
1 
 

ヘルスケア分野の国際展開に係るアンケート（質問項目） 

 
留意点 
略語の意味は下記のとおりです。 
SA︓選択式の質問（一つだけ選択） 
MA︓選択式の質問（複数選択可） 
FA︓記述式の質問 
SQ︓ある設問において特定の選択肢を選んだ場合のみ、要回答となる質問 
 
質問項目 
【１．基本項目について】 ........................................................................................................... 4 
問 1︓本アンケートのご回答者についてご記入ください。【FA】 ......................................................... 4 
問 2︓どの機関等から紹介・依頼されて本アンケートに回答されていますか。【MA】 ........................... 4 
問 3︓貴法人に該当するものをお知らせください。【SA】 ................................................................. 4 
問 4︓貴法人の規模をご回答ください。 ....................................................................................... 4 
【２．これまで展開してきた分野・エリア等について】 ....................................................................... 6 
問 5︓ヘルスケア分野（健康・医療・介護等）における海外展開の経験はありますか。【MA】 .......... 6 
問 6︓主にどのような国・地域へ展開していますか。また、その中で最も注力している国・地域はどこです
か。【MA︓主な展開先を最大 5 ヶ国・地域まで。最注力先は 1 ヶ国・地域のみ】 ............................ 6 
問 7︓特に注力している展開国・地域について、注力する狙い・背景をご回答ください。【FA】 ............ 8 
問 8︓（SQ5-1）どのような医療機器・福祉用具等を展開していますか。【MA】 ............................. 8 
問 9︓（SQ5-2）どのような医療機器・福祉用具等に関連する拠点を設置・運営していますか。【MA】
 ................................................................................................................................................ 8 
問 10︓（SQ5-3）どのような健康・医療・介護関連サービスを提供していますか。【MA】 ................. 9 
問 11︓（SQ5-4）どのような健康・医療・介護関連サービスの拠点を運営していますか。【MA】 ....... 9 
問 12︓ヘルスケアに係るどのようなフェーズについて、主に展開していますか。【MA】 ......................... 10 
問 13︓主にどのような領域について展開していますか。【MA】 ....................................................... 10 
問 14︓海外展開にあたって、信頼できる提携先（企業・医療機関等）はいますか。【MA】 ........... 10 
問 15︓具体的な事業や診療等の内容について簡単にご回答ください。（具体的な機器・製品・サービ
ス、対象とする患者・消費者の属性・疾患、診療科など）【FA】 .................................................... 11 
問 16︓これまでの海外展開において、課題や障害となったことについて、主なものを簡単にご回答くださ
い。【FA】 ................................................................................................................................. 11 
問 17︓前問でご回答いただいた課題や障害を、どのように乗り越えましたか。主なものを簡単にご回答く
ださい。【FA】 ............................................................................................................................ 11 
【３．今後の展開を検討している分野・エリア等について】 ............................................................ 12 
問 18︓今後、ヘルスケア分野（健康・医療・介護等）における海外展開を検討していますか。【SA】
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 .............................................................................................................................................. 12 
問 19︓今後、主にどのような国・地域への展開を検討していますか。また、その中で最も重視している
国・地域はどこですか。【MA︓主な展開先を最大 5 ヶ国・地域まで。最重視先は 1 ヶ国・地域のみ】 12 
問 20︓今後、最重視する予定の展開国・地域について、重視する狙い・背景をご回答ください。【FA】
 .............................................................................................................................................. 14 
問 21︓海外展開に向けて、どのようなプレーヤーとの関係構築・連携ができていますか。【MA】 ......... 14 
問 22︓どのような海外展開を検討していますか。【MA】 ............................................................... 14 
問 23︓（SQ22-1）どのような医療機器・福祉用具等を検討していますか。【MA】 ....................... 15 
問 24︓（SQ22-2）どのような医療機器・福祉用具等に関連する拠点の設置を検討していますか。
【MA】 ..................................................................................................................................... 15 
問 25︓（SQ22-3）どのような医療・介護・ヘルスケア関連サービスの提供を検討していますか。【MA】
 .............................................................................................................................................. 16 
問 26︓（SQ22-4）どのような健康・医療・介護関連サービスの拠点の設置を検討していますか。【MA】
 .............................................................................................................................................. 16 
問 27︓ヘルスケアに係るどのようなフェーズについて、展開を検討していますか。【MA】 ...................... 17 
問 28︓主にどのような領域についての展開を検討していますか。【MA】 .......................................... 17 
問 29︓今後、海外展開をさらに推進するためにどのような体制整備をする予定ですか。（事業計画の
詳細化、現地医師会・学会との連携、現地市場等の詳細調査、自組織の人材育成、国内/海外との
パートナリング、現地拠点への投資等）【FA】 ............................................................................. 17 
問 30︓具体的な海外展開の構想についてご回答ください。（具体的な機器・製品・サービス、対象とす
る患者・消費者の属性・疾患、診療科など）【FA】 ..................................................................... 17 
【４．これまでの経済産業省の施策へのフィードバック】 ................................................................ 18 
問 31︓経済産業省のアウトバウンドに関するこれまでの委託事業・補助事業についてご存知でしたか。
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問 32︓（SQ31-1）経済産業省のアウトバウンドに関する委託事業・補助事業を活用したご感想をご
回答ください。【FA】 .................................................................................................................. 18 
問 33︓（SQ31-3）経済産業省のアウトバウンドに関する事業について、どのような周知がされると良い
と思いますか。【FA】 .................................................................................................................. 18 
【５．今後、政府・経済産業省がとるべき施策の方向性について】 ............................................... 18 
問 34︓今後、ヘルスケア分野（健康・医療・介護等）において、民間主導で持続的に海外展開を推
進するにあたり、政府はどのような領域に注力すべきかご回答ください。【MA】 .................................. 18 
問 35︓（SQ31-2）経済産業省のアウトバウンドに関する補助事業をどのように改善すべきか、理由と
とともにご回答ください。【FA】 ..................................................................................................... 19 
問 36︓その他の政府の国際展開に係る予算事業について、活用及び検討したものがある場合、どのよ
うに改善すべきか、理由ととともにご回答ください。【FA】 ................................................................. 19 
問 37︓ヘルスケア分野（健康・医療・介護等）における日本貿易振興機構（JETRO）のアウトバウ
ンド支援について、どのように改善すべきか、理由ととともにご回答ください。【FA】 .............................. 19 
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問 38︓ヘルスケア分野（健康・医療・介護等）におけるMedical Excellence JAPAN（MEJ）のア
ウトバウンド支援について、どのように改善すべきか、理由ととともにご回答ください。【FA】 ................... 19 
問 39︓その他、政府への期待・要望をご回答ください。【FA】 ....................................................... 20 
問 40︓今後、本アンケートの回答をもとに、施策の方向性を検討し、来年 1月以降、検討会を開催す
る予定です。本検討会への参加をご希望されますか。【SA】 ......................................................... 20 
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【１．基本項目について】 
 
問 1：本アンケートのご回答者についてご記入ください。【FA】 
・法人名 （※大学・医療機関の場合は、大学・医療機関名をご記入ください） 
・部署名 
・役職 
・氏名 
・連絡先（TEL） 
・連絡先（メールアドレス） 
 
 
問 2：どの機関等から紹介・依頼されて本アンケートに回答されていますか。【MA】 
・Medical Excellence JAPAN（MEJ） 
・日本医療機器産業連合会（医機連） 
・日本製薬工業協会 
・日本ジェネリック製薬協会 
・日本医療ベンチャー協会 
・健康食品産業協議会 
・日本フィットネス産業協会 
・日本貿易会 
・Healthcare Innovation Hub（Innohub） 
・日本貿易振興機構（JETRO） 
・国際協力機構（JICA） 
・国立国際医療研究センター（NCGM） 
・中小企業基盤整備機構（中小機構） 
・経済産業省 
・その他（      ） 
 
 
問 3：貴法人に該当するものをお知らせください。【SA】 
・大学・医療機関 
・その他の事業者 
 
 
問 4：貴法人の規模をご回答ください。 
大学・医療機関の場合︓ 
・病床数      床 
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その他の事業者の場合︓ 
・資本金      億円  
・売上（連結）      億円 
・従業員数（連結）      人 
 
※資本金・売上が 1億円未満の場合は小数点でご記入ください。 
※回答可能な直近年度の数値をご記入ください。 
※ヘルスケア関連事業以外の事業を含む、会社全体、グループ全体の数値をご記入ください。 
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【２．これまで展開してきた分野・エリア等について】 
 
問 5：ヘルスケア分野（健康・医療・介護等）における海外展開の経験はありますか。【MA】 
物品の貿易︓ 
・医療機器・福祉用具等の製品を輸出している →SQ5-1,5-2要回答 
・医薬品を輸出している 
・非医療の健康維持・増進に関連する製品を輸出している 
 
 
サービス貿易︓ 
・海外に対して直接的なサービス提供を実施している（オンライン診療、ドクターtoドクターサービスなど） 
・訪日外国人向けに健康・医療・介護関連サービスを提供している 
・海外において健康・医療・介護関連サービスを提供している（出張ベースでの提供）→SQ5-3要回答 
・海外において健康・医療・介護関連サービスを提供している（病院、クリニック、健診/検診センター、介
護サービス施設、健康維持施設等の拠点を海外に設置して提供） →SQ5-3,5-4要回答 
 
※健康・医療・介護関連サービスとは、現地での診療行為、健診/検診サービス、医療従事者養成支
援、介護サービス、IT 関連システム・サービス、臨床検査受託、医療機関経営、医療機関の一部運営
代行、ジム・フィットネス、物流、コンサルティングなどを含みます。 
 
 
投資等︓ 
・海外企業等に出資している 
 
その他︓ 
・その他（      ） 
・いずれも経験はない →3．へ飛ぶ 
 
 
問 6：主にどのような国・地域へ展開していますか。また、その中で最も注力している国・地域はどこで
すか。【MA：主な展開先を最大 5 ヶ国・地域まで。最注力先は 1 ヶ国・地域のみ】 
ASEAN︓ 
・インドネシア 
・カンボジア 
・シンガポール 
・タイ 
・フィリピン 
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・ブルネイ 
・ベトナム 
・マレーシア 
・ミャンマー 
・ラオス 
 
中国︓ 
・北京 
・上海 
・広州 
・天津 
・深セン 
・その他の中国（      ） 
 
アジア・オセアニア（中国・ASEAN を除く） 
・インド 
・韓国 
・バングラデシュ 
・台湾 
・香港 
・オーストラリア 
・その他のアジア・オセアニア（      ） 
 
中東︓ 
・アラブ首長国連邦 
・サウジアラビア 
・トルコ 
・その他の中東（      ） 
 
欧州︓ 
・英国 
・ドイツ 
・フランス 
・ロシア 
・その他欧州（      ） 
 
アフリカ︓ 
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・ケニア 
・南アフリカ 
・その他アフリカ（      ） 
 
北米︓ 
・米国 
・カナダ 
 
中南米︓ 
・メキシコ 
・ブラジル 
・その他中南米（      ） 
 
 
問 7：特に注力している展開国・地域について、注力する狙い・背景をご回答ください。【FA】 
 
 
問 8：（SQ5-1）どのような医療機器・福祉用具等を展開していますか。【MA】 
・画像診断装置・システム、関連装置・用具 
・生体現象検査・監視用機器、生体検査用機器 
・医用内視鏡 
・医用検体検査装置 
・処置用機器 
・生体機能補助・代行機器 
・治療用又は手術用機器 
・歯科用機器、歯科材料 
・眼科用品及び関連製品 
・衛生材料及び衛生用品 
・家庭用医療機器 
・福祉用具 
・デジタル医療機器（医療機器としてのソフトウェア（SaMD）を含む） 
・その他（      ） 
 
 
問 9：（SQ5-2）どのような医療機器・福祉用具等に関連する拠点を設置・運営していますか。
【MA】 
・研究開発拠点 
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・製造拠点 
・販売・マーケティング拠点 
・メンテナンス・サービス拠点 
・トレーニング拠点 
・その他（      ） 
・海外拠点は設置していない 
 
 
問 10：（SQ5-3）どのような健康・医療・介護関連サービスを提供していますか。【MA】 
・現地における診療行為の実施 
・健康診断、検診サービスの提供 
・現地の医療従事者の養成支援 
・在宅系介護サービスの提供 
・施設系介護サービスの提供 
・IT関連システム・サービス提供 
・臨床検査受託 
・医療機関全体の経営 
・医療機関の運営の一部代行、アウトソース受託（臨床検査受託を除く） 
・ジムやフィットネスクラブの運営 
・健康・医療・介護等に係る物流 
・健康・医療・介護等分野に係るコンサルティング 
・その他（      ） 
 
 
問 11：（SQ5-4）どのような健康・医療・介護関連サービスの拠点を運営していますか。【MA】 
・病院、クリニック（現地医療機関等の一部間借りも含む） 
・健康診断センター、検診センター 
・医療従事者の養成拠点 
・介護サービス拠点 
・IT関連システム・サービス提供拠点 
・臨床検査受託拠点 
・医療機関の運営の一部代行、アウトソース受託拠点（臨床検査受託を除く） 
・ジム、フィットネスクラブ 
・健康・医療・介護等に係る物流拠点 
・健康・医療・介護等分野に係るコンサルティング事務所 
・その他（      ） 
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問 12：ヘルスケアに係るどのようなフェーズについて、主に展開していますか。【MA】 
・1次予防（健康増進支援、生活習慣改善支援など） 
・2次予防（早期発見のための健康診断・検診、適切な受診促進など） 
・検査・診断（精密検査、確定診断など） 
・治療︓高度急性期 
・治療︓急性期 
・治療︓回復期 
・治療︓慢性期（リハビリを含む） 
・予後︓合併症抑制 
・予後︓投薬管理・再発防止などの患者への継続的なモニタリング 
・介護 
・その他（      ） 
 
 
問 13：主にどのような領域について展開していますか。【MA】 
・がん 
・循環器系（疾患の場合︓心疾患、脳卒中等） 
・内分泌・代謝系（疾患の場合︓糖尿病等） 
・脳神経系（疾患の場合︓認知症等） 
・整形外科系 
・筋骨格系（疾患の場合︓骨粗しょう症、サルコペニア等） 
・感染症 
・その他（      ） 
 
 
問 14：海外展開にあたって、信頼できる提携先（企業・医療機関等）はいますか。【MA】 
※資本提携、業務提携、MOU、MOC、紳士協定等の提携形態にかかわらず、信頼できるパートナー
がいるかどうか、という観点からご回答ください。 
 
・現地の医療機関・大学・介護事業者と提携している 
・現地の企業と提携している 
・現地の医療関連団体・業界団体と提携している 
・日本の医療機関・大学・介護事業者と提携している 
・日本の企業と提携している 
・日本の医療関連団体・業界団体と提携している 
・第 3 国の医療機関・大学・介護事業者と提携している（例︓欧州の大学と連携してアジアに事業展
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開している、等） 
・第 3国の企業と提携している 
・第 3国の医療関連団体・業界団体と提携している 
・提携していない（独力で事業展開している） 
・その他（      ） 
 
 
問 15：具体的な事業や診療等の内容について簡単にご回答ください。（具体的な機器・製品・サー
ビス、対象とする患者・消費者の属性・疾患、診療科など）【FA】 
 
 
問 16：これまでの海外展開において、課題や障害となったことについて、主なものを簡単にご回答くだ
さい。【FA】 
 
 
問 17：前問でご回答いただいた課題や障害を、どのように乗り越えましたか。主なものを簡単にご回
答ください。【FA】 
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【３．今後の展開を検討している分野・エリア等について】 
※これまでに海外展開をされている場合、この３．では、新規/継続事業を問わず、今後の注力分野・
エリア等をご回答ください。 
 
問 18：今後、ヘルスケア分野（健康・医療・介護等）における海外展開を検討していますか。【SA】 
・事業計画等に基づき、すでに海外展開している 
・海外展開の事業計画を策定したが、実行はこれからである 
・海外展開の事業計画を検討中である 
・まだ海外展開しておらず、今後も予定はない →4．に飛ぶ 
 
 
問 19：今後、主にどのような国・地域への展開を検討していますか。また、その中で最も重視している
国・地域はどこですか。【MA：主な展開先を最大 5 ヶ国・地域まで。最重視先は 1 ヶ国・地域のみ】 
 
ASEAN︓ 
・インドネシア 
・カンボジア 
・シンガポール 
・タイ 
・フィリピン 
・ブルネイ 
・ベトナム 
・マレーシア 
・ミャンマー 
・ラオス 
 
中国︓ 
・北京 
・上海 
・広州 
・天津 
・深圳 
・その他の中国（      ） 
 
アジア・オセアニア（中国・ASEAN を除く） 
・インド 
・韓国 
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・バングラデシュ 
・台湾 
・香港 
・オーストラリア 
・その他のアジア・オセアニア（      ） 
 
中東︓ 
・アラブ首長国連邦 
・サウジアラビア 
・トルコ 
・その他の中東（      ） 
 
欧州︓ 
・英国 
・ドイツ 
・フランス 
・ロシア 
・その他欧州（      ） 
 
アフリカ︓ 
・ケニア 
・南アフリカ 
・その他アフリカ（      ） 
 
北米︓ 
・米国 
・カナダ 
 
中南米︓ 
・メキシコ 
・ブラジル 
・その他中南米（      ） 
 
その他︓ 
・未定 
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問 20：今後、最重視する予定の展開国・地域について、重視する狙い・背景をご回答ください。【FA】 
 
 
問 21：海外展開に向けて、どのようなプレーヤーとの関係構築・連携ができていますか。【MA】 
・現地の医療・介護従事者（個人ベース）と連携できている 
・現地の医療機関・大学・介護事業者（組織ベース）と連携できている 
・現地の医師会・学会など医療関係団体と連携できている 
・現地の医療機器・福祉用具メーカーと連携できている 
・現地の医薬品メーカーと連携できている 
・現地のメーカー（OEM）と連携できている 
・現地の販売代理店と連携できている 
・現地の流通業者と連携できている 
・現地のその他のプレーヤーと連携できている（      ） 
・日本の医療・介護従事者（個人ベース）と連携できている 
・日本の医療機関・大学・介護事業者（組織ベース）と連携できている 
・日本の医師会・学会など医療関係団体と連携できている 
・日本の医療機器・福祉用具メーカーと連携できている 
・日本の医薬品メーカーと連携できている 
・日本のその他のプレーヤーと連携できている（      ） 
・特に関係構築・連携はしていないが検討中である 
・独力で展開する予定のため、関係構築・連携はしない 
・その他（      ） 
 
 
問 22：どのような海外展開を検討していますか。【MA】 
物品の貿易︓ 
・医療機器・福祉用具等の製品の輸出 →SQ22-1,22-2要回答 
・医薬品の輸出 
・非医療の健康維持・増進に関連する製品の輸出 
 
 
サービス貿易︓ 
・海外に対して直接的なサービスの提供（オンライン診療、ドクターto ドクターサービスなど） 
・訪日外国人向けの健康・医療・介護関連サービスの提供 
・海外における健康・医療・介護関連サービスの提供（出張ベースでの提供） →SQ22-3要回答 
・海外における健康・医療・介護関連サービスの提供（病院、クリニック、健診/検診センター、介護サー
ビス施設等の拠点を海外に設置して提供） →SQ22-3,22-4要回答 
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※健康・医療・介護関連サービスとは、現地での診療行為、健診/検診サービス、医療従事者養成支
援、介護サービス、IT 関連システム・サービス、臨床検査受託、医療機関経営、医療機関の一部運営
代行、ジム・フィットネス、物流、コンサルティングなどを含みます。 
 
投資︓ 
・海外企業等への出資 
 
その他︓ 
・その他（      ） 
・未定 
 
 
問 23：（SQ22-1）どのような医療機器・福祉用具等を検討していますか。【MA】 
・画像診断装置・システム、関連装置・用具 
・生体現象検査・監視用機器、生体検査用機器 
・医用内視鏡 
・医用検体検査装置 
・処置用機器 
・生体機能補助・代行機器 
・治療用又は手術用機器 
・歯科用機器、歯科材料 
・眼科用品及び関連製品 
・衛生材料及び衛生用品 
・家庭用医療機器 
・福祉用具 
・デジタル医療機器（医療機器としてのソフトウェア（SaMD）を含む） 
・その他（      ） 
・未定 
 
 
問 24：（SQ22-2）どのような医療機器・福祉用具等に関連する拠点の設置を検討していますか。
【MA】 
・研究開発拠点 
・製造拠点 
・販売・マーケティング拠点 
・メンテナンス・サービス拠点 
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・トレーニング拠点 
・その他（      ） 
・未定 
 
 
問 25：（SQ22-3）どのような医療・介護・ヘルスケア関連サービスの提供を検討していますか。
【MA】 
・現地における診療行為の実施 
・健康診断、検診サービスの提供 
・現地の医療従事者の養成支援 
・在宅系介護サービスの提供 
・施設系介護サービスの提供 
・IT関連システム・サービス提供 
・臨床検査受託 
・医療機関全体の経営 
・医療機関の運営の一部代行、アウトソース受託（臨床検査受託を除く） 
・ジムやフィットネスクラブの運営 
・健康・医療・介護等に係る物流 
・健康・医療・介護等分野に係るコンサルティング 
・その他（      ） 
・未定 
 
 
問 26：（SQ22-4）どのような健康・医療・介護関連サービスの拠点の設置を検討していますか。
【MA】 
・病院、クリニック（現地医療機関等の一部間借りも含む） 
・健康診断センター、検診センター 
・医療従事者の養成拠点 
・介護サービス拠点 
・IT関連システム・サービス提供拠点 
・臨床検査受託拠点 
・医療機関の運営の一部代行、アウトソース受託拠点（臨床検査受託を除く） 
・ジム、フィットネスクラブ 
・健康・医療・介護等に係る物流拠点 
・健康・医療・介護等分野に係るコンサルティング事務所 
・その他（      ） 
・未定 
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問 27：ヘルスケアに係るどのようなフェーズについて、展開を検討していますか。【MA】 
・1次予防（健康増進支援、生活習慣改善支援など） 
・2次予防（早期発見のための健康診断・検診、適切な受診促進など） 
・検査・診断（精密検査、確定診断など） 
・治療︓高度急性期 
・治療︓急性期 
・治療︓回復期 
・治療︓慢性期（リハビリを含む） 
・予後︓合併症抑制 
・予後︓投薬管理・再発防止などの患者への継続的なモニタリング 
・介護 
・その他（      ） 
・未定 
 
 
問 28：主にどのような領域についての展開を検討していますか。【MA】 
・がん 
・循環器系（疾患の場合︓心疾患、脳卒中等） 
・内分泌・代謝系（疾患の場合︓糖尿病等） 
・脳神経系（疾患の場合︓認知症等） 
・整形外科系 
・筋骨格系（疾患の場合︓骨粗しょう症、サルコペニア等） 
・感染症 
・その他（      ） 
・未定 
 
 
問 29：今後、海外展開をさらに推進するためにどのような体制整備をする予定ですか。（事業計画
の詳細化、現地医師会・学会との連携、現地市場等の詳細調査、自組織の人材育成、国内/海外
とのパートナリング、現地拠点への投資等）【FA】 
 
 
問 30：具体的な海外展開の構想についてご回答ください。（具体的な機器・製品・サービス、対象
とする患者・消費者の属性・疾患、診療科など）【FA】 
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【４．これまでの経済産業省の施策へのフィードバック】 
 
問 31：経済産業省のアウトバウンドに関するこれまでの委託事業・補助事業についてご存知でした
か。【SA】 
・活用したことがある →SQ31-1, SQ31-2要回答 
・活用したことはないが知っていた →SQ31-2要回答 
・知らなかった →SQ31-3要回答 
 
 
問 32：（SQ31-1）経済産業省のアウトバウンドに関する委託事業・補助事業を活用したご感想を
ご回答ください。【FA】 
 
 
問 33：（SQ31-3）経済産業省のアウトバウンドに関する事業について、どのような周知がされると
良いと思いますか。【FA】 
 
 
 
【５．今後、政府・経済産業省がとるべき施策の方向性について】 
 
問 34：今後、ヘルスケア分野（健康・医療・介護等）において、民間主導で持続的に海外展開を
推進するにあたり、政府はどのような領域に注力すべきかご回答ください。【MA】 
資金面での支援︓ 
・市場調査の費用補助 
・F/S調査への費用補助 
・R&D への費用補助 
・直接的な投融資 
 
人的支援︓ 
・海外展開に関する専門家・アドバイザーの派遣 
 
情報提供︓ 
・海外市場等に関する情報提供 
・国内外の医療機関・企業等の海外展開事例に関する情報提供 
 
ネットワーク構築支援︓ 
・海外視察ミッション派遣を通じた情報収集支援、ネットワーキング支援 
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・（国内・海外問わず）パートナー企業候補に関する情報提供 
・（国内・海外問わず）パートナー企業候補との商談会、ネットワーキングイベントの開催 
 
その他︓ 
・薬事規制・貿易規制、その他の規制緩和に向けた相手国への働きかけ 
・その他（      ） ※できるだけ具体的にご回答ください。 
・特に期待することはない 
 
 
問35：（SQ31-2）経済産業省のアウトバウンドに関する補助事業をどのように改善すべきか、理由
ととともにご回答ください。【FA】 
（論点例） 
 海外での医療拠点の創設を進めてきたが、点から面への広がりに欠け、収益性も総じて低いので

はないか。 
 プレーヤーも特定の医療機器メーカー、病院法人などに硬直化しつつあるのではないか。海外に

おける「富士山型ヘルスケア」の実現に向けて、医療のみならず、介護やヘルスケア分野の海外
展開の重要性も高まっているのではないか。 

 これまでは、個社の提案公募を頼りに拠点展開を進めてきたが、今後はフォーカスポイントを設定
して、戦略的に拠点を展開するなど、より合理的な展開を模索すべきではないか。 

 従来の公募要領における重視項目（※）は総花的ではないか。 
※本年度の公募要領 

（https://medicalexcellencejapan.org/common/img/all/pdf/tmp/kouboyoryo_201904.pdf）をご覧ください。 

 
 
問 36：その他の政府の国際展開に係る予算事業について、活用及び検討したものがある場合、ど
のように改善すべきか、理由ととともにご回答ください。【FA】 
 
 
問 37：ヘルスケア分野（健康・医療・介護等）における日本貿易振興機構（JETRO）のアウトバ
ウンド支援について、どのように改善すべきか、理由ととともにご回答ください。【FA】 
 
 
問 38：ヘルスケア分野（健康・医療・介護等）における Medical Excellence JAPAN（MEJ）
のアウトバウンド支援について、どのように改善すべきか、理由ととともにご回答ください。【FA】 
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問 39：その他、政府への期待・要望をご回答ください。【FA】 
 
 
問 40：今後、本アンケートの回答をもとに、施策の方向性を検討し、来年 1月以降、検討会を開催
する予定です。本検討会への参加をご希望されますか。【SA】 
・検討会の専門委員になることを希望 
・検討会の傍聴を希望 
・検討会に関する情報提供を希望 
・検討会に関する情報提供は不要 
 
※本設問へのご回答について、専門委員等を希望された場合であっても、必ずしもご希望に添えるもの
ではございませんのでご了承ください。なお、今回のアンケートの内容について、個別にヒアリングをご依頼さ
せていただく可能性がございますので、ご承知置きください。 
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