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１．国内外の現状・研究会開催の背景 
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医療の国際展開による医療水準の向上への寄与 

 新興国における疾病構造は、日本の疾病構造と同様の構造になりつつあると想定されるこ
とから、日本の医療技術が、これらの国の医療水準の向上に寄与し得ると考えられる。 

 治療効果の高い日本の優れた医療技術や、予防を促す健康維持の仕組み等、日本の医
療へのニーズは高いと考える。 

日本の治療技術への評価 死亡要因で見る疾病構造 

• 新興国の1人あたりGDPは、日本の1960年代、1970年代の水準に達してお
り、経済水準の向上に伴い、各国の死亡要因で見る疾病構造も日本の疾病
構造と同様の構造になりつつあると想定される。 

出所）OECD Health at Glance 2015を基にNRI作成 

順位 日本（2010年代） 重点国※（2015年） 
1 癌 循環器系疾患（脳卒中、心臓病等） 
2 心臓病 癌 
3 肺炎 呼吸器系疾患（肺炎など） 
4 脳卒中 感染症及び寄生虫病 
5 不慮の事故 消化器系疾患 

※経済産業省ヘルスケア産業課では、新興国のうち、インド、インドネシア、カンボジ
ア、タイ、中国、トルコ、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、メキシコ、バングラデシュ、ブラ
ジル、ロシアの13ヶ国を重点国として重点的に支援を行うこととしている。 

保健医療システムにおける健康達成度 
※1997（平成９）年のデータに基づき、健康の到達度と均一性、人権の尊重と利用者への配慮の到達度と

均一性、費用負担の公正さ等から評価した保健医療システムの総合目標達成度 

出所）WHO The world health report 2000 

順位 国 指数 
1 日本 93.4 
2 スイス 92.2 
3 ノルウェー 92.2 
4 スウェーデン 92.0 
5 ルクセンブルク 92.0 
6 フランス 91.9 
７ カナダ 91.7 
８ オランダ 91.6 
９ 英国 91.6 
10 オーストリア 91.5 
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海外における環境変化（１／２） 

 経済成長に伴い、新興国においても、高齢化が進展し、がん・生活習慣病が増加。新
興国が抱える課題は先進国と共通のものとなりつつある。 

 日本とブラジルやASEAN等、新興国を中心に保健当局との間で協力覚え書きを締結。 

【各国の高齢化率】 
（総人口に占める６５歳以上人口の推移） 

備考：2015年以降は中位予測。 
出典：国連「World Population Prospects: The 2012 Revision」 

（年） 

【世界の認知症人口】 

出典：国際糖尿病連合(IDF)「IDF Diabetes Atlas」(2014 他) 

2010 2014 2035

中東・北アフリカ
85%↑（同）

東南アジア 64%↑（同）

南・中央アメリカ
55%↑（同）

西太平洋 46%↑（同）

北米・中南米 30%↑（同）

ヨーロッパ 33%↑（同）

アフリカ 93%↑（同）

53%↑（2014年比）

3億8,700万人

5億9,200万人

2億8,500万人

（日本：721万人）

診断を受けていない患者を
含めると２０１４年比で１．５倍

【世界の糖尿病人口】 
出典：WHO「Dementia」(2012) 
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海外における環境変化（２／２） 

 欧州以外の地域では総じて人口増加が見込まれるが、21世紀前半はアジア地域の人
口が全人口の過半を占める状態が続く。 

 アジア地域では経済成長も著しく、2050年には世界のGDPの50％超を占めると予測さ
れている。 

世界のGDP及び日本の占める割合の推移 

出所）ADB, ”Asia 2050 – Realizing the Asian Century”、 
    日本経済団体連合会「グローバルJAPAN」を基にNRI作成 
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国内における環境変化 

 国内では高齢化が著しく進む中、医療費の支え手である生産年齢人口も減少が見込ま
れており、医療費の安定財源の確保が重要な課題となっている。 

 一方、医療費は拡大傾向にあることや、我が国の財政状況も踏まえながら、日本の医療
水準の維持向上を図る必要がある。 

我が国の医療費の推移 

出所）2010年度まで「平成26年度社会保障費用統計」 
    2015年度以降「社会保障に係る費用の将来推計の改定について」を基にNRI作成 
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経産省の取り組みとこれまでの成果（１／３） 

 政府は、「日本再興戦略」に掲げる通り、新興国を中心に日本の医療拠点について
2020年までに10ヶ所程度創設し、併せて海外の医療技術・サービス市場1.5兆円の獲
得を目指している。 

 新興国等においては、医療機器市場よりも医療サービス市場の方が圧倒的に大きい。経
済産業省としては、世界の医療サービス市場に「日本の医療」の存在感を示していくこと
は、現地の医療水準の向上及び拡大する市場獲得の観点から望ましいと考えている。 
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経産省の実証事業の種類とねらい 

人材育成 

「日本の医療」を提供可能な人材
（医療従事者および、医療機器を
使用・メンテナンス出来る人材）を育
成 

機器導入 日本製医療機器を、現地に導入 

サービス事業 日本の医療サービスを、現地に提供 

日本の医療拠点構築 

医療人材育成等を通じた
販路開拓 

（ティーチングホスピタル等に 
トレーニングセンターを設立） 

重点国※の医療機器・サービス市場規模 
（2014年） 

医療サービス 
1兆2,000億ドル 

医療機器 
440億ドル 

＜ ＜ 

※ 経産省ヘルスケア産業課が医療の国際展開において重点国としている
13ヶ国（インド、インドネシア、カンボジア、タイ、中国、トルコ、フィリピン、
ベトナム、ミャンマー、メキシコ、バングラデシュ、ブラジル、ロシア）のうち、
データのとれる11ヶ国（中国、フィリピン、ベトナム、タイ、インドネシア、イ
ンド、バングラデシュ、トルコ、ブラジル、メキシコ、ロシア）の市場規模合
計。 

出所） 医療サービス市場はWHO「Global Health Expenditure 
Database」、 
医療機器市場はEspicom 「Worldwide Medical Market 
Forecasts to 2019」 



 経済産業省はこれまで医療拠点構築を促進するため、実証調査事業（補助・委託）
を行ってきた。この事業を通じて成果を上げつつあるプロジェクトが複数組成している。 
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事業化・拠点化に結びついた主なプロジェクト例 

経産省の取り組みとこれまでの成果（２／３） 



 医療機関の事業化に向けた主体的な取り組み等を通じて、事業化に結び付けることがで
きたプロジェクトが複数組成できた。 

 一方、国内の事業実施体制が十分に整わなかった、あるいは、適切なパートナーシップを
築くことができなかったために、成果に繋がらなかったプロジェクトも存在した。 
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事業化に結びつかなかったプロジェクト例 

例①【代表：民間企業】国内医療機関を巻き込めなかった 
民間企業として受容できる範囲の事業計画に留まり、医療機関
を巻き込めなかったため、現地ニーズに合致した医療を提供でき
なかった。そのため、集患が不十分で事業化に至らなかった。 

例②【代表：医療機関】国内と同様の事業環境を想定した
事業計画を描いていた 

海外での事業展開の経験・実績がなかったため、進出先の事業
環境に合わせた事業計画を描ききれず、国内外のビジネスパート
ナー決定、資金調達に至らなかった。 

例③【代表：医療機関】医療機関が事業主体としてのリスク
をとれなかった 

営利企業とは異なり、事業の新規開拓という経験に乏しかったこ
とから、事業展開に必要なリソースを確保するという機関決定に
至らなかった。 

経産省の取り組みとこれまでの成果（３／３） 

事業化に至ったプロジェクト例 

例①【代表：慈泉会相澤病院】医療機関が出資する等主体
的に事業化 

中国においてリハビリサービスを提供するため、相澤病院自らが
100%出資して現地法人を設立するとともに、現地病院と連携
してセンター改修や日本製機器導入を進め、サービスの提供を開
始した。 

例②【代表：北原国際病院】現地ニーズをふまえた事業計
画を策定 

カンボジアでは病院の設備不足、老朽化、医師不足などが課題
となっており、高度な医療サービスを求めて多数のカンボジア人が
近隣諸国へ渡航している状況を踏まえ、脳神経外科を中心とし
た救急救命センターを設立。 

例③【代表：北斗病院】現地パートナーとの合弁会社を設
立し人的リソースを投入 

北斗病院が中心となって49%の出資を行い、現地パートナーと
合弁会社を立ち上げた。また、開院に当たって同院から医療従
事者だけでなく事務スタッフも派遣し、医療サービス、病院経営両
面における人材育成を行った。 



研究会設置に至った課題認識 

 これまで、経済産業省が委託・補助事業として実施してきた実証調査事業においては、医
療機関や医療機器メーカーが事業の代表を務めるケースが６割であった。しかしながら、
海外では、医療機関・機器メーカーのみならず、企業等様々な主体が事業の担い手に
なっている。 

 日本の医療拠点構築の加速に向け、これまでの実証事業にはなかった手法も含め様々な
手法を再整理し、関係する主体の更なるコミットメントを促す必要があるのではないか。 

医療の国際展開の手法例 

現地法人（病院管理会社）の設立 

【例②】 普華相澤リハビリテーションセンター
（中国） 

 
 
 
 

相澤病院 

100% 

 北京市内に病院管理会社を設立し、現地病院
内のリハセンターを運営管理 

 リハセンターは独立採算制とし、利益は現地
病院と分配 

中国（北京） 

相澤（北京）医院管理有限公司 
（運営管理・指導） 

北京天壇普華病院 

リハビリセンター 

現地パートナーとの合弁会社設立を通じた新設 
【例③】 北斗画像診断センター（ロシア） 

 
 
 
 

ロシア 

 現地商社（AKIRA）、現地サナトリウム（ストロイ
チェリ）と合弁会社を設立 

 日本側は出資だけでなく、事業運営支援、医
療機器導入支援等を実施 

日本 

北斗病院 

49% 

AKIRA 

18% 

画像診断センター 

ХОКУТО 
（合弁会社） 

運営 

PJL 

15% 18% 

ストロイチェリ 

：病院・運営主体 

：国 

：現地パートナー 

：その他の機関 

【凡例】 
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国内事業者と連携した病院の新規建設 
【例①】 Sunrise Health Care Service（カンボジア） 

 
 
 
 

• 出資 
• 経営 

• 出資 
• 経営サポート 

 国内で投資機関や医療機関と連携し、カンボ
ジアに病院設立・運営を目的とした新会社を
設立 

• 出資 
• 医療関連業務の委託 
• 医療従事者教育 

カンボジア 

Sunrise Healthcare Service 
（病院設立・運営） 

日本 

INCJ 日揮 北原国際病院 



２．海外のサービス市場の特徴と 
   海外勢の状況 
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海外の医療サービス市場の特徴 

 海外の医療サービス市場は国内と比較してより拡大傾向にある。 
 重点国においては、公的保険の制度自体の普及は進んできたが、国民カバー率は国ご

とに異なる。 
 医療サービス分野における外資規制も、特段の規制がない国から、外資の参入を禁止

している国まであるうえ、外国人医師ライセンスの取得手続きも、国ごとに異なる。 

出所）世界保健機関（WHO）「Global Health Expenditure Database」 

重点国※1の国民保険と医療サービス分野の外資規制 
（【参考資料①～③】参照） 一人当たり医療支出（2009-2014増加率） 

日本 
（9%） ＜ ＜ 

中国（62%）、インド（50%）、 
フィリピン（47%） 

日本 
（22%） ＜ ＜ 

ミャンマー（69%）、ベトナム
（68%）、インド（64%） 

医療サービス市場（2009-2014年増加率） 

• 一人当たり医療支出、医療サービス市場いずれにおいても、 
重点国のほとんどで、国内市場を上回る成長率で推移している。 

※1重点国のうち、トルコ、メキシコ以外の11ヶ国を掲載 
※2出資割合の制限はなくなり、「合弁、合作」の制限のみ。北京市、 天津上海北京市、  
  天津上海北京市、 天津上海北京市、 天津上海江 蘇省 、 福建省、 福建省広東省  
  広東省 、海南省 、海南省 といった といった 試行区域に限っては、外資独資での投資が可

能。 
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海外における医療サービス事業の状況 

企業 
売上高 
合計 

EBITDA 
当期 
純利益 

営業 
利益 

売上高 
営業利益率 

海外売上 国際展開の状況 

売上高 海外/全体 国数 病院展開国 

タイ 

Bangkok Dusit Medical Services PCL 213,551 55,178 28,057 34,368 16.1 ％ 1,743 0.8 % 1 カンボジア 

Bumrungrad Hospital PCL  
（米・豪・星・泰資本） 

62,583 18,938 12,176 15,028 24.0 ％ N/A N/A 4 香港、シンガポール、スイス、モンゴル 

インド 

Fortis Healthcare Ltd 70,900 3,933 -2,602 -344 -0.5 ％ 851 1.2 % 5 
シンガポール、コンゴ、スリランカ、ネパール、モーリ
シャス 

Apollo Hospitals Enterprise Ltd 93,753 13,953 6,154 12,166 13.0 ％ N/A N/A 0 - 

インドネシア 

PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK 37,701 4,504 640 1,438 3.8 ％ N/A N/A 0 - 

Ramsay Health Care Ltd （豪資本） 698,977 101,903 36,626 67,894 9.7 ％ N/A N/A 4 マレーシア、イギリス、フランス、オーストラリア 

シンガポール 

Health Management International（HMI） 11,256 2,369 901 1,910 17.0 ％ 10,980 97.5 % 1 マレーシア 

マレーシア 

IHH Healthcare Bhd 261,505 69,059 28,883 47,923 18.3 ％ 209,727 80.2 % 10 
シンガポール、トルコ、インド、ミャンマー、中
国、香港、ブルネイ、UAE、イラク、マケドニ
ア 

KPJ Healthcare Bhd 88,068 11,728 4,185 6,830 7.8 ％ 4,197 4.8 % 4 
インドネシア、タイ、バングラデシュ、オースト
ラリア 

アメリカ 

HCA Holdings Inc 4,805,162 911,428 257,830 716,693 14.9 ％ 163,375 3.4 % 1 イギリス 

Community Health Systems Inc 2,353,897 191,950 19,134 161,916 6.9 ％ N/A N/A 0 - 

出所）SPEEDA、各社HPを基にNRI作成 

アジアおよび米国の主要な病院経営企業(2015年度、単位：百万円) 

 アジアおよび米国の病院経営企業には、売上高営業利益率が15%を超える企業も存在
し、比較的収益性が高い企業が見られる。 



13 

海外勢のASEAN等における医療の国際展開状況 

 海外の病院経営企業の中でも、既に医療の国際展開に取り組んでいる事例が見られる。 
 ASEAN域内での展開だけでなく、ASEAN域外からASEAN域内に展開している事例もある。 

出所）各社HP、公開情報を基にNRI作成 

資本国 事業主体 病床数 
国際展開状況 

概要 
国数 進出先 

アメリカ 
University of Pittsburgh 
Medical Center 

5,100 12 
インド、シンガポール、ミャンマー、中国、
ロシア、コロンビア、カナダ、その他欧州 

大学付属病院。非営利事業体としてUPMC International Divisionを世
界中に展開。 

フランス 

Hanoi French Hospital 68 1 ベトナム（拠点） 
フランス人とベトナム人から構成された総合医療チームによる国際的な私立総
合病院。2000年に100%フランス資本でベトナムの既存病院をフランス企業
が買収し、2004年に黒字化を達成。 

Franco-Vietnam Hospital 220 1 ベトナム（拠点） 
ホーチミンにある100%フランス資本の病院。常勤医師59人のうち、外国で訓
練を受けたベトナム人医師とフランス人医師の比率は、3：2。このほか、のべ
440人のフランス人医師が2週交代で勤務している。香港の外資企業が所有。 

オーストラリア Ramsay Healthcare 200 4 
インドネシア、マレーシア、フランス、イギ
リス 

国際的な私立病院グループ。2005年にインドネシアの既存現地病院を買収
することで初のアジア展開。その後、2013年にマレーシアの現地企業とJVを設
立してマレーシアにも進出。 

韓国 Wooridul Hospital 600 4 インドネシア、中国、トルコ、UAE 
JCI認定されている席津胃疾患専門病院。2010年の外国人患者数は
1,216人で、外国人医師研修も実施。2009年から国外に4病院を展開。 

シンガポール 
Healthcare Management 
International 

500 1 マレーシア 
私立病院グループ。拠点のシンガポールでは医療教育施設を運営し、隣国マ
レーシアにて2つの病院を運営。また、南アジアを中心に患者紹介センターも他
国に展開。 

タイ 

Bangkok Dusit Medical 
Service 

6,521 1 カンボジア 
タイ大手の私立病院グループ。グリーンフィールドプロジェクトでカンボジアに2病
院を展開。海外展開による売上は、全体の約1%程度。 

Bumrungrad 
International Hospital 

678 17 

タイ（拠点）、ベトナム、ミャンマー、イ
ンドネシア、中国、香港、バングラデシュ、
オーストラリア、モンゴル、ロシア、UAE
等 

タイ市場に上場するJCI認定の公共病院。アメリカ、オーストラリア、イギリス、タ
イ等他国からの病院経営者が共同で設立。グループ医長はアメリカ人、医療責
任者はイギリス人であり、医療スタッフはアメリカ、イギリスで訓練を受ける。 

インドネシア Lippo Group 4,800 1 ミャンマー 

不動産、金融、流通等を中心とする財閥。売り高は891億ルピア。ミャンマー
最大の複合企業ファースト・ミャンマー・インベストメント（ＦＭＩ）と合弁会社
を設立し、10年以内に20病院を開き高度な医療機器を導入する方針。ヤン
ゴンだけでなく地方にも進出予定。 

マレーシア IHH Healthcare 10,000 10 
シンガポール、トルコ、インド、ミャンマー、
中国、香港、ブルネイ、UAE、イラク、マ
ケドニア 

病院事業を中心に複数国でヘルスケア事業を展開する持株会社。マレーシア
及びシンガポール等東南アジアを中心に展開するParkway Pantaiやトルコを
中心に展開するAcibademにメジャー出資して海外での病院事業経営を行っ
ている。 

A
S
E
A
N

以
外 

A
S
E
A
N

 

※拠点が海外進出先に記載されていな場合は、資本国が拠点 
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海外勢の収益状況等（例） 

出所）Health Management International 「Annual Report」を基にNRI作成 

Mahkota Medical Centre 
(Malacca, Malaysia) 

Regency Specialist Hospital 
(Johor, Malaysia) 

 設立：1994年 
 病床数：266 
 患者数（1年）：300,000 
 医療渡航：マレーシアへの医療渡航者の10％以上を占める。外国人患者数は、1年で約80,000人ほど。 

 設立：2009年 
 病床数：218 
 患者数（1年）：100,000 
 マレーシアで最も急速に成長している病院の一つ。 
 マレーシアで唯一24時間緊急対応体制を敷いている。 
 シンガポール政府は、シンガポール在住の人がMedisaveを使用し、当病院への入院・

日帰り手術することを可能と定めている。 
Mahkota Medical Centreの当期利益の推移 

HMIグループのマレーシアにおける基幹病院別の売上高推移 

開院から初利益まで5年 

Mahkotaの株式保有率を上げて本格
的にマレーシアでの病院運営に着手 

（百万円） 

218病床規模の病院が、5年目に24億円
の売上を出して、初めての利益を生んだ 

 アジア等の病院経営企業では、開院から5年で収益化させた事例がある。 

– シンガポールに拠点を置くHMI(Health Management International)グループは、マレーシアにおける２つ目の基幹
病院（Regency Specialist Hospital）の開院を５年で収益化させた。 



３．検討テーマと論点 
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医療の国際展開に関する主な課題認識 

 医療の国際展開の事業主体になり得る各事業者や国内医療機関に聞き取りを行った
ところ、日本の医療拠点構築に向けた課題として主に下記のような事項が挙げられた。 

 本研究会ではこれらの課題認識に基づいた4つの検討テーマについて議論してはどうか。 

国内医療機関
が考える課題 

• 医療の国際展開に取り組む背景（理由・目的）への認識が組織として定まっ
ていない。 

• 医療機関や医療従事者が医療の国際展開に参画する意義が明確ではない。 
• 海外での医療拠点構築において、多くの場合、財政・人材面から国内医療機
関が事業主体として取り組むのは困難である。 

商社等事業者
が考える課題 

• 国内医療機関の組織的かつ継続的な協力が必要だが、組織として協力を得ら
れる国内医療機関がなかなか見つからない。 

•現地における差別化要素が明確ではない。 
•短期間で高収益な事業計画を策定するのが難しく、事業者内での優先度が上
がらない。 

• 医療分野への参入するか否かの判断に資するようなデータ（医療リスク等） 
が不足している。 

•優良な現地パートナーの獲得、優良案件の発掘が難しい。 

経済産業省の
実証調査を 
踏まえた課題 

• 海外に日本人の医師・機器をフルにそろえた医療機関を設立することは困難が
伴い、支援対象となる日本の医療拠点の要素を再整理する必要がある。 

•海外では、国内医療機関以外の事業者も医療の国際展開の事業主体にな
り得るはずであるが、医療機関以外の事業主体が不足している。 

• これまで実証事業で取り組んできた以外にも、様々な医療の国際展開の手法
があるはずだが、十分な検討がなされていない。 

医療の国際展開に関する主な課題認識 本研究会の検討テーマ 

検討テーマ④ 

国内医療機関と事業者の連携のあり方
はどのような形があり得るか 

検討テーマ② 

日本の医療拠点構築を通じて海外に提
供し得る価値は何か（差別化要素） 

検討テーマ③ 

海外における日本の医療拠点構築のモ
デルとして、どのようなものがあり得るか 

検討テーマ① 

検討対象とする「日本の医療拠点」の
要素について 

（その他、「海外の医療サービス市場の特徴」とし
て、海外医療サービス市場の成長性、海外病院経
営企業の収益性等を紹介。） 



検討テーマ①検討対象とする「日本の医療拠点」の要素について 

 本研究会では、日本の医療の国際展開を通じて世界における医療サービスのニーズに応
えることに主眼を置き、検討対象とする「日本の医療拠点」として、①「病院」またはその
中に位置すること、②日本人等が医療サービスに関与していること、③日本企業等が
出資していることの３つの条件を満たすものとしてはどうか。 

 ただし、上記を満たす「日本の医療拠点」は最終的に目指す形であり、そこに至るプロセス
は様々であるものと想定される。 
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「日本医療拠点」の構築には、事業主体であるか否かに関わらず、 

国内医療機関の組織的な参画が必要不可欠。 

日本の医療拠点 

「病院」またはその中に位置すること 
 

当該国における「病院」の定義を満たしている民間の医療施設、またはPFI等により運営される公立の医療施設、の全部またはそ
の一部であること 

日本人等が医療サービスに関与していること 
 

現地に常駐し指導する立場で、治療に貢献する、以下のいずれかに該当する医療従事者がいること 
• 日本国籍を有するとともに、日本の医師免許を有する医師（※） 
• 日本にて教育を受けた、もしくは日本人医師の元で教育を受けた医師（※） 
• 日本国籍を有するとともに、日本の免許・資格を有する看護師・コメディカル 
• 日本にて教育を受けた、もしくは日本人看護師・コメディカルの元で教育を受けた看護師・コメディカル 
（※）医師は、テンポラリー／パーマネントの区別を問わず、現地国の医師免許を有していることが望ましい 

かつ 

条件① 

条件② 

日本企業等が出資していること 
 

日本企業（又は支配権のある現地法人）や日本の医療機関が出資していること 

かつ 

条件③ 【論点】 
• 出資者の範囲 
• 出資の割合 



４．今後の検討の進め方 
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開催スケジュール（予定） 

 本研究会は以下のようなスケジュールで開催予定。 

第2回 

日時 

12月22日（木） 
15時～17時 

第3回 
2月2日（木） 
15時～17時 

第4回 
2月23日（木） 

15時～17時 

議題案 

•検討テーマ④ 国内医療機関と事業者の連携のあり方は、 
         どのような形があり得るか 

 
•研究会報告書骨子（案）の検討      等 

※各回の議題は、今後の議論の進捗や内容に応じて設定する。 

第1回 
（今回） 

11月7日（月） 
15時～17時 

•検討テーマ② 日本の医療拠点構築を通じて 
         海外に提供し得る価値は何か（差別化要素） 
•検討テーマ③ 海外における日本の医療拠点構築のモデルとして、 
         どのようなものがあり得るか 

 

•趣旨説明、検討テーマの提案 
•検討テーマ①検討対象とする「日本の医療拠点」の要素について 



５．参考資料 
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【参考資料①】各国における公的保険の状況 

出所）JETRO、各国該当局HP、World Bank「Data, Population total」 ※マニプール、シッキム、アルナチャル・プラデシュ、ミゾランの4州 

保険 
充実度 

国 （人口：万人） 

※2015年時点 
保険制度 

カバー率（%）/  
加入者実績 

給付対象 給付の種類 

包
括
的
に
整
備
さ
れ
て
い
る 

ロシア （14,409） 強制医療保険制度 100% 全国民 
性感染症、結核、HIV感染、後天性免疫不全症候
群を除くほとんどの傷病が対象の一次医療、一部の高
度医療を含む専門医療、救急医療等 

インド （131,105） 

従業員国家保険 7,584万人 
条件の満たす事業所で働く月収15,000ルピー以下の者（就
労が年7か月未満の季節労働者を除く）。ただし、指定4州※

を除く。 
詳細不明 

国家医療保険制度 3,231世帯 
貧困層（政府が定める貧困ライン以下（BPL：Below 
Poverty Line）の世帯に属する者。ただし、世帯主含めて5
人まで。 

登録された医療機関において無料で手術を受けるた
めの入院医療、通院費、交通費が支給される。世帯
年間30,000ルピーが上限。 

中国 （137,122） 

都市従業員基本医療保険制度 2.1億人 
企業（公的機関、集団企業、株式会社、外資企業、私営
企業、個人商店、自営業者等）に勤務する都市従業員。 

医薬品購入費用、入院費用、外来費用 

都市住民基本医療保険制度 3.1億人（延べ） 
小学校から大学までの学生と16歳以下の児童、その他の都
市従業員基本医療保険制度に加入していない非従業者 

入院費用、がん・肺結核などの疾患費用。（地方の
状況に応じて外来費用も給付可能） 

新型農村合作医療制度 7.36億人（延べ） 農村部の住民（農村戸籍） 
入院費用、高額医療外来費用（地方の状況に応じ
て高額ではない外来費用も給付可能）、健康診断  

インドネシア （25,756） 国民医療保険 1.27億人 全国民、6ヶ月以上インドネシアで働く外国人 入院・外来、薬、出産、救急医療等 

タイ （6,795） 

公務員保険制度 7.8%／497万人 公務員（退職者含む）及びその家族 詳細不明 

被用者社会保障制度 15.1%／1,020万人 民間企業労働者 詳細不明 

国民皆保険 74.2%／4,770万人 上記2保健制度でカバーされない人々全て 詳細不明 

ブラジル （20,784） 統一保健医療システム 75% 全国民 
一般的な予防医療や風邪から臓器移植のような高
度な医療技術を要する診療まで全て。 

ベトナム （9,170） Vietnam Social Security 70%／6,400万人 全国民 詳細不明 

フィリピン （10,069） フィルヘルス 67%／6,544万人 全国民 入院、外来、高額医療養費等 

限
定
的
な 

整
備
に
留
ま
る 

カンボジア （1,557） 

カンボジア社会保障基金 不明 労働者 労働中の事故・災害に由来する医療費 

Health Equity Fund 1,170万人 貧困層（登録時、受信時により貧困認定が下される） 詳細不明 

CBHI制度 不明 詳細不明 詳細不明 

ミャンマー （5,389） ※これまでの保健制度は失敗となり、現状、整備された保険制度は実質ない。保健省は、新たに国民皆保険制度の導入を目指している。 

バングラデッシュ 
（16,099） 

※加入義務のある公的健康保険制度はなかったが、2012年度から貧困層を健康保険に順次加入させる計画を保健省が策定している。 
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【参考資料②】各国における外資規制の状況 

出所）JETRO、各国該当局HP 

国 
外資規制 

資本取引 
参入条件 最高出資比率 最低資本金 

ロシア 特に外資規制はないが、医療機器の製造等
には許可が必要。 

100% なし 制限なし。 

インド 100% なし 制限なし。 

中国 原則、外資の独資は認められないが、指定都
市※では、医療機関への100%出資が可能。 

100% なし 
資本取引は原則禁止（個別認可）で、収支ともに、厳格な管理が行われ
ている。 

ベトナム 
外資規制が存在しないが、最低資本金20M 
USDで参入障壁が高い。 

100% 2,000万米ドル 
外国直接投資による資本金は、ベトナム国内の銀行で開設した資本口座
へ振り込まなければならない。資本は、特定された用途にのみ使用が認めら
れている。 

ミャンマー 現地企業との合弁、保険省の条件を満たせば、
外資参入も可能。 

100% 不明 
国営銀行3行および認可を取得した民間銀行15行であれば、外国為替業
務が認められている。 

カンボジア 

外資企業との合弁も求められるが、外資参入
も可能。 

不明 不明 

以下４つの送金は承認されている。①輸入に関する支払、ならびに国際融
資における元本および利子の支払、②ロイヤルティーおよび管理手数料の支
払、③利益の送金、④撤退の際の投下資本の本国送金。 
なお、利息、ロイヤルティー、手数料、配当等の海外送金については、原則と
して非居住者源泉徴収税（14％）が課税される。 

インドネシア 総合病院には、67%まで、ASEANに拠点を
有する企業の場合は、70%まで出資可能。 

70% 5,000万ルピア 外貨建て口座を通じて資金を自由に国内外に送金できる。  

タイ 外資参入も可能だが、現地企業とのマイノリ
ティでの合弁が必要。例外としてタイ国投資委
員会からの認可が下りれば独資も可能。 

49% なし 制限なし。 

バングラデッシュ 医療関連の業種は外資に開放されているが、
明文化されていない可能性。会社登録が難
航するなどサービス業への審査は厳しい。 

100% なし 
海外送金は原則禁止。海外への投資は中央銀行の許可を得ることで可能
となる。 

フィリピン 病院・医療サービスは奨励業種に指定。投資
規制はないが、医師等の専門職は外国人に
開かれていない。 

100% 5,000ペソ 中央銀行（BSP）に登録することで、資本金や配当金の海外送金が可能。 

ブラジル 保険分野における外資企業の直接・間接の
資本参加は禁止されている。 

0% － 
送金に上限額などの制限は規定上定められていないが、送金の根拠となる
証明の提示が求められ、書類が揃わなければ送金できない。 

※北京市、 天津上海北京市、 天津上海北京市、天津上海北京市、天津上海江 蘇省 、福建省、福建
省広東省、広東省 、海南省 、海南省 といった試行区域に限っては、外資独資での投資が可能。 
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【参考資料③】外国人医師のライセンス取得の手続き 

外国人医師のライセンス取得の手続き 
フィリピン ベトナム タイ インドネシア バングラデシュ 

前提 

外国人の医療行為は基本的に認
められていないが、専門家規制委
員会（Professional 
Regulation commission）が
発行するSpecial Temporary 
Permitを持つ外国人は例外として
許可される。 

通達41/2011/TT-BYTに基づき、保
健省の発行する医療行為証明書
（Medical practice 
certificates）を取得する。 

外国人向けに、医療評議会（The 
Medical Council of Thailand）が
仮免許を発行する。 

インドネシア国民でないとIndonesian 
Medical Councilに医師登録できな
いが、教育、調査、研究などの目的で
インドネシアで医療行為を行う場合、
医学協議会（KKI：Konsil 
Kesehatan Indonesia）より仮許
可される。 

医師・歯科医審議会（BM&DC：
Bangladesh Medical & Dental 
Council）からテンポラリーな医師免許
を取得する。 

有効
期限 

個別 
（1~2週間がほとんどだが、1年単
位で認められている場合あり） 

特になし 
（外国人向けではなく、ベトナム人が
取得する医療行為証明書と同様） 

1年 1年（ただし、医療行為の対象となる
患者のみに適用） 

6ヶ月 

取得
方法 

申請書（英語）を提出。 
• 学歴、医師免許、経験、現地で

の雇用先／スポンサーについて記
載が必要 

下記書類を提出。 
• 免許申請書 
• 専門学位のコピー 
• 医療行為の経歴証明書 
• ベトナム語が堪能であることの証明書

のコピー（堪能でない場合は通訳の
常駐が必要） 

• 労働許可証のコピー 

下記条件を満たしている場合、病院ま
たは政府機関が代理で申請する（審
査に1ヶ月）。 
• 医療評議会が認める国での臨床資

格を保有している 
• タイで資格のある医師の管理下にあ

る 

下記書類を提出。 
• 一般医ディプロマ、専門医ディプロマ 
• コース/スキルのディプロマ 
• 厚生労働省からの推薦状 
• 現地の教育医療機関からの推薦状 
• 医の職業倫理に従い実施することの

申告書 
• 顔写真 
• Surgery Collegiumに推薦を依頼

するための請願書 
• KKIに推薦を依頼するための請願書 

外国人用仮登録申請書（英語）に
下記書類を添えて提出。 
• 履歴書 
• バングラデシュ大使館による医大の単

位証明書 
• 同大使館証明付きパスポートサイズ

の写真２枚 
• 同大使館証明の、または出身国オリ

ジナルの医師免状 
• バングラデシュ労働ビザ認可 
• 登録料2,500タカ 

備考 

• PRCのホームページにて、有効期
限も含めた名簿が公開されており、
日本人医師もいる。 

• ベトナム語に堪能であることが最大の
ネックで外国人が医療行為証明書を
取得するのは非常に難しい。 

• 通訳を利用する場合は通訳に対して
も医療知識が求められる。 

• 新規技術のデモ、調査、人道行為
などの場合も医療評議会が認めれば
OK。 

• 無期限のライセンス取得も可能だが、
タイ人と同様の3段階からなる国家
試験を受ける。最終段階の客観的
臨床能力試験はタイ語で実施される
ため、タイ語のコミュニケーション能力
が必要となる。 

• 複数の医療行為を行う場合、都度
同じ書類の申請が必要。 

• 現地の教育医療機関（大学病
院）からの推薦状取得がボトルネッ
クになることがある。現地の医師同士
によるコネクション、国立病院と私立
病院との格差などが大きく関係してく
る。 

• 6ヶ月毎の更新となるため、数年～
数十年にわたって医療行為を行うこと
が想定されたものではない。 

出所）平成27年度医療技術・サービス拠点化促進事業「医療国際展開カントリーレポート」より抜粋 


