

しいと語った。薬の名前や効果、副作用につい

ても英語であればインターネットで調べること

ができるという参加者もみられた。日本語の文

書については、ローマ字なら読めるという人、

ひらがな、カタカナなら読めるという人、自分

は漢字を読めないが職場に持って行けば聞くこ

とができるという人などさまざまであった。

IV. 考察

本研究のフォーカスグループディスカッション

では在日ブラジル人が医療サービスを利用する時

に、にわか通訳者を介す場合と介さない場合は、

ともに医療者―患者間のコミュニケーションが正

確に行われていない危険が潜在していることが明

らかになった。医療通訳者が常駐していないこと

による問題で要約された、「医師の説明が理解で

きないこと」、「日本語が話せないため医師に十分

な情報提供ができないこと」、「薬の効果や副作用

がわからないこと」は、患者が医師の指示を理解

しないまま治療を行うことや、症状が明らかにさ
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れないまま診断や治療が行われることになり、患

者にとって大変危険性が高い。さらに、このこと

は患者だけではなく医療者側にも影響を及ぼす。

例えば、スペイン語会話能力がないパラメディッ

クが単語を誤って解釈したため患者の治療が遅

れ、予防できたはずの四肢麻痺をおこしたケース

では、医療者側は高額の和解金を患者に支払って

いる17）。本研究で「医師の説明が理解できない」

理由として医療専門用語は日常生活の語彙ではな

いとされていたことから、医療関係者ではない家

族や友人などの一般の人が医療通訳者の代わりを

務めることは難しく、医療専門用語の教育や訓練

が必要であると考えられる。これらのことから、

医療通訳者が医療機関に常駐していないので日本

語を話せない場合は患者から医師に情報を伝える

こと、また医師からの情報を正確に受け取ること

が困難で、にわか通訳者を利用する場合には通訳

エラーが生じている危険性が指摘された。した

がって、医療者はにわか通訳者がいるからと安心

してはならず、正確なコミュニケーションが行わ

れないことによる問題を認知しなければならな

い。

本研究のケースでは家族や友人、派遣会社の通

訳者などのにわか通訳者が医療サービス利用時に

通訳を行っていた。これは近隣の医療機関に医療

通訳者が常駐していないためであるが、患者とに

わか通訳者の間にプライバシー共有の問題が潜在

している可能性がある。先行研究では、家庭内暴

力や虐待、精神疾患のような社会的スティグマを

伴う病気、性感染症や妊娠中絶、避妊、失禁など

は家族や友人と情報を共有したくない場合がある

と指摘されており5、18）、CLAS 国家基準8）では、

患者が希望する以外は家族や友人による通訳は提

供されるべきではないとされている。したがって

家族や友人など患者の近親者がにわか通訳者とな

るケースでは、医療専門知識の不足による正確な

通訳が行われない危険性に加えて、患者とにわか

通訳者との密接な関係に関連して患者が真の情報

を提供しない可能性もある。そのため医療者は患

者のアセスメントや診断に必要な情報が得られな

い可能性があることを念頭に置かなければならな

い。米国では医学生が医療通訳者の使い方やにわ

か通訳者への指示の方法などを学んでおり19）、看

護師にも必要性が指摘されている18）。Andrews

M. M.20）は効果的なコミュニケーションのため

に、医療通訳者を手配する前に患者が自宅で話し

ている言語を把握すること、医療通訳者にできる

だけ言葉どおり正確に訳すよう依頼することなど

について注意すべきとしており、日本でも医療者

が医療通訳者を効果的に使う教育や訓練が重要で

あろう。したがって医療機関に医療通訳者が常駐

していることが少ない日本では、患者がにわか通

訳者を同伴したとき患者の日本語能力を確認する

とともに、にわか通訳者と患者の関係、プライベー

トな情報を共有しても良いかどうかについても確

認し、にわか通訳者には言葉を省略したり、追加

したり、自分の感情を入れるなどせず正確に通訳

することや守秘義務などについて、診察前に説明

することが必要である。

本研究では意思の疎通をはかるための改善策と

して、医療通訳者の常駐が共通事項として語られ

た。国内では以前から医療通訳者のシステム作り

の必要性について指摘されていた5）。今回は日本

語を話せないため受診を拒否されたケースが語ら

れたが、外国人とのコミュニケーションが不十分

な時の対処法として、「受診を断る」ケースは他の

研究でもみられている3）。医療通訳者のシステム

化が行われると受診拒否はなくなり、外国人患者

は安心して医療機関を受診することができ、医療

者は安全な医療を提供できるだろうと考える。

しかし医療機関が医療通訳者を常駐させるとい

う実現にむけては、人件費や教育・訓練費の議論

がある。米国の医療機関に対する無料言語サービ

スの義務化は、法的整備がされても医療通訳者の

利用は 15％と低く21）、医療通訳者の雇用や教育・

訓練に関する費用が病院負担となるため電話通訳

サービスの利用がメインになっている22）が、電

話による通訳サービスはボディランゲージや表情

を確認することができないと指摘しているものも

ある13）。

費用の面では、医療通訳者の利用は医師のアセ

スメントや意思決定に有効であり、医療通訳者を

利用することで、必要以上の検査や治療をせずコ

スト削減につながる23）と報告がある。一方、LEP

で病院の医療通訳者が介入しなかった患者群は、

LEPであるが病院の医療通訳者が介入した患者群

と英語を話す能力がある患者群と比べると検査や

点滴、投薬が最も少ないという報告24）もあり、医
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療通訳者の費用対効果は明確ではない。日本国内

では、小林25）が自院のクリニックで通訳導入前

後の患者数の変化を調べた結果、通訳の雇用は新

たな患者層を掘り起こし、事前の受け入れ準備を

十分に行えば医療機関の経営にとってプラスにな

りうると報告している。しかし、日本国内では医

療機関における医療通訳者の常駐について、費用

対効果を検討した研究はない。外国人が医療通訳

者を介して医療サービスを利用すると、一人あた

りの受診時間が長くなることもある26）。そのた

め、一日あたりの受診患者数が減少する可能性が

あり全体としての収支にマイナスの影響を与える

可能性もある。さらに、日本の診療報酬には通訳

サービスは反映されておらず、医療通訳者の雇用

と教育や訓練はすべて医療機関の負担になるため

経営を圧迫する可能性があると考えられる。

医療通訳者が常駐しない状況で、できるだけ正

確なコミュニケーションをとるために医療者は何

をすべきか。本研究で語られた「日本語で良いの

で、必要なことを文書で渡してほしい」は大変有

意義な情報である。Schwartzberg J. G.ら27）がヘル

スリテラシーの低い患者に対して医師、看護師、

薬剤師がコミュニケーションをよくするために通

常使うテクニックを調べた研究では、専門用語を

使わない、または簡単な言葉を使うことが一番多

く、続いて印刷物を患者に渡す、ゆっくりと話す、

指示を声に出して読むことのほか、指示を手書き

することが多かった。Andrews M. M.20）も医療通

訳者がいない時のコミュニケーション方法とし

て、医療専門用語を使わずにシンプルな言葉を使

うことや、患者に説明した内容を繰り返させて患

者が理解したかどうか確認するなどの他に、英語

で短い文章を書いて患者が英語を読む能力を理解

することなどを示している。本研究では、漢字で

書いてもらいたい、カタカナ・ひらがなで書いて

ほしい、ローマ字が良いなど患者によって異なっ

たが、患者に理解して欲しい情報について指示を

書きながら患者の日本語を読む能力を確認し文書

として渡すことで、自宅に帰ってインターネット

や辞書で調べる、書いてもらったものを友人や職

場の人に見せるなどが可能になるため、在日ブラ

ジル人患者の理解が深まり、また患者及び医療者

の安全や安心につながると考えられる。

V. 結語

本研究では在日ブラジル人のフォーカスディス

カッションから、にわか通訳者を介す場合と介さ

ない場合は、ともに医療者−患者間のコミュニ

ケーションが正確に行われていない危険性が潜在

していることが明らかになった。さらに、にわか

通訳者は通訳エラーをおこす危険性があることに

加えて、患者に近い立場の人である場合は患者の

プライバシーを共有することについて問題があっ

た。したがって患者がにわか通訳者を同伴した時

には、にわか通訳者に対して医師および患者の言

葉を正確に伝えること、プライバシーの保護につ

いて事前に説明することが重要であり、医療者が

患者に対して医療専門用語を避けてわかりやすい

日本語で説明することや必要事項を文書で書いて

渡すことなどにより、意思の疎通が改善される可

能性が示唆された。
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Risk of Ad hoc Interpreters on the Medical Care Services for Brazilian Residents in Japan

Ayako NAGATA1）, Taeko HAMAI2）and Katsuya KANDA1）

1）Department of Nursing Administration, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo

2）School of Nursing, University of Shizuoka

Abstract

The purpose of this study is to describe issues in use of interpreters when Brazilian residents have an access to the

medical care services in Japan. Focus groups were undertaken with three groups of eighteen Brazilian residents in

Shizuoka prefecture. Data analysis drew upon the principles of summarizing content analysis.

The participants’ proficiency in Japanese language varied; six were intermediate level, eight were basic level, and

four were unable to communicate in Japanese. Ten of them used interpreters at medical care services. Those

interpreters were usually ad hoc, untrained individual such as members of the family, friends, or outsourced personnel.

Summarizing content analysis revealed three themes as follows: When using ad hoc interpreter; The interpreter may

omit, add, or substitute some words/phrases therefore the interpretation may be inaccurate. The interpreter may not

understand the medical terms because those terms are not used daily. Absence of trained medical interpreters at

medical facilities; It is tedious to find an interpreter. The patient cannot provide sufficient information to a physician,

nor can he/she understand what a physician explain, nor know the effect/side effect of the medicine. Measures to

improve the communication between Brazilian patients and physicians; The presence of a hospital interpreter would

be essential. Written notes are highly appreciated.

Communication barriers between a physician and a patient can be seen regardless of the presence of an interpreter.

It is important to tell the interpreter to interpret a word/phrase uttered by both a patient and a physician accurately

and to explain to him/her of the importance of privacy protection in advance. It is also suggested that a physician

needs to avoid to use the technical terms, explain in words which could easily be understood by a patient or give notes

to a patient so that there will be a better communication between a physician and a patient.

Keywords: ad hoc interpreter, Brazilian residents in Japan, communication barriers, focus group discussion,

summarizing content analysis
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