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どのような形があり得るか 

1. 国内医療機関と事業者の連携の考え方 
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１．国内医療機関と事業者の連携の考え方 

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 
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国内医療機関と事業者の連携の考え方 

 連携のタイプを、医療機関からの人材提供と出資有無の２軸で整理し、５つのタイプに区分した。 

出資 

なし あり 

人
材
提
供 

医療従事者 

国内に受入れての 
人材育成 

（遠隔含む） 
① 

現地に派遣しての 
人材育成 ② ③ 

医療従事者 
＋ 

医療サービス統括人材 
④ 

医療従事者＋医療サービス統括人材 
＋ 

病院経営人材 
⑤ 

※日本で人材を受入れ、トレーニングする際、組み方として医療機関が出資することはできるが、多くは業務提携になるため、対象外とした。 
※現地医療機関への出資のみで、医療従事者が関与しない（遠隔指導、派遣等をしない）パターンは、本研究会では想定しない。 
※医療機器（中古を含む）など、モノの提供には必ず医療技術＝医療従事者の派遣・現地人材の教育がセットになると考え、モノの視点

は整理軸に設定していない。 



国内医療機関からみた連携強度 
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国内医療機関と事業者の連携の考え方 

 下図の左から右に応じて連携強度が強まる。人材育成は、国内での受入れ（①）と現地に医療従事者を派
遣して育成する方法（②）がある。なお、人材育成はいずれも継続的に行うことが重要である。 

 ③以降は出資が伴うが、医療従事者だけでなく、医療サービスの統括者やボードメンバーとして関与することも
考えられる。 

弱い 強い 

：医師・看護師等の医療従事者 ：医療サービス統括人材 

② ③ ④ ⑤ ① 

タイプ 

連携 

例 

：経営人材（企画運営部門） 

現地等での人材育成 

医療従事者が現地で、事
業者が運営する医療機関
の人材を育成する。 

• 慢性期疾患治療病院 
（中国：日本トリム、福島県立医大他） 

医療機関 事業者 

現地 
医療機関 

医療従事者による 
医療技術指導 
（派遣） 

提携 

事業者と共同出資で会社
を設立し、医療従事者が
現地医療機関の人材を育

成する。 

• 普華相澤リハビリテーション
センター(中国、相澤病院) 

• 二十一世紀病院（中国、亀

田総合病院） 
 

医療機関 事業者 

出資 
管理会社 
の経営 

現地 
医療機関 

管理会社 

医療機関 
の経営 

出資 

事業者と共同出資で会社
を設立し、医療人材の育
成と、医療サービスのマネジ

メントを行う。 

• 北斗画像診断センター（ロシア：北斗病院・PJL他） 

• Sunrise Health Care Service（カンボジア：北原国際病院・日
揮・産業革新機構） 

育成＋出資 育成+ｻｰﾋﾞｽ統括+出資 

医療従事者による 
医療技術指導 
（派遣） 

出資 
経営 

事業者と共同出資で会社
を設立し、医療人材の育
成、医療サービスのマネジメ
ントと病院経営に関与する。 

医療機関 事業者 

出資 
管理会社 
の経営 

現地 
医療機関 

④＋経営関与 

管理会社 

医療機関 
の経営 

国内での人材育成 

事業者が運営する医療機
関から、日本に人材を受け
入れて、医療従事者が国
内でトレーニングを行う。 

 

医療機関 事業者 

現地 
医療機関 

現地の医療人材   
の受入れ 

国内でのトレーニング 
（遠隔含む） 

提携 

出資 
経営 

医療機関 事業者 

出資 
管理会社 
の経営 

現地 
医療機関 

管理会社 

医療機関 
の経営 

出資 

医療技術指導 
ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

医療技術指導 
ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
経営への関与 

※①～③については、人材育成とともに医療サービスマネジメントに対するアドバイスを行うという形での連携も想定される。 

出資 
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（参考）国内医療機関の事業関与の例 

国内事業者と連携した病院の新規建設・運営 
Sunrise Health Care Service（カンボジア） 

現地パートナーとの合弁会社設立を通じた医療機関の新設・運営 
北斗画像診断センター（ロシア） 

病院管理会社の設立 
普華相澤リハビリテーションセンター（中国） ③ ④ 

④ 



２．医療機関等にとっての 
医療国際展開事業者との連携の 
メリット・デメリットと方向性・留意点 

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 
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医療機関等にとっての医療国際展開事業者との連携の 
メリット・デメリットと方向性・留意点 １/5 

 日本の医療拠点を構築し、持続可能な形で質の高い医療サービスを提供す
るにあたっては、新興国の医療水準の向上と日本の地域医療に資することも
念頭に置く必要。 

 日本の医療機関（大学病院や医療法人）と、新興国にリソースや人脈を
有する商社などの事業者が、可能な限り一体となって事業を推進することが
望ましい。 

議論の前提 



8 

医療機関等にとっての医療国際展開事業者との連携の 
メリット・デメリットと方向性・留意点 ２/5 
 ①の「国内での人材育成」は、国内の医療従事者を確保しつつ、現地の医療人材を育成し、医療水準の向

上に貢献できる取り組みである。 

 人材の受け入れ体制の整備、教育に関わる医療従事者の負荷軽減や指導経験を評価する仕組みの検討
が必要。 

メリット デメリット 留意点 

医療機関 • 国内の医療従事者を現地に
派遣することなく、国際的な
取り組みができる。 

• ノウハウ料等の一定の利益を
得ることができる。 

• 言語対応など受け入
れの体制が必要にな
る。 

• 一定の人的資源を
人材育成に投入する
必要がある。 

• 日本人患者への診
察や治療に影響を与
えないよう、受け入れ
負荷の調整が必要。 

• 人材のクオリティを担
保する継続的な取り
組みが必要。 

医療従事者 • 国際貢献に繋がる。 
• 人材育成の機会を得ること
ができる。（自身の技術を伝
承できる。） 

• 通常業務に加えて、
トレーニングも支援す
ると負荷が増える。 

• 指導経験などを評価
する仕組みの検討が
必要。 

医療界 • 日本の医療技術、品質、ホ
スピタリティを身につけた人材
が現地の医療を担うことで、
現地の医療水準の向上に
貢献できる。 

• 受け入れ可能な医療
機関が限られている。
（医療機関側の受
入体制がないと、取り
組みが進まない。） 

• 医療機関が受け入れ
体制強化できるよう
な支援や、受け入れ
実績を評価するよう
な仕組みの検討が必
要。 

① 

国内での人材育成 

医療機関 事業者 

現地 
医療機関 

現地の医療人材   
の受入れ 

国内でのトレーニング 
（遠隔含む） 

提携 

出資 
経営 
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医療機関等にとっての医療国際展開事業者との連携の 
メリット・デメリットと方向性・留意点 ３/5 
 ②の「現地での人材育成」は、現地で日本の医療サービスを普及することで、医療機関や医療従事者とのネッ

トワークが構築できる取り組みである。 

 医療従事者を現地に派遣する場合は、国内の医療サービスにマイナスの影響を及ぼさない対応や、医師の
キャリアアップに繋がるための海外での活動を評価する仕組みの検討が必要である。 

メリット デメリット 留意点 

医療機関 • 現地医療機関とのネット
ワークが構築できる。 
（グローバル展開による認
知向上など） 

• 大学病院の場合、国際貢
献活動として評価される。 

• 医療従事者を現地
に派遣すると、国内
の医療サービスが手
薄になる可能性が
ある。 

• 複数の医療機関における連携
や、IoTを活用した遠隔での技
術指導や短期派遣など、可能
な限り、国内の医療サービスに
影響を及ぼさない取り組みを検
討する必要がある。 

• 人材のクオリティを担保する継
続的な取り組みが必要。 

医療従事者 • 国際貢献に繋がる。 
• 人材育成の機会を得ること
ができる。（自身の技術を
伝承できる。） 

• 海外での症例経験を積む
ことができる。 

• アカデミックなモチベーション
を満たせる。 

• 慣れない土地での
生活や、労働条件
や処遇に対する不
安がある。 

• 海外での経験を評
価されにくく、キャリア
アップにつながりにく
い。 

• 65歳以上のベテラン医師
を派遣するなど、国内人材
の活用も含めた検討が必
要。 

• 海外での活動成果を評価
する仕組みを検討する必
要がある。 

医療界 • 現地の医療水準の向上
と日本の医療サービスの
普及に貢献できる。 

• 上記に包含。 • 上記に包含。 

② 

現地等での人材育成 

医療機関 事業者 

現地 
医療機関 

医療従事者による 
医療技術指導 
（派遣） 

提携 

出資 
経営 
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医療機関等にとっての医療国際展開事業者との連携の 
メリット・デメリットと方向性・留意点 ４/5 

 ③④⑤の「育成＋サービス統括＋経営関与＋出資」は、②に加えて、出資により一定の利益が得られた場合、
日本の医療サービスを高められる可能性がある。 

 出資が伴うことで、自院の経営を圧迫したり、撤退がしにくくなる可能性もあるため、少額出資などリスクを抑え
つつ、現地と日本の医療サービスに貢献できるサステーナブルな展開を検討する必要がある。 

※医療機関にとって、③④⑤の
メリット、デメリット、留意点は同
様であるため、ひとつにまとめた。 

メリット デメリット 留意点 

医療機関 ②に加えて 
• 海外での病院運営の経
験や実績が得られる。 

• 現地の病院運営より一定
の利益を得られる。 

• 利益を還元し、日本の医
療サービスの質を向上させ
る可能性がある。 
（例えば、新たな設備投
資を行ったり、自己負担の
検査費用を下げたりする
など。） 

②に加えて 
• 出資の多寡によっては
自院の経営を圧迫す
る可能性がある。 

• 出資交渉、資金調達
などに、時間を要する
可能性がある。 

• 自院の医療サービス
統括や経営を担う人
材が不足する。 

• 関与が強まると撤退し
にくくなる。 

②に加えて 
• 現地国民への幅広い医
療サービスの提供と国
内医療サービスの品質
向上の双方に貢献する
サステーナブルな展開を
検討する必要がある。 

• 少額出資から始めるな
ど、リスクを抑えた展開を
検討する必要がある。 

医療従事者 （②と同様。） （②と同様。） （②と同様。） 

医療界 • 現地の医療水準の向上と
日本の医療サービスの普
及に貢献できる。 

• 上記に包含。 • 上記に包含。 

③④⑤ 

育成＋ｻｰﾋﾞｽ統括＋
経営関与＋出資 

医療機関 事業者 

出資 
管理会社 
の経営 

現地 
医療機関 

管理会社 

医療機関 
の経営 

医療技術指導 
ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
経営への関与 

出資 
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 医療従事者への負担が大きい割に、国際的な取組が評価されにくい。 

 医療従事者を派遣することで、国内の医療サービスが手薄になる可能性がある。 

 海外での病院運営の利益の一部が、日本の地域医療に還元されるような発想があってもよいのではない
か。 

医療機関や医療従事者の負担を軽減しつつ医療機関の国際展開の取り組みを強化
するとともに、将来的には日本の地域医療への貢献（一定の利益の還元を含む）の
検討も必要ではないか。 

医療機関等にとっての医療国際展開事業者との連携の 
メリット・デメリットと方向性・留意点 ５/5 
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（参考）日本が提供しうる医療サービス（１／２） 

医療保険制度 予防システム 

その他 

自然災害に強い 
設計・施工・維持管理 

人材・組織力 

院内業務サポート 

診断、治療 

衛生管理サポート 

制度 

個別化 
医療 

企画・開発 設計（防災、耐震・免震、設備設計、バリアフリー等） 

医師の育成 看護師の育成 
医療系専門職の育成 
（資格制度） 

人材紹介 

共同購入 調達代行 

救急・ 
患者搬送 

治験支援 
（SMO） 

検体検査 

滅菌消毒 

ME機器 
保守・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

病院給食 清掃 

SPD 

リネン 

病院情報システム 

医療廃棄物処理 

併設施設運営 

ファシリティマネジメント 

経営コンサルティング 

医事代行 

予防・予後 
健康診断 
（予防） 

リハビリ 
（予後） 

チーム医療 

医
療
の
コ
ア
と
な
る
領
域 

病院経営支援 

検査センター 
（共同利用） 

医
療
を
支
え
る
周
辺
サ
ー
ビ
ス 

上
記
以
外 

遠隔医療 
遠隔読影 遠隔診断 

低侵襲医療 
鏡視下手術（腹腔鏡・胸腔鏡） 

医療情報サービス 
（医師向け） 

出所）各種レポートより作成 

①医療安全性、オペレーションの効率性、日本的なホスピタリティを基礎に、技術とサービスを提供。 
②地方部・中間層に対しても、遠隔医療や小型機器を活用しながらサービスを提供。 
③災害対応・人材育成等における現地での貢献。 
 

上記３つの視点を基盤に、早期発見・検診・予防、低侵襲医療、遠隔医療、小型機器を用いたサービスを日本の強みとして 
重点的に取り組むこととしてはどうか。 

災害医療対応（D-MAT等） 

感染症対策 

マネジメント人材育成 

視点 

考え方 

小型機器を 
用いた医療 



（参考）日本が提供しうる医療サービス（２／２） 
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 医療サービスは、「日本が特徴を有する医療」「基本的医療サービス」「医療を支えるサービス」「安全性・ホスピ
タリティを提供するサービス」「社会インフラを支えるサービス」の５つの構造で提供されている。 

 特に「日本が特徴を有する医療」について、手技と医療機器と組みあわせた具体例（カタログ）を作成中。 

低侵襲医療、機器小型化、個別化医療、遠隔医療、検査センター、 
救急・患者搬送、予防（健康診断、人間ドック）、リハビリ 

総合的な医療、チーム医療 等 

・診断や治療を支える医療関連サービス （検体検査サービス等） 
・医療連携を実現する病院情報システム （電子カルテ、PACS等） 

・薬剤投与等の医療安全に対する徹底管理 
・品質と効率性を満たす業務集約型アウトソースサービス （滅菌、リネン等） 

・日本での人材受入れ、現地での技術指導などトレーニングを通じた人材育成 
・震災時における医療サービス拠点の強化 

日本が 
特徴を有する医療 

基本的 
医療サービス 

医療を支えるサービス 

安全性・ホスピタリティを 
提供するサービス 

社会インフラを支えるサービス 

カタログ大項目イメージ 各項目で紹介される術式・サービスの概要（例） 



【適応】 

• 胃の下側（幽門側）に発生した早期胃がんなど 

• 腹腔鏡下に「胃の下側（幽門側）2／3と領域リンパ節」を切除する術式 

【使用する医療機器・医療材料】 

• 内視鏡外科手術の主な機器の構成 
1）スコープ 
2）ビデオプロセッサーと光源装置 
3）電気メスなどの周辺機器 

内視鏡統合ビデオシステム 
フルHD画像、ノイズリダクション機能、スコープ先
端部の温度コントロール機能、NBI観察への対
応など、医師のニーズに合わせて機能向上 

（参考）具体例（カタログ）のイメージ 

腹腔鏡下幽門側胃切除術（LDG：Laparoscopic Distal Gastrectomy） 
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提供価値 

• 初症例から約20年の実績により、安全で品質を高い標準化された技術を提供できる。 

• 日本の技術により3cm程度（通常5～7cm）の小さい傷口で手術が可能で、整容性に配慮しつつ、患者の
痛みを軽減させ、術後回復も早められる。 

【日本の取り組み】 

• 1991年、日本で始めて胃癌に対
する腹腔鏡下手術が行われた。 

• 1995年に保険適用となった。 

• 2013年には胃癌手術の約34％
（9,168件/26,952件）が腹
腔鏡下を占めており、症例数は
年々増加している。 

 

出所）日本胃癌学会、日本消化器内視鏡学会、日本臨床外科学会、各社ウェブサイト 

ビデオスコープ 

鉗子類 
内視鏡外科の鉗子類は先端の形状が多様にある。 
医師と共同開発等で特注製作も行っている。 
 

ビデオプロセッサー 光源装置 

有窓ダックビル 
（短） 

上向カーブ 有窓無傷性 メリーランド 
(カーブ) 



（参考）新興国における国別の報告書 
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 経済産業省では、国別の医療等に関する情報を収集し、報告書にまとめている。 

【URL】http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/report_kokusaika.html 

 これまでの調査対象国 

①医療国際展開カントリーレポート 

② 新興国等におけるヘルスケア市場環境 
の詳細調査 

中国 インド 

インドネシア 

タイ ベトナム 

インド 

ブラジル 

ロシア 

フィリピン 

トルコ 

ミャンマー 

カンボジア 

中国 

インドネシア 

バングラデシュ 

メキシコ 

ベトナム 

タイ 

フィリピン 

注）太字で記載した国は今年度新規調査国 

…
 

…
 



（参考）重点国調査の報告書・概要 
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 アジアを中心とした重点国については、一般情報に加え詳細な調査を実施している。平成２７・２８年度に、
インドネシア、タイ、ベトナム、インド、フィリピン、中国の調査を実施。 

事業に関わる規制 

【外資規制】 
海外からの直接投資に関する外国投資法があり、｢外国投
資法第8条におけるネガティブリスト｣で、外資出資比率が制
限されている業種がある。 
（フィリピンでの病院事業に対する外資規制は無い。） 

 
【外貨持出規制】 
外貨持込額および持出額に関する特段の規制はないが、
10,000ペソ（約23,000円）以上の場合は中央銀行へ
の届出が必要である。 
2008年1月以降、3万USドル以下の外貨は、中央銀行
の事前承認なしで認可代理銀行で購入することができる。 

 
【医療に関する規制等】 
第9次外国投資ネガティブリストで、医療関連の専門職
（医師、看護師、薬剤師、放射線技師等）は「外国人の
就業が認められない分野」とされている。 
医療機器については、製品登録審査を受ける必要がある。 
（現行制度での審査対象機器は180カテゴリー。） 

医療関連情報 

【基本情報】 
人口：1億人。人口成長率は1.6%（2015年）。 
一人当たり名目GDP：2,863USドル（2015年）。 
（参考：ASEANでは、インドネシア（2.6億人、約3,400USドル）に次ぐ。） 

 
【医療提供環境】（2014年） 

医師数：11.9万人（参考：タイ 2.8万人） 

看護師数：75.8万人（参考：タイ 14.6万人） 

医療機関数： 1,824ヶ所。（公立783、民間1,086） 
（参考：タイ 1,375ヶ所。（公立1,043、民間331）） 

病床数：10.5万床、1,000人あたり1.0床 
（参考：タイ 14.7万床、1,000人あたり2.2床 ） 

公的医療保険：制度あり。フィリピン健康保険公社により
全国規模の公的医療保険（Philhealth：フィルヘルス）
が運営されている。 
 

【医療関連予算・支出】 
医療費支出は、2009年の74億USドルから、2014年に
134億USドルに達した。 
うち、政府の負担割合は34.3%の46億US$。 
 （参考：タイ 医療費支出154億US$、政府の負担割合77.8％で120億US$） 

 

フィリピンの調査概要 

出所）｢新興国等におけるヘルスケア市場環境の詳細調査｣（経済産業省）  ※為替は、1ペソ＝2.3円（2014年平均、2017年1月27時点）で算出 


