
令和 4 年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

受託者 特定非営利活動法人 SEMI さっぽろ 

開催日時 令和 4 年 4 月 15 日（金）13 時 15 分～16 時 00 分 

場所 ZOOM 開催 

参加人数 16 名＋ゲストスピーカー1 名（名簿別紙） 

内容

テーマ： 喘息の検査と診断

１． アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ

２． リーディング 1.：Asthma: Steps in testing and diagnosis

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma/in-depth/asthma/art-

20045198 

出典：Mayo Clinic（アメリカ・ミネソタ州ロチェスター市に本部を置く総合病院） 

リーディング 2.：CDC: Allergy Testing for Persons with Asthma

https://www.cdc.gov/asthma/pdfs/aa_fact_sheet.pdf

出典：CDC（アメリカ疾病予防管理センター）

３． 通訳練習：過去の通訳報告書から編集したもの

４． 喘息の検査と診断の説明

MSD マニュアル家庭版 肺機能検査 （製薬会社）

AstraZeneca 喘息の検査 （製薬会社）

NIH：Test for Lung Disease （アメリカ国立衛生研究所）

５． ゲストスピーカーによるプレゼンテーション

MOTHERS OF ZAMBIA AND JAPAN PROJECT PROPOSAL 

VTR: Christabel's Story  

https://www.youtube.com/watch?v=wrjUWqtPuGY&t=18s 

出典：アフリカの母子保健のための慈善団体 Mothers of Africa 

成果／所感

主要な慢性疾患の一つである喘息をコントロールしながら生活している人は多く、

SEMI のクライアントにも少なくない。喘息の検査について包括的に学ぶことができ

た。また、SEMI のクライアントが取り組んでいるザンビアの母子保健に関するプロ

ジェクトの紹介があった。日本での出産・育児の経験から母国の母子保健の向上を目

指して活動されるクライアントがいることは、SEMI にとって大きな喜びである。 

成果物

なし



令和 4 年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMI さっぽろ 

開催日時 令和 4 年 4 月 22 日（金）13 時 15 分～16 時 00 分 

場所 ZOOM 開催 

参加人数 16 名＋見学者 1 名（名簿別紙） 

内容 

テーマ： 肺高血圧症と特定疾患医療支援制度 

１． アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

２． リスニング 

PAH: What Happens Inside Your Body  Web MD 

https://www.webmd.com/lung/pah-help-16/video-pah-inside-body 

出典：WebMD（アメリカの消費者向けヘルスケア情報メディア） 

３． リーディング 

Pulmonary Hypertension  

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pulmonary-

hypertension/symptoms-causes/syc-20350697 

出典：Mayo Clinic（アメリカ・ミネソタ州ロチェスター市に本部を置く総合病院） 

４． 特定疾患とその医療支援制度 

難病情報センターからの説明 https://www.nanbyou.or.jp/ 

札幌市の説明 

https://www.city.sapporo.jp/eisei/nanbyo/iryouhisonotanojosei.html 

 

５． 通訳練習 

病院と公的機関での手続きの実例から 

成果／所感 

過去の事例から、特定疾患の通訳と医療支援制度の内容およびその手続きに必要な表

現を学んだ。特定疾患について多角的に学ぶ貴重な機会となった。札幌市の医療支援

制度について、どこでどのような情報が提供されているのかを医療通訳者が理解する

重要性を実感した。 

成果物 

なし 



令和 4 年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMI さっぽろ 

開催日時 令和 4 年 5 月 13 日（金）13 時 15 分～16 時 00 分 

場所 ZOOM 開催 

参加人数 16 名＋見学者 1 名（名簿別紙） 

内容 

テーマ：①喘息（長期管理薬と発作治療薬） ②無料低額医療制度とその他の制度 

1. アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

2. リスニング Controller and Rescue Medications 

(Children’s Hospital of Pittsburgh of UPMC  

https://www.youtube.com/watch?v=4LhpHnUqcv4 

出典：University of Pittsburgh Medical Center （アメリカ ペンシルバニア州

にあるピッツバーグ大学の医療センター） 

3. リーディング  Asthma medication 

What is asthma medication? How do asthma relievers work? How do asthma 

preventers work? 

https://www.healthdirect.gov.au/asthma-medication 

出典：HealthDirect（オーストラリアの全国的な健康アドバイスサービス） 

4. 無料低額医療制度とその他の制度 

5. 通訳練習 過去の症例から 

成果／所感 

先月学んだ喘息の検査に続いて、本日は薬剤師でもあるコーディネーターが喘息の薬

についてわかりやすく学べるよう工夫された勉強会となった。喘息患者は 2 種類の

薬の処方を受けることが多いが、その違いを気にしない患者も時折いるため、通訳者

がその違いを正しく理解し、患者が正しく薬を使えるようにサポートすることが重要

である。教材を聞いたり見たりするだけでなく、機序などについて専門家から随時解

説が入る充実した勉強会となった。また、学ぶ過去の事例から、特定疾患の通訳と医

療支援制度の内容およびその手続きに必要な表現を学んだ。特定疾患について多角的

に学ぶ貴重な機会となった。また、無料低額制度などを理解し英語で正しく通訳でき

るよう定期的に各種制度を復習することも SEMI 通訳者には必要である。 

成果物 

なし 



令和 4 年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

受託者 特定非営利活動法人 SEMI さっぽろ 

開催日時 令和 4 年 5 月 20 日（金）13 時 15 分～16 時 00 分 

場所 ZOOM 開催 

参加人数 11 名（名簿別紙） 

内容 

テーマ① 妊娠と子宮筋腫について 

１．リーディング：下記サイトより抜粋 

Can Fibroids Affect My Pregnancy ?   

https://roshmfm.com/can-fibroids-affect-my-pregnancy/ 

出典：Rosh Maternal & Fetal Medicine（ニューヨークにある産婦人科） 

参考資料 

・医療法人佐野産婦人科（千葉県浦安市）の HP の記事 

  妊娠と子宮筋腫について 

http://www.sanolc.com/blog/2014/04/post-29-430658.html 

・深谷産婦人科・医学情報（埼玉県深谷市） 

 子宮筋腫；筋腫がある方の今後の方針（妊娠中の方） 

https://fukaya-ladiesclinic.com/blog/?p=4583 

２．通訳練習：下記サイトを参照して日英の練習題材を作成 

ヒロクリニック（札幌市） 

妊娠中に子宮筋腫が見つかったら流産になる？ 

 https://www.hiro-clinic.or.jp/nipt/uterine-fibroids-during-pregnancy/#c3 

テーマ② 外国人の日本での出産について 

３．外国人が日本で出産した時に必要な書類について話し合う 

参考資料 公益財団法人 かながわ国際交流財団 

外国人住民のための子育て支援サイト 

日本に住む外国籍家庭に赤ちゃんが生まれたときの大切な３つの手続き

https://www.kifjp.org/child/threeprocedure 

４．アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

成果／所感 

子宮筋腫を抱えながら妊娠・出産するクライアントが時折いるため、正しく通訳でき

るように通訳者が基本的な内容を理解しておくことが重要である。さまざまな資料か

ら、子宮筋腫がどのように妊娠に影響するのかを深く学ぶことができた。また、外国



 

人の妊娠出産に関連してさまざまな書類が必要となる。書類の内容を通訳者が把握

し、必要に応じて札幌国際プラザの Help Desk への相談を案内するなど、適切な対

応ができるような知識を得ることができた。 

成果物 

別紙（外国人が日本で出産した時の大事な 3 つの手続き） 



外国⼈が⽇本で出産した時の⼤事な 3 つの⼿続き 
 
①  出⽣届（⽇本の役所への届け出/札幌市の場合はお住いの区役所） 
②  在留資格（⼊管（出⼊国在留管理局）への申請 
③  本国への登録（⼤使館・領事館） 
 
参考サイト 
公益財団法⼈ かながわ国際交流財団 
https://www.kifjp.org/child/threeprocedure 
 
① 出⽣届（札幌市の場合 区役所への届け出） 
 ⾚ちゃんが⽣まれたら、病院より出⽣届を渡される。⽤紙の右側の出⽣証明書は病院の記

載がある。左側はご家族が記⼊。病院側が記⼊を⼿伝うことはない。基本的には必要事項
を記載済みで区役所に提出するが、どのような状態でクライアントが持って⾏っているか
は不明だが、皆様問題なく届出を⾏っている。 

  英語の出⽣証明書は病院により対応が異なるため、その都度確認する必要がある。基本
的には医事課・⽂書課で申請を⾏う必要がある。 

 
② 在留資格（⼊管（出⼊国在留管理局）への申請 出⽣後 30 ⽇以内 
⼊管にて申請をする。必要書類を確認する。出⽣届受理証明書が必要な場合は出⽣届提出後
に区役所で取得する。 
 
過去に出⽣届＆本国への登録のみを⾏い、在留資格の申請をし忘れた家族有。⼀時帰国後、
⽇本への⼊国ができないという事例もある。この 3 つの⼿続きを必ず⾏う必要あり。 
 
③ 本国への登録（⼤使館・領事館） 

⼤使館/領事館にて登録する。  
登録に必要な書類等は⼤使館によって異なるため、事前に確認する必要がある。 
 

・英語の出⽣証明書の要・不要 
・病院が発⾏する出⽣証明書では受理できず、⽇本語の証明書の翻訳が必要の場合も 
  ・ 翻訳アプリなどを使⽤して⾃⾝で作成してＯＫな場合 
  ・ 翻訳証明書付き（認証・公証）が必要な場合 等 
必ず⼤使館・領事館で早めに確認することをお伝えする 
SEMI の HP に掲載している内容を印刷して渡せる状態にしておくのも良い 
https://semi-sapporo.com/afterbirthcat/subsidies/ 
 



令和 4 年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMI さっぽろ 

開催日時 令和 4 年 6 月 3 日（金）13 時 15 分～16 時 00 分 

場所 ZOOM 開催 

参加人数 16 名（名簿別紙） 

内容 

テーマ：硬膜動静脈瘻 

1. アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

2. 硬膜動静脈瘻を以下のサイトの抜粋などを参照して説明 

https://kompas.hosp.keio.ac.jp/contents/000636.html 

KOMPAS 慶応義塾大学病院 医療・健康情報サイト 

3. リーディング  

Dural arteriovenous fistulas (Mayo clinic) より抜粋 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dural-arteriovenous-

fistulas/symptoms-causes/syc-20364280 

  出典：Mayo Clinic （アメリカ合衆国ミネソタ州に本部を置く総合病院） 

4. リスニング (1:40～終わりまで) 

Endovascular treatment of complex dural arteriovenous fistula using the dual-

microcatheter technique 

https://www.youtube.com/watch?v=u_4Oc7tSmDM 

出典： American Association of Neurological Surgeons（米国脳神経外科医協会）

5. 通訳練習 

過去の通訳報告から作成   

成果／所感 

大変まれで難しい疾患であるが、過去に類似した疾患の患者へのインフォームド・コ

ンセントの緊急通訳依頼が来たことがあったため、常に落ち着いて対応できることを

目指して今回の勉強会で取り上げた。医師の説明をまず通訳者が理解し、患者家族が

理解できる表現で通訳できることを目指して学ぶことができた。。 

成果物 

なし 



令和 4 年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMI さっぽろ 

開催日時 令和 4 年 6 月 10 日（金）13 時 15 分～16 時 00 分 

場所 ZOOM 開催 

参加人数 14 名（名簿別紙） 

内容 

テーマ：Insomnia 

1. アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

2. Listening TED-Ed   What causes insomnia?   0-2：35 まで 

https://www.ted.com/talks/dan_kwartler_what_causes_insomnia?subtitle=en 

アメリカのニューヨークに本部がある TED(Technology Entertainment Design)

が提供する、教育支援のためのビデオ教材 

3. Reading：Insomnia 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/insomnia/symptoms-causes/syc-

20355167 

出典 Mayo Clinic （アメリカ合衆国ミネソタ州に本部を置く総合病院） 

4. 通訳練習 

過去の通訳報告からロールプレイ練習  

成果／所感 

過去に不眠症で受診した患者さんの通訳の事例を踏まえ、リスニングとリーディング

で不眠症の基礎を学び、ロールプレイで実践練習を行った。不眠を抱える患者のメン

タル面にも配慮しながら適切な通訳を行うために充実した練習ができた。 

成果物 

なし 



令和 4年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMIさっぽろ 

開催日時 令和 4年 7月 1日（金）13時 15分～16時 00分 

場所 ZOOM開催 

参加人数 参加者 14名 見学者 1名（名簿別紙） 

内容 

テーマ： Parkinson's Disease 

1. アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

2. Listening：CHI Health: Parkinson’s Disease-Causes, Symptoms & Treatment 

https://www.youtube.com/watch?v=9DLw3cCfbm0 

ネブラスカ州オマハに本社を置く、非営利カトリック系保健組織である CHI Healthが提供す

るビデオ教材 

3. Reading： Parkinson's Disease 

https://www.nia.nih.gov/health/parkinsons-disease 

出典  US NIH (アメリカ国立衛生研究所 National Institutes of Health) 

4. 通訳練習 

ロールプレイ練習  

成果／所感 

パーキンソン病について総合的に学び、ロールプレイのシナリオでは患者側の状況をよく理解するこ

とができた。SEMIとしてパーキンソン病の患者さんの通訳を経験したことはまだないが、必要なと

きに適切な通訳を行うために、知識の整理ができるよい機会となった。 

成果物 

なし 



令和 4年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMIさっぽろ 

開催日時 令和 4年 7月 22日（金）13時 15分～16時 00分 

場所 ZOOM開催 

参加人数 13名（名簿別紙） 

内容 Cincinnati Children& Cerebrovascular Center 

テーマ：  Moyamoya disease 

1. アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

2. Listening：Medical Animation: Progression of Moyamoya | Cincinnati Children's & 

Cerebrovascular Center  

https://www.youtube.com/watch?v=iAIFN0NURIk 

出典 シンシナティこども病院 小児脳血管（脳卒中）センターによるビデオ 

   (アメリカオハイオ州シンシナティ市にある小児専門病院) 

  Reading：Mayo Clinic：Moyamoya disease Diagnosis & treatment 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/moyamoya-disease/diagnosis-treatment/drc-

20355591 

出典 Mayo Clinic （アメリカ合衆国ミネソタ州に本部を置く総合病院） 

3. 通訳練習 

海外の医学部を卒業した人がアメリカでの医師国家試験に必要な Clinical Skills Assessment 

(CSA)対策の教材より作成したシナリオによるロールプレイ練習  

成果／所感 

日本の先進医療を求めてもやもや病の患者さんが来日するケースがあるため、これは SEMIとし

てはいつでも対応できるように準備しておくべき疾患の一つである。ロールプレイのシナリオは、

アメリカで実際の診察を忠実に再現した教材から作成されており、現場を想定できる充実した勉強

会となった。 

成果物 

なし 

https://www.youtube.com/watch?v=iAIFN0NURIk
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/moyamoya-disease/diagnosis-treatment/drc-20355591
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/moyamoya-disease/diagnosis-treatment/drc-20355591


令和 4年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMIさっぽろ 

開催日時 令和 4年 8月 5日（金）13時 15分～16時 00分 

場所 ZOOM開催 

参加人数 14名（名簿別紙） 

内容 

テーマ：  VSD（ventricular septal defect）心室中隔欠損（症） 

1. アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

2. Listening：  Heart Conditions- Ventricular Septal Defect(VSD) 

https://www.youtube.com/watch?v=F_eKdjhhopA 

KK Women's and Children's Hospital  

産婦人科、新生児・小児科専門病院としてはシンガポール最大の病院。 

3. Reading  Ventricular Septal Defect（VSD) 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ventricular-septal-defect/symptoms-

causes/syc-20353495 

出典 Mayo Clinic （アメリカ合衆国ミネソタ州に本部を置く総合病院） 

4. 通訳練習 

過去の通訳報告より作成したシナリオによるロールプレイ練習  

成果／所感 

新生児の VSD は珍しい疾患ではなく、SEMI としても何度も経験している。VSD は事前に予習

できず、新生児の退院診察などで医師から指摘されるため、いつでも対応できるよう準備が必要で

ある。また、ご両親のショックも大きいので、過去の例からどのようにクライアント対応していく

べきか、定期的に振り返る必要があり、今回の勉強会は VSDの通訳経験が豊富なコーディネータ

ーが丁寧に組み立てた貴重な勉強会となった。 

成果物 

なし 

https://www.youtube.com/watch?v=F_eKdjhhopA
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ventricular-septal-defect/symptoms-causes/syc-20353495
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ventricular-septal-defect/symptoms-causes/syc-20353495


令和 4年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMIさっぽろ 

開催日時 令和 4年 8月 19日（金）13時 15分～16時 00分 

場所 ZOOM開催 

参加人数 参加者 14名 ゲストスピーカー1名（名簿別紙） 

内容 

テーマ： メキシコの医療システムに関するクライアントによるプレゼンテーションと 胸痛と心臓

カテーテル検査のロールプレイ 

1. アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

2. “Mexican Health care system myths and trues” 

参考資料：https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/mexico.html 

（外務省 世界の医療事情 メキシコ） 

3. 通訳練習： 

① 心臓カテーテル検査説明書（北大病院） 日→英の訳出し 

日本心臓病学会 心臓の検査と治療の解説 

北大病院を含む複数の病院の心臓の検査、治療の説明書が公開されている 

http://www.jcc.gr.jp/ippan/ic/index.html 

② 循環器内科 “胸痛で受診”のロールプレイ 

医療通訳養成研修ロールプレイ集（国立国際医療研究センター 国際診療部 2022） 

https://www.hosp.ncgm.go.jp/icc/020/020/PDF/translator_roleplay_202203.pdf 

P.28～29 6．循環器内科 シナリオ（１）外来 胸痛で受診 

成果／所感 

SEMI 通訳を利用したメキシコ出身のクライアントから、自国の医療制度に関するプレゼンテー

ションがあり、日本との違いについて学ぶことができ、活発な質疑応答も行われてメキシコの文化

や医療について知る貴重な機会となった。後半では、以前の勉強会でリスニングとリーディングで

概要を学んだ胸痛について、ロールプレイ練習を行い、学んだ知識の再確認をすることができた。

医療機関が提供する情報を活用できた内容の濃い勉強会となった。 

成果物 

なし 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/mexico.html
http://www.jcc.gr.jp/ippan/ic/index.html
https://www.hosp.ncgm.go.jp/icc/020/020/PDF/translator_roleplay_202203.pdf


令和 4年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMIさっぽろ 

開催日時 令和 4年 9月 2日（金）13時 15分～16時 00分 

場所 ZOOM開催 

参加人数 14名（名簿別紙） 

内容 

テーマ：  Arteriosclerosis 

1. アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

2. Listening : Coronary Artery Disease 

https://www.youtube.com/watch?v=ycX1BPOwGwM （0:23-2:26）  

Mayo Clinic （アメリカ合衆国ミネソタ州に本部を置く総合病院） 

3. Reading：Arteriosclerosis/atherosclerosis 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arteriosclerosis-atherosclerosis/symptoms-causes/syc-

20350569 

出典 Mayo Clinic （アメリカ合衆国ミネソタ州に本部を置く総合病院） 

4. 通訳練習： 

NHK今日の健康 2021年 11月号告より抜粋 

成果／所感 

リスニングとリーディングでは動脈硬化症について学び、ロールプレイでは動脈硬化症も原因の

一つとなる脳梗塞について、一般の人向けにわかりやすく説明している資料を活用し、学んだ知識

を理解しやすい英語に通訳して伝えるために、一貫した流れの勉強会となった。循環器系の通訳は

突然依頼が入ることが多いので、いつでも対応できるように準備しておきたい。 

成果物 

なし 

https://www.youtube.com/watch?v=ycX1BPOwGwM
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arteriosclerosis-atherosclerosis/symptoms-causes/syc-20350569
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arteriosclerosis-atherosclerosis/symptoms-causes/syc-20350569


令和 4年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMIさっぽろ 

開催日時 令和 4年 9月 9日（金）13時 15分～16時 00分 

場所 ZOOM開催 

参加人数 17名（名簿別紙） 

内容 

テーマ：  いろいろな剤型 

1. アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

2. 薬剤のいろいろな剤型について、現役の薬剤師であるコーディネーターから英語による説明 

3. Listening : How the Body Absorbs and Uses Medicine | Merck Manual Consumer Version 

https://www.youtube.com/watch?v=IOf-z0D1mHk 

「人体はどのように薬物を吸収し利用するか」 Merck の一般向け説明動画 

Merck：メルクマニュアルとは、世界で最も信頼されている医学書のひとつ。Merck & Co., Inc., 

Whitehouse Station, N.J., U.S.Aが、1899年に医師や薬剤師等の手助けとなるようにと非営利

事業として医療専門家向け医学書を刊行したのが始まりである。診断と治療のスタンダードと

して世界中で活用されている。 

4. Reading：How Medication Works in Your Body 

https://www.verywellhealth.com/how-drugs-work-in-your-body-1124115 

「薬物はあなたの体でどのように働くかを詳しく見る」 

出典：医学情報会社 Verywell Healthのサイトより 

5. 通訳練習：薬局での投薬経験からスクリプトを作成 

成果／所感 

現役の薬剤師である本日の勉強会コーディネーターが、SEMI 通訳者に必要な薬剤に関する講義を

行い、リスニングとリーディング、通訳練習のコンビネーションで学んだ知識をしっかりと身につ

けることができた。粉薬や湿布など、海外ではあまり処方されない種類の薬が日本では処方される

こともあるため、通訳者が正しい知識を持つことで看護師や薬剤師が薬について説明する際に適確

に通訳することができる。 

成果物 

なし 

https://www.youtube.com/watch?v=IOf-z0D1mHk
https://www.verywellhealth.com/how-drugs-work-in-your-body-1124115


令和 4年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMIさっぽろ 

開催日時 令和 4年 10月 7日（金）13時 15分～16時 00分 

場所 ZOOM開催 

参加人数 11名（名簿別紙） 

内容 

テーマ：  Code of Ethics 

1. SEMI version Code of Ethics読み合わせ 訳すと同時に内容の確認、具体例や関連した疑問

の話し合い 

https://semi-sapporo.com/code-of-ethics/ 

 

2. 通訳の持ち物改訂版確認 

 

3. 「こんなときどうする」10/7版の内容のディスカッション 

 

成果／所感 

日々の医療通訳の活動の中で、判断に迷ったり、自分の通訳内容や振る舞いが適切であったか振り

返りを行ったりしているが、一年に一度今回のように医療通訳者の倫理規定についてしっかりと考

える機会を持つことはとても大切である。いろいろなケースについてみんなで考えることができた。 

成果物 

なし 

https://semi-sapporo.com/code-of-ethics/


令和 4年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMIさっぽろ 

開催日時 令和 4年 10月 21日（金）13時 15分～16時 00分 

場所 ZOOM開催 

参加人数 11名（名簿別紙） 

内容 

テーマ：  卵巣嚢胞と卵巣嚢腫 

 

1. アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

 

2. Listening : Ovarian cysts and tumors  (Dr.ERTV) 

https://www.youtube.com/watch?v=nFyv_XjHgMg 

出典：アメリカ・ジョージア州の Cartersville Medical Centerに所属する救急医 Dr. Carlo A. Ollerが

個人で運営している YouTube チャンネル 

 

3. Reading：Ovarian Cysts 

https://www.londonwomenscentre.co.uk/conditions/ovarian-cysts 

出典：London Women’s Center（ウィミンズ・ヘルスに特化したロンドンの私立の医療機関で、7つの

病院とクリニックを持つ）のサイト 

 

4. 通訳練習：過去の通訳報告よりスクリプトを作成したロールプレイ 

 

成果／所感 

産婦人科の通訳を担当することが多い SEMIの通訳者として、婦人科で多く見られる疾患である卵

巣嚢胞と卵巣嚢腫の基本的な知識を持つ必要がある。原因不明の腹部の不調で受診した結果、この疾患

だと診断が出るケースもあるため、予習なしで対応することもあるためである。リスニングとリーディ

ングの教材から基本的なことを復習し、ロールプレイで実践的な練習をすることができた。 

成果物 

なし 

https://www.youtube.com/watch?v=nFyv_XjHgMg
https://www.londonwomenscentre.co.uk/conditions/ovarian-cysts


令和 4年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMIさっぽろ 

開催日時 令和 4年 11月 11日（金）13時 15分～16時 00分 

場所 ZOOM開催 

参加人数 13名（名簿別紙） 

内容 

テーマ：  接触皮膚炎 

 

1. アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

 

2. Listening：What is contact dermatitis? 

https://health.mountsinai.org/blog/what-is-contact-dermatitis/ 

出典：アメリカ・ニューヨーク市のマンハッタンにあるマウントサイナイ医科大学附属病院のサイト 

 

3. Reading：Contact Dermatitis 

https://www.msdmanuals.com/home/skin-disorders/itching-and-dermatitis/contact-dermatitis 

出典：MSDマニュアル（世界 140カ国以上で展開する製薬会社のMSDが、社会貢献事業として 

約 120年にわたり提供している医学事典） 

 

4. 通訳練習：過去の通訳報告よりスクリプトを作成したロールプレイ 

 

成果／所感 

接触性皮膚炎はよくある疾患なので、今回の教材からさまざまな表現を学び、ロールプレイでの練

習で実際にどのように使うのかを確認することができた。 

成果物 

なし 

https://health.mountsinai.org/blog/what-is-contact-dermatitis/
https://www.msdmanuals.com/home/skin-disorders/itching-and-dermatitis/contact-dermatitis


令和 4年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMIさっぽろ 

開催日時 令和 4年 11月 18日（金）13時 15分～16時 00分 

場所 ZOOM開催 

参加人数 10名（名簿別紙） 

内容 

テーマ：  多嚢胞性卵巣症候群 

1. アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

 

2. Listening：Polycystic Ovary Syndrome | PCOS | Nucleus Health 

https://www.youtube.com/watch?v=FsNKyKS7M_s 

出典: Nucleus Heath（アメリカ、カリフォルニア州サンディエゴ拠点に拠点を持つ医療教育の素材

を多く作成している組織）のサイト 

 

3. Reading：（1）Laparoscopic Ovarian Drilling (Ovarian Diathermy) for PCOS 

（2）Polycystic ovary syndrome (PCOS) この 2つを編集した資料を使用 

(1) https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pcos/symptoms-causes/syc-20353439 

出典：Mayo Clinicーアメリカ、ミネソタ州ロチェスターに本部を置く総合病院。 

(2) https://www.cigna.com/knowledge-center/hw/medical-topics/laparoscopic-ovarian-drilling-

for-pcos-tw9171 

出典：Cigna（シグナはコネチカット州ブルームフィールドに本社を置く医療・生命・損害保険会社）

のサイト 

 

4. 英日通訳練習：アメリカ人である賛助会員にリーディング資料の中の英文を読んでもらい通訳。 

日英通訳練習：通訳練習用シナリオを過去の通訳報告をもとに作成してグループで通訳練習。 

成果／所感 

多嚢胞性卵巣症候群のため受診する患者さんの通訳を SEMIでは数多く担当している。まず日本語

でこの疾患について正しく理解した上で、英語で読み、聞き、伝える練習ができた。患者さんの状

態によってさまざまな治療法があるため、どのような説明になっても落ち着いて対応するために、

日頃からこのような勉強をする大切さを実感した。 

 

成果物 

別紙 

https://www.youtube.com/watch?v=FsNKyKS7M_s
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pcos/symptoms-causes/syc-20353439
https://www.cigna.com/knowledge-center/hw/medical-topics/laparoscopic-ovarian-drilling-for-pcos-tw9171
https://www.cigna.com/knowledge-center/hw/medical-topics/laparoscopic-ovarian-drilling-for-pcos-tw9171
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令和 4年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMIさっぽろ 

開催日時 令和 4年 12月 2日（金）13時 15分～16時 00分 

場所 ハイブリッド開催（エルプラザ大研修室 C＋Zoom） 

参加人数 11名（名簿別紙） 

内容 

テーマ：  リンパ浮腫 

  教材はリスニング・リーディングともに https://www.nhs.uk/conditions/lymphoedema/ 

  出典：英国の国民保健サービスであるNational Health Serviceのサイト 

 

1. アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

Listening : NHS Lymphoedemaより Video: lymphoedema - Philippa's story 

 

2. Reading：NHS Lymphoedema 

 

参考 

https://survivorship.jp/lymph/kashi/edema/01/ 

（静岡県立静岡がんセンター がんサバイバーシップ） 

https://www.lymphedema-clinic.com/edemas/the-five-pillars-of-lymphedema-treatment/pillar-2-

bandaging.html 

（オーストリアのリンパ浮腫治療専門病院 Wittlinger Lymphedema Clinic） 

 

 

成果／所感 

SEMI でこれまでに一例だけ経験のある疾患である。命に関わらないものではあるが患者が積極的

に治療に取り組まないとなかなか改善しない疾患のため、通訳者が正確に理解し、患者が治療の重

要性を正しく理解して治療を行えるようにサポートをする必要がある。欧米と比較すると日本では

遅れている分野の一つであることもわかった。 

久しぶりの対面を含むハイブリッドでの勉強会開催となった。機器や操作に工夫をすることで、比

較的スムーズに行うことができた。 

成果物 

なし 

https://www.nhs.uk/conditions/lymphoedema/
https://survivorship.jp/lymph/kashi/edema/01/
https://www.lymphedema-clinic.com/edemas/the-five-pillars-of-lymphedema-treatment/pillar-2-bandaging.html
https://www.lymphedema-clinic.com/edemas/the-five-pillars-of-lymphedema-treatment/pillar-2-bandaging.html


令和 4年度「医療通訳ボランティア勉強会（英語）」報告書 

 

受託者 特定非営利活動法人 SEMIさっぽろ 

開催日時 令和 4年 12月 16日（金）13時 15分～16時 00分 

場所 Zoom開催 

参加人数 12名（名簿別紙） 

内容 

テーマ：  乳児血管腫 

1. アメリカ認定看護師（賛助会員）による前回のフォローアップ 

 

2. Reading：infantile Hemangioma 

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/infantile-hemangioma 

出典： Johns Hopkins Medicine（アメリカ・メリーランド州ボルチモアに本部を置くジョン・ホプ

キンズ大学医学部のサイト） 

 

3. Listening： Propranolol as Treatment for Hemangiomas 

https://www.youtube.com/watch?v=Dwgz9As-zgc 

出典：MDedge Network（医師、医療従事者向けの情報サイト） 

2011年 American Academy of Dermatology 69th Annual Meeting（米国皮膚病学会第 69回年次総会）で

の小児皮膚科医へのインタビュー 

 

4. 通訳練習：（乳児血管腫の治療について形成外科医から両親へ説明） 

参考資料：ヘマジオールシロップの製造元マルホのサイト 

乳児血管腫の説明 https://www.maruho.co.jp/kanja/kekkanshu/about/disease.html 

ヘマジオールシロップの説明 https://www.maruho.co.jp/kanja/kekkanshu/hemangiol/about.html 

 

成果／所感 

SEMI で今年度に経験した疾患で、これまでに軽症の赤ちゃんはたくさんいたが重症は初めてのケ

ースだった。その通訳を担当した今日の勉強会コーディネーターがその経験を共有して、基本的な

知識を得るとともに実際の現場を想定した練習をすることができた。 

成果物 

別紙 

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/infantile-hemangioma
https://www.youtube.com/watch?v=Dwgz9As-zgc
https://www.maruho.co.jp/kanja/kekkanshu/about/disease.html
https://www.maruho.co.jp/kanja/kekkanshu/hemangiol/about.html


2022/12/16勉強会 乳児血管腫 単語帳 

乳児血管腫 infantile hemangioma 

いちご状血管腫 strawberry hemangioma / birthmark 

赤あざ red birthmark 

毛細血管 capillary blood vessels; the smallest type of blood vessels 

増殖期 proliferating / proliferative phase; growth phase 

退縮期 involuting phase 

消失期 involuted phase 

瘢痕 scar 

あとが残る leave a scar 

潰瘍化 ulcerate【自動、他動】、ulcerated【形】、ulceration【名】 

ヘマンジオルシロップ（プ

ロプラノロール） 

Hemangiol Syrup for Pediatric (propranolol) 

 

維持量 maintenance dose 

専用ピペット oral dosing syringe 

服用日記 treatment diary 

  

その他の血管腫  

毛細血管奇形 capillary malformation 

単純性血管腫 hemangioma simplex 

ポートワイン母斑 port wine nevus 

サーモンパッチ salmon patch 

天使がキスをしたあと angel kiss 

ウンナ母斑 Unna nevus 

コウノトリの爪痕  stork bite 

  

  

  

  

  

 

参考資料 

病気がみえる Vol.15 皮膚科 p.230-231 

こどもの「あざ」への不安がなくなる本（幻冬舎）矢加部文 

 

ヘマジオールシロップの製造元マルホのサイト 

乳児血管腫の説明 https://www.maruho.co.jp/kanja/kekkanshu/about/disease.html 

ヘマジオールシロップの説明 https://www.maruho.co.jp/kanja/kekkanshu/hemangiol/about.html 

HEMANGEOL®のサイト（英語）https://hemangeol.com/hcp/about-hemangeol-pierre-fabre 

ひだまりクリニック｜医師による処方薬の解説 https://druginformation-clinic.com/hemangiol/ 

 

https://hemangeol.com/hcp/about-hemangeol-pierre-fabre



