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「やさしい日本語」で外国人患者ともコミュニケーション
順天堂大学大学院医学研究科医学教育学
教授

1．はじめに

武田 裕子

外国人とのコミュニケーションは「英語」と思われ

2020 年の新登録結核患者は 12,739 人でした。そのう

がちです。しかし，2020 年時点で 289 万人いる在留外

ち 11.1%（1,411 人）は外国出身者です。外国人患者の

国人のうち 93.8% がアジアと南米の国々の出身で（図

9 割近くは 20 代と 30 代で，20 代新登録患者の 71.3％は

1）
，日常生活で英語を使用する国の出身者は，実はご

外国人です。一方，結核患者で最も多いのは 80 代で，

くわずかです。また，出入国在留管理庁が行った「在

新規患者の 42.6％（5,425 人）が 80 歳以上です。結核

留外国人に対する基礎調査報告（2020 年）
」（1）では，

の適切な治療には，患者自身の理解が大切ですが，感

約 9 割が日常生活に困らない程度以上の日本語を話

染と発病の違いや治療についての説明は簡単ではあり

す・聞く能力を有すると回答しています（図2）
。

ません。日本語が母語ではない外国人や，
耳が遠くなっ

2．
「やさしい日本語」とは

たり理解力が低下した高齢者への説明で四苦八苦した

「やさしい日本語」とは，相手に合わせて分かりや

経験がある保健医療者は少なくないでしょう。しかし，

すく伝える日本語を指します。誰もが，小さいお子さ

外国人をはじめ，理解や聴こえに困難を抱える人にも

んに話しかけるときには簡単な言葉を選び，高齢な方

分かりやすい伝え方があります。それが，
「やさしい

には簡潔にゆっくり話すなど自然にさまざまな工夫を

日本語」です。例を表1に示します。

しています。それを言語調整と言います。日本語を母
語としない外国人に対しても，伝わりやすく話すコツ
があります（表2）（2）。

北米2.5％
ヨーロッパ2.6％

アフリカ0.6％
オセアニア0.5％

南米9.4％

アジア84.4％

図 1. 地域別在留外国人数（2020 年 12 月）

図 2. 在留外国人の日本語能力（話す・聞く）

表 1. 「やさしい日本語」の例

一般的な日本語
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「やさしい日本語」

如何なさいましたか

どうしましたか

高台に避難してください

高いところに逃げてください

普段，内服しているお薬はありますか

あなたは，
毎日，
薬を飲んでいますか。それは何ですか。

No.404

①まず，理解してほしい重要な点は何かをあらかじ

る表現を探し続ける必要があります。⑧物の名前や動

め整理して内容を取捨選択することです。詳しく細か

作は，実物を見せたりやって見せる方が理解を得やす

く伝える方が理解されやすいと考えがちですが，途中

かったりします。

で知らない言葉が入ると途端に理解できなくなり，長

⑨擬音語や擬態語といったオノマトペは外国にはほ

い説明はかえって緊張を増してしまいます。②伝えた

ぼ存在せず，全く通じないことはあまり知られていな

い内容を平易な言い方に置き換え，さらに一文を短く

いように思います。例えば，痛みの性状を確認するシ

して「です」
「ます」で終えると理解しやすくなります。

クシク，ガンガン，ビリビリといった言葉，ピッタリ

③医療機関では，乱暴な物言いになることを恐れて

あてる，ヒヤッとすると言われても分からないのです。

尊敬語や謙譲語を多用しますが，日本語を母語としな

⑩「やさしい日本語」は相手に合わせた日本語です

いと途端に難度が増し理解できずに不安な思いになり

ので，尊敬語や謙譲語を使いこなしている人に対して

ます。
「座る」
「待つ」は知っていても，
「おかけになっ

はこちらも用いるなど「やさしい日本語」をやめるこ

てお待ちください」と言われると分からなくなります。

ともあります。といっても医療機関受診の際は誰もが

④同様に，美化語である「お」
「ご」を単語に付ける

緊張しますし，耳慣れない専門用語も多くあります。

と，アクセントも変わり全く別の言葉になります。ま

病院では日本語が下手になると表現する外国人もいる

た，⑤漢語は日本人にも難しいものがありますし，同

ほどです。わかりやすく伝えることをやめてはいけま

じ読み方でも漢字の異なる幾通りもの言葉があるため

せん。

混乱しがちです。⑥さらに外来語は，外国からきた言

3．
「やさしい日本語」が広まった背景

葉だから伝わりやすいと考えるかもしれませんが，原

外国人にもわかりやすい日本語として「やさしい日

語とは発音も意味も異なる場合があり，むしろ避けた

本語」が注目されたのは，1995 年 1 月の阪神・淡路大

方がよい言葉です。

震災の時でした。発災後に刻々と変わる災害情報や支

⑦相手の日本語レベルや文化的背景によって「や

援情報を，短時間で，かつ多言語に翻訳して伝えるこ

さしい日本語」はさまざまです。一つの正解があるわ

とは難しく，外国人住民は日本人と比べて亡くなった

けではありません。ですので，実際の会話ではことば

り負傷する率が高かったからです（3）。
「やさしい日本

の引き出しを次々と開けて言い換え，相手の知ってい

語」は，東日本大震災で再び注目されました。外国人
住民は，“ 津波という言葉は知っていたが高台が分か

表 2.「やさしい日本語」のコツ

① 話し出す前に整理する
② 一文を短くし、語尾を明瞭にして文章を区切る
（
「です」
・
「ます」で終える）
③ 尊敬語・謙譲語は避けて、丁寧語を用いる
④ 単語の頭に「お」をつけない（可能な範囲で）
⑤ 漢語よりも和語を使う
⑥ 外来語を多用しない
⑦ 言葉を言い換えて選択肢を増やす
⑧ ジェスチャーや実物提示
⑨ オノマトペは使わない
⑩ 相手の日本語力が高い場合は「やさしい日本語」
をやめる

らなかった ”，“ 防災無線で言っている避難の意味が分
からなかった ” と報告しています。“ 高いところに逃げ
てください ”“ 山の方に逃げてください ” などの「やさ
しい日本語」であれば理解できたという反省に基づき，
防災・減災領域での普及が図られてきました。
今や，日本に住む 44 人に一人は外国人です。
「こと
ばの壁」は「心の壁」を生みます。共生社会実現に向
けて，法務省や総務省，厚生労働省も多言語化と共に
「やさしい日本語」を推奨しています（4）。
4．
「やさしい日本語」は誰にとってもやさしい
筆者が普段の臨床場面で「やさしい日本語」の効果
を最も実感するのは，訪問診療で高齢者と話す時です。
耳が遠くなってきた，物忘れが進んできたといわれる
方と話していると，不安な表情を浮かべたり，受け答

5/2022

複十字

No.404

15

教育の頁

えが曖昧になる瞬間があります。そのような時に「や

コース」で，講義と演習を担当させていただきました。

さしい日本語」に切り替えると，安心して頷いたり相

これは，結核予防会総裁であられる秋篠宮皇嗣妃殿下

槌を打ったりされます。

が，私たちの活動に目を留めて下さったことによるも

昨年 11 月には，都内でホームレス状態の方々への

のです。そのご縁でこの文章も寄稿させて頂くことに

ワクチン接種を行いました。それに先立ち東京都豊島

なりました。研究会では，本稿のタイトルにもありま

区池袋保健所と NPO 法人世界の医療団では，ニーズ

す通り，外国人患者診療に役立つコミュニケーション

を知るためのアンケート調査を行い，ワクチンや副反

として「やさしい日本語」を推進しておりましたが，

応に関する説明文書を配布しました。それらの文章は

総裁より手話通訳にも役立つ可能性をご教示いただ

「やさしい日本語」で作成されました。路上生活者の
なかには，読み書きが困難な方もおられるからです。
5．医療には通訳者も不可欠

き，その研究も開始したところです。
若い世代の結核患者の多くは外国から来ている方々
です。また，新規感染患者のうち，80 代以上の方々が

専門性の高い医療領域では，通訳者の存在が欠かせ

40％を超えています。患者さんとの会話に，
「やさし

ません。医療通訳者は，医師が「専門用語を平易な言

い日本語」はきっと役立つことと思います。
「やさし

葉に言い換えて」
「センテンスを短く」
「ポイントを明

い日本語」の研修に関心がある方はぜひご連絡くださ

確に」
「回りくどくなくストレートに」話してほしい

い（iplainjapanese@gmail.com）
。

と言います（5）。これらは，まさに表2にある「やさし
い日本語」です。医療通訳の際も「やさしい日本語」
の方が伝わりやすいのです。これは，手話通訳におい
ても同様です。さらに，翻訳アプリなどを用いた機械
翻訳では，
「やさしい日本語」で入力すると確度が増
します。翻訳業者に患者用文書の翻訳を依頼する際に
も，一文を短くし主語や目的語を明確にした「やさし
い日本語」で記載することで，完成した訳の手直しの
手間がかなり減ったと聞きました。
6．おわりに

図 3.「やさしい日本語」動画教材：YouTube

でご覧

「やさしい日本語」は医療者にはまだまだ知られて

いただけます

いません。読者の皆様には，周りの医療者に伝えてい
ただけたら幸いです。筆者は，2017 年に外国人支援団
体の依頼で健康相談を行った際に，
「やさしい日本語」
と出会いました。在住外国人にとって，医療機関の敷
居が想像以上に高いことを知り，医療×「やさしい日
本語」研究会（6）を立ち上げました。日本語教育専門
家（聖心女子大学・岩田一成氏）
，多文化共生コーディ
ネータ（NPO 法人国際活動市民中心 CINGA・新居み
どり氏）
，
ヘルスコミュニケーション専門家（帝京大学・
石川ひろの氏）とともに，研修会の開催ならびに医療
現場で役立つ資料や動画教材を作成してホームページ（6）
で公開し，医療者への普及活動を行っています。
昨年 11 月には，結核研究所の「結核最新情報集中
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