
亀田メディカルセンター

中国市場を主なターゲットとする

国際化の試み



亀田総合病院

亀田クリニック

亀田ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
病院

亀田メディカルセンター
＜亀田総合病院+亀田クリニック+亀田リハビリテーション病院＞

 ベッド数

 亀田総合病院 917床

 亀田クリニック 19床

 亀田ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 56床

992床

 平均患者数等

 入院延患者数/日: 850人

 外来患者数 /日: 2,850人

 救急患者数 /日:    75人

 救急車搬送 /日:    12件

 平均在院日数 :  13.6日
(※平均在院日数は亀田総合病院の実績)

 常勤職員数
 医師 407人
 看護師 942人
 コメディカル 569人
 事務･労務系 940人

2,858人
 医業収益 402億円（2016年度）



-亀田グループのご紹介-
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鴨川エリア

●亀田総合病院（急性期医療）

・診療科34科、病床数 一般865床、精神60床

●亀田クリニック（外来診療）

・診療科31科、病床数19室、診察室約100室
・PET-CTセンター（併設）

・亀田スポーツ医科学センター（併設）

●亀田リハビリテーション病院（亜急性期医療）

・病床数 一般56床

●亀田ファミリークリニック館山（プライマリケア）
・診療科9科
・亀田病児・病後時保育室 たてやま（併設）

●安房地域医療センター（社会福祉法人太陽会）
・診療科10科 ・病床数149床

館山エリア

幕張

●亀田総合病院附属幕張クリニック
・診療科6科、人間ドック

●亀田MTGクリニック
・診療科2科

京橋

●亀田京橋クリニック
・診療科21科、人間ドック

鴨川

館山

幕張
東京
（京橋）

●社会福祉法人太陽会 <グループ>
・安房地域医療センター ・介護老人保健施設たいよう

・特別養護老人ホーム めぐみの里 ・障害者支援施設 しあわせの里

・千葉県中核地域支援センターひだまり

・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所 らんまん ・ケアハウスまんぼう

●学校法人鉄蕉館<グループ>

・亀田医療大学 ・亀田医療技術専門学校

●その他 グループ会社

・亀田産業 ・KMC ・KTS ・亀田医療情報

厚木
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亀田メディカルセンター診療圏

東京からJR（特急）・高速バスで
約2時間

羽田空港から 車で 約1時間30分
成田空港から 車で 約2時間
横浜から 車で 約2時間

半径４５km

鴨川市内 約2割
半径45km 5～6割
その他県内 2～3割
県外 約1割



鴨川市の人口推移

（出所）鴨川市ホームページ：2016年9月26日 鴨川版CCRC推進会議 配布資料を加工して作成



鴨川市の少子高齢化

（出所）鴨川市ホームページ：2016年9月26日 鴨川版CCRC推進会議 配布資料を加工して作成



 亀田総合病院と中国の間には約30年という長い歴史があり、中国人医師・看護師の研修受入れや、心
臓バイパス手術などの現地での指導等、様々なかたちで中国の医療技術の発展をサポートしてきた。

 また、2011年からは、中国事業展開を専門に行う部署「中国事業統括室」を設置している。
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中国天津医院より研修生受入開始

北京医科大学（現北京大学医学部）、蘇州大学附属第一病院（元：蘇州医学院附
属第一病院）等と友好交流を頻繁に実施

心臓血管外科 外山雅章部長が北京医科大学（現北京大学医学部）客員教授に就任

北京医科大学（現北京大学医学
部）で心臓外科チーム8名がAC
バイパス手術のデモンストレー

ションを実施

心臓血管外科 外山雅章部長が蘇州大学医学部客員教授
に就任

1985年

1988年

1990年 2005年

2011年

大連友誼病院と友好提携病院契約を締結

鄭州人民病院にて心臓手術デモンストレー
ションを施行

鄭州人民病院と友好提携病院契約を締結

中国事業統括室 開設

日本外務省・観光庁・在日中国大使館の後援で北京にて
「日本の医療」を紹介するセミナーを開催

遼寧中医薬大学と提携契約

中国駐日大使館にて北京二十一世紀病院と友好病院契約を
締結

北京亀田病院連結事務所設立

中国中央テレビ医療観光で
当院取材

2013年

経産省「医療機器・サービス国際化推進事業」に採択

2010年

2012年

-中国との関係構築のあゆみ-



2014年

亀田総合病院と中国の間には約30年という長い歴史があり、中国人医師・看護師の研修受入れや、心臓バ
イパス手術などの現地での指導等、様々なかたちで中国の医療技術の発展をサポートしてきた。
また、2011年からは、中国事業展開を専門に行う部署「中国事業統括室」を設置している。

2015年

2016年
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中国人看護師（バイライセンス）採用拡大
経済産業省「平成25年度 医療国際展開加速化促進事業」に採択され、引き続き、
国の支援を得ながら、本事業の具体化を推進
北京21世紀病院と合意契約

北京21世紀病院へ家庭医を派遣
中日友好病院医師の研修受け入れ
CITIC集団、復星集団など、合作の可能性
中国からＶＩＰ健診人数累計400人を突破

北京で外資病院の開業予定
医療病院コンサルタント、など
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 面向中国富裕层的一次精密健康体检费为50万日元

 从2010年9月以来，中国人体检者逐年增多。为了确保日本国内的体检需要，人数有所限制。

现阶段，中国人体检已预约到3个月后。
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※有人数限制

(人)

-龟田门诊中国人高端体检体检人数-

每月平均体检者数



亀田メディカルセンターの外国人利用者数

（2016年4月～2017年3月）

入院実患者数 外来延患者数



中国人VIPドック受診者数推移（n=758）
2009年11月～2017年9月（7年11ヶ月）
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健診者に対する満足度調査
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残胃がん

乳がん

甲状腺がん

裂肛

肺がん

前十字靭帯断裂（膝）

大腸ポリープ

急性胆のう炎

口腔内腫瘍

狭心症

脾動脈瘤

肺膿瘍

前立腺疾患

慢性扁桃炎

慢性白血病

子宮内膜増殖症

脳梗塞後リハビリ

···

どのような患者さんが治療に来る？



医療費

外来、入院共に、日本の医療保険点数の２倍。外来はでき
払い制で、当日外来窓口で精算。入院は事前に費用概算を
提示し、概算額をデポジットとして入院窓口で扱り、退院
時精算。

健診について、VIP健診コースを設け、健診時食事、宿泊
込で、４０万円コースと４５万円コースを用意しています
前払い制度



インバウンドにおける主な取り組み

• 専属部署の設立（国際関係部、中国事業統括室）

• 院内ガバナンスの共有（組織の明確化、職員教育など）

• 院内環境整備（通訳、医療スタッフの配置、IT活用など）

• コーディネーターとの関係（積極的に信頼できるコー

ディネーターとの協力、ANA Sales例）

• プロモーション（政府、独自）

• JCI取得病院、JIH病院の活用（保険会社と契約など）

• 中国人専門外来の新設



院内環境整備（通訳、医療スタッフの配置、IT活用など）

• 通訳配置
英語スタッフ 1名

中国語スタッフ 7名 （専任5名）

• 医療スタッフ
中国語可能医師4 名（日本医師免許所有）

英語可能医師40名超（うち欧米での臨床医資格保有者約10名前後）

バイライセンス看護師免許保有者（中国人15名、フィリピン人3名）

中国人事務4名

英語可能ナース数名

• IT活用
iPadアプリの運用（患者用ベッドサイトタブレット、2014年）

VoiceTra (NICT+東大）

日－中文対象表配布（関連病棟）
FaceTime（24時間）の活用（検討中）



コーディネーターとの関係
（信頼できるコーディネーターとの協力、ANA Salesの例）



2011．12．2



开设了龟田医疗中心
的中文网页

～ 2010．4 ～



20



21



JCI取得病院、JIH病院の活用
（保険会社と契約など）

• 契約してほしい大手の保険会社はJCI取得病院を
参考している

• 契約済みの保険会社とのダイレクトペイメント

✓アメリカ（6社）

✓中国（１社）



中国人専門外来の新設

• 2017年8月より中国人専門外来を新設し、毎週火曜
日午後の診療を開始。



• 健診以外の市場開発

• 病院内で対応できるスタッフの不足（生活通訳）

• 海外患者における医療費設定の根拠

• 院内職員全体の協力体制と激励策

• 周囲住民（受診者）への説明

• 急患の受け入れ体制及び医療費の回収

• 医療通訳の育成（素人から5年がかかる）

• 良質な中間業者の選別

• 病院周囲関連施設（業者）の協力

• 夜間等の対応

• 国際間遠隔診療体制の確立

• など・・・・・・

当院インバウンドにおける課題



• 国際部、中国事業統括室など専門部署の設立

• 院内勉強会

• バイリンガル医療スタッフの育成

• 医療通訳の育成

• 海外患者専用病棟の設立（検討中）

• 中日友好病院内診察室の設立

• 健診センターのコンサルタントおよび直接運営（進行中）

• 遠隔画像診断、病院診断ツールの確立（進行中）

• ビジネスベースの医療研修者の受け入れ

課題解決に向けた対応



課題解決に向けて

• 医療通訳制度の整備

• 信頼できる医療コーディネーター、紹介制度の整備

• 常に医療機関内部の課題を洗い出し、その課題に向けてのディス

カッション及び解決策の検討

• 日本の医療保険の悪用防止

• インターネット等媒体を利用して、日本の医療施設、中間業者など

に対する悪意的な言論等の防止策

• 医療紛争に対応（相談）できる体制

• など・・・・・・



Always Say YES!

LOCAL ＆ GLOBAL

――亀田グループのこれから――


