海外における日本医療拠点の構築に向けた研究会 報告書（概要）
研究会開催に至る背景




新興国では高齢化が進行し、がんや生活習慣病の増加が予想されており、医療における課題も先進国と共通のものになりつつある。
経済産業省において民間事業主体の支援を行ってきた結果、海外における医療拠点構築に一定の成果。
しかしながら、海外における日本の医療拠点の構築を中心となって推進する事業主体は不足しており、
日本の医療サービスの普及や新興国の拡大する医療サービス市場の取り込みが必ずしも十分とはいえない状況。

案件組成や政策立案の参考に資するため、
課題や拠点構築モデルの整理や
国内体制のあり方等を検討

検討状況と方向性
テーマⅠ

日本の医療拠点の要素

テーマⅢ

【問題意識】
日本の医師・医療機器によるサービス提供が理想であるとしても、現実として
日本の医療拠点といえる最低限の要件を再整理すべき。
【方向性】
「日本の医療拠点」としては少なくとも、下記の３つの条件を満たすものが該当。
① 病院等医療サービスを提供する施設であること
② 日本人等が医療サービスに関与していること
（現地スタッフを育成しつつ日本の医療従事者が十分な関与をしていること）
③ 日本企業等が出資していること
＊

海外における日本の医療拠点構築のモデル

【問題意識】
これまでの拠点構築は医療機関・医療機器メーカーが中心となり推進してきたが、医療サービスの取り組み
が不十分。
【方向性】
 医療機関・医療機器メーカーが中心となるモデルの他、商社と医療機関が連携する手法や、まちづくり・
ODAとの連携など、様々な手法があり得る。
 日本の医療拠点を構築する過程では、現地企業の買収等から開始して、最終的に日本の拠点に育てていく
ケースがあることに留意すべき
＜商社×現地パートナー＞

＜まちづくりとの連携＞

日本の医療拠点を構築する過程では、条件を満たさない場合もあり得る

テーマⅡ

日本の医療拠点構築を通じて海外に提供し得る価値

【問題意識】
新興国等で持続的な医療拠点を整備するためには、提供する日本医療の強みや
方向性を明確化することが不可欠。
【方向性】
 東南アジア等におけるがんの早期発見・治療、糖尿病予防、遠隔医療に関す
るニーズ、現地の医療水準や技術水準等を踏まえる必要。
 日本が提供する医療サービスについては、下記の視点が必要。
・チーム医療に基づいて安全性やオペレーションの効率性、日本的なホスピタリ
ティの提供を前提に、早期発見・健診・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提供に重点的に取り組む。
・地方部や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
・災害対応や人材育成等を行うことによって現地に貢献
 現地の規制面等の課題の解決（医療行為に対する賠償可能性を含む）や、看護
師や技師をはじめとした医師以外の医療スタッフの人材育成、サービスの質の
維持にも留意する必要。また、サービスを提供するにあたっては現地に受け入
れられやすいサービスのカスタマイズの視点も必要。さらに、事業の継続性が
重要。

テーマⅣ 医療機関と事業者等の連携のあり方
【問題意識】
日本の医療機関等にとって国際展開を行う意義が不明確。
国際展開のメリットとデメリットを整理した上で、今後の方向性を検討すべき。
【方向性】
関与度合いにより異なるが、医療機関等にとってのメリットは現地の医療水準への貢
献、国際貢献活動としての評価向上、症例経験の蓄積、事業からの利益取得等。デメ
リットは、人的資源投入による負担増、海外での経験が評価されにくいこと、事業リス
クがあること等。
 医療機関や医療従事者の負担軽減（※）や医療従事者の国際展開活動の評価向上を図
る。
 将来的には、商社等の事業者による地域医療への貢献（事業利益の地域医療への還元
を含む）の仕組みの検討が必要。
（※）複数の医療機関による連携、ICTの活用、65歳以上の医療従事者の活用等
 こうした取組により、医療国際展開に不可欠な医療機関等の組織としての継続的な参
画を促進。そのためにも何らかのインセンティブが必要。

＜取組例＞
アジア内視鏡人材育成
大学コンソーシアム
大分大学をはじめとする
内視鏡分野における先導
的な１４大学が、アジア
において内視鏡技術の普
及し人材育成支援を促進
すること等を目的に、総
長・学長レベルの協定に
より連携体制を 構築。

研究会の成果を踏まえ、今後とも、関係者の取り組みの共有やフォローアップ、個別の案件形成につなげることを目的とした「場」の継続が必要

開催概要
平成２８年度 下記日程で４回開催。
第１回 １１月７日
・検討テーマと論点について ・検討テーマⅠ 日本の医療拠点の要素について
第２回 １２月２２日
・検討テーマⅡ 日本の医療拠点を通じて海外に提供しうる価値について
・検討テーマⅢ 海外における日本の医療拠点構築のモデルについて
第３回 ２月２日
・検討テーマⅣ 国内医療機関と事業者の連携のあり方について
第４回 ２月２３日
・研究会報告書（案）について
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