
1 

 

海外における日本医療拠点の構築
に向けた研究会（第4回） 

2017年2月23日 

 
国際協力機構（JICA)人間開発部 
保健第二グループ 渡部晃三 



ニーズ 
• 途上国・新興国の内、公衆衛生に進展の見られる国
でも、限られたリソースの中で、心血管疾患、がん、
糖尿病、慢性呼吸器疾患などの非感染性疾患
（NCDs）への予防と治療の両側面の対応が迫られて
いる。診断・治療のためのインフラ整備と人材育成が
途上国・新興国においても重要になっている。 
 

取組みの現状 
• UHCを目指した保健システム強化の一環、またNCD
ｓ（非感染性疾患）への対応を支援する「拠点病院整
備」（三次病院、二次病院）、拠点病院等への「医療
機材供与」、患者に負担の少ない医療技術等を扱う
「技術協力」、民間企業との「民間連携事業（海外投
融資を含む）」など。 

途上国での医療インフラ支援への取組みの現状と課題 
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途上国での医療インフラ支援への取組み 

• 日本は、国際協力の一環として、病院建設（資金協力）と人材育成（技術協力）に長期
間にわたり取り組んできた。 

• 日本の協力による病院建設においては、途上国の事情を踏まえつつ、次のような日
本の病院の良いコンセプトが取り入れられるよう検討している（下表）。 

 

 

 

 

    

（日本の病院の主なコンセプト） 
・ユニバーサルデザイン（老若男女、障害の有無に拘らず誰でも利用・使用可能であるというバリアフリー
を包括する概念で、建築物に留まらず機材、製品等にも適用される概念） 
・患者中心の医療の実施 
・患者療養に最適な環境 
・安全な医療サービスの提供 
・医療従事者の技術レベルに応じた高度な医療技術の提供 

（１）全病院案件で徹底すべきもの 
・バリアフリー／ユニバーサルデザイン 

・外来診察における受診者のプライバシー
の確保 
・外来における効率的な患者動線計画 
・救急室、手術室、レントゲン室、ICU等の

配置等高度・迅速な医療サービス提供に
関する患者、医療従事者の動線計画 
・災害発生時に配慮した設計 
・レントゲン被爆防護 
・防災に配慮した構造 

（２）可能であれば導入が望ましいもの 
①予算が許せば導入することが望ましい 

・プライバシーに関するもののうち病室関
連（１病床あたりのスペース等） 
・効果的な院内感染防止に配慮した施設 

・高度な医療・安全な医療提供に関するも
のでメンテナンス等が不要なものを導入 

②予算及び先方のメンテナンス能力が許
せば導入することが望ましいもの 
自動ドア 
層流・HEPAフィルターを用いた空調 

（３）途上国のインフラ制約
等に関連して適宜導入す
べきもの 
・雨水貯留 
・ウルディスラブ工法 

・ソーラーパネルによるバッ
クアップ電源 
・防塵・防カビ対策の施設 
 
 
 

JICA事業による病院建設ー日本の病院のコンセプトを踏まえ導入すべき技術・設備・施設 
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ベトナム北部のトップリファラル病院： 
バックマイ病院への協力と自立発展 

2001年に無償資金協力による中

央ビルディングが完成し、技術協
力プロジェクトによる支援が実施
された。 

ベトナム政府が政府予算により
バックマイ病院の新ビルディング
を建設、2016年にオープン。 

 
日本の政府開発援助（ODA) 
による協力を元に、ベトナム 
政府はその経済成長とともに 
持続的にバックマイ病院を 
発展・成長させている。 
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ベトナム国 チョーライ病院への支援（無償・技協・有償） 

●1900年にホーチミン市内に設立された総合病院。 
 -敷地 約53,000㎡ 
 -11階建て本館（延べ床面積約37,000㎡）を中心に約20棟の建物 
 -病床約1,700床の総合病院 
 
●ベトナム南部地域における最上位の拠点病院。 
 
●日本の支援は、旧南ベトナム国の時代に遡る。無償資金協力お

よび技術協力を通じて、施設建設・改修、医療人材の能力向
上を継続的に支援。 

 1966年～1978年 ：臨床医療技術指導、病院管理等の技術協力 
 1971年～1974年 ：病棟建設、医療機材（54億円） 
 1992年～1995年 ：施設修復工事、医療機材（25億円） 
 1995年～2009年 ：病院機能、臨床技術向上等の技術協力 
 2011年～2013年 ：医療リハビリ強化に係る技術協力 

病院の概要とこれまでの支援 

● 保健医療従事者の質の改善プロジェクト（2010年～2015年） 
 保健省を中心とした医療サービス分野の人材育成に係る政
策・制度改善の支援、チョーライ病院を含む3拠点病院を中
心に全国の医療従事者の人材育成機能強化を目的とする。 
 

● チョーライ日越友好病院整備事業（2015年E/N、L/A） 
 チョーライ病院への過度な患者の集中（計画病床数1,800
に対して実稼働数2,500）による混雑解消を目的として、
1,000床規模の第二病院を建設するもの。2013年1月の日越首
脳会談で支援要請があり、2015年11月に円借款供与L/A調印。
同年10月よりJICAによる詳細設計開始。あわせて、2017年2
月より、病院運営・管理能力向上をめざす技術協力を開始。 

実施中の協力・今後の予定 

施 設 外 観 

混 雑 す る 集 中 治 療 室 
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ベトナム：日越友好病院（チョーライ第２病院）整備事業 (円借款） 

 ホーチミン市において、患者集中が著しいチョーライ病院に第２病院を建設することにより、中央レベ
ルの病院の過負荷軽減と高度医療、病院の品質管理強化等を通じた医療サービスの向上を図る。 

 我が国の医療分野の技術活用が期待されるプロジェクト。 

【事業概要】 
■円借款支援案（詳細設計調査案）： 
・病院施設建設：病床数約１，０００床 

・医療機器整備：放射線・画像診断機器、画像処理装置、
内視鏡、検体検査用機器等 

・医療情報システム（ＩＣＴ）整備：電子カルテ、医療用画
像管理システム、部門システム（検査、薬剤等）、外部と
のネットワークシステム等 
・コンサルティングサービス：入札補助、施工管理、等 
 

※上記のほか、医療サービスの質の改善を目的とした
技術協力を実施（開始済）。 
 

■円借款供与限度額：286.12億円（ＳＴＥＰ） 
 
■経緯 
 ２０１３年１月 日越首脳会談（安倍総理－ズン首相） 
 ２０１３年１２月 日越首脳会談（同） 
 ２０１４年３月 サン国家主席訪日時の日越共同声明 
  にて本件協力をコミット。 
 
■実施スケジュール 
 ２０１５年１１月 円借款貸付契約 
 ２０２０年 事業完成予定 

【位置図】 
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無償資金協力による建設計画 

•本事業はウランバートル市においてモンゴル初の教育病院を整備することにより、非感染性疾
患などで優先度が高い三次医療サービス及び市内の二次医療サービスの提供並びに質の高
い卒後研修提供体制の構築を図り、もってモンゴルの他の病院を含めた医療サービスの質の
向上に寄与するもの。 

•プロジェクトサイト/対象地域名 ウランバートル市（約128.6 万人） 

•事業概要 

  （1）土木工事、調達機器等の内容 

  【施設】外来（外科、外傷科、内科、神経内科、感染症科、 

       小児科、産婦人科、眼科、耳鼻科）及び教育施設棟、 

       入院棟（104 床）。計16,505 ㎡。地上3 階、地下1 階建。 

  【機材】CT、MRI、血管造影装置、診断・治療機材等 

  （2）コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネント 

•総事業費84.38 億円 

（概算協力額（日本側）：79.85 億円限度、モンゴル国側：4.53 億円） 

•事業実施スケジュール（協力期間） 

 2014 年12 月～2019 年11 月を予定 

 

→無償資金協力に並行して、新設される同病院の運営管理 

能力強化のための技術協力プロジェクトの開始を準備中。 
（日本モンゴル教育病院運営管理及び医療サービス提供の体制確立プロジェクト） 

 

モンゴル国日本モンゴル教育病院建設計画（資金協力と技術協力の連携）



「民間技術普及促進事業」の概要 

ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、メキシコの国立病院の医師等合計約40名を、             
数次に分けて日本で研修。各々半年後を目途に、現地フォローアップ指導を実施。 

本邦研修では、日本のトップドクターによりTRI法の技術指導を実施。 

現地フォローアップでは、各国の医師、保健省高官等を広く招いたセミナーも実施。 

 JICAが有する各国政府及び公的医療機関とのネットワークをテルモに提供。 

中南米の医療事情 

中南米では虚血性心疾患が死因の上位を占
めているが、身体的・経済的に負担の大きい
治療が主流。 

 

手首よりカテーテル
を挿入（TRI法） 

開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業（テルモ株式会社） 

中南米・経橈骨動脈カテーテル法による虚血性心疾患治療普及促進事業（民間連携事業） 

テルモ社の強み 

手首から挿入し、安価かつ身体的負担が軽い「経
橈骨動脈カテーテル法（TRI法）」を展開。 

 JICAによる2012年度の官民連携研修を通じ、TRI
法がメキシコで急速に普及。（シェア5％→30％） 

将来的な目標 

 メキシコに加え、新たにブラジル、                                                
アルゼンチン、コロンビアの南米                                              
3か国を対象にした、TRI法の展開。 

 

 

中南米での 
社会開発 

シェア拡大 
社会的責任 

JICAの目的 企業側の目的 

連
携 

より持続的かつ迅速な社会開発 
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• メキシコにおける虚血性心疾患の治療成績の向上、患者の入院日数の
短縮を目指し、TRI法の普及を支援している（TRI法：経橈骨動脈冠動脈イ

ンターベンション／患者の手首からカテーテルを挿入するため患者への
負担が少ない） 

• テルモ社との官民連携研修による実績を踏まえて、2016年1月から「TRI
法に焦点をあてた低侵襲医療技術の普及プロジェクト」がスタートした。 

• プロジェクト目標：低侵襲の手術法であるTRI法を、メキシコ全体へ普及さ

せること。メキシコの国立循環器病センターに低侵襲医療技術を学ぶ研
修センターを設立し、そこで専門医や専修医を対象にした研修プログラ
ムを実施することで、低侵襲医療技術の普及を図る。 

メキシコ：TRI法に焦点をあてた低侵襲医療技術の普及プロジェクト（技術協力） 

低侵襲医療技術の研修の様子 
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●途上国の開発に資する民間企業等が行う事業に対して、融資・出資により支援を行う。 

●民間金融機関等による融資が困難な事業に対して、途上国において多数の実績を有する    

    JICAがリスクを取りつつ支援を行い、それにより、事業が実現可能となる高い意義を有する。 

途上国における事業 

 

途上国政府 

海外投融資 円借款 
JICA 

途上国政府等が実施する事業 日本企業等が実施する事業 

融資 

融資・出資 
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開発における民間セクターの役割増大等を踏まえ、2012年に再開。インフラ・成
長加速化のための経済インフラに加えて、病院等の社会インフラも対象。 

JICAの海外投融資  

無償資金協力 

贈与 



 【事業概要】 

・本事業はプノンペン都において、救命救急センターを併設した民間病院を設立・運営することに
より、日本の技術・ノウハウを活用した疾患予防・治療・リハビリ等の医療サービス提供を図り、
もって同国の疾病状況の改善に寄与するもの。（2016年9月開院。） 
・経済産業省の医療サービス国際化推進事業として事前調査が行われた。 

【事業の意義】 

１．カンボジアの医療水準向上 
 日本人医師や看護師を中心とした質の高
い医療サービスを提供することにより、カン
ボジアにおける高度医療及び救急医療水
準の向上に寄与。 

 本事業を通じ、医師、看護師等カンボジア
人病院スタッフの人材育成を推進。 

 

 

２．我が国医療の国際展開 
 JICAはプロジェクトファイナンスによる融資
及びカンボジア人病院スタッフに対する研
修を通じ、日本企業・病院の海外展開を支
援。 日本政府の「日本再興戦略」 「インフ
ラシステム輸出戦略」 「健康・医療戦略」に
関連し、JICAは海外投融資を活用し、現地
ニーズに応える計画を支援。 

Sunrise Healthcare Service 
（病院事業会社） 

日揮 

JICA 

出資 出資 

産業革新機構 
Kitahara Medical 

Strategies 
 International 

融資 

出資 

カンボジア国 救急救命医療整備事業（海外投融資） 
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