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前回のご指摘を受けての修正案 

• 現地で統括する医療従事者については、日本人である
こと 

• 上記以外の医療従事者は、現地の免許を有する者で、
日本により一定のトレーニングを受けた者（現地スタッ
フ） 

条件② 

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 

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 

かつ 

修
正 

＜原案＞ 

＜修正案＞ 

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 

条件① 

条件② 

条件③ 
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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 

１．諸外国の医療ニーズ 

２．日本が提供しうる医療サービス 

３．多様な国際事業展開モデル 



１．諸外国の医療ニーズ 

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） 
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【課題認識】 

 現地における差別化要素が明確ではない。 
– そもそも、日本の医療へのニーズがあるのか、ある場合にはどのようなニーズなのか。 

【論点】 

 現地における日本の医療へのニーズはどのようなものか。 
 日本の医療が海外に提供し得る価値とはどのようなものか。 

【仮説】 
• 医療サービスは、その発展段階によりおおむね以下のように整理でき、各国の医療サービスの発展段階等に応じ
て医療ニーズも異なるのではないか。 

• また、医療サービスの発展段階に応じたニーズだけでなく、医療制度の有無や疾病構造、人口構造などの違いに
より、現地のニーズは多様。 

• 日本は、各発展段階において、医療ニーズに対応した医療サービスを提供できるのではないか。 

新興国の医療サービスの発展段階と医療へのニーズ 

必要最低限の 
医療サービスの普及 

医療提供体制の整備 高度医療サービスの浸透 
医療最適化・ 

医療周辺サービスの充実 

医療サービスの 
発展プロセス 

医療ニーズ 

主要疾患 

医療の供給体制 

感染症・呼吸器疾患 
脳卒中・心筋梗塞 
（急性疾患） 

生活習慣病・がん 
（慢性疾患） 

生活習慣病・がん 
（慢性疾患） 

医療機関が極めて 
少なく、環境が悪い 

医療提供体制が不十分 
三次・二次医療が必要 

都市部の三次医療充実 
地方との医療格差大 

国全体として 
医療機関が充実している 

公衆衛生環境の整備 
母子医療の充実 
医療従事者の育成 

など 

高度医療施設の整備 
医療都市の開発 
医師の技術移転 

など 

地方医療機関の充実 
地方医療機関との医療連携 
ICT等を用いた遠隔診断 

医療周辺業務のアウトソース 
など 

ICT等を用いた医療の高度化 
健康維持・予防・介護などの 
医療周辺サービスの充実 

など 

諸外国の医療ニーズ（１／３） 



諸外国の医療ニーズ（２／３） 

 各国、がん、糖尿病、生活習慣病への予防や治療、遠隔医療に対するニーズが高い。 

がんの早期発見・治療 

タイ 

 政府は2014年度に「Colorectal 
Cancer Screening Program」を承認し、
12郡で大腸がんスクリーニングを開始。 

 日本の高度病理診断支援プラットフォー
ム（外科医・病理医・内視鏡医の連携に
よるがん診断・治療の正確性、的確性、
迅速性を高める仕組み）に対して関心を
示す。 

出所）「平成25年度 高度病理診断支援サービス国際化実証事業報告書」（経済産業省）、「平成27年度医療技術・サービス拠点化促進事業 国際展開支援官民ミッション報告
書」（MEJ）等、各種公開資料 

ベトナム 

 ベトナム国民は、がん検査やがん治療に対
して誤った理解をしており、手術をするとがん
の転移が早まると考えている人も多い。
（ホーチミン市がん協会アンケート調査より） 

 ベトナム政府は、定期検診を通じてがんに
対する意識を向上させると共に、予防や早
期発見、治療への取り組みを強化した。 

 

糖尿病予防 

タイ 

 政府は、National Health Statistic 
Development Planを策定し、糖尿病、
高血圧、虚血性疾患、脳卒中、下気道疾
患、がんを優先課題の疾患に掲げている。 

 特に、高血圧、糖尿病は、2012年にそれ
ぞれ60万人、34万人が新たに診断されて
おり、2016年度政府予算も9.6億バーツ
(約28.8億円)を充てている。 

インド 

 糖尿病患者は6,910万人（2015年）と
多く、過去40年間における糖尿病患者の
平均発症年齢は、先進国よりも10年以上
若い。 

 2015年の政府予算でも、非感染症対
策予算の42%を「がん、糖尿病、心血管
疾患、脳卒中の対策と予防」に充て、対
応を強化した。 

 

遠隔医療 

ベトナム 

 2015年の政府の議決より、政府全体とし
て電子化を進める方針を打ち出している。 

 保健省は、2012年に省内にIT局を創設
し、国内のICT関連の取り組みを集約し、
電子化を進めている。医療情報の電子化、
遠隔医療に対するニーズが高い。 

 

インドネシア 

 2011年に保健省が「Telemedicine 
Pilot Project」を立上げ、主要な国公立
病院に対して画像データ（CR）への切り
替えを推進している。 

 2015年までにカリマンタン、スラウェシ、
ジャカルタなどの７地域10施設で設備の
更新を完了し、遠隔治療を開始することを
計画した。（当該計画の進捗について確
認中） 
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諸外国の医療ニーズ（３／３） 

 これまで実施した官民ミッション※でも、各国のニーズに併せて、がん、生活習慣病等の疾患対策や、
医療ICT、内視鏡等の医療技術を紹介している。 

対象国 2014～2016年度 官民ミッションのテーマ 

インド • がんの予防・診断・治療（2014年度） 

インドネシア • 医療ICT（2014年度） 
• 糖尿病（2014年度） 

バングラデシュ • 予防医療と人間ドック（2015年度） 

フィリピン • 生活習慣病（2015、16年度） 
• がん（2016年度） 

ベトナム • がんと生活習慣病の検診・治療（2014年度） 
• 医療ICT、画像診断（2015年度） 

ミャンマー • 救急医療（2014、16年度） 
• 乳がん（2014年度） 
• 内視鏡（2014年度） 
• Medical Engineer（ME）育成（2016年度） 
• NCDｓ・がん早期診断（2016年度） 

ロシア • がんと生活習慣病の診断・治療（2014年度） 

※官民ミッション 
  ・日本政府（経済産業省）とMEJ会員企業が一体となり、外務省、JICA,JETRO等の協力も得ながら行う、日本の医療技術・サービスの認知度向上と関係者間

のネットワーク構築に向けた活動であり、10ヶ国において19回実施。 



２．日本が提供しうる医療サービス 

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） 
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日本が提供しうる医療サービス 

モノ サービス 

システム 人 

アウトソーシングによる効率化 
・医事代行支援 
・SPD/調達支援 
・保守・メンテナンス 
・滅菌消毒 
・検体検査 

医療人材の確保、リソースマネジメントサポート 
・医療人材紹介、トレーニング 
・経営コンサルティング 

病院の情報連携、地域医療連携の促進 
・電子カルテ 
・オーダリングシステム 
・PACS 
・地域医療連携システム 等 

医薬品、医療機器の安定供給 
・医薬品メーカー／卸 
・医療機器メーカー／卸 

自然災害につよい施設設計、建築技術 
・病院の企画開発 
・防災、耐震・免震技術 
・ファシリティマネジメント（エネルギー、エレベータ等） 

 日本は、提供しうる多様な医療技術、医療サービスを保有している。 
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日本が提供しうる医療サービス 

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 
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日本が提供しうる医療サービス（例１） 

低侵襲医療 

＜目的＞ 
• 患者の身体の負担を軽減し、効果的な治療を行う。 

出所）各種医療機関ウェブサイト、メーカーサイトより引用 

＜代表的な術式＞ 
• 消化器系：内視鏡的処置術 

例）ポリペクトミー切除・止血 
 
 

 
 
 

• 消化器系：内視鏡外科手術（腹腔鏡下胆のう摘出術） 
 

 
 

 
 
 

• 循環器系：経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI） 
• ガイドワイヤー 

 
 
 
 

• 循環器系：経皮的僧帽弁裂開術（PTMC） 
• バルーン拡張式弁形成術用カテーテル 

 

＜その他＞ 
• 個別化医療 

例）UGT1A1遺伝子多型検査 
抗がん剤治療による白血球減少などの副作用
が強く出やすい体質か否かを特定 
 

• 検査装置・検査キット 
例）血球計数装置：POCT（Point of 
Care Testing） 
 

例）便潜血キット 
 
 
 
 
 

• 小型機器を用いた医療 
 
 
 
 
 
 

  例）タブレット型超音波画像診断装置 
 

高周波スネア クリップ止血法 

処置具はその使われ方によって、 
診断用、治療用に分かれる。 外科用スコープ 鉗子 高周波エネルギーデバイス 

（電気メス） 

例）携帯型X線撮影装置 例）カプセル内視鏡 
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日本が提供しうる医療サービス（例２） 

検査センター 
ウラジオストク 北斗画像診断センター 

○日本とロシア双方の企業・医療機関が協力し、ウラジオストクに脳ドックや心臓ドックを含む総合的な画像診断センターを設立。日本側が６
４％、ロシア側が３６％出資して設立した現地法人が画像診断センターを運営（現地側との共同出資により、事業リスクを低減）。 

 

○日本側は日本製画像診断機器の納入やロシア人医師への実技指導を実施。現地患者の診断は全てロシア人医師が行っており、平成２５年５
月の開所以来の来院受診者数は延べ２万人程度となっている。 

 

○日本製の画像診断機器（ＣＴ、ＭＲＩ、超音波診断装置）を揃えて日本の医療機器・サービスの「ショーケース」となるとともに、ロシアで死因
第１位となっている循環器系疾患をはじめとする病気の早期発見・治療に資する診断・検診サービスを提供し、現地の医療水準の向上に貢献。 

①日・ロシア双方の関係者がプロジェクトを
組成。 

【日本側】 
・社会医療法人北斗 
・ピー・ジェイ・エル 
【ロシア側】 
・ストロイチェリ（医療機関） 
・アキラ（建設機器商社） 

②ウラジオストクに日本製画像診断機
器を備えた診断センターを設立。 

③日本式医療の「ショーケース」として
機能するとともに、現地医療水準
の向上に貢献。 

※事業性調査を経済産業省が支援。 ※日・ロシア共同出資により現地法人を設立。 

＜センターの特徴＞ 
・日本の技術による予防医療。 
・日本製診断機器による検査。 
・様々な検査（MRI、CT、超音波検査、ABI、血液検査、専門医の診断等）を合わせた多種多様なドッグ。 
  - 心臓ドッグ、脳ドッグ、脳・心臓ドッグ、呼吸器ドッグ、消化器ドッグ、メタボリックドッグ、女性向けの癌ドッグ、 
    女性用ドッグ、脊椎ドッグ、フルドッグ 
・帯広の北斗病院とを結ぶVPN回線による遠隔診断。 
＜実績＞ 
・開業から３年で延べ2万人程度の患者が来院、約３万件の検査が行われた。            出所)北斗病院講演資料 
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日本が提供しうる医療サービス（例３） 

遠隔医療 

＜目的＞ 
• 離島やへき地に居住し医療にアクセスしにくい患者や、病状が安定している慢性期疾患患者に対し、医療IT等を活用し遠隔で診断を行う。 

※ DtoD (Doctor  to Doctor)、DtoP(Doctor To Patient)の略称で、主治医と専門医間、医師と患者間の遠隔医療を意味する。 

○旭川医科大学病院・遠隔医療センターが実施している拠点病院
間との遠隔医療を地方病院や診療所にまで拡大。 

 
○眼科を中心に、TV会議システム等の画像伝送を中心として、 
 ①専門医と看護師等のコメディカルとの間の遠隔医療支援、 
 ②患者に対する切れ目のない医療支援体制を確立するための拠

点病院や診療所との連携による在宅療養支援 
 を実施。 

出所）｢遠隔医療の推進に関する総務省の取り組み｣（平成23年3月7日） 等 

 医療機関で撮影されたCT・MRI画像等を、インターネットを
利用して、契約している放射線診断専門医へ送信。放射線
診断専門医が読影し、報告書を返信するサービス。 
 

 MRIやCTを保有していない医療機関は、患者を画像撮影の
可能な医療機関に紹介することで、読影報告書に基づいた
診療方針を決定することが可能になる。 

出所）セコム医療システム 公開情報 

旭川医科大学病院 
遠隔読影・在宅患者支援（D to D・D to P）※ 

セコム医療システム 
遠隔読影システム（D to D） 
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日本が提供しうる医療サービス（例４） 

人材育成 

＜目的＞ 
• 海外における医師の人材育成 

 
例）九州大学の国際医療部の取り組み 

九州大学 

国際医療部 

          海外交流センター 

             国際診療支援センター 

   アジア遠隔医療開発センター （TEMDEC） 

＜主な業務内容＞ 
•遠隔医療教育・・・・・・・・・・・・・・・プログラムの作成、システムの準備・調整 
•遠隔診療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遠隔地同士での診療相談や患者搬送の事前調整（診療） 
•新技術の研究開発・導入・・・・・・より多くの施設へ、より良い画像伝送を実現 
• コンテンツの開発・・・・・・・・・・・・・新しい領域への応用を検討 
• アジア遠隔医療活動の事務局・・先端アジア太平洋ネットワーク（APAN）医療グループの中心 
•国際医療交流拠点・・・・・・・・・・・海外研究者の招聘・受入 

＜主な業務内容＞ 
•医療スタッフの派遣・受入 
•人材育成 

＜主な業務内容＞ 
• 外国人患者受入 
• 国際遠隔相談 

出所）九州大学HPより 

国際交流促進 

海外患者受入 

遠隔医療 

研究教育用ネットワーク 
 
九州大学では、57ヶ国484施設と接続し、高速・大容量・低遅延な最先端の通信技術が利用可能。 

※ 国内800 以上の学術研究機関を繋ぐ学術情報ネットワーク（SINET）や 
アジア・太平洋地域各国の学術研究機関を繋ぐアジア太平洋先端ネットワーク（APAN）、 
ヨーロッパとアジア全体をカバーするユーラシア横断情報ネットワーク（TEIN）などの 
研究教育用ネットワークを利用。 



３．多様な国際事業展開モデル 

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 

14 



ビジネスモデル 
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多様な事業展開モデル 

【課題認識】 

 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が、事業主体
が多いとは言えない。 

 これまで実証事業で取り組んできた手法以外にも、様々な医療の国際展開の手法があり得ると
考えられるが、十分な検討がなされていない。 

【論点】 

 国内医療機関を含むそれぞれの事業主体が、医療の国際展開に取り組む際の手法としてはどの
ようなものがありうるか。 

【仮説】 
• 事業主体が多様化しており、様々なモデルが設計できるのではないか。 

手法 事業主体 
（日本側） 

 
医療機関 
商社 

経営コンサル 
ディベロッパー 

など 

パートナー 
（海外側） 

 
現地医療機関 
現地政府 

現地民間企業 
など 

× × 

単独 独資 
（現地子会社等） 

パートナー 業務提携 

マイノリティ出資 

マジョリティ出資 

100％買収 

資本提携 
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事業展開モデルの多様性 

事業の型 事業主体と展開方法 
手法例 

型 概要 分類 事業主体 提携先 概要 

自主 
事業型 

日本の事業者、医療
機関が、医療拠点の
設立・運営を担い、自
ら主体的に医療拠点
の構築に取り組む。 

A • 医療機関 
• 他の国内企業 
• 現地パートナー 

国内医療機関が、医療の国際展開
にあたり、他の国内企業や現地パー
トナーを巻き込む。 

• Sunrise Health Care Service（カンボジア） 
• 北斗画像診断センター（ロシア） 
• 普華相澤リハビリテーションセンター（中国） 
• パークウェイ・パンタイ（インド・中国） 

B 
• 国内企業 
（商社等） 

• 国内医療機関 
• 他の国内企業 
• 現地パートナー 

商社等が投資ビジネスとして海外の
医療機関等に出資する際、国内医
療機関や他の企業、現地パートナー
も巻き込む。 

• IHH Healthcare（マレーシア） 

C 
• 国内企業 
（デベロッ
パー） 

• 国内建設事業者 
• 他の国内企業 
• 現地パートナー 

医療拠点も地域におけるインフラの1
つとして位置付け、都市開発案件等
の中で、病院誘致に取り組む。 

• 開発業者による新規病院の誘致 

Ｄ 
・医療機関 
・国内企業 

• 他の国内企業 
• 現地パートナー 

ODAと連携して現地で医療サービス
を提供。 

• ODAにより建設された病院やインフラ等での各種
サービスの提供 

受託 
事業型 

日本の事業者、医療
機関が、現地政府や
自治体から、病院運
営の受託を受けて、医
療拠点の運営に取り
組む（PFI等）。 

Ｅ 

• 現地政府 
• 現地パート
ナー 
（企業、医療機
関） 

• 国内医療機関 
• 国内企業 

現地政府、企業、医療機関から、
国内医療機関や国内企業に対して、
医療拠点構築の要請がある。 

• 保健省による病院建設・運営（トルコ） 

 事業主体、提携先、巻き込み方を見ると、事業化の進め方は多様。自主事業として行う場合や、
PFI※等の受託事業として行う場合があり、それぞれ事業主体となる事業者別に分類を行うことが
できる。 

 これまで国が支援してきた事業では、医療機関が事業主体となり他を巻き込むパターン（A）が
多かったが、それ以外のパターンも、追求していくべきではないか。 

※PFI（Private Finance Initiative） 
 公共施設等の建設・維持管理・運営等を民間部門（プライベート）の持つ経営ノウハウや資金（ファイナンス）を活用することで、低廉かつ良質な公共サービスを提供すること 
 を目的とした公共事業の手法。 
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医療の国際展開の手法例（１／２）分類A（医療機関が主体） 

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） 

現地パートナーと連携した病院の運営 
パークウェイ・パンタイ（インド・中国） 
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医療の国際展開の手法例（２／２）分類B~E 

※PPP（Public Private Partnership） 
 公民が連携して公共サービスの提供を行うスキーム。例えば、水道やガス、交通など、従来地方自治体が公営で行ってきた事業に、民間事業者が事業の計画段階から参加して、 
 設備は官が保有したまま、設備投資や運営を民間事業者に任せる民間委託などを含む手法を指している。 

既存海外病院への出資 
IHH Healthcare（マレーシア） 

PFI・PPP※方式による病院建設・運営 
保健省による病院建設・運営（トルコ） 

ODAとの連携 
（ODAにより建設された病院やインフラ等と連携したサービス提供） 

まちづくり（工業団地等の整備含む）に際しての 
病院の新規建設・運営 
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参考資料 

（参考１）諸外国の医療ニーズ 
（参考２）日本における遠隔診療・遠隔読影の取り組み事例 
（参考３）諸外国の遠隔医療に関する規制 
（参考４）日本及び米国における遠隔診断・遠隔読影 
（参考５）医療の国際展開の手法例 
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諸外国の医療ニーズ① 

がんセンター、高度検査センター 

タイの高度検査センターへの関心 

 タイ政府は2014年度に「Colorectal Cancer Screening 
Program」を承認し、12郡で大腸がんスクリーニングを開
始。 

 このプログラムに関与するNational Cancer Institute（タ
イ国立がん専門医療機関）は、一部を民間検査センターに
委託しているが、ロジスティクスが未整備で非効率的という認
識を有している。 

 日本式の高度病理診断支援プラットフォーム（外科医・病
理医・内視鏡医の連携によるがん診断・治療の正確性、
的確性、迅速性を高める仕組み）に対して関心を示す。 

〈がん治療に対するニーズ〉 

ニーズ 
出所）「平成25年度 高度病理診断支援サービス国際化実証事業報告
書」（経済産業省）、「平成27年度医療技術・サービス拠点化促進事業 
国際展開支援官民ミッション報告書」（MEJ） 

ベトナムのがんの早期発見への関心 

 ホーチミン市がん協会によると、がん患者の8割は末期で診断
され、治療後生存率も低く、毎年７万人ほど死亡している。 

 国民のがんに対する正しい理解が不足（12省・市で行った
調査結果によると、「手術をするとがんの転移が早まり死も早
まる」と考えている人が35.8％）。 

 政府としても、定期検診を通じてがんに対する意識を向上
させるとともに、予防や早期発見、治療への取り組みを強
化している。 

アジアのがんの患者数と死亡数 

 アジアのがん患者は、2035年には1208万人に達し、世界の50％を占める 

世界のがん患者数推計 

人口10万人あたりのがんによる死亡率 
国 10万人当たり

の死亡数 

中国 122.19 
タイ 93.74 
インドネシア 89.28 
ベトナム 108.65 
ミャンマー 112.62 
カンボジア 110.94 
（参考）日本 93.78 

110.5＋ 

～110.5 

～96.9 

～89.4 

＜67.3 

※国は一人当たりGDP順 

出所） International Agency for Research on Cancer、WHO 

万人 

（参考１） 
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〈糖尿病予防に対するニーズ〉 

諸外国の医療ニーズ② 

ニーズ 

生活習慣病予防、糖尿病予防対策 

出所） WHO 

タイ 

 政府は、National Health Statistic Development 
Planで、糖尿病、高血圧、虚血性疾患、脳卒中、下気道
疾患、がんを優先課題の疾患に掲げている。 

 特に、高血圧、糖尿病は、2012年にそれぞれ60万人、34
万人が新たに診断されており、2016年度政府予算も9.6
億バーツ(約28.8億円)を充てている。 

インド 

 糖尿病患者は6,910万人（2015年）と多く、過去40年
間における糖尿病患者の平均発症年齢は、先進国よりも10
年以上若い。 

 2015年の政府予算でも、非感染症対策予算の42%を
「がん、糖尿病、心血管疾患、脳卒中の対策と予防」に充
て強化している。 

フィリピン 

 保健省は、2011年から2016年を期間とし、「The 
diabetes prevention and control program」を策定し、
糖尿病による死亡や失明を予防する政策を講じている。 

 食生活の改善を含めて生活習慣病予防の啓蒙に取り組む。 

出所） 「医療国際展開カントリーレポート」「新興国等におけるヘルスケア
市場環境の詳細調査報告書」（経済産業省） 

10.1

5.8

7.8

9.4

9.6

13.2

0 2 4 6 8 10 12 14

中国 

日本 

タイ 

トルコ 

インド 

フィリピン 

（％） 

世界の糖尿病患者の将来推計 

アジアの糖尿病罹患率（2016年） 

タイ・中国の糖尿病 
罹患率は高い 

（肥満率（％）） 

(31.6) 

(21.4) 

(35.4) 

(22.3) 

(26.5) 

(66.1) 

出所）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

（参考１） 
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〈遠隔医療に対するニーズ〉 

諸外国の医療ニーズ③ 

ニーズ 

遠隔診断・遠隔読影 

インドネシア 

 2011年に保健省が「Telemedicine Pilot Project」を立上げ、
主要な国公立病院に対して画像データ（CR）への切り替えを推
進している。 

 2015年までにカリマンタン、スラウェシ、ジャカルタなどの７地域
10施設で設備の更新を完了し、遠隔治療を開始することを計画
した。（当該計画の進捗については確認中） 

ベトナム 

 2015年の政府の議決により、政府全体として電子化を進める方
針を打ち出している。 

 医療領域においても、Bach Mai病院が2020年までに病床数を
現在の1,900床から3,500床に拡張する計画を進めており、新棟
との情報連携に必要なHISの本格導入を検討している。 

 ベトナム保健省も2012年に省内にIT局を創設し、国内のICT関
連の取り組みを集約し、電子化を進めている。医療情報の電子化、
遠隔医療に対するニーズが高い。 

タイ 

 医療ツーリズムが盛んなタイであるが、医療の二極化が進んで
おり地方部の公共医療の改善余地が大きい。 

 公立病院での遠隔医療の適用例は現存していないが、タイ保
健省傘下のタイ医療情報標準化センターが、オープンソース
ソフトウェアのOpenEHRを利用して、AeHIN（Asia 
eHealth Information Network）を設立し、遠隔医療シ
ステムを使ったビジネスモデルの活動を検討している。 

 

出所）「平成27年度医療技術・サービス拠点化促進事業 国際展開支援官民ミッション報告書」（MEJ）、「平成26年度IT分野ASEAN遠隔医療システム展開推進調査報告
書」（JTEC）、 「平成27年度医療技術・サービス拠点化促進事業 フィリピンにおける日本のPACS拠点設置プロジェクト」（経済産業省）、 「平成26年度医療機器・サービス
国際化推進事業 インドネシアがん化学療法センター実証調査事業」（経済産業省） 

（参考１） 

その他 

 フィリピンでは、医師からの医療ICT導入ニーズが多方面からあ
がっている。  

 バングラデシュでも遠隔医療に対するニーズが強い。 
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日本における遠隔診療・遠隔読影の取り組み事例 

ドクターネット 
遠隔読影支援システム（D to D） 

出所）ドクターネット 公開情報 

ポート×東京女子医科大学 
都市型遠隔診療の効果実証研究（D to P） 

出所）ポートWebサイト、Medtec Japan記事、日経メディカル記事等より作成 

 2016年9月、東京女子医大とITベンチャーのポート
（本社:新宿区）が共同で、IoTを活用した都市型遠
隔診療の安全性及び有効性に関する実証研究を行うこ
とを発表。 

 実証研究の対象は、高血圧診療。脳卒中や心筋梗塞
などに繋がる可能性がありながら未受診率が高い。 

 遠隔診療を活用することで、診療への利便性向上による
受診率の改善と悪化予防が期待されている。 

（参考）ポートは、2015年11月に国内初の遠隔診療プラットフォーム
サービス｢ポートメディカル｣の提供を開始。 

（血圧測定は、オムロン自動血圧計HEM-9200Tを使用） 

 400名以上の放射線診断専門医により、最短2時間以
内で診断結果をレポートする。 

 画像自体をダウンロードさせない最新のクラウド配信シス
テムを採用しており、データ流出のリスクがない。 

（参考２） 
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諸外国の遠隔医療に関する規制① 

出所）「遠隔医療技術活用に関する諸外国と我が国の実態の比較調査研究」（厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業 2011年3月）、 
「遠隔医療の更なる普及・拡大方策の研究」 （厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業 2014年3月） 
「国際先端テストの取りまとめ（案）」（規制改革会議 平成27年6月16日）、 The American Health Lawyers Association 「Health Law Resources, Telemedicine」 

国 対面診療を求める規制 
（日本医師法20条相当） 

遠隔医療に関する規制類 

米国 

 
 
 
 

• 遠隔医療には医師免許
が必要。 

• 加えて、遠隔医療に従事
するための資格条件、設
備に関する基準等が存
在する。 

（１）医師・看護師の免許 
• 医療行為が行える医師・看護師の資格制度（Licensure）は、州ごとに規定されている。 
• 遠隔医療の場合、州をまたいで医療サービスが提供されるため、医師が在籍する州の免許だけでなく、患者がいる州の免
許も必要な場合がある（例：バージニア州）。看護師も同様であり、看護師資格協約により在籍している州の免許を相
互に認め合っている州もある。 

（２）遠隔医療に従事するための資格条件 
• 米国保健福祉省（Department of Health and Human Services）の一組織であるCenters of Medicare 

and Medicaid Services(CMS)による診療資格条件がある。 
ー 医療提供側の新たな医療スタッフは、当該医療機関で資格を有する医療スタッフからの推薦を受けること。 
ー 当該医療機関内の検定に合格すること。 
ー 患者側医療機関の医療スタッフも、遠隔診療を行う医師がいる医療機関の検定を受けること。 

（３）設備に関する基準等 
• 遠隔医療を実施する医療機関は、州政府が定める設備基準、安全規定を満たすことが求められている。 
• 規定を満たしているか否かは、外部評価によりチェックされている。 
（４）患者が遠隔医療を受けることが可能な施設 
• 上記基準を満たしている病院、診療所、看護施設、健康センター、地域の保健クリニック。患者自宅は認められていない。 

EU 

 
• 遠隔医療には医師免許
が必要。 

• 原則、各国の規程や基
準に準じる。 

• EUでは医療サービスも自由に国境を越えて提供される。このため加盟国は、自国内で遠隔医療を妨げる規定を設けるこ
とが禁止されている。 

• 遠隔医療の実施規則は、電子商取引と同様に「発信国の原則」が適用される。このため、医師が居住する国での資格が
必要となる。 

米国における「遠隔医療（Telemedicine）」の定義 
メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS：the Centers for Medicare & Medicaid Services）は、遠隔医療をメディケイドの一部として「医療情報をある地点か 
ら他の地点へと電子コミュニケーションを介して、距離の離れた患者と医師の間でやり取りすること」と定めている。電子コミュニケーションとは、「最低限音声と 
映像を使用できる対話式コミュニケーション機器を介して、リアルタイムに距離の離れた患者と医師の間で双方向にやり取りすること」である。 
E-healthやcyber medicineとの定義が曖昧になることが多いが、この3つは、患者と医師のやり取りの密度で分類される。E-healthは、「インターネットやその類似 
技術によって提供される医療関連情報が集結するプラットフォーム」であり、cyber medicineは「患者がインターネットを介してその患者に個別化された医療情報 
を医師から受け取る・検索すること」と定義されている。つまり、遠隔医療が最も患者と医師のやり取りの密度が高くなる。 

（参考３） 
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諸外国の遠隔医療に関する規制② 

出所）「日本の医療サービスの海外展開に関する調査事業報告書」（平成23年度 経済産業省 調査事業）、「国際遠隔診断事業に関する現地実証事業報告書」（平成24年度 経済産業
省 調査事業）、「医療国際展開カントリーレポート」（経済産業省）、「平成26年度IT分野ASEAN遠隔医療システム展開推進調査報告書｣（JTEC） 

国 対面診療を求める規制 
（日本医師法20条相当） 

遠隔医療に関する規制類 

日本 
（次頁） 

• 遠隔医療には医師免
許が必要。 

• 無診察治療等の禁止
規定あり。 

• 厚生労働省が2015年8月10日に情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）についての事務連
絡を発出。 

• 遠隔医療に関する通知（2011年3月改定）の「2 留意事項」に記載されている、対面診療が困難な離
島やへき地への遠隔医療や慢性期疾患患者への遠隔医療は、あくまでも例示であるということを明示した。 

中国 

• 遠隔医療には医師免
許が必要。 

• 遠隔医療を行う医療
機関は認可が必要。 

• 「遠距離医療立会診察管理の強化に関する衛生部の通知」に従い、下記の条件を満たす必要がある。 
A. 通信技術を利用した医療行為に該当するため、中国国内では認可証を取得した医療機関で行う。 
B. 副高級職以上の職名を有する医療衛生専門医師のみがシステムを通じて医療サービスを提供。 
C. 患者またはその親族に対して、診察前に、遠隔診断の目的を説明し承諾を得る。 

• 上記は、国境をまたぐ遠距離医療にも準用される可能性がある。 
• 遠隔医療を外国人医師が提供することに対しては、特段の規制はない。 

ベトナム 

• 遠隔医療には医師免
許が必要。 

• その他、遠隔医療に関
する明確な制限なし。 

• 遠隔医療については、明確な規制が未整備。 
• 民間病院での外国人を対象とした医療行為は、ベトナムの医師免許がなくとも、認められている。 
（例：ホーチミン インターナショナルSOSクリニック（ベトナムの医師免許を持たない日本人医師が日本人を診察）） 

タイ 

• 遠隔医療には医師免
許が必要。 

• その他、遠隔医療に関
する明確な制限なし。 

• 遠隔医療については、明確な規制が未整備。 
• 遠隔医療に関わらず、現地で診察や治療を行うためには、タイの医師免許の取得が必要となる。 

インドネシア 

• 遠隔医療には医師免
許が必要。 

• その他、遠隔医療に関
する明確な制限なし。 

• 遠隔医療については、明確な規制が未整備。 
• 遠隔医療に関わらず、現地で診察や治療を行うためには、インドネシアの医師免許の取得が必要となる。 

ミャンマー 

• 遠隔医療には医師の
資格が必要。 

• その他、遠隔医療に関
する明確な制限なし。 

• 遠隔医療については、明確な規制が未整備。 
• 医師、看護師、助産師も、国家資格はなく、大学・専門学校の卒業試験への合格により資格が得られる。 

（参考３） 
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諸外国の遠隔医療に関する規制③ （参考３） 

医師法 第20条 
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、
又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書につい
ては、この限りでない。 

局長通知 情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について 平成９年12月24日 
「遠隔診療のうち、患者の居宅等との間で行われる遠隔診療については、医師法第20条等との関係が問題になる。そこで、今般、遠隔診療についての
基本的考え方を示すとともに、患者の居住等との間の遠隔診療を行うに際して、医師法第20条等との関係から留意すべき事項を下記の通り示すことと
したので、御了知の上、関係者に周知方をお願いする。（原文一部抜粋）」 
【留意事項】 
（１）初診及び急性期の疾患に対しては、原則として直接の対面診療によること。 
（２）直接の対面診療を行うことができる場合や他の医療機関と連携することにより直接の対面診療を行うことができる場合には、 
     これによること。 
（３）（１）及び（２）にかかわらず、次に揚げる場合において、患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療 
     と適切に組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこと。 
   ア 直接の対面診療を行うことが困難である場合（例えば、離島、へき地の患者の場合など往診又は来診に相当な長時間を要したり、危険を 
     伴うなどの困難があり、遠隔診療によらなければ当面必要な診療を行うことが困難な者に対して行う場合） 
   イ 直近まで相当期間にわたって診療を継続してきた慢性期疾患の患者など病状が安定している患者に対し、患者の病状急変時等の連絡・対応 
     体制を確保した上で実施することによって患者の療養環境の向上が認められる遠隔診療（例えば別表に掲げるもの）を実施する場合 
（全体（（９）まで）の一部抜粋）     

事務連絡 「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について） 平成27年8月10日 
「平成９年遠隔診療通知における遠隔診療の取扱いについて、下記の通り明確化することとしたので、御了知の上、関係者にも周知方をお願いする。
（原文一部抜粋）」 
1. 平成9年遠隔診療通知の「２留意事項（３）ア」において、「直接の対面診療を行うことが困難である場合」として、「離島、へき地の患者」を挙

げているが、平成9年遠隔診療通知に示しているとおり、これらは例示であること。 
2. 平成9年遠隔診療通知の「別表」に掲げられている遠隔診療の対象及び内容は、平成9年遠隔診療通知の「２留意事項（３）イ」に示してい

るとおり、例示であること。 
3. 平成9年遠隔診療通知の「1.基本的考え方」において、診療は、医師又は歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本であるとされてい

るが、平成9年遠隔診療通知の「２留意事項（１）及び（２）」にかかわらず、患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、
直接の対面診療と適切に組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこととされており、直接の対面診療を行った上で、遠隔診
療を行わなければならないものではないこと。 
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日本及び米国における遠隔診断・遠隔読影① 

遠隔医療の定義 

 日本遠隔医療学会では、 
｢遠隔医療(Telemedicine and Telecare)を、通信技術を活用した健康増進、医療、介護に資する行為｣ 

 米国遠隔医療協会（ATA）では、 
「患者の状態を改善するために電気的な通信手段を使ってある場所からある場所へと伝送される医療情報を用いること」  

 

遠隔医療のタイプ 

 遠隔医療には、主に下図の３つのタイプに大分される。 

出所）日本遠隔医療学会、米国遠隔医療協会、｢遠隔医療モデル参考書（平成23年3月）｣（総務省）、みずほ銀行産業調査部（2015年8月31日レポート）より 

主に、患者の健康状態のモニタリング 

地域中核病院 
（専門医）Doctor 

病院・診療所 
（主治医） 

Doctor 

患者 
Patient 

タイプⅠ 
Doctor to Doctor 

（D to D） 

タイプⅡ 
Doctor to Patient 

（D to P） 

タイプⅢ 
Doctor to Nurse to Patient 

（D to N to P） 

医師以外の医療従事者 
（看護師など）Nurse 

患者 
Patient 

主に、ビデオチャット等の双方向通信 
（医師が患者を診た上で看護師に指示） 

主に、EHRなどの医療データの伝送 

（参考４） 
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日本及び米国における遠隔診断・遠隔読影②（米国の事例） 

EHRなどの医療データの伝送の事例 

 米国では遠隔読影サービスが浸透している。 

 

Teleradiology Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 米国では放射線医の50％が女性という背景もあり、柔軟な勤務
体系にも対応できるセンター型読影サービスに専門人材を確保し
やすい面がある。 

出所）JETROニューヨークだより（2014年11月）、米国遠隔医療協会ウェブ、 
Genentech USA Inc., Mayo Clinic Website 

Telestroke program 

タイプⅠ：D to D 

ビデオチャット等の双方向通信事例 

 米国で注目されている遠隔医療のひとつに｢Telestroke｣という脳
卒中患者への医療サービスがある。 

 

Telestrokeの導入と成果 

 

 

 

 

 

 

 2003年に12の地域ネットワークの参加で開始。2012年に15の
地域ネットワークに拡大。 

 この仕組みにより、脳卒中患者のうち、専門医による指導が必要な
治療（血栓溶解療法）の受診率が、2.6%から15.5%に増えた。 

タイプⅠ：D to D (to P) 

主治医 

医療機関 遠隔読影センター 

画像データを 
伝送 

患者 

専門医 

読影結果を 
レポート 

出所）「遠隔医療の現状と課題」（首相官邸 IT戦略本部 評価専門調査会資料）、
米国遠隔読影サービス事業者各社ウェブサイト、ドクターネット 

専門医 

都市部 
医療センター 
（hub） 

遠隔地 
クリニック 
(spoke) 

ビデオチャットで 
支援 

脳卒中 
患者 

主治医 

専門医の 
指導の下 
診察 

（参考４） 
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日本及び米国における遠隔診断・遠隔読影③（米国の事例） 

患者の健康状態のモニタリング 

 Welldoc社(米国、未上場)が提供する「BlueStar」は、FDAに
初めて承認された糖尿病患者向け疾患管理アプリ（2010年に
FDA承認を受けサービスを開始）。 

 糖尿病患者が自身で測定した血糖値を入力し、データを主治医
がモニタリングできるサービス。 

BlueStarの仕組み 

 

 

 

 

 

 臨床試験で有効性が認められており、「BlueStar」を保険償還対
象に指定している保険プランがある。 

 血糖値記録のほか、独自の「自動専門分析システム」により、モチ
ベーション管理、行動管理などのプログラムや、医師向けの診断サ
ポートシステムも提供している。 

タイプⅡ：D to P 

医療データの伝送/モニタリング/双方向のビデオチャット 等 

 2013年、ミズーリ州に米国で初となる遠隔医療センター｢Virtual 
Care Center｣が開設した。運営主体は、アーカンソー州、カンザ
ス州、ミズーリ州、オクラホマ州に30病院を運営する医療機関
Mercy。Mercyの遠隔医療関係プログラムを本センターに統合。 

Mercy Virtualの遠隔サービス 

 ConnectNow 
例）Telestroke、医師や看護師へのメール相談サービス）、ビデ
オチャットによる専門家によるコンサルティングサービス 等 

 SafeWatch 
例）ICUの遠隔モニタリング、オンコール待機看護師、在宅医療
患者のモニタリング 等 

 Care Management 
例）慢性疾患重症化予防サービス、従業員の健康データ分析等 

 

タイプⅢ：D to N to P （全タイプに該当） 

主治医 

①血糖値データ 
入力 

糖尿病患者 

②モニタリング 

③診断 

BlueStarアプリ 

出所）Welldocウェブサイト、Forbes、野村證券アナリストレポート 出所）日本投資銀行レポート、Mercyウェブサイト 

看護師 在宅患者 

各地の医療機関 

主治医 

看護師 専門医 

モニタリング 

コンサルティング 
（ビデオ、メール等） 

モニタリング 

専門医による 
サポート 

診察・治療 患者 

（参考４） 
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医療の国際展開の手法例① 

：病院・運営主体 

：海外（現地国） 

：現地パートナー 

：その他の機関 

【凡例】 

：日本 

項目 概要 

手法 
• 日系企業のみの出資（日系3社による100%出資）
により病院設立・運営の現地法人を設立。 

事業主体 
（担い手） 

• 出資比率は北原国際病院が1.8%ではあるが、平成
22年度補正予算でのFS調査当初から、北原国際病
院が代表団体となり、事業化の中心的な役割を担って
きた。 

• 主に、北原国際病院が、医療関連業務や医療従事者
の教育を担い、日揮が病院経営面を担っている。 

展開プロセス 
（事業化の流れ） 

• 平成22年度経産省補正予算事業、平成24年度事
業でFS調査や事業計画の策定等を実施した。 

• 平成25年12月に、産業革新機構が、日揮、北原国
際病院が設立する合弁会社への出資を決定した。 

ビジネス 
モデル 

特徴 

• 現地富裕層への医療サービスの提供を見込んで、国内
医療機関が、事業の実質的な主体として事業化を推
進し、出資も行った。 

• 現地パートナーとの連携ではなく、日系企業100%出
資による。 

各ステークホル
ダーの連携方

法 

• 北原国際病院は、日揮と協力することで、国内における
病院設計・建設、運営受託などの経験・ノウハウを活用。 

• 日揮は、北原国際病院が保有する、カンボジアでの医
療活動実績と、医療従事者を活用。 

• 産業革新機構は、両社の事業を後押しし事業を高め
る役割として資金調達をサポート。 

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） 

 
 
 
 

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 

産業革新機構 日揮 
Kitahara Medical  

Strategies International 
（北原国際病院） 

52.2% 46.0% 1.8% 

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） 

分類A：医療機関×国内企業 

（参考５） 
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医療の国際展開の手法例② 

項目 概要 

手法 
• 日ロ双方からの出資により、画像診断センター設立・運
営のための現地合弁法人を設立。 

事業主体 
（担い手） 

• 北斗病院が49％、PJLが15%を出資し、日系の主体
が出資比率の64%を占める。 

• 北斗病院は、平成22年度補正予算でのFS調査当初
から代表団体を担い、事業化の中心的な役割。 

• 事業においては、北斗病院が医療技術の移転や病院
経営ノウハウの移転等の実施。 

展開プロセス 
（事業化の流れ） 

• 日ロ双方の主体は、経産省事業以前から連携体制を
構築。 

• 平成22年度経産省補正予算事業、平成24年度事
業でFS調査や事業計画の策定等を実施。 

ビジネス 
モデル 

特徴 
• 日系事業主体からのメジャー出資と現地合弁法人の設
立。 

各ステークホル
ダーの連携方

法 

• 北斗病院は、現地合弁会社および画像診断センターに、
医療従事者や事務員を派遣し、医療技術や病院経
営等の経験・ノウハウを活用。 

• PJLは、貿易業務の経験を活かし、各種計画立案、医
療機器導入等を支援。 

• AKIRAとストロイチェリは一体となって、既存の保有施
設や土地の供出だけでなく、現地関係者との調整や各
種手続き等に対応。 

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） 

分類A：医療機関×国内企業×現地パートナー 

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） 

 
 
 
 

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 
（現地商社） 

18% 

画像診断センター 

ХОКУТО（ホクト） 
（合弁会社） 

運営 

PJL 
（商社） 

15% 18% 

ストロイチェリ 

：病院・運営主体 

：海外（現地国） 

：現地パートナー 

：その他の機関 

【凡例】 

：日本 

（参考５） 



32 

医療の国際展開の手法例③ 

項目 概要 

手法 
• 日系医療機関の100％出資により、リハビリセンターの
運営管理・指導のための現地法人を設立。 

事業主体 
（担い手） 

• 日系医療機関は直接の医療行為の提供が出来ないた
め、リハビリ療法士の雇用や患者対応は、現地の米中
合弁民間病院である北京天壇普華医院が実施。 

• 現地法人のスタッフがリハビリセンターに常駐し、センター
の運営管理と現地スタッフの指導を担当。 

展開プロセス 
（事業化の流れ） 

• 元々、中国国内でのリハビリ病院等の医療施設の新規
設立・運営を想定していたが、法制度・資金・土地
（場所）、人材確保・育成、労務管理リスク、患者ト
ラブル等の問題から断念。 

• 既存のリハビリセンターの運営管理に事業の方針を転換
し、現地パートナーとの提携方策を詳細に検討。 

ビジネス 
モデル 

特徴 
• 日本の医療機関が100%出資で、海外に病院運営管
理の現地法人を設立。 

• 現地パートナーと全面的に提携しながら事業推進。 

各ステークホル
ダーの連携方

法 

• 患者からのリハビリ料金は北京天壇普華医院が受領。 
• リハビリセンターの売上から経費を引いた利益を現地法
人と北京天壇普華医院で分配。 

• リハビリ療法のみならず、日本の強みであるリハビリ機器・
装具も日本メーカーがリハビリセンターに提供し「日本式
医療」を展開。 

病院管理会社の設立・運営 
普華相澤リハビリテーションセンター（中国） 

分類A：医療機関×現地パートナー 

病院管理会社の設立・運営 
普華相澤リハビリテーションセンター（中国） 

 
 
 
 

 北京市内に病院管理会社を設立し、現地病院内のリハビリセンター
を運営管理。 

 リハビリ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 

日本 

相澤病院 

100% 

：病院・運営主体 

：海外（現地国） 

：現地パートナー 

：その他の機関 

【凡例】 

：日本 

（参考５） 
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医療の国際展開の手法例④ 

項目 概要 

手法 

• 国内医療機関が主導で海外展開国の現地パートナー
と提携し、現地でジョイントベンチャーを設立。 

• ジョイントベンチャーを通して現地における病院の設立・
運営を行う。 

• 複数国に展開する場合は、国によってブランドを使い分
け。 

事業主体 
（担い手） 

• 国内医療機関が事業主体となることを想定。 
• 多くの海外病院のように民営企業として、現地ジョイント
ベンチャーへの出資等を行う資金力・事業推進力が必
要。 

展開プロセス 
（事業化の流れ） 

• 海外展開国の選定後、各国の状況・ニーズを踏まえて
パートナーとなり得る現地企業・医療従事者を選定
（投資機関、医師等）。 

• 現地パートナーとの共同出資でジョイントベンチャーを設
立し、病院の建設・運営に着手。 

ビジネス 
モデル 

特徴 
• 事業推進力のある医療機関が主導となって海外展開
を実施。 

各ステークホル
ダーの連携方

法 

• 各国の状況に合わせて、事業主体の医療機関が現地
で求める機能を持つステークホルダーと提携。 

• 特に医療従事者は現地医療機関との連携により確保
することが一般的。 

現地パートナーと連携した病院の運営 
シンガポールの医療機関パークウェイ・パンタイ（インド・中国） 

 

分類A：医療機関×現地パートナー 

現地パートナーと連携した病院の運営 
パークウェイ・パンタイ（インド・中国） 

 
 
 
 

インド 

パークウェイ・パンタイ 
（シンガポールの医療機関） 

 中国では、上海の現地企業とジョイントベンチャーを設立し、病院を運
営。 

 インドでは、医師と提携し事業会社を設立し、病院を運営。 

中国（上海） 

上海虹信医療投資 
（投資機関） 

ジョイントベンチャー 
への出資 

事業会社 
（病院設立・運営） 

事業会社への出資 

ジョイントベンチャー 
（病院設立・運営） 

医師 

（参考）パークウェイ・パンタイの規模 
 病院数：53 （マレーシア 17、シンガポール 10、インド 12、 

             中国 10、香港 2、ブルネイ 1、UAE 1） 

 病床数：約1,000 （グループ合計） 
 売上高：11億米ドル （2015年） 

：病院・運営主体 

：海外（現地国） 

：現地パートナー 

：その他の機関 

【凡例】 

：日本 

（参考５） 
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医療の国際展開の手法例⑤ 

項目 概要 

手法 
• 日系企業が外資系企業から一部株式を買い取り、経
営権を取得。 

事業主体 
（担い手） 

• マレーシアの国策投資会社であるカザナ・ナショナル社が
元々100％保有していた株式を、三井物産が取得。 

• 2016年9月に一部株式を売却し、出資比率は
20.1%から18.1%に低下。 

展開プロセス 
（事業化の流れ） 

• 2012年1月、IHHを経由してトルコ最大の民間病院グ
ループ、アジバデムの60％株式取得。 

• 2012年7月、IHHはマレーシアおよびシンガポール証券
取引所に上場。上場する民間病院事業者としては株
式時価総額で現在世界第2位。 

• 現在11ケ国にて52病院・10,000床超を保有
（2016年6月時点）。クリニックや周辺事業も展開。 

ビジネス 
モデル 

特徴 
• 大手民間グループにマイナー出資を行い、海外での病
院経営に関与。 

各ステークホル
ダーの連携方

法 

• 三井物産は、IHHやIHH傘下の事業会社に取締役、
出向者を派遣。 

既存海外病院への出資 
IHH Healthcare（マレーシア） 

分類B：国内企業（商社）×現地パートナー 

（参考）IHH Healthcare 規模 
 病院数：76 （マレーシア 19、シンガポール 8、トルコ 19、インド 12、 

            中国 11、香港 2、ブルネイ 1、UAE 1イラク 1、 
            マケドニア 1、ミャンマー 1） 

 病床数：約10,000 （グループ合計） 
 売上高：19億米ドル （2015年） 

既存海外病院への出資 
IHH Healthcare（マレーシア） 

 
 
 
 

 大手民間病院グループにマイナー出資を行い、海外での病院経営に携
わる。 

 IHHやIHH傘下の事業会社に取締役、出向者を派遣。 

海外 

様々な国々で民間病院を運営 

IHH Healthcare 

日本 

三井物産 

18.1% 

カザナ・ 
ナショナル 

41.4% 

その他 

海外 

：病院・運営主体 

：海外（現地国） 

：現地パートナー 

：その他の機関 

【凡例】 

：日本 

（参考５） 
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医療の国際展開の手法例⑥ 

項目 概要 

手法 
• 日本のディベロッパー等による海外での都市開発拠点に
て、必要なインフラ機能の一つとして、医療機関を設
立・運営。 

事業主体 
（担い手） 

• 日系の事業者や医療機関が、都市開発エリアに病院
等を新規に開設し、医療サービスを提供することを想定。 

• 日本のディベロッパーと事業者等が連携して医療機関を
開院。 

展開プロセス 
（事業化の流れ） 

• 日本のディベロッパーが現地企業とJVを設立し、日本の
経験やノウハウを活かしたまちづくりを推進。 

• ジョイントベンチャーが、日系の医療機関を当該地域内
に誘致。 

ビジネス 
モデル 

特徴 
• 日系の都市開発拠点に、日本式を特徴とした病院等
を設置し、インフラ輸出事例の強みの一つとする。 

各ステークホル
ダーの連携方

法 

• 日本のディベロッパーと医療サービス提供事業者が、イン
フラ輸出計画段階も含めて相互に連携。 

まちづくり（工業団地等の整備含む）に際しての 
病院の新規建設・運営 

分類C：国内企業（ディベロッパー）×現地パートナー 

まちづくり（工業団地等の整備含む）に際しての 
病院の新規建設・運営 

 
 
 

• 出資 
• 経営 

出資 

 現地企業とジョイントベンチャーを設立、日本の経験やノウハウを活
かしたまちづくりを推進。 

 新都市に必要なインフラ機能の一つとして、日本の病院等を新規に
建設。 

海外 日本（まちづくり） 

開発業者 
現地企業 

（投資機関等） 

出資 

現地病院 

ジョイントベンチャー 
（都市開発） 

建設等 

商業施設等 

建設等 

注）海外でのPFI・PPP案件では、SPVへの出資者
がSPVからの事業受託者になっているケースは一
般的であり、出資者は建設受託が出来ないとい
う状況にはない。 

日本（サービス提供） 

サービス提供 
事業者 

医療機関 建設・ 
サービス 
提供 

：病院・運営主体 

：海外（現地国） 

：現地パートナー 

：その他の機関 

【凡例】 

：日本 

（参考５） 
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医療の国際展開の手法例⑦ 

：病院・運営主体 

：国 

：現地パートナー 

：その他の機関 

【凡例】 

項目 概要 

手法 
• 日本のODA（政府開発援助）で現地に建設された
病院又はインフラ等において、病院経営や医療関連
サービスを提供。 

事業主体 
（担い手） 

• 現地病院の経営については、我が国の医療機関や商
社等の民間事業者が支援し得る。 

• そのなか、例えば、検診車巡回等のサービスを、我が国
のサービス提供事業者が現地（病院、地域等）にて
提供することも想定。 

展開プロセス 
（事業化の流れ） 

• 日本のODAにおいて、日本製機器の導入等や病院の
整備と同時に、日本の医療機関や事業者が病院経営
やサービス提供を主導又は支援。 

• 既にODAが実施済みのケースでは、現地保健省や医
療機関との交渉となる。 

ビジネス 
モデル 

特徴 
• 日本のODAとビジネスベースのサービス提供を重層的に
提供することにより、日本の貢献と将来における持続的
ビジネスの可能性が高まる。 

各ステークホル
ダーの連携方

法 

• 病院設計・建設段階から、将来の病院経営・各種サー
ビス提供を見越して、日本の医療機関・事業者と連携
することも可能。 

ODAとの連携 
（ODAにより建設された病院やインフラ等と連携したサービス提供） 

分類D：ODAと連携した事業展開 

ODAにより建設された病院やインフラ等と連携した 
各種サービス提供 

 
 
 

海外 日本（ODA） 

外務省・JICA 
現地政府 
（保健省等） 

 ODAにて建設された現地病院の運営を日本の医療機関がサポー

トするほか、現地でのサービス（例えば、検診車巡回等）を日本企
業が提供する。 

 ODAで開発された地域にて検診車巡回サービスを提供する等の事
業展開も想定し得る。 

ODA締結 

現地病院 

サービス提供 

建設事業者 

病院
建設 

サービス提供 
（検診車巡回等） 

地域
開発 

日本（サービス提供） 

サービス提供 
事業者 

医療機関 

地方政府 

集落 
（道路、水道
等の整備） 

（参考５） 
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医療の国際展開の手法例⑧ 

項目 概要 

手法 

• 日本企業が保健省の政府側コンサルタントとして公立
病院の入札手続を支援（エトリック案件の場合）。 

• 将来的には、日本企業が公立病院を建設・運営する
事業体に出資するとともに、応札・落札した上で建設・
運営を受託することも想定。 

事業主体 
（担い手） 

• エトリック案件（3,566床）の場合には、アイテックはあ
くまでも保健省の支援のみ。病院建設はAstaldi（イタ
リア)やTurkerler（トルコ）が、設計はStudio 
Altieri（イタリア）が担当。 

• その他案件では、GEやシーメンスがSPVの株主に入り、
医療機器の調達、放射線関係のサービスを提供してい
る場合もある。 

展開プロセス 
（事業化の流れ） 

• 平成22年度補正から平成25年度補正までの経産省
事業等を通じてトルコ国内のPFI・PPP事業を把握する
とともに、日本企業による参画可能性の向上に向け入
札図書の改善の提案を実施。 

ビジネス 
モデル 

特徴 

• 日本のコンサルティング企業が、現地公立病院の建設・
運営にあたって、日本企業に有利となるよう入札図書の
標準化を企図。 

• 有利な条件に乗じる形で複数の日本企業が連携し、
事業体への出資及び建設・運営を推進。 

各ステークホル
ダーの連携方

法 

• 今後、具体的な日本企業のSPVへの参画と、具体案
件の落札を期待し得る。 

PFI・PPP方式による病院建設・運営 
保健省による病院建設・運営（トルコ） 

分類E：現地政府からの受託事業 

注）なお、多くのトルコPPP事業では、SPVへの出
資者がSPVからの事業受託者になっている。 

PFI・PPP方式による病院建設・運営 
保健省による病院建設・運営（トルコ） 

 
 
 
 

 エトリック案件では、保健省の発注にあたって政府側コンサルタントを
アイテックが務める。 

 公的病院の建設・運営を行うSPVへの出資企業は様々で、案件によっ
ては日本企業も参画しうる。 

日本                            トルコ 

エトリック病院 
（3,566床） 

保健省 

コンサルティング 
契約 

利用 

Astaldi 
（イタリア） 

運営業者 
（調整中） 

施設所有、委託
管理 

モニタリング、 
評価 

事業契約、支払 

運営委託 

日本の事業者にも参入可能性あり 

アイテック 
（日本） 

                       

特別目的 
事業体（SPV） 

株主 

出資 

配当 

設計委託 建設委託 

Turkerler  
（トルコ）  

Studio Altieri 
（イタリア）  

：病院・運営主体 

：海外（現地国） 

：現地パートナー 

：その他の機関 

【凡例】 

：日本 

（参考５） 



事業の内容 

医療技術・サービス拠点化促進事業 
平成29年度予算案額  6.5億円（7.1億円） 

事業イメージ 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 

委託 

事業目的・概要 

 政府の方針として、日本再興戦略では、「国民の健康寿命の延伸」
に向けて、医療技術・サービス等の国際展開の推進を掲げています。 

 経済産業省では、関係省庁や一般社団法人メディカル・エクセレン
ス・ジャパン（MEJ）等と連携し、我が国が高い競争力を有する医
療技術とサービスを一体とした戦略的な国際展開等を推進するとと
もに、その前提となる外国人患者の受入環境整備を行います。 

 具体的には、以下の事業を実施します。 
①医療・介護機器メーカーと医療・介護機関の連携による、海外に
おける日本の医療拠点や介護拠点の構築に向けた実証調査 

②新興国の現地医療関係者や政府関係者との人的ネットワークの
構築・深化 

③外国人患者の受入れ拡大に向けた横断的課題の解決 

 これらを通じて、医療・介護ニーズが急拡大する新興国市場におい
て、日本の優れた医療・介護システムを発信し、我が国の医療・介
護関連産業の競争力強化を図ります。 

カンボジア（プノンペン） 
救急救命センター     

ロシア（ウラジオストク） 
日本製CT/MRIを導入し
た高度画像診断センター 

32年度までに 
拠点10ヶ所 

民間企業等 

成果目標 

 平成27年度から平成29年度までの3年間の事業であり、最終的に
は平成32年度までに海外における日本の医療拠点を10カ所構築し、
海外の医療技術・サービス市場を1.5兆円獲得することを目指します。 

補助（2/3）※大企業の場合は1/2 

①日本の医療拠点等の構築に向けた実証調査 

 日本人医師の派遣 
 弁護士等専門家の活用 
 現地スタッフの教育訓練 等 
 

現地の事業環境・制度調査 
※未開拓な地域・分野を中心に実施 

 INCJ（産業革新機構）、JBIC（国際
協力銀行）、JICA（国際協力機構）等
による出・融資 等 

資金調達支援 
拠点化 

日
本
の
医
療
拠
点
構
築
ま
で
の
過
程 

拠点化準備 
（２／３補助） 

基礎調査 

拠点化促進のための実証調査（FS） 

②拠点化のための事業環境・制度調査 

 新興国等の有望市場に対し、 

 ・医療/健康関連サービスの調査  

 ・官民ミッションの派遣 

 ・現地政府/病院関係者 

との意見交換    等 

  

③海外患者受入の促進 

 受入環境整備のための、 

 ・日本国際病院（仮称）の機能強化 

 ・国内セミナー開催 

 ・海外広報事業  等 

補助 
MEJ 

商務情報政策局 ヘルスケア産業課 
03-3501-1790 

「事業目的・概要」欄の①
～③と、「事業イメージ」の
①~③の書きぶりを合わせ
た方が分かりやすくなるかと
思います。 
 
【対応】①を日本の医療拠
点等の構築から、日本の
医療拠点等の構築に向け
た実証調査という文言に
修正しました。 

INCJ、JBICの正式名称がど
こかで小さくでも記載できれば
と思います。 
【対応】記載しました。 

①の拠点構築事業ですが、
例の記載を絞って詳細に書く
のはいかがでしょうか。 
32年度までに拠点10カ所、
というのは成果目標に書かれ
ておりますので、そのスペースも
活用しつつ。 
【対応】いわゆるフィージビリ
ティスタディに対する補助金で
あることを明確にするために、
オレンジの枠内に（FS）とい
う文言を追加しました。 


