
日本が海外に提供する 
質の高い医療技術・サービスの例 



日本の医療技術・サービスの例 

 目的 

新興国を中心に当該国の政府、医療機関、民間事業者に対し、海外に構築する日本の医療拠点で提供し
うる質の高い医療技術や医療サービス例を紹介し、日本の医療に対する理解及び関心を深める。 

 

 活用シーン 

１）現地政府 

例えば、がん患者の治療技術を高めたいと考えているような政府に対して、日本の高度がんセンター（医
療技術、検査機器、専門人材等）を紹介し、自国への導入の検討を促す。 

２）現地の医師・医療機関 

例えば、日本が世界に誇る医療技術を取り入れたい、自国の医師の技術向上に繋げたいと考えている
現地医療機関等に対して、個別の術式を紹介し、日本医療への関心を高める。双方の医療人材の交
流と日本の医療技術の教育機会を提供する。 
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医療技術・サービス提供の構造 
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 病院等医療機関では、「社会インフラを支えるサービス」「安全性・ホスピタリティを提供するサービス」「医療を支
えるサービス」「基本的医療サービス・基盤」「日本が提供しうる質の高い医療」の５つの構造でサービスが提供さ
れる。 

 この医療技術・サービス例は、医療の中心である｢基本的医療技術・サービス・基盤｣と｢日本が特徴を有する医
療｣に焦点を当てて、海外に紹介する際の参考をまとめたもの。 

低侵襲医療、機器小型化、個別化医療、遠隔医療、 
予防（検査センター、人間ドック）、リハビリ 

総合的な医療、チーム医療、救急・患者搬送、医師や医療専門職の育成 等 

・診断や治療を支える医療関連サービス （検体検査サービス等） 
・医療連携を実現する病院情報システム （電子カルテ、PACS等） 

・薬剤投与等の医療安全に対する徹底管理 
・品質と効率性を満たす業務集約型アウトソースサービス （滅菌、リネン等） 

・日本での人材受入れ、現地での技術指導などトレーニングを通じた人材育成 
・震災時における医療サービス拠点の強化 

日本が 
特徴を有する医療 

基本的 
医療技術・サービス・基盤 

医療を支えるサービス 

安全性・ホスピタリティを 
提供するサービス 

社会インフラを支えるサービス 

各項目で紹介される術式・サービスの概要（例） 



日本が提供しうる術式及び医療技術・サービスの紹介事例 
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大項目 中項目 術式・サービス名 掲載事例 

日本が特徴を有する
医療 

低侵襲医療 • 術式紹介（16例、詳細は後述） ★ 

機器小型化 • 小型化医療機器を用いたサービス ★ 

個別化医療 • 個別化医療 ★ 

遠隔医療 • 遠隔読影・在宅診療支援 ★ 

予防 
• 高度検査センター ★ 

• 人間ドックサービス ★ 

リハビリ • リハビリテーションセンター ★ 

基本的医療技術・
サービス・基盤 

総合的な医療 • 日本のプライマリケア 非掲載 

チーム医療 • チーム医療による質の高い医療技術・サービス ★ 

救急・患者搬送 • 救急救命トレーニング  ★ 

人材育成 • 医師や医療専門職の育成 ★ 

医療を支えるサービス 
• 診断や治療を支える医療関連サービス （検体検査サービス等） 
• 医療連携を実現する病院情報システム （電子カルテ、PACS等） 

非掲載 

安全性・ホスピタリティを提供するサービス 
• 薬剤投与等の医療安全に対する徹底管理 
• 品質と効率性を満たす業務集約型アウトソースサービス （滅菌、リネン等） 

非掲載 

社会インフラを支えるサービス • 震災時における災害医療の仕組み（DMAT等） 非掲載 

 医療の術式は、低侵襲医療を中心に、DPCデータでの実施率・症例数が上位に該当する術式、医学書や学
会に多く紹介されている日本が特徴を有する代用的な術式を選定した。 

 その他の医療技術・サービス等は、研究会の議論も参考に、日本が他国に提供しうる技術・サービスを掲載した。 



日本が特徴を有する術式 例１ 

早期胃癌内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD：Endoscopic Submucosal Dissection） 
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提供価値 
• 内視鏡的切除でがんを取り除くことで、臓器温存が可能で、患者のQOL向上に寄与する。 

• 早期発見が重要であるため、検査センターや診察技術も合わせて日本のノウハウを提供する。 

【適応】 

• リンパ節転移の可能性がほとんどなく、腫瘍が一括切除できる大きさと部位にあ
ること。 

• 2cm以下の肉眼癌粘膜内内癌と診断される病変で、組織型が分化型、肉眼
型とは問わないが、陥凹型はUL(-)に限る。 

【使用する医療機器・医療材料】 

• 挟帯域光観察システム 
(NBI：Narrow Band Imaging) 
 

• ITナイフ 

• デュアルナイフ 

• フックナイフ 

• フラッシュナイフ など 

【日本の取り組み】 

• 2006年4月から早期胃がんに対
するESDが保険適用された。 

• 見つけにくい胃炎類似型胃癌や、
5mm以下の微小胃癌を発見す
るために、内視鏡医の教育に注力
している。 
例）がん研有明病院では、内視鏡検診による胃癌
の発見率が約3％と高率。 
（全国平均0.28%、平成23年度) 

• 平成27年度は、4.1万件*の手
術が行われた。 
*DPC対象病院が診断群分類で第1術式とした
K6532の件数。 

 

出所）日本消化外科学会、胃癌治療ガイドライン（日本胃癌学会）、がん研有明病院ウェブサイト、メーカー各社ウェブサイト、各種記事・レポート 

挟帯域光観察システム NBI 
 

（写真：オリンパス社ウェブサイト） 

•胃癌組織型の診断、下咽頭がん、早期食道がん、バ
レット食道の病変範囲の同定と良悪性診断に活用。 



【適応】 

• 胃の下側（幽門側）に発生した早期胃がんなど 

• 腹腔鏡下に「胃の下側（幽門側）2／3と領域リンパ節」を切除する術式 

【使用する医療機器・医療材料】 

• 内視鏡外科手術の主な機器の構成 
1）スコープ 
2）ビデオプロセッサーと光源装置 
3）電気メスなどの周辺機器 

内視鏡統合ビデオシステム 
フルHD画像、ノイズリダクション機能、スコープ先
端部の温度コントロール機能、NBI観察への対
応など、医師のニーズに合わせて機能向上 

日本が特徴を有する術式 例２ 

腹腔鏡下幽門側胃切除術（LDG：Laparoscopic Distal Gastrectomy） 
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提供価値 

• 初症例から約20年の実績により、安全で質の高い、標準化された技術を提供できる。 

• 日本の技術により3cm程度（通常5～7cm）の小さい傷口で手術が可能で、整容性に配慮しつつ、患者の
痛みを軽減させ、術後回復も早めることができる。 

【日本の取り組み】 

• 1991年、日本で始めて胃癌に対
する腹腔鏡下手術が行われた。 

• 1995年に保険適用となった。 

• 胃切除術に対する腹腔鏡下手術
の割合は39％を占める。 
また、胃切除術による全体死亡
率が1.07%に対し、腹腔鏡下手
術死亡率は0.43％と低い。 
（「NCDデータを用いた全国消化器外科領域腹腔
鏡手術の現況に関する緊急調査結果（2014
年）」日本外科学会、日本消化器外科学会より） 

• 平成27年度は、約1.4万件*の
手術が行われた。 
*DPC対象病院が診断群分類で第1術式とした
K655-2の件数 

 

 出所）日本胃癌学会、日本消化器内視鏡学会、日本臨床外科学会、日本外科学会、日本消化器外科学会、各社ウェブサイト 

（写真：オリンパス社ウェブサイト） 

VISERA ELITE 
（ビセラ・エリート） 

ビデオスコープ 

鉗子類 
内視鏡外科の鉗子類は先端の形状が多様にある。 
医師と共同開発等で特注製作も行っている。 
 

ビデオプロセッサー 光源装置 

有窓ダックビル 
（短） 

（写真：ホープ電子社ウェブサイト） 

上向カーブ 有窓無傷性 メリーランド 
(カーブ) 



日本が特徴を有する術式 例３ 

腹腔鏡下胆嚢摘出術（Laparoscopic cholecystectomy） 
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提供価値 

• 日本の内視鏡外科手術で症例数が多い術式で、スタンダードとなった技術を広く普及できる。 

• 手術の翌日から歩行が可能で、入院期間も短縮されるため、患者の日常生活への影響も少なく、医療費も抑
制できる。 

【適応】 

• 胆嚢炎、胆嚢結石症、胆嚢ポリープ、胆嚢腺筋腫症、胆のう良性腫瘍など 

 

【使用する医療機器・医療材料】 

• 内視鏡システム 

• 十二指腸用スコープ 
（内視鏡的逆行性胆管膵管造影： ERCP ） 

• 胃管カテーテル 

• 電気メス 

• 剥離鉗子 

• クリップ 

• 把持鉗子 など 

【日本の取り組み】 

• 1990年に、初めて内視鏡下の胆
嚢摘出術が行われた。 

• 1992年から保険適用となった。 

• 胆石、胆嚢炎患者の９割に本術
式を行っており、開腹手術への移
行は1%未満。 

• 平成27年度は、約6.8万件*の
手術が行われた。 
*DPC対象病院が診断群分類の第1術式とした
K672-2の件数。 

 

出所） ｢消化器内視鏡ハンドブック｣（日本消化器内視鏡学会、2012年）、日本消化器内視鏡学会、各社ウェブサイト 

（写真：オリンパス社ウェブサイト） （写真：富士フィルム社ウェブサイト） 

十二指腸用スコープ 

ERCP検査 
内視鏡を十二指腸まで挿入し、
ファーター乳頭開口部からカテーテル
を挿入し、造影剤を注入することによ
り胆管・膵管を造影し、形態の観察・
疾患の診断を行う検査 



日本が特徴を有する術式 例４ 

早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術（ESD：Endoscopic Submucosal Dissection） 
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提供価値 

• 外科手術と比較して、患者の肉体的・精神的負担を軽減し患者のQOL向上に寄与するとともに、在院日数も
大幅に縮小されることで、医療費の軽減にもつながる。 

• 日本では、約1600症例（2年間）の実績を基に有効性と安全性が示された高度な手技。 

【適応】 

• 腫瘍の大きさが2～5cmまでの一括切除が可能な腺腫または早期癌。 
（深さが粘膜下層1000μmまでに留まる癌） 

【使用する医療機器・医療材料】 

• デュアルナイフ 

• フックナイフ 

• ITナイフ 

• スプラッシュニードル 

• 止血鉗子 

• 大腸ビデオスコープ 

• ディスポーザブル高周波ナイフ 
など 

【日本の取り組み】 

• 2009年に大腸ESDが先進医療
として承認された。 

• 2010年から、日本消化器内視
鏡学会主導で多施設共同研究
が行われ、約1,600症例の登録
により、有効性と安全性に関して
良好な治療成績が示され、2012
年に保険収載された。 

• 多施設共同研究の結果、平均
術前腫瘍径が32.5（±14.3）
mmで99%の症例が完遂。 
（日本消化器内視鏡学会） 

• 平成27年度は、約18.7万件*の
手術が行われた。 
*DPC対象病院が診断群分類の第1術式とした
K7211の件数。 

デュアルナイフ フックナイフ  止血鉗子 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（上記写真：オリンパス社ウェブサイト） 

出所）｢消化器内視鏡ハンドブック｣（日本消化器内視鏡学会、2012年）、外保連ニュース第26号（外科系学会社会保険委員会連合、2016年8月）、各種記事・レポート 

（上記写真：富士フィルム社ウェブサイト） 

EVIS LUCERA 
大腸ビデオスコープ 

ITknife nano 
（アイティーナイフナノ） 

ディスポーザブル高周波ナイフ 
（SAFEKnifeシリーズ）  

（上記写真：オリンパス社ウェブサイト） 

（左記写真： 
  HOYA社ウェブサイト） 

バイポーラ止血鉗子 



日本が特徴を有する術式 例５ 

内視鏡的消化管止血術  
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提供価値 
• 内視鏡で止血することで、早期に止血し、再出血を予防。 

• 身体的負担を軽くし、入院期間を短くすることによって社会復帰を早める。 

【適応】 

• 消化器出血、食道癌、胃癌、十二指腸癌、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝硬変
など 

 

【使用する医療機器・医療材料】 

• 電気メス 

• 胃管カテーテル 

• 止血鉗子 

• 内視鏡用止血クリップ など 

【日本の取り組み】 

• 日本では、多様な内視鏡的止血
法が使用されている。 

• 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥
離術（ESD）の際に使用する止
血鉗子の有用性も、日本の臨床
研究から報告されている。 

• 平成27年度は、約4.3万件*の
手術が行われた。 
*DPC対象病院が診断群分類の第1術式とした
K654の件数。 

出所） ｢手術術式の完全解説 2016-2017｣（医学通信社）、｢消化器内視鏡ハンドブック｣（日本消化器内視鏡学会、2012年）、各社ウェブサイト 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

バイポーラ止血鉗子 

止血クリップ 胃管カテーテル 

（右上写真：オリンパス社ウェブサイト 
（左写真：テルモ社ウェブサイト） 

（左記写真： 
  HOYA社ウェブサイト） 



日本が特徴を有する術式 例６ 

脳動脈瘤コイル塞栓術 
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提供価値 
• メスを入れる必要のない手法で、患者への負担が軽く、早期社会復帰とQOLに配慮した治療を提供できる。 

• 適応によっては、開頭術よりもコイル塞栓術の優位性が証明されている。 

【適応】 

• 脳動脈瘤、脳動静脈奇形、脳腫瘍など 
 

【使用する医療機器・医療材料】 

• ガイディングカテーテル 

 

 

 

 

• マイクロカテーテル 

【日本の取り組み】 

• 2000年頃より日本でも取り入れ
られ、コイルの改良やバルーンカ
テーテルの併用等で治療成績を
向上してきた。 

• 脳動脈瘤の状態により手術方法
の選択が大きく異なるため、日本
では、UCAS Japan（日本未破
裂脳動脈瘤悉皆調査）のデータ
を元に、適応と破裂の危険性等を
患者に説明し、理解や納得を得
て治療を行っている。 

• 平成27年度は、約8,000件*の
手術が行われた。 
*DPC対象病院が診断群分類の第1術式とした
K1781の件数。 

 

出所）国立循環器病研究センター、 「脳血管内治療 カテーテルスタッフの必須知識」（メジカルレビュー社、2015年）、各社ウェブサイト 

（写真：テルモ社ウェブサイト） 

シースレス 

HeadWay 

FUBUKI 

（写真：朝日インテック社ウェブサイト） 



日本が特徴を有する術式 例７ 

頸動脈ステント留置術（CAS：carotid artery stenting） 
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提供価値 
• メスで切る部分が小さく、患者の負担を軽減すると共に、入院期間を短縮し早期回復が期待される。 

• 脳血管障害の75％を占める脳梗塞の予防効果が期待される新しい治療法。 

【適応】 

• 頸動脈狭窄症 

【使用する医療機器・医療材料】 

• 血管内超音波診断装置 

 

 

• バルーンカテーテル 

 

 

 
 

• ステント など 

【日本の取り組み】 

• 日本では、2000年頃から取り入
れられ、2008年４月に、保険適
用された。 

• 一般的に、頸動脈ステント留置術
にて脳梗塞を発症したり、死亡す
る確率は3-10％程度とされてい
るが、日本の治療成績は高い。 
 

• 平成27年度は、約6,000件*の
手術が行われた。 
*DPC対象病院が診断群分類の第1術式とした
K609-2の件数。 

 

出所）日本脳神経血管内治療学会、国立循環器病研究センター、京都大学医学部附属病院、「脳血管内治療 カテーテルスタッフの必須知識」（メジカルレビュー社、2015年）、各社ウェブサイト 

血管内超音波診断装置
（IVUS） 

VISIWAVE（ビジウェーブ） 

（写真：テルモ社ウェブサイト） 

• 超音波探触子を先端に搭載したカテーテルを血
管内に挿入し、超音波の反射波を解析して血管
の断層画像をリアルタイムで表示する。 

• 血管内腔の状態の評価や計測に使用する。 

（写真：テルモ・クリニカル・
サプライ社ウェブサイト） 

パトリーブ オプティモ 

（写真：東海メディカルプロ
ダクツ社ウェブサイト） 



日本が特徴を有する術式 例８ 

動脈瘤に対するステントグラフト内挿術 
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提供価値 
• 高齢者や腎不全など、全身麻酔や開腹、開胸手術の合併症のリスクが高い患者に適応できる。 

• 傷を最小限に抑えるため出血が少なく、手術時間も短い。術後回復も早く、患者への負担を軽減。 

【適応】 

• 動脈硬化性動脈瘤、大動脈解離や破裂 

 

【使用する医療機器・医療材料】 

• 血管撮影装置 

• カテーテル 

• ステントグラフト など 
 

【日本の取り組み】 

• 2002年からステントグラフと内挿
術が保険適用された。 

• 日本では、100以上の施設で実
施されており、初期成功率は
95.2％と高く、合併症の発生率
も低い。 

• 平成27年度は、約9,000件*の
手術が行われた。 
*DPC対象病院が診断群分類の第1術式とした
K5612の件数。 

出所）国立循環器病研究センター、京都大学医学部附属病院、東京女子医科大学、東京医科大学低侵襲治療センター、各社ウェブサイト 

血管撮影装置（X線アンギオグラフィ） 
       

（写真：東芝メディカルシステムズ社ウェブサイト） 

INFX-8000V  BRANSIST safire 

（写真：島津製作所社ウェブサイト） 

ステントグラフト 

（写真：川澄化学工業社ウェブサイト） 



日本が特徴を有する術式 例９ 

経皮的冠動脈ステント留置術 

12 

提供価値 
• バイパス術と比べ、低侵襲で、合併症のリスクを抑えて治療ができる。 

• 入院期間もバイパス術後よりも短く、早期回復により患者のQOLを高める。 

【適応】 

• 狭心症、急性心筋梗塞、心筋梗塞、急性冠動脈症候群 など 

 

【使用する医療機器・医療材料】 

• 血管造影用シースイントロデューサーセット 

• 経皮的冠動脈形成術用カテーテル 

• アテレクトミーカテーテル 

• エキシマレーザー血管形成用カテーテル 

• 血管造影用ガイドワイヤー 

• ステント など 

【日本の取り組み】 

• 1994年から、冠動脈ステントが
保険適用。 

• 2004年、薬剤溶出ステントが保
険適用。 

• 平成27年度は、約11万件*の手
術が行われた。 
*DPC対象病院が診断群分類の第1術式とした
K5493の件数。 

出所）｢手術術式の完全解説 2016-2017｣（医学通信社）、日本IVR学会、日本冠疾患学会、各社ウェブサイト 

血管造影用 
シースイントロデューサーセット 

       ハナコ･EX 
イントロデューサーセット 

（写真：ハナコメディカル社） 

経皮的冠動脈形成術用カテーテル 
       IKAZUCHI Zero (イカズチ ゼロ) 

（写真：カネカメディクス社） 



日本が特徴を有する術式 例10 

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術  

13 

提供価値 
• 開腹手術と比べ、手術時間は長いが、術中出血量が少なく、入院期間も短いため、患者の術後QOLを高めら

れる。 

【適応】 

• 「子宮体癌取扱い規約」におけるⅠＡ期の子宮体がん 

 

【使用する医療機器・医療材料】 

• ヒステロスコープ 

• コルポスコープ など 

【日本の取り組み】 

• 2014年4月に、初期子宮体がん
に対する腹腔鏡下手術が保険適
用された。 

• 複雑な手技を要求されるため、日
本婦人科内視鏡認定技術医と
日本婦人科腫瘍専門医を加えた
チームで治療を行うことが進められ
ている。 

• 子宮悪性腫瘍手術（K879）の
手術件数は、平成27年度に、約
1.3万件*の手術が行われた。 
*DPC対象病院が診断群分類の第1術式とした
K879の件数。腹腔鏡下によるものはK879-2となる
が平成27年度のデータには件数が上がっていない。 

出所）日本産科婦人科学会、「産婦人科内視鏡手術ガイドライン（第2版）」（日本産科婦人科内視鏡学会）、「子宮体がん治療ガイドライン」（日本産婦人科腫瘍学会）、各社ウェブサイト 

婦人科用機器 

（写真：ペンタックス社ウェブサイト） 

ビデオヒステロスコープ 
システム コルポスコープ検査 

膣拡大鏡（コルポ
スコープ）を膣内
に挿入し、子宮頸
部や膣壁を拡大し
て、炎症や腫瘍な
どが出来ていない
か観察する。 



日本が特徴を有する術式 例11 

水晶体再建術 
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提供価値 
• 一般的に普及した安全性の高い術式で、日帰り手術により、日常生活に負担のない治療を提供。 

• 技術の進化により、多焦点眼内レンズの使用で、近用・遠用の視力補助を可能にし、QOLを向上。 

【適応】 

• 老人性白内障、その他白内障、無水晶体眼など 

 

【使用する医療機器・医療材料】 

• 超音波白内障手術装置 

• 眼内レンズ 

• 皮質吸引用I/Aプローブ 

• 水晶体嚢拡張リング 

• 虹彩リトラクター 
 
など 

【日本の取り組み】 

• 白内障は、主に老化によるもので、
70歳以上の80％が発症している
と言われる。 

• 日本では、年間100万件ほどの
手術が行われており、極めてポピュ
ラーな術式として普及している。 
*DPC対象病院が診断群分類の第1術式とした
K2821の件数は、約38.7万件。 

• 手術で使用される眼内レンズが、
単焦点眼内レンズの場合は、保
険適用される。多焦点眼内レンズ
は、2008年に先進医療として厚
生労働省に承認された。 

出所）｢手術術式の完全解説 2016-2017｣（医学通信社）、東京歯科大学、日本眼科医療機器協会、各社ウェブサイト 

眼内レンズ 

（写真：参天製薬社ウェブサイト） 

エタニティー アバンシィ 

（写真：興和社ウェブサイト） 

白内障手術装置 

（写真：ニデック社ウェブサイト） 

Fortas® 



日本が特徴を有する術式 例12 

口蓋扁桃手術 
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提供価値 • 一般的に普及した安全性の高い術式で、短期入院（5～14日程度）で日常生活に負担のない治療を提供。 

【適応】 

• 慢性扁桃炎、扁桃肥大、睡眠時無呼吸症候群、習慣性アンギーナ 

 

【使用する医療機器・医療材料】 

• 胃管カテーテル 

• 内視鏡用止血クリップ 
 
など 

【日本の取り組み】 

• 実績が多数あり、日本で非常にポ
ピュラーな手術。 

• 平成27年度は、約5.5万件*の
手術が行われた。 
*DPC対象病院が診断群分類の第1術式とした
K3772の件数。 

 

出所）｢手術術式の完全解説 2016-2017｣（医学通信社）、日本口腔・咽頭科学会、日本耳鼻咽喉科学会、各社ウェブサイト 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

止血クリップ 胃管カテーテル 

（右上写真：オリンパス社ウェブサイト 
（左写真：テルモ社ウェブサイト） 



日本が特徴を有する術式 例13 

ヘルニア手術、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 
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提供価値 
• 切開術と内視鏡下術の両方が日本で広く普及しており、安全性の高い技術を提供。 

• 医師に相談の元、双方の特徴を踏まえて、患者が望む術式で治療ができる。 

【日本の取り組み】 

• 日本には、年間14万人の患者が
いるといわれる。 

• 2015年5月、日本ヘルニア学会
が、鼠径部ヘルニア診療の質の向
上を目的として「鼠径部ヘルニア
診療ガイドライン2015」を策定。 
 
・2008年学会設立。 
・設立時の個人会員は380人ほど。 
・2015年には1,161人と拡大。 
・APHS（アジア太平洋ヘルニア学会）、米
国ヘルニア学会(AHS)、欧州ヘルニア学会
(EHS)との連携に向けて活動している。 

 

• 平成27年度は、約7.9万件*の
手術が行われた。 
*DPC対象病院が診断群分類の第1術式とした
K6335の件数。 

 
出所）｢手術術式の完全解説 2016-2017｣（医学通信社）、「鼠径部ヘルニア診療ガイドライン」（日本ヘルニア学会）、日本整形外科学会、各社ウェブサイト 

【適応】 

• 鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア 

 

【使用する医療機器・医療材料】 

• ヘルニアステープラー 

• ヘルニア修復用メッシュ 

• 組織代用人工繊維布 

• 吸引留置カテーテル 

• 縫合糸誘導針 
 
など 

縫合糸誘導針 

（写真：八光社ウェブサイト） 

ラパヘルクロージャー 

・腹腔鏡下小児鼠径ヘルニア手術（LPEC法）における縫合糸の誘導針 
・内針先端に縫合糸把持用のループ構造があり、簡単な操作で糸を把持できる 



日本が特徴を有する術式 例14 

人工関節置換術 
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提供価値 

• 最小侵襲手術で、股関節周りの筋肉や靭帯を傷つける範囲を最小限に抑え、術後の歩行を早めることができ
る。 

• 診察、治療、術後のリハビリまで、専門性の高い医療チームで、患者の早期社会復帰を可能にする。 

【適応】 

• 関節リウマチ、変形性関節症、関節骨折、骨肉腫、骨移転癌、上肢・下肢悪
性腫瘍、外傷後後遺症 

 

【使用する医療機器・医療材料】 

• 人工関節用材料 

• 骨セメント 
 
など 

【日本の取り組み】 

• 日本では、年間20万以上の手術
を行っており、非常に一般的に普
及している術式である。 

• 2004年に、国内初の整形外科
の中で、人工関節に特化したセン
ター（湘南鎌倉人工関節セン
ター、愛心会グループ）が開設。 
 
・1ヶ月20～25件の手術を実施。 
・最小侵襲手術により、従来１～３ヶ月の入
院が、平均12日間に短縮。早期退院を実現。 

• 平成27年度は、約7.1万件*の
手術が行われた。 
*DPC対象病院が診断群分類の第1術式とした
K0821の件数。 

 

出所）｢手術術式の完全解説 2016-2017｣（医学通信社）、日本人工関節学会、湘南鎌倉人工関節センターウェブサイト、各社ウェブサイト 

人工関節用材料 

（写真：京セラメディカル社ウェブサイト） 

セラミック人工骨 人工関節 



日本が特徴を有する術式 例15 

骨折観血的手術 （骨折合術、骨折創外固定術）    
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提供価値 
• 手術で骨を固定することにより、早期に車いすで移動したり、歩行訓練などのリハビリテーションを開始。 

• 骨粗鬆症を起因とした高齢者の骨折が多く、早期手術とリハビリにより、寝たきりの防止にも寄与。 

【適応】 

• 骨折 
 

【使用する医療機器・医療材料】 

• スクリュー 

• プレート 

• ナット 

• 真皮欠損用グラフト など 

【日本の取り組み】 

• 一般的に多く行われている手術で、
患者は高齢者が多い傾向がある。 

• 相澤病院（460床）では、年間
277人の患者に手術を行っている。 
（平成27年度実績） 
 
・患者の平均年齢は82.7歳。平均在院日
数は23.2日 

• 平成27年度は、約6.8万件*の
手術が行われた。 
*DPC対象病院が診断群分類の第1術式とした
K0461の件数。 

 

出所）｢手術術式の完全解説 2016-2017｣（医学通信社）、相澤病院ウェブサイト、各社ウェブサイト 

骨接合材料（プレート、スクリュー、髄内釘など） 

（写真：帝人ナカシマメディカル社ウェブサイト） 

固定用プレート 

真皮欠損用グラフト 

（写真：オリンパステル
モバイオマテリアル社ウェブ
サイト） 



日本が特徴を有する医療技術・サービス 例16 

小型化医療機器を用いた医療技術・サービス 
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提供価値 
• 小型化により携帯性に優れ、在宅医療，救命救急，僻地・災害医療においてもその場で診察が可能。 

• 機器の小型化により、患者にとって簡単で負担の少ない検査と診断により、疾病の早期発見・治療につながる。 

【代表的な機器】 

モバイル型超音波・X線画像診断装置 

• 軽量・コンパクトで携帯性に優れた 
超音波・X線画像診断装置。 

 

 
 

 

 

 

カプセル内視鏡 

AED 

【日本の優位性】 

• 日本の小型化技術により、在宅
医療、救急救命、災害医療の現
場において適切な検査を行う新し
い医療の形を提供。 

• カプセル内視鏡による治療や体液 
採取などの技術開発を進めている。 

 

出所）｢消化器内視鏡ハンドブック｣（日本消化器内視鏡学会、2012年）、各社ウェブサイト 

移動型デジタルX線撮影装置 

• 救急や集中治療室などスペースが限られる医療現場で
検査が可能。 

カプセル内視鏡 

（写真：オリンパス社ウェブサイト） 

Sirius Starmobile 
tiara airy 

（写真：日立製作所社ウェブサイト） 

（写真：コニカミノルタ社ウェブサイト） 

SONIMAGE P3 

（写真：
日本光電
社ウェブサ
イト） 

AED 

cardiofaxS 

（写真：日本光電社ウェブサイト） 

AeroDR MOBILE 
SOLUTION 
（災害・在宅向け） 

心電計 

• 小型設計で、バッテリー駆動対応。 



日本が特徴を有する医療技術・サービス 例17 

個別化医療 
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提供価値 
• 日本の医療拠点に、個別化治療体制を整備できる。 

• 日本の癌領域における遺伝子解析結果を踏まえて、自国民に最適な治療を提供できる。 

【医療技術・サービスの概要】 

• 癌診療における遺伝子解析 

• 網羅的遺伝子診断の日常診療への導入 

 

 

 

 

 

【日本の優位性】 

• ［研究実績］ 
国立がん研究センター中央病院、
東病院の癌患者を対象に、年間
約200例を分析。 
日本人に多いEGFR変異陽性肺
腺癌について、罹りやすさを決める
遺伝子領域を明らかにした。 

網羅的遺伝子診断に基づく個別化治療の体制 

出所）日本医療研究開発機構ウェブサイト、「ゲノム医療実現へ向けた網羅的遺伝子解析の体制整備」（国立がん研究センター）、各社ウェブサイト 

出所）「ゲノム医療実現へ向けた網羅的遺伝子解析の体制整備」（国立がん研究センター）より抜粋 

i-densy IS-5320 
全血等の検体をセットするだけで、i-densy 1台で検
体前処理・遺伝子の増幅・検出・結果判定までを全
自動化。遺伝子検査の操作を簡便になり、測定時間
も大幅に短縮（約80分） 

（写真：アークレイ社ウェブサイト） 

出所）日本医療研究開発機構 2016年8月9日プレスリリースよ
り抜粋 



【医療技術・サービスの概要】 

• 拠点間の情報通信ネットワーク、画像診断装置、TV会議システム、遠隔相談
システム等を活用して、D to D（Doctor to Doctor）、D to P（Doctor 
to Patient）の遠隔医療を実現。 

 

 

 

 

 

 

日本が特徴を有する医療技術・サービス 例18 

遠隔読影・在宅診療支援 

21 

提供価値 
• 多くの画像診断専門医により、迅速な読影とともに、必要に応じて各専門領域の医師が担当可能。 

• 遠隔地にいる医師に対して、専門医による実技指導等も実施可能。 

【日本の優位性】 

• ［読影技術］ 
大学病院等では院内に常に多く
の画像診断専門医がおり、必要
に応じ様々な専門領域に関する
ディスカッションが可能。 

• ［迅速性］ 
多くの画像診断専門医がいること
で、１～２時間程度と短時間に
所見・診断結果を返信可能。 

• ［通信技術・画像システム］ 
専用ネットワーク回線整備のほか、
画像サーバや画像受信端末及び
遠隔用読影端末等、先進のシス
テムを提供可能。 

基幹病院にX線やCT画像を送信し、専門医師が
読影。周辺病院や診療所との連携により診察や
治療をサポート。 
 
 
 
 
 
 
 
民間企業によるサービスも登場。常勤医のほか、
大勢の放射線診断専門医と契約し、最適な読影
医をアサインし読影を支援。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

患者のいる地方医療機関診察室と遠隔地の専門
医をつなぎ、専門医による診察、手術日程調整、
現場医師へのコンサルティング、相談支援を実施。 
 
 

 
 
 
 
 

出所）旭川医科大学遠隔医療センターホームページ、｢クラウド時代の医療ICTの在り方に関する懇談会（平成27年） 提出資料｣（総務省）、｢遠隔医療モデル参考書（平成23年）｣（総務省）、 
かがわ遠隔医療ネットワークウェブサイト、セコム医療システムウェブサイト 

（写真：旭川医科大学、群馬大学） （写真：香川大学、セコム医療システム） 

遠隔医療システム 
（旭川医科大学） 

テレビ電話を用いた 
在宅患者への診療 
（群馬大学） 

遠隔読影支援サービス 
「ホスピネット」 

（セコム医療システム） 

かがわ遠隔医療 
ネットワーク 
（香川大学） 



日本が特徴を有する医療技術・サービス 例19 

高度検査センター 

22 

提供価値 
• 高度な画像診断機器を用いた検診サービスで、病気の早期発見と重症化予防により現地の医療水準を向上。 

• 現地での治療が難しい症例に関しては、患者に来日してもらい高度な日本の医療技術・サービスを提供する。 

【医療技術・サービスの概要】 

• CT、MRI、超音波診断装置等を集約した検査センターにおいて、脳ドック、心
臓ドック、肺ドック、メタボリックシンドローム・ドック、がん検診等のパッケージ化され
た検診サービスを提供。 

• 医療技術はもちろん、病院運営に必要な経営ノウハウも含めた総合的な人材
育成サービスも提供。 

 

 

 

 

 

 

 

【日本の優位性】 

• ［高度な医療機器］ 
CTやMRI、日本製の高度な画像
診断機器等の導入可能。 

• ［早期発見による治療効果］ 
がん検診は、早期発見による重症
化予防に繋がり、治療効果が高ま
る。 

• ［確かな診断・治療技術］ 
診断が難しい症例等については、
遠隔画像システムを活用し、日本
人医師によるアドバイスを受けるこ
とが可能。 
ESDなど、早期発見がんに対する
内視鏡を使用した低侵襲医療技
術の教育機会を得ることができる。 

出所）平成24年度日本の医療機器・サービスの海外展開に関する調査事業（北斗ヘルスケアコンソーシアム）報告書、経済産業ジャーナル平成24年12・1月号、国立がん研究センター、各社ウェブサイト、
各種記事・レポート 

日本人医師によるリモートでの診断サポート
（アドバイス）、その他各種相談にも対応 

 
リモート診断サポート 

 
 
 
 

（写真：日立製作所社ウェブサイト） 

日本製の画像診断機器を集約した拠点において、短時間
でトータル検診サービスを提供 

 
 
 
 

（写真：ホクトウェブサイト） 

内視鏡センター 

（写真：国立がんセンター） 

SCENARIA EX edition 

（写真：島津製作所社ウェブサイト） 

PET Eminence-B 



【医療技術・サービスの概要】 

• 人間ドック健診は、1954年に予防医学の観点から生まれたサービス（日本が
発祥）。 

• 日本では、任意型の健康診断として一般に広く普及している。 

日本が特徴を有する医療技術・サービス 例20 

人間ドックサービス 

23 

提供価値 
• 予防医学の観点から、日本から生まれた検査効果の高い健康診断。 

• 一般に浸透させたことで、がんなどの死亡リスクの高い疾病の早期発見に寄与。 

【日本の優位性】 

• ［予防効果］ 
人間ドックでのがんの発見人数も、
2005年の4,866人から2015年
は6,694人と増加しており、早期
発見に寄与。 

• ［検査の効率性］ 
複数の医療機関で検査を受ける
必要がなく、1ヵ所で必要なパッ
ケージ化された検査を短時間に効
率的に受けることができる。 

• [ホスピタリティ] 
検査は、患者の不安や負担を軽
減する丁寧な手順で行い、検査
後も、結果に応じた精密検査や
治療などのアフターケアに対応でき
る。 

出所）日本人間ドック学会ウェブサイト、「人間ドックの現況（2015年）」（日本人間ドック学会） 

学会の取り組み 人間ドックの概要 

一次予防 二次予防 三次予防 

健康増進 
疾病予防 

早期発見 
早期治療 

リハビリテーション 

基本検査項目（1日ドック） 
• 身体測定（身長、体重、肥満度、BMI、腹囲） 
• 生理（血圧、心電図、心拍数、眼底、眼圧、視力、聴
力、呼吸機能検査） 

• X線・超音波（胸部X線、腹部超音波） 
• 生化学（総蛋白、尿酸、総コレステロール、HDL・LDLコ
レステロール、中性脂肪、空腹時血糖、HbA1cなど） 

• 血液学、血清学 
• 尿、便 

• 1959年日本人間ドッ
ク学会設立 

• 会員は、 
医師 5,532名 
医師以外 469名 
医療機関 1,649 
企業等賛助会員 32 
（2016年3月時点） 

• 学術大会、学会誌など
の情報発信に加え、専
門医養成、健診施設
機能評価も行う。 



日本が特徴を有する医療技術・サービス 例21 

リハビリテーションセンター 
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提供価値 • 患者の早期社会復帰をサポートする日本の優れたリハビリテーション技術を提供。 

【医療技術・サービスの概要】 

• 理学療法士などの専門人材の育成など（国内で受け入れ、現地での実践指
導）。 

• 現地でのリハビリテーションサービスの提供。 

• 日本のリハビリテーション機器等の導入、設置。 

• リハビリテーション機器等の使用方法の指導。 
など 

 

 

 

 

 

 

 

【日本の優位性】 

• ［実績］ 
患者が寝たきりになるのを防ぎ、早
期に社会復帰ができるようサポート
するリハビリ技術を有している。 

• ［ホスピタリティ］ 
患者に寄り添ったリハビリ指導がで
きる。 

• ［チーム医療連携］ 
医師や看護師、薬剤師、栄養士
など専門職種と連携し、患者の原
疾患の回復と早期社会復帰を支
援する。 

出所） 「リハビリテーション事業の中国展開プロジェクト報告書 2015年」（経済産業省） 、「チーム医療推進のための基本的な考え方と実践的事例集 2011年」（チーム医療推進会議、厚生労働省） 
各社ウェブサイト 

医師 看護師 言語聴覚士 

理学療法士、作業療法士 

リハビリテーションセンター 
急性期病院 

リハビリテーションチーム 

脳卒中患者へのチーム医療 レッグプレス 

（写真：オージー技研社
ウェブサイト） 



基本的医療技術・サービスとその基盤 例22 

チーム医療による質の高い医療技術・サービス 
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提供価値 
• チーム医療の推進により、医療の質を高めるとともに、安全で効率的な医療技術・サービスを提供。 

• 日本の医療拠点を活用し、専門職種を育成し、多職種間の連携による医療技術・サービスを導入。 

【医療技術・サービスの概要】 

• 急性期・救急医療の場面におけるチーム医療 

 

 

 

 

 

• 入院中の栄養管理におけるチーム医療 

 

 

 

 

 

 

 

【日本の優位性】 

• ［医療安全］ 
副作用や合併症への早期対応や
医療の品質管理により、安全で効
率的な治療を提供できる。 

 

• ［課題解決型実践モデル］ 
多種多様な医療従事者が専門
性を活かし、医療行為の補助とす
る業務の幅を広げながら、連携・
補完しチーム医療を実践している。 
例）放射線技師による造影剤の血管内投与
の業務拡大 

出所）「チーム医療推進のための基本的な考え方と実践的事例集 2011年」（チーム医療推進会議、厚生労働省）、チーム医療推進協議会ウェブサイト 

医師 看護師 薬剤師 

理学療法士、臨床工学技士等 

集中治療チーム [チームの目的] 
集中治療の患者は、多種多様の重症疾患を抱えてい
る上、様々な臓器機能が低下している。各職種の専門
性をもとに、治療の質と安全性の向上を図る。 
 
[期待される効果] 
・安全で効果的な治療により、ICU在室日数等の短縮。 
・医療費の削減、物的コスト削減。 
・副作用、合併症、原疾患の悪化などの早期対応。 

医師 看護師 薬剤師 

管理栄養士、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｽﾀｯﾌ等 

栄養サポートチーム [チームの目的] 
栄養障害にある患者の生活の質の向上、原疾患の治
癒促進及び感染症等の合併症を予防。 
 
[期待される効果] 
・合併症が減少し、在院日数が短縮。 
・労働生産性の向上により、相対的に人的コストが削減。 



【医療技術・サービスの概要】 

• 医療従事者のための蘇生トレーニングコース。少人数のグループに分かれて実際
に即したシミュレーション実習を繰り返し、約1日をかけて蘇生のために必要な技
術や蘇生現場でのチーム医療を身につける。 

• あらゆる医療従事者が対象となっており、これまで、医師、看護師、救急救命
士だけではなく、歯科医師、臨床検査技師、医学部学生など様々な医療関係
者が受講している。 

基本的医療技術・サービスとその基盤 例23 

救急救命トレーニング  (ICLS: Immediate Cardiac Life Support) 
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提供価値 
• 緊急性の高い病態のうち、特に「突然の心停止に対する最初の10分間の対応と適切なチーム蘇生」の習得に

向けたトレーニングを医療従事者へ提供する。 

【日本の優位性】 

• ［チーム医療］ 
心停止直後の処置には、あらゆる
医療者がチームの一員として参加
し、蘇生を行うことが求められる。 

• ［質の高い指導者］ 
ICLSコース発展のため指導者の
養成を目指し、「ICLSコース指導
者養成ワークショップ」が各地で開
催されてきた。 

出所）経済産業省 海外拠点構築研究会 第3回研究会 配布資料（日本救急医学会）、日本救急医学学会ウェブサイト、大同病院ウェブサイト、小倉記念病院ウェブサイト 

ICLSコースの様子 
（日本救急医療学会） 

コース開催数 受講者数 

2016年 1,975 17,864 

過去累計 25,610 265,742 



基本的医療技術・サービスとその基盤 例24 

医師や医療専門職の育成  
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提供価値 

 

• 日本を中心に遠隔地（海外）をICTで繋ぎ、双方向性のあるデモンストレーション訓練を実施可能。 

• 日本の有する高度な医療技術・医療サービスを研修プログラムにより海外医師へ教育可能。 

 
【概要】 

• ICTを活用し複数国の医師をトレーニング 

 

 

 

 

 

• 現地での医師トレーニングの実施 

 

【日本の優位性】 

• ［通信技術］ 
高速・大容量・低遅延な最先端
通信技術を持って、海外と接続可
能で双方向性の高い遠隔教育が
可能。アフリカや中南米といった
ICT未整備地域への接続につい
ても実績あり。 

• ［研究教育用ネットワーク］ 
国内外の学術研究機関を繋ぐ学
術情報ネットワークを有しており、
ニーズに応じて様々なプログラムを
提供可能。 

• ［研修制度］ 
日本の有する高度な技術・医療
サービスについて海外からの研修
者へ日本現地で教育支援。 

出所）MESDA（Mekong Endo-Surgery Development Association）、九州大学 アジア遠隔医療開発センターウェブサイト 

海外医師の受入とトレーニング提供 
（MESDA） 

 

国内大学を中心に海外医師を受入れ、日本
の最新機器を用いた日本人エキスパートによる
指導で海外医師の技術レベル向上を支援。 

日本医師の海外病院への派遣 
（九州大学TEMDEC） 

 

日本人医師を海外病院へと派遣し、実技指
導やシンポジウム等を実施・開催。 
 
 

    海外とテレビ会議を通したデモンストレーション訓練 
           （九州大学TMDEC）       
 

遠隔地から操作できるポインターシステムや描画システムを活 
用し、ライブデモンストレーション訓練等を海外と接続したテレビ 
会議で実施することで海外医師への教育・支援を提供。 



（参考）日本が特徴を有する術式の事例 （15例） 
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大項目 中項目 術式名 領域 
手術 

Kコード 
掲載理由 

日本が特
徴を有す
る医療 

低侵襲医療 

例１ 早期胃癌内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD） 

消化器 

K653 
DPC集計 第10位のK6532と同類。日本の早期胃癌に対
する内視鏡下手術の代表例。 

例２ 腹腔鏡下幽門側胃切除術（LDG） K655-2 
DPC集計 第36位。1991年、日本の胃癌腹腔鏡下手術
の最初の術式。 

例３ 腹腔鏡下胆嚢摘出術 K672-2 
DPC集計 第7位。症例数も多く、胆石、胆嚢炎患者の９
割に本術式を採用。 

例４ 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術（ESD） K721-4 
DPC集計 第2位 K721 と同類の術式。日本消化器内視
鏡学会でも取り上げられている代表的な術式。 

例５ 内視鏡的消化管止血術 K654 
DPC集計 第9位。内視鏡的術式における止血術。例5 
ESDで使用する止血鉗子の有用性は日本の臨床研究から
報告されている。 

例６ 脳動脈瘤コイル塞栓術 

脳血管 

K178 
症例数が少ないためDPC集計では上位に入らない（6576
例）が、脳外科領域では日本製カテーテルの改良により治
療成績を残している代表術式。医療書籍にも掲載多数あり。 

例７ 頸動脈ステント留置術（CAS） K609-2 

症例数が少ないためDPC集計では上位に入らない（489
例）が、脳外科領域では多くの大学病院が治療実績をあげ
ている代表術式。医療書籍にも掲載多数あり。医療機関の
HPでも多く紹介されている。 

例８ 動脈瘤に対するステントグラフト内挿術 
循環器 

K561 
症例数が少ないためDPC集計では上位に入らない（7178
例）が、大学病院が治療実績をあげている代表術式。  

例９ 経皮的冠動脈ステント留置術 K5493 DPC集計 第3位。 

例10 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 産婦人科 K879-2 
DPC集計 第38位。第23位のK8882 と同類の術式。内
視鏡下手術の適用を子宮癌に広げて、近年、保険適用が
認められた安全性と先端性を備えた術式。 

例11 水晶体再建術 眼科 K2821 DPC集計第1位。主に高齢化に伴う老人性白内障 

例12 口蓋扁桃手術 口腔 K3772 DPC集計第8位。 

例13 ヘルニア手術、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 

整形外科 

K6335、
K634 

DPC集計第4位、第16位。 

例14 人工関節置換術 肩、股、膝 K0821 DPC集計第5位。 

例15 骨折観血的手術 K0461 DPC集計第6位。 


