
価格の検討

PART 3

今後、より多くの外国人患者を継続的に受入れ

るためには、医療機関が適切な利益を確保でき

るよう、実際にかかった費用を構造とともに把

握する必要があります。同時に、サービスの購

買者である外国人患者に納得感の高い価格設

定をすることも求められます。外国人患者の支

払意思にはサービスに対する対価、患者の居住

国や他国におけるサービス価格等が影響する

ため、事前にこれらの参照価格を十分に把握し

た上で、（必要に応じて）価格の設定根拠を示

すことも、患者の納得感を高めるために重要で

す。

本PARTでは、外国人患者への医療サービスの価

格設定の基本的な考え方を説明します。



グローバルな医療市場で
持続的に利益を得る

　外国人患者の受入れによって医療機関が持続的な利益を

生み出すためには、図１のような循環をイメージすることが必

要となります。医療機関の利益確保と同時に、外国人患者の

満足度や納得感を高める価格設定を実現することが、グロー

バルな医療市場で持続的に利益を得ていくためには欠かせ

ません。結果、医療機関の資本蓄積を経て、さらに質の高い

医療サービスを提供することが可能になるのです。

好循環のサイクルを回すには
適切な価格設定が必要

　好循環のサイクルを回すために価格設定は重要なポイント

です。医療機関の経営において外国人患者受入れをどう位

置付けるかによって、考え方は無数にあります。ここでは価

格設定に関する基本的な考え方を紹介します。

　前提として、医療機関にとって適切な利益は担保されるも

のでなくてはなりません。しかし従来、日本の医療機関では、

外国人患者価格を日本人患者価格と同等に設定する、または

外国人患者への医療サービスを自由診療として扱い、その価

格を日本人患者価格に対して一定比率を乗じて設定するな

どしており、体系的な整理はほとんど行われてきませんでし

た。その結果、外国人患者受入れによる経営的な側面からの

メリットは、あまり明確になっていません。
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■図１  外国人患者受入促進による好循環形成のイメージ

 平成 22 年度 サービス産業イノベーション促進事業 報告書をもとに作成

好循環を生み出すためのポイント

１. 外国人患者の納得感を高める価格設定

２. 利益率を管理した計画的な経営資本の蓄積

価格構成を明確にし、説明力を向上させることで
外国人患者の納得感が増し、受入数の増加に
寄与する。（左図②に貢献）

症例毎のコストに見合った価格設定を行うことで、
適切な利益を蓄積し、次世代医療技術の
研究開発を推進できる。（左図④に貢献）

⑥医療サービスの
　質の向上

⑤新たな設備投資・
　装置の開発等

④資本蓄積

③治療技術の
　向上

②症例数増加

①外国人患者受入れ

医師

《 　 》《 　 》

6 章第
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■図２　［外国人患者価格 ＞ 日本人患者価格］の考え方

《 　 》外国人患者価格と
日本人患者価格の構造の違い

　図２に、外国人患者価格と日本人患者価格の違いを図示し

ます。外国人患者には、「（医療サービスの）付加価値」「受

入支援サービス原価」「日本人の納税により支えられている

医療資本」に相当する対価を、日本人患者よりも多く支払っ

てもらう必要があると考えられます。

　なお、医療費原価は外国人患者と日本人患者の間で大きな

差はないと考えられますが、日本人以上に診療・治療に時間

を要する場合などは、労務費が高くなることを考慮する必要

があります。

＊　＊　＊

　外国人患者価格を「医療費原価」「受入支援サービス原

価」「付加価値」の３つに分け、それぞれについて、順に紹

介していきます。

平成22年度医療サービス国際化推進事業 外国人患者受入価格設定参考資料をもとに作成

 

日本人患者価格 外国人患者価格

１. 外国人患者受入れに関する付加価値

外国人患者が認識している日本の医療サービスの付
加価値は、日本人患者の認識よりも高いことから、外
国人患者価格はより高くてよいと考えられる。価格

２. 受入支援サービス原価

通訳や翻訳、文化を考慮した院内の食事メニュー等、
日本人患者には必要のない付加サービスを外国人患
者は有料で享受する必要がある。

３. 医療費原価

ここには労務費、材料費、その他経費などが含まれる。
通常は日本人患者価格と差がないが、診療・治療に
時間がかかる場合は労務費などが高くなる。

4. 日本人の納税により支えられている医療資本

公的医療機関の医療機器導入費、労務費、材料費
等は、日本人の納税により支えられている医療資本で
あり、外国人患者は使用料を負担するものである。

税金で支えられて
いる医療資本

付加価値

税金で支えられて
いる医療資本

付加価値

受入支援
サービス原価

医療費原価 医療費原価
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ていない点です。治療の中には、医療費原価が診療報酬請

求額より高いため提供すると赤字になる医療サービスも存

在します。その反対（診療報酬請求額よりも医療費原価が

低い治療）もあります（図１）。ですから、医療費原価を把握

するために、必ずしも診療報酬は目安になりません。費目を

分解し、１患者単位、１入院単位で算出していくことが必要

です。

医療費原価の内訳は
大きく３費目に分類される

　医療費原価を算出する際には、算出対象とする費用項目を

整理する必要があります。

　医療費原価は一般的に「労務費」「材料費」「経費」「そ

の他」に分けて整理するとわかりやすいようです。算定対象

の費用項目は、医療機関の経営主体や方針によって異なりま

す。一般的な区分と費用項目を図２にまとめました。
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■図１  医療費原価と診療報酬の比較イメージ

《 　 》

《
原
価
》

例えば原価率が１より大きい手術
は手術原価＞診療報酬請求額と
なっている。ここでは原価「率」で
みているが、価格ベースで捉える
と、もともと原価が高い治療・手術
の場合には、原価率の数字が１
よりそれほど大きくなくとも「価格」
の面では大きな差（差額）になる
ことにも注意したい。（手術AとＣ
を比較すると、原価率はAのほう
が高くなるが医療機関が持出し
になる負担金額はＣのほうが大き
くなる）

《診療報酬》
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手術
C

手術
H

手術
Ⅰ
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手術
A

手術
D

手術
E

手術
F

原価率1.0

原価と診療報酬請求額がほぼ一致するもの。
この場合は、診療報酬が原価に近いものとなる。

原価がほぼ診療報酬と等しい

かかった原価よりも診療報酬の方が高い。

原価率が1.0より小さい

なかには原価が診療報酬を上回る、つまり
原価割れしてしまうものもある。

原価率が1.0より大きい

　
価格の見える化を通じて
利益を把握する

　価格の構成要素である医療費原価は、患者にとって最も理

解しやすい価格の根拠です。医療費原価を把握することで医

療機関は患者に対して納得感の高い説明が可能となります。

　外国人患者から得られる医療機関の利益は、外国人患者

価格から原価を差し引いたものとなるため、医療費原価を把

握しなければ、利益を把握することはできません。

診療報酬は必ずしも
医療費原価を反映していない

　医療費原価を算出するときに、注意しなくてはならないこ

とがあります。

　それは診療報酬の点数が、必ずしも医療費原価と相関し
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■図２　医療費原価の区分整理と考え方

※（直）は直接費、（間）は間接費、（補）は補助部門費の略

　

各費用項目の算出手順

　費用項目毎に算出した原価は、次に１患者単位、1入院単

位などの原価集計単位に沿って配賦し、集約します。（間接

原価・補助部門費等に区分した費用項目は、算出した原価の

ままでは、原価集計の単位あたりの医療費原価として扱うこ

とができません。）

　配賦する際に重要な点は、配賦元の消費資源と配賦先の

医療サービスを合理的に関係づけることです。配賦基準とし

ては診療実績・人員配置・占有面積などを用いることが多い

ようです。

　配賦した費用項目を労務費や材料費などの原価要素毎に

集計し、積算したものが1患者当たりに提供する医療サービス

の医療費原価となります。

　配賦手順の一例を図３に紹介します。

■図３　配賦手順の一例

田倉智之『医療費原価算定　基本手法』をもとに作成

《 　 》
一次配賦　「施設全体」を部門別に整理

二次配賦　「補助部門」を整理

三次配賦　診療支援部門を整理

「1患者（1手技1医療）」に集約

平成 22 年度医療サービス国際化推進事業 外国人患者受入価格設定参考資料より
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医療サービス提供主体によって

考え方が異なる

　受入支援サービスとは、医療機関が外国人患者を受入れる

際に、医療サービス以外に提供するサービスの総称です。国

際医療通訳費や翻訳費、宗教・文化に合わせた食事の提供

などが挙げられます。

　受入支援サービスは、サービス内容によって，①医療機関

が直接、外国人患者に提供、②国際医療コーディネート事業

者などの院外組織が提供、の２通りが考えられます。

受入支援サービス原価の
考え方
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　①の場合は、医療費原価と同様に、サービスに関わる原価

を把握して価格を決定する必要があります。図１からもわか

るように、受入支援サービスの多くが「来日まで」に分類され

ます。そのため、自院で価格決定する場合は、受入れを検討

する段階からコストが発生していることを認識し、早期に原

価を把握しておくことが大切です。

　一方、②の場合は、院外組織が直接、外国人患者と契約

する場合と、医療機関の外部委託を受けて提供する場合が

ありますが、いずれも価格決定は院外組織が役割を担うた

め、医療機関が原価を算出する必要はありません。

■図１　受入支援サービスの費目例

 

大分類 中分類

入電・問合せ内容確認 受付スタッフ費用
（コールセンター業務員、医療専門家）

必要書類の準備 患者医療情報翻訳費

医療情報入手 患者情報確認費用
（病歴、診断名、現在の治療法、患者ニーズ等）

保険加入手続き 保険契約代行費用
弁護士紹介 弁護士紹介手数料
医療機関との調整 医療機関マッチング（受入可否判断）費用
クリニカル・パス策定 クリニカル・パス策定費用
日程調整 （医師等との）スケジュール調整作業費用

必要書類作成費用
契約医療者・仲介人への手数料

支払代行 支払代行費用

身元保証可否判断 職業、紹介元、資産の保有状況、同行者の有無、
治療意欲等による与信調査費用

ビザ申請・発給 身元保証費用
渡航手配 航空券・宿泊手配代行費用

必要書類（問診票等）の送付費用
医療機関（医師、事務部門）との連絡作業費用

患者来日への準備 事前書類作成・送付費用
車両手配費用
労務費（看護師、運転士等）
車両手配費用
労務費（看護師、運転士等）
医療通訳アテンド費用
一般通訳アテンド費用
労務費（日本人よりも時間がかかる部分の費用）
食事手配料（文化の違いによる特殊な食事の手配）
同行者向けの食事手配費用
宿泊費用
24時間コールセンター労務費
紛争対応窓口労務費

余暇オプションサービス 観光プラン提供サービス
診断書作成料
入院証明書作成料
現地医療機関への紹介状作成費用
文書翻訳手数料
カルテ開示の手数料
車両手配費用
労務費（看護師、運転士等）
検査、治療の結果・内容詳細の現地医療機関への
連絡・手続費用

日本の医療機関による経過の確認と
再診サポート費用

家族サポート 闘病コンサルティング費用

発生する費用提供サービス
患者フェーズ

医療機関
決定・契約

来日準備

来日まで

来日

日本滞在中

事務手続き

アテンド
（医療機関⇒空港）

現地医療機関との連携

事前準備

帰国後 フォロー
アップ

検査・治療

帰国

契約手続き

アテンド（家⇒空港）

病院との最終確認

アテンド（空港⇒医療機関）

通訳

院内提供サービス

同行者向けサービス

各種相談サービス

医療費原価

付加価値

受入支援
サービス原価

外国人患者価格
の費目構成

院内に国際部がある医療機関は
現在の日本においては少なく、現
状では来日前に必要な受入支援
サービスは、多くの場合院外組織
が担っている。

通訳には「医療通訳」と「一般通
訳」があり、特に「医療通訳」の単
価（円/時間）は通訳者のレベルや
通訳内容など、様々な指標を踏ま
えて決める必要がある。

ビビザ申請ザ申請 発給発給 身元保証費用身元保証費用

平成 22 年度医療サービス国際化推進事業 外国人患者受入価格設定参考資料より
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原価の積上げを下限とし、

参照価格を上限とした範囲内で設定

　付加価値とは、医療機関が質の高いサービスの提供、受入

体制の整備、受入促進のための活動等に投資した費用として

外国人患者に請求するものです。付加価値の算出方法は、医

療機関の方針や考え方によって異なりますが、総額として、

これまでご紹介してきた原価の積上金額を最低額とし、それ

とは別に、目安となる参照価格を算出したものを上限額とし

て、その範囲内で設定するとよいでしょう（図１）。

　参照価格を算出するために用いられる指標の種類はいく

つかあります（表１）が、例えば支払意思額があります。これ

は、罹患している患者が、ある仮想状態にまで健康が回復す

ると仮定した場合に、それをもたらす医療サービスに対して

最大限支払ってもよいと判断する価格のことです。これはア

ンケート調査やヒアリング調査から求めます。外国人患者の

場合は、出身国の文化や風習、医療環境、個人の経済力等に

より支払意思額は異なることが想定されるので、調査の際は

付加価値の考え方
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サービス原価
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受入支援
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サービス原価

医療費原価

《 　 》
対象者の属性を十分に把握する必要があります。

　どの指標を採用するにしても、設定価格に説得力・根拠を

もたせることが、医療機関の利益を継続的に守ることにつな

がります。付加価値を適切に設定し、得られた利益を再投資

することで付加価値をさらに大きくしていくような循環が求

められます。

■表１　参照価格として用いる指標例

■図１ 参照価格を用いた外国人患者価格の考え方

付加価値

参照価格

外国人患者価格 参照価格

原価の総額

（  　　　　）

+
医療費原価

受入支援
サービス原価

支払意思額、
海外市場価格など

  参照価格より低いほど、
患者満足度・納得感は

大きくなる

　この範囲で価格を決定する

設
定
価
格
帯

上限額

下限額

医療サービスに対して、
外国人患者が支払ってもよいと考える手法。

海外の医療機関で実際に設定されている
価格（中央値）を参照とする手法。
海外の価格を競合価格とみなす。

治療前後で実際に変化する患者の
健康状態の差を経済的な価値に換算した価格を
参照とする手法。

設定するべき価格帯は明確になるが、
最終的な金額の決定は各医療機関の
意思決定に依存する。

臨床成果（アウトカム）に各国間で
差がないことを前提としているため、
医療サービスの質の議論はできない。

医療の質を価格へ反映させることができるが、患者から
取得する情報量が多く、情報をトレースする期間が
他の参照価格よりも長く、労力を要する。

参照価格の指標
概 要 特 徴

①支払意思額 

②海外市場価格 

③臨床成果

田倉智之「医療費原価算定 基本手法」より

平成 22 年度医療サービス国際化推進事業 外国人患者受入価格設定参考資料より
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価格設定

価格設定ケーススタディ
～重粒子線治療患者の価格設定プロセス～

　ここでは、外国人患者を受入れ、積極的に治療（重粒子線治療）を
提供したいと考えたある医療機関（A病院）のZ理事長が、外国人患者の価格設定を

どのようなプロセスを経て決定していったかについて、ご紹介します。

現状と条件を整理する

原価計算のために、構成要素毎に費目を整理する

＜重粒子線治療/外国人患者受入れに関する取組＞

 費   目 費   用

 　最先端機器導入 初期費用100億円

 　機器維持費  年2億円

 　人材育成・研修 年2,000万円

 ★独自の照射技術 総額20億円

 ★外国人医師の雇用 年1,500万円

 ★受入広報活動 年2,000万円

 ★医療通訳・翻訳経費 年3,000万円

 ★Prayer Room設置 初期費用3,000万円

重粒子線治療価格（日本人10割負担額）約350万円

重粒子線治療価格
約600万円

Bに行く？

Aに行く？
外国人患者

B病院（ X国）Ａ病院（日本）

目標年間受け入れ数200名（日本人患者数：平成25年度実績：280名）

重粒子線治療に関する取組（投資）

・独自の照射技術

・外国人医師の雇用

・受入広報活動

・医療通訳・翻訳

・Pray Room設置

・最先端機器導入

・機器維持費

・人材育成 等

価格設定の考え方

「独自の照射技術」は外国人患
者のニーズに応える付加価値が
あるため、日本人患者価格に加
算する必要がある。

受入支援サービスの原価として
算出するため、日本人患者価格
に加算する必要がある。

多くの場合、日本人患者に対し
ても共通でかかる費用である。

（一部、外国人患者の方が高い
費目もある）

価格構成要素

付加価値

受入支援
サービス原価

医療費原価

▲

自院・他国の競合医療施設・外国人患者それぞれの客観的な現状把握

▲

構成要素ごとの確認ポイント

　外国人患者の受入れを検討する場合

は最初に、同じ治療を日本人患者にい

くらで提供しているのか、原価はいくら

かかっているのか、の２点を把握する。

　次に、積極的に外国人患者を受入れ

るために必要な投資額を考慮する。右

図では★印の項目はA病院が外国人患

者のために設備投資をする予定の費目

と予算である。

　外国人患者は、最善の医療を受けた

い一方で、他国の類似治療の価格との

比較をしながら選択することになる。

　ステップ１の作業がおわったら、原

価計算の対象となる項目や付加価値と

して加算すべき項目を整理する。

▲

▲▲ ▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲▲ ▲

Step 

Step 02

01
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価格の検討PART 3

原価・付加価値を積算する

想定価格で収支推計をたてる

価格を決定する

初期費用 年間費用
機器導入費
機器維持費
人材育成費用
労務費
材料費
経費
その他
通訳・翻訳※１

※２
その他
技術開発
外国人医師雇用
広報活動

20億円/（過去累計患者数1,000人＋平成26～平成36年の累計患者見込数4,993人）×3 ※２

1,500万円/（平成26年外国人患者見込数30人）
2,000万円/（平成26年外国人患者見込数30人）

3,000万円/（平成26年外国人患者見込数30人）
3,000万円/（平成26～平成36年の累計外国人患者見込数730人）＋100万円/（2014年外国人患者見込数30人）
1,200万円/（平成26年外国人患者見込数30人）

2,000万円/（平成26年患者見込数330人）
1億円/（平成26年患者見込数330人）
4,000万円/（平成26年患者見込数330人）
3,000万円/（平成26年患者見込数330人）
2,000万円/（平成26年患者見込数330人）

算出方法

100億円/（過去累計患者数1,000人＋平成26～平成36年の累計患者見込数4,993人）
2億円/（平成26年患者見込数330人）

外国人患者一人当たり
単位：千円

付加価値等

合計

分類 費目 単位：千円

医療費原価

受入支援
サービス原価

※1：「通訳・翻訳」は英語以外の言語にも対応し、医療機関における通訳・翻訳の他、紹介状等の書類作成時に要する労務費等を含んでいる。
※2：「技術開発」の付加価値を、A病院では日本人患者の3倍と設定した。

日本人患者は平成26年に300人を見込み、年5％で増加、外国人患者は平成26年に30名を見込み、年15％で増加することを想定した。
また、初期費用は平成36年までに減価償却することを想定した。前提条件

Prayer Room

日本人 年5%増加
外国人 年15%増加

初期費用
※２年費用

初期費用
※２年費用

売上累計（千円）

利益累計（千円）

年

患者数※１

（人）

費用
（千円）

共通

外国人
のみ

費用累計（千円）

売上
（千円）

日本人（単価：350万円）
外国人（単価：650万円）

※1 患者数とその増加率は、A病院の実績、収支計画から設定した。 ※2 年費用の増加率は、患者数の増加率と、A病院の原価構造から設定した。

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成33年 平成34年 平成35年 平成36年 平成37年 平成38年 平成39年 平成40年

▲

自院・他国の競合医療施設・外国人患者それぞれの客観的な現状把握

▲

外国人患者 1人当たりの費目ごとの算出

▲

収支推計

▲

構成要素ごとの確認ポイント

　次に、各項目について患者１人当たりの価格を算出して積み上げる。このケースでは、Z理事長は原価の調査と
外国人患者への付加価値の定量化を行い、外国人患者１人当たりの価格を算出したところ、約650万円となった。

　ステップ３でたてた想定価格を用いて、向こう15年の収支計画を実施した。以下の表をみると、
利益累計が黒字化するのは平成36年となる。また、年間受入人数が200名に達するのは平成40年となる。

日本人患者価格（350 万円） ＜ 参照価格（海外価格 600 万円） ＜ 外国人患者価格 ＜ 参照価格（支払意思額700万円）

A病院における重粒子線治療の外国人患者価格を

650万円 と設定した
結 論

　最後に原価・付加価値・参照価格を用いて、最終的な外国人

患者価格を決定する。このケースでは、以下のように考えた。
● 日本人患者価格：自由診療で350万円。
● 医療費原価：約290万円。
● 受入支援サービス原価：約150万円。
● 付加価値：『独自の照射技術』は外国人患者に対する付加

価値が高く、約100万円の経済価値に相当すると判断。その

他の取組(投資)による付加価値は約120万円と試算。
● 参照価格：支払意思額(700万円)。よってこの金額以下に外国人

患者価格を設定すべきである。なお、海外価格（600万円）以下に

設定した方が集客力は向上するが、A病院のブランドや得られる利

益を考慮し、海外価格より高く設定しても問題ないと判断した。

Step 03
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Step 

04
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