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はじめに 

医療ツーリズムや医療観光あるいはメディカルツーリズムといった言葉を耳にしたこと

があるだろうか。医療ツーリズムとは、観光庁の「医療観光に携わるコーディネーターガ

イドライン」によると、「医療行為を受ける目的で海外に渡航すること」と定義されている。

近年、アジアを中心として医療分野が成長産業ととらえられ、医療を求めて国境を越える

人々の数は年々増えている。したがって、医療ツーリズムは、医療サービスを提供する医

療機関だけでなく、その国の医療、医療関連産業、医療機関と旅行客の橋渡しとなる旅行

会社などのアレンジ事業者、さらに医療機関周辺の地域経済などといった広い範囲に影響

を及ぼす。以前より、日本においては、新成長戦略等で、長引く経済の低迷や地域の疲弊、

人口減少・少子高齢化といった閉塞状況を打ち破り、急速に経済成長するアジアの観光需

要を取り込んで地域活性化の起爆剤として観光に大きな期待を寄せられてきた1。そうした

流れの中で、医療ツーリズムも、2009 年の新成長戦略をきっかけに、ニューツーリズムの

一つとして新たに推進すべき分野として注目されている。 

しかし、日本の場合、国民皆保険を基盤とする医療制度が確立されており、医療機関が

営利を目的とすることも認められていない。そこに、今後、医師不足や医療格差、病院の

赤字経営、保険制度破綻の可能性といった問題が深刻化する恐れもあり、将来、日本人に

医療を十分に提供することすらできなくなるかもしれないという状況の中で、医療ツーリ

ズムの導入に反対する声もある。 

では、本当に、日本で、医療ツーリズムを行っていくことは不可能なのであろうか。私

たちは日本の医療ツーリズムの現状やすでに医療ツーリズムに取り組んでいる医療機関に

ついて調査し、今後、主たるツーリストなると考えられる中国人の意識調査も踏まえ、日

本の医療ツーリズムの問題や日本に適した医療ツーリズムの形を明らかにすることにした。 

以下、第一章では、まず医療ツーリズムの国際的な理解や動向、日本の政府の取り組み

や必要となる制度、そして機関や制度の整備がどの程度進んでいるのか説明する。第二章

では、日本の医療の現状を踏まえて、医療ツーリズムを実際に導入した場合に期待される

効果と逆に起こりうる問題について論じる。第三章では、すでに医療ツーリズムに取り組

んでいるいくつかの病院の事例を紹介し、私たちのインタビューの結果も含めてそこから

見える課題や今後の展望について述べる。そして、第三章で紹介した事例から日本の医療

ツーリズムの主要なターゲットとなるのは中国人であることを示し、その中国人が医療ツ

ーリズムに対してどのような意識を持っているのかということを中国の医療事情やアンケ

ート調査の結果から分析する。最後に、第一章から第四章までを踏まえて、改めて日本の

医療ツーリズムについて明らかになったことをまとめ、今後の発展のシナリオについて提

示する。 

（笠原夏美） 

                                                   
1 国土交通省（2012）「観光立国推進基本計画」1 頁。 

 http://www.mlit.go.jp/common/000208713.pdf 
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第一章 日本での医療ツーリズムの実態 

第一節 医療ツーリズムとは 

第一項 定義 

医療ツーリズムとは、「医療を目的として海外に移動すること」を意味する medical 

tourism を原語とし2、他に医療観光や国際医療交流といった日本語訳があてられる。医療

ツーリズムや医療観光に厳密な定義はない。例えば、観光庁の「医療観光に携わるコーデ

ィネーターガイドライン」では、医療観光を「医療行為を受ける目的で海外に渡航するこ

と」としている3。他には、「患者が医療を求めて他国に移動すること」や「居住国と異なる

地域並びに国を訪れて医療行為を受けること」などの定義もある4。医療ツーリズムや医療

観光と聞くと、それが医療と観光を組み合わせたものというように理解する人もいるが、

以上の定義では観光については触れていない。他方で、「診療や治療および美容・診療・健

康増進など医療サービスを受ける目的で常住地を離れ、外国や国内の他の地域を訪問し合

わせて観光を行うこと」というように、観光を行うことをその定義に含めることもある5。

しかし、国際的には、医療ツーリズムは医療的要素がメインであり、観光的要素は必ずし

も必須ではないと一般的に理解されている。 

ところで、医療サービスと一概に言ってもその内容は幅広い。さらに、医療ツーリスト

は必ずしも病気やけがといった問題を抱えている人とは限らず、特に問題を抱えていない

人も少なくない。そのため、医療ツーリズムの定義には、手術や治療のような医療サービ

ス以外にも、健康増進や美容を目的とするスパ、エステなどのウェルネスを含む場合もあ

る。このように医療ツーリズムで行われる医療サービスの定義には様々あり、明確に定ま

ってもいない。よって、本論文では図 1 の急性期医療、慢性期医療、健康診断・疾病予防

を含む太線で囲まれた分野を医療ツーリズムで行う医療サービスと定義した。この図 1 を

見てもわかるように、健康診断・疾病予防は、医療ツーリズムとウェルネスツーリズムの

二つの要素を持つが、本論文では医療的要素を重視し医療ツーリズムに含めた。なお、ウ

ェルネスツーリズムとは、ツーリストが特に問題を抱えておらず、健康増進のための楽し

みの要素を含んだものになる6。健康診断・疾病予防と同様に、ウェルネスに含まれるスパ

（温泉湯治）、エステ、健康増進、レジャー・レクリエーションは、医療を目的としない観

光との区別が難しいことから、医療ツーリズムの定義に含まないこととした。 

 

 

                                                   
2 医療観光プロモーション推進連絡会 HP http://medical-tourism.jnto.go.jp/amt/#（2014 年 10 月 5 日ア

クセス） 
3 前掲注。 
4 真野俊樹（2009）『グローバル化する医療－メディカルツーリズムとは何か』岩波書店、56 頁。 

西山利正（2013）「メディカルツーリズム（医療観光、国際医療交流）の将来性と医療通訳の必要性」 

中村安秀、南谷かおり『医療通訳という仕事－ことばと文化の壁を越えて－』大阪大学出版会。 
5 戴二彪（2013）「アジアの国際医療観光：実態と成長要因」公益財団法人国際東アジア研究センター、 

 Working Paper Series Vol.2013-06、2 頁。http://www.agi.or.jp/user03/1165_238.pdf 
6 羽生正宗（2011b）『観光立国推進戦略 ヘルスツーリズム概論』日本評論社、21-24 頁。  
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図 1 医療ツーリズムの概念図 

 

出所：羽生正宗（2011b）『医療ツーリズム アジア諸国の状況と日本への導入可能性』

慶應義塾出版会株式会社、5 頁より筆者作成。 

 

第二項 背景 

医療ツーリズムの原語である medical tourism という言葉が生まれたのは、最近になって

からであるが、医療を受けるために渡航する動きは古代から存在した。それが、近年にな

って特に盛んになった背景には、1990 年以降のグローバル化の進行と国際的な人口移動の

活発化、所得水準の上昇に伴う健康・美容などの関連需要の急増、および医療水準、医療

機会、医療コストの国際格差の存在がある7。特に、医療水準、医療機会（アクセス）、医療

コストの国際格差が存在することは医療ツーリズムを推進する大きな要因であり、自国に

おいてこれら三要素のうちいずれかが欠けていると感じる場合には、それを補うために医

療ツーリズムが行われる8。つまり、患者は自国の医療の質が低いと感じるならばよりよい

質の医療を求めて、高コストであるならば低コストを求めて、医療機会（アクセス）が少

ないならばより良いアクセスを求めて海外へ医療を受けに移動するのである。ここでいう

医療機会（アクセス）とは、医療機関へのかかりやすさのことであり、アクセスには金銭

面と物理的制限の二つがある9。金銭面による制限は、高コストであることを意味している

ため、アクセスが少ないとは物理的に制限があることを指す。物理的な制限とは、待ち時

間が長いなどの時間によるアクセス制限と、遠距離を移動しなければ求める医療を受ける

ことができないという距離による制限がある。このような医療水準、アクセス、コストの

三要素のうちいずれかが欠けている状況は、新興国に限らず欧米などの先進国でも医療を

                                                   
7 戴二彪、前掲書、2 頁。 
8 真野俊樹、前掲書、59 頁。 
9 真野俊樹、前掲書、58-62 頁。 
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もとめて人々は移動することになる。よって、医療ツーリストの移動のパターンは表 1 の

ようになる10。 

 

表 1 医療ツーリストの移動パターンとその要因 

 移動パターン 要因 

A 先進国から先進国 高い医療水準を求めて 

B 新興国から先進国 高い医療水準を求めて 

C 先進国から新興国 低コスト、高アクセスを求めて 

D 新興国から新興国 低コスト、高い医療水準を求めて 

出所：真野俊樹(2009)『グローバル化する医療－メディカルツーリズムとは何か』岩波書

店、57 頁より筆者作成。 

 

かつては、表 1 の A：先進国から先進国や B：新興国から先進国の流れのような、より

良い質の医療を求めて先進国を目的地とするものが主であった。しかし、近年盛んになっ

ているのは、表 1 の C：先進国から新興国や D：新興国から新興国、のような新興国を目

的地としたものである。まず、C：先進国から新興国へ流れは、高コストや長い待ち時間を

解決するために発生する。例えば、長い待ち時間のようなアクセスに制限がかかることに

ついては、イギリスの例がしばしば取りあげられる。イギリスでは、表 2 のように必要な

治療や手術を受けるために長時間待たなければならない。イギリスの場合、これは公的医

療保障である NHS（National Health Service:国民健康サービス）の負の側面から発生して

いる。NHS によって国民は保険料のあるなしに関わらず医療サービスを受けることができ、

その財源は 8割から 9割が税金で賄われているが、この制度ではかかりつけ医（GP：General 

Practitioner）を通さなければ専門医を受診できず、さらにサッチャー政権時の NHS 改正

による医療崩壊で、質の低下とアクセスに問題が生じているのである11。イギリスのような

長い待機時間は他の先進国でも生じている。 

 

表 2 イギリス医療の状況 

総合病院の外来を受診できるまでの平均待機時間 16 週間 

医師が必要を認めてから 3 か月以内に入院できる者 71％ 

1 年以上手術の順番待ちをしている者 4 万 6000 人 

他のヨーロッパ諸国で手術を受ける者 毎年 1000 人 

救急外来の待ち時間 4 時間以内が目標 

出所：真野俊樹(2009)『グローバル化する医療－メディカルツーリズムとは何か』岩波書

店、104 頁より筆者作成。 

                                                   
10 真野俊樹、前掲書、57 頁。 
11 真野俊樹、前掲書、101-104 頁。 
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また、表 3 では世界各地域の心臓外科手術にかかる費用を比較したものである。明らか

に、アジアや中南米の国々と比較して、アメリカの医療コストが高いことがわかる。例え

ば、心臓弁置き換え手術についてみると、アメリカは最も低コストであるインドやマレー

シアの約 17 倍も価格が高い。このように、先進国の医療コストは新興国に比べて高くなる

ことが珍しくはない。 

 

表 3 心臓外科手術費用比較（US ドル） 

 心臓弁 

置き換え手

術 

心臓バイパ

ス手術

(CAGB) 

バイパス+ 

弁置換 

(１カ所) 

狭心症 血管形成術 

シンガポー

ル 

12,500 18,500 21,000- 

23,500 

11,200 9,950- 

16,400 

インド 9,000 6,651- 

10,000 

9,850 13,000 11,000 

タイ 10,000  11,000

  

10,000 13,000 13,000 

マレーシア 9,000 9,000 12,000- 

13,500 

 13,000 

コスタリカ 15,000 24,000  9,000  

メキシコ 18,000 22,000  13,800  

アメリカ 160,000 80,000‐

130,000 

50,000 57,000 57,000 

出所：羽生正宗（2011b）『観光立国推進戦略 ヘルスツーリズム概論』日本評論社、118

頁より筆者作成。 

 

他方で、表 1 の D：新興国から新興国の流れは、自国の医療水準の低さから発生する。

新興国の中でも医療ツーリズムを積極的に推進している国には、医療施設が充実していた

り、海外で教育を受けた医療従事者が揃っていたりする病院があり、医療水準は相対的に

高いが価格は先進国ほどには高くはない。それを求めて他の新興国から医療サービスを受

けに行くのである。このように、医療ツーリズムは、自国の医療水準、医療コスト、アク

セスのいずれかに問題があり、それらを解決したいという欲求が、海外に行くという距離

的アクセス制限を超えた時に発生するのである。 
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第三項 市場規模 

前項のような背景をもとに医療ツーリズムは急速に世界各地で拡大している。2011 年の

時点で、医療ツーリストは 9.83 億人、医療ツーリズム関連収入総額は 1.01 兆ドルに達して

いるという報告もある12。その中でも医療ツーリストの目的地として、アジア地域に注目が

集まっている。1997 年のアジア通貨危機以降、外貨獲得などを目的に、タイ、シンガポー

では、2000 年代前半から国策として医療ツーリズム推進のための施策が実施されている。

また、近年の医療ツーリズムの需要拡大を受けてマレーシア、インド、韓国なども推進に

取り組んでいる。これらの国に共通していることは、医療分野を成長産業と位置づけ官民

一体となって医療ツーリズムに積極的に取り組んでいること、株式会社の形態をとった医

療機関が担い手となっていること（韓国を除く）、国外マーケティングを実施するチームと

来院する外国人患者に対応する専門のセクションを設けていること、国外に病院やクリニ

ック、営業拠点などを複数開設していることがあげられる13。このように、アジアの国々は

医療ツーリズムの積極的に取り組んでおり、医療ツーリズムの分野においては先進国とい

える。 

ここで、医療ツーリズムが発展している国の市場規模及び関連する政策等について、具

体例としてシンガポールをあげる。シンガポールは、前述のとおりアジアの国の中でも早

くから医療ツーリズムを推進してきた国である。具体的には、シンガポール政府がシンガ

ポールを「アジアの医療ハブ」として位置づけるために、2003 年に「シンガポールメディ

スン（Singapore Medicine）」という複数の行政機関や医療業界とのパートナーシップによ

り発足した機関が、治療目的で海外に移動する医療ツーリストを積極的に誘致している。

このシンガポールメディスンは、シンガポール保健省が指導し、シンガポール経済開発庁、

シンガポール国際企業庁、シンガポール政府観光庁の三つの政府機関の支援を受ける形で

運営されている。この機関の主な目的は、主要医療拠点としてのシンガポールの地位を強

化すること、医療ツーリストに世界水準の医療技術を提供できる能力と最新設備の提供を

推進することとされている。また、シンガポールの医療ツーリズムの特徴は、医療コスト

は割高であるが、高度な医療行為や富裕層向けサービスなどの高付加価値化によって他国

との差別化を図っている14。このような取り組みもあり、シンガポール観光庁によると、治

療目的の外国人来訪者は 2002 年の約 21 万人から 2008 年には 64 万 6 千人に増加した15。

また、図 2 のように、医療ツーリズム市場の収入についても増加していることがうかがえ

る。 

                                                   
12 戴二彪、前掲書、2 頁。 
13 日本政策投資銀行「ヘルスケア新潮流⑨ 進む医療の国際化（2）～拡大するアジアの医療ツーリズム

～」No176-3、2012 年 3 月 22 日、3 頁。 

http://www.dbj.jp/ja/topics/report/2012/files/0000009864_file2.pdf 
14 本田智津絵（2013）「富裕層向け医療施設の開設相次ぐ－注目集める病院経営ビジネス－（シンガポー

ル）」JETRO『活発化する世界の医療サービスビジネス～各国・地域の医療サービスビジネス・制度報

告事例～』42 頁。 
15 前掲注。  
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図 2 シンガポールの医療ツーリズム収入額（シンガポール 100 万ドル） 

 

出所：Singapore tourism board, Annual Report on TOURISM STATISTICS 2005-2013

より筆者作成。 

 

対してシンガポールと比較すると、日本の医療ツーリズムに対する動きは、2009 年の新

成長戦略を出発点とし、まだまだ制度及び実績ともに不十分である。つまり、医療ツーリ

ズムの分野において、日本は後進国ともいえる。しかし、世界の医療ツーリズムの市場規

模は今後も伸びると考えられており、日本においても医療ツーリズムが発展する可能性は

ある。日本政策投資銀行のレポートにおいても、2020 年時点で日本に渡航する医療ツーリ

ストは約 43 万人、観光を含む医療ツーリズムの市場規模は約 5500 億円(うち純医療は約

1681 億円)、経済波及効果は約 2800 億円になると試算されている16。この試算のように、

日本において医療ツーリズムを発展させるためにどのような取り組みがなされてきている

のかを次節で見ていく。 

（笠原夏美） 

 

 

第二節 新成長戦略から広がる各省庁の取り組み 

前節でみたように世界で市場規模が拡大している医療ツーリズムであるが、その流れの

中で日本ではどのような取り組みを行っているのであろうか。日本での医療ツーリズムへ

の取り組みは、2009 年に発表された新成長戦略を始まりとしている。本節ではその新成長

戦略の内容と、この新成長戦略から広がる関係省庁の取り組みを取り上げる。 

                                                   
16 日本政策投資銀行「ヘルスケア新潮流⑧ 進む医療の国際化～医療ツーリズムの動向～」No147-4、2010

年 5 月 26 日、４頁。http://www.dbj.jp/ja/topics/report/2010/files/0000004549_file2.pdf 
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第一項 新成長戦略 

日本政府の医療ツーリズムに対する動きは、2009 年 12 月 30 日に当時の鳩山政権が閣議

決定した「新成長戦略(基本方針)～輝きのある日本へ～」の、6 つの戦略分野の一つである

「ライフ・イノベーションによる健康大国戦略」の項目中の「アジア等海外市場への展開

促進」を出発点としている。「新成長戦略(基本方針)」によると、具体的に医療・介護・健

康関連産業は、今後高齢社会を迎えるアジア諸国等においても高い成長が見込まれ、医薬

品等の海外販売や、アジアの富裕層等を対象とした健診、治療等の医療及び関連サービス

を観光と共に連携して促進していく17、と明記されている。しかし、この時点ではまだ大ま

かな方針が示されているにとどまっており、具体的な政策は行われていないという状況で

あった。 

このような医療ツーリズムであるが、2010 年 6 月 18 日に菅政権が閣議決定した「新成

長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」において、さらに明確に位置づけられた。この菅政

権の「新成長戦略」では、7 つの戦略分野の一つに「ライフ・イノベーションによる健康大

国戦略」が掲げられ、2020 年までに医療・介護・健康関連サービスの需要に見合った産業

育成と雇用の創出により、新規市場規模約 50 兆円、新規雇用約 284 万人を達成することが

目標とされている18。そして、そのための国家戦略プロジェクトの一つに「国際医療交流(外

国人患者の受け入れ)」19が挙げられ、医療ツーリズムの活性化に向けた国主導での本格的

な取り組みが始まった。たとえば国では、モニターツアーの実施や多言語に対応した外国

人患者向けの情報提供サイト(Medical Excellence JAPAN)の立ち上げ、次節で述べる医療

滞在ビザ新設など、医療ツーリズム促進のための試みや体制づくりを進めていったのであ

る。 

この二つの政権下における新成長戦略により、医療ツーリズム導入に向けての動きが各

省庁にも広がっていった。主な管轄省庁は、経済産業省、観光庁、厚生労働省である。で

は、これら三つの関係省庁は具体的にどのような取り組みを実施しているのであろうか。

また、それぞれの省庁はどのような考えを持っているのであろうか。以下では、この関係

省庁の医療ツーリズムに対する取り組みを見ていきたい。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17 首相官邸(2009)「新成長戦略(基本方針)～輝きのある日本へ～」、9 頁。  

http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1230sinseichousenryaku.pdf 
18 首相官邸(2010)「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」、18 頁。

http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf 
19 伊藤暁子(2012)『医療の国際化－外国人患者の受け入れをめぐって－』国立国会図書館調査及び立法考

査局偏、105 頁。 
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第二項 各省庁の取り組み 

 (1)経済産業省 

経済産業省は他の関係省庁の中でも、医療ツーリズムに積極的に取り組んでいる政府機

関である。経済産業省は、鳩山政権の「新成長戦略(基本方針)～輝きのある日本へ～」20が

発表される以前から医療ツーリズムに興味を示していた。現に 2008 年に、医療ツーリズム

の日本への導入可能性についての調査が、株式会社野村総合研究所への委託事業として実

施され、翌年に報告書が提出されている。この調査事業は「サービスイノベーション創出

支援事業－高度予防医療ビジネスに関わる調査研究－」というもので、当時医療ツーリズ

ムを実際に行っている諸外国の政策・特徴・病院の概要や、日本の医療に求められるもの

などの調査が行われている21。この調査報告書の後半部分では、日本での医療ツーリズムの

導入可能性について触れられている。 

また、続いて 2009 年 1 月には経済産業省商務情報政策局に、東京の主要病院の院長等を

メンバーとする「サービス・ツーリズム研究会」が設置された。この研究会は、日本の医

療を国際ブランドとして確立し、サービス産業としての医療の振興と共に、病院の経営改

善、医療機器・医薬品等の技術向上などの医療ツーリズムの環境整備を目的としている。

同年 7 月に出された「研究会とりまとめ」という報告書では、外国人向けの医療事業や、

それを支援する事業者向けガイドラインを示している22。 

2010 年の新成長戦略発表に前後して、経済産業省の医療ツーリズムに対する調査、取り

組みはさらに加速していった。たとえば 2010 年 1 月には「国際メディカルツーリズム調査

事業」を実施している。これは医療ツーリズムに関心を有する日本の医療機関および国際

医療サービス支援センターが連携して実証実験を行い、医療ツーリズムの継続的実施に向

けて医療機関と国際医療サービス支援センターに求められる機能、医療機関と国際医療サ

ービス支援センターのあり方、日本における今後の医療ツーリズムの可能性等について検

討することが目的とされている23。この実証実験には第三章で取り上げる石川県の恵寿総合

病院も参加している。調査期間は 2009 年～2010 年 3 月であり、限定的な試行事業となっ

ているが、調査の結果を踏まえて、事業化に向けた検討と調査の継続的な実施が見込まれ

ている。そもそも 2008 年の「サービスイノベーション創出支援事業」では、諸外国の事例

を参考に医療ツーリズムを導入できるかどうかの検討を行うものであったが、この「国際

メディカルツーリズム調査事業」は、実際に外国人に健診・治療をうけてもらい、そこか

                                                   
20 首相官邸(2009)、前掲書、9 頁。 

http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1230sinseichousenryaku.pdf 
21 株式会社野村総合研究所(2009)「サービスイノベーション創出支援事業－高度予防医療ビジネスに関わ

る調査研究－」 

http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/bpo/2-4%20iryou.pdf 
22 羽生正宗(2011a)『医療ツーリズム アジア諸国の状況と日本への導入可能性』慶応義塾大学出版会、142

頁。 
23 経済産業省(2010a)「平成 21 年度サービス産業生産性向上支援調査事業 国際メディカルツーリズム調

査事業 報告書」、3 頁。

http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/H21%20medical%20tourism%20report.pdf 
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ら得られる実証結果から検討するというものである。この調査では日本にとってふさわし

い医療ツーリズムの形を提言している。この提言では、日本の医療機関が提供する健診サ

ービスを日本の医療ツーリズムを体験する入り口として置き、治療を受ける際には再び日

本に訪れてもらえるように事業展開させていく、というものである。これは本論文が提言

する医療ツーリズムとは少し異なるものである。それに関しては第五章でみていく。 

このように経済産業省は積極的に医療ツーリズム導入に向けて取り組みを行っていると

言える。その根底には、日本の医療技術向上や、それに伴い医療市場を拡大させていきた

いという考えが読み取れる。これは経済産業省ならではの視点であるだろう。 

 

(2) 観光庁 

続いて観光庁の医療ツーリズムの取り組みを見ていく。観光庁も医療ツーリズム導入に

積極的な政府機関の一つである。観光庁は、新成長戦略において、将来的に訪日外国人旅

行者 3000 万人を目指すことが明記されたことにより、その実現に向け医療ツーリズムに取

り組んでいる。具体的には、海外における訪日プロモーションとともに、日本国内におけ

る次世代成長分野の育成等による新たな訪日メニューの創出が求められている。また、観

光庁は、今後日本の医療の国際化の進展により、日本の医療機関で治療、健診等を受ける

ために訪日する外国人が増えていくと予想し、それが国際交流や国際貢献、さらには地域

経済の活性化にも資することを期待している24。そこで、観光庁は関係省庁が密接に連携、

協力し、さらに官民が一体となって、海外プロモーションを積極的に展開するとともに、

外国人患者等の渡航・受入環境の整備、地域の特色を生かした医療ツーリズムの多様化・

高付加価値化を総合的かつ戦略的に推進することを目指している25。 

2010 年に観光庁は「観光医療コンソーシアム」26において、医療ツーリズム導入のため

の関係省庁の連携案を示した。そこでは、医療ツーリズムの関係省庁として観光庁、経済

産業省、厚生労働省の３省庁が挙げられており、その三つの省庁が緊密に連携していくこ

とが、医療ツーリズムを導入・発展させていくうえで重要であると考えている。具体的な

連携案は表 4 のようになっており、各省庁それぞれが医療ツーリズムを行う上で必要とな

る専門的な分野を担当し、それを連携させ戦略的に推進するために関係各省庁における連

絡会を開催するというものとなっている。これを実践することにより、より効率的・効果

的に医療ツーリズムを導入、さらには発展させていくことが可能となると予測される。 

 

 

 

 

                                                   
24 伊藤暁子、前掲書、107 頁。 
25 国土交通省観光庁(2010a)「医療観光・医療の国際化に関する関係省庁連携について」、2 頁。 

http://www.mlit.go.jp/common/000116086.pdf 
26 国土交通省観光庁(2010a)、前掲書。 
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表 4 医療ツーリズム導入へ向けた省庁の連携案 

観光庁 経済産業省 厚生労働省 

・海外プロモーション 

・外国人患者等の 

渡航、受入環境整備 

・医療観光ツアーの 

多様化、高付加価値化 

・アレンジ事業者の 

育成と品質確保 

・医療言語人材の育成、 

・ネットワーク構築支援 

・受入医療機関の質の向上 

・魅力ある医療機関の可視化 

・医療機関のネットワークの拡充 

出所：国土交通省観光庁(2010a)「医療観光・医療の国際化に関する関係省庁連携について」、

5 頁より筆者作成。http://www.mlit.go.jp/common/000116086.pdf 

 

また、観光庁は、2009 年に医療ツーリズムの振興を図るために、医療関係者、法曹関係

者、旅行会社等が参加する「インバウンド医療観光に関する研究会」を設置した。この研

究会は、訪日外国人患者等の受け入れ態勢整備にあたって、先進的な取り組み(実証事業)

を実施し、海外からの外国人患者の誘致、医療通訳、治療費の支払い、保険、国内観光等

に関する具体的課題を検証するとともに、医療観光の振興を図ることを目的としている27。

研究会は 2009 年 7 月より、ほぼ半年に一度のペースで開催されており、意見交換、事業の

方針、そして結果報告などが行われている。また、日本の医療機関が試験的に患者を受け

入れる実証事業や医療ツーリズムに先進的に取り組んでいる諸外国の動向調査を行ったり、

医療ツーリズムに関する国際的な協議会である国際医療観光協会(Medical Tourism 

Association)と連携して情報収集をしたりしており、その報告も研究会でなされている。 

このように観光庁では医療ツーリズムの導入に対して、方針を示したり、具体的に研究

会を設置したり、積極的な動きを見せている。観光庁がこのように積極的に動いている背

景には、訪日外国人旅行者 3000 万人という目標達成がある。つまり、観光庁が医療ツーリ

ズムを導入する主な目的は、経済産業省のそれとは異なり、訪日外国人旅行者の増加とそ

れに伴う地域経済の活性化、観光資源の育成等となっている。 

  

(3) 厚生労働省 

最後に取り上げるのは厚生労働省である。厚生労働省の医療ツーリズムに対する取り組

みは「厚生労働分野における新成長戦略について」の中で言及されている28。これは、新成

長戦略、成長戦略実行計画のうち、厚生労働分野の施策を体系的にまとめたものである。

厚生労働省は、人口減少社会において、一人当たり GDP を上昇させることを目標としてお

り、それを達成するための一つの政策として「国際医療交流(外国人患者の受入れ)」、つま

                                                   
27 国土交通省観光庁(2010b)「平成 22 年度都道府県等観光主管課長会議 説明要点」、32 頁。

http://www.mlit.go.jp/common/000135570.pdf 
28 厚生労働省(2010a)「厚生労働分野における新成長戦略について」、17 頁。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000077m9-img/2r985200000077t9.pdf 
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り医療ツーリズムを挙げている29。ここで論じられているのは、現状の問題点と今後の対応

である。まず現状の問題点として、医療ツーリズムは一部の医療機関による先駆的な取り

組みにとどまっているのみで、結果的に、他のアジア地域に富裕層の取り込みを先行され

てしまっているという問題点が指摘されている。医療ツーリズム分野において日本は、後

進国なのである。そこで今後の対応として、以下の表 5 に示すように、5 つの戦略が挙げら

れている。 

 

表 5 医療ツーリズム導入に向けた対応 

1 外国人に提供される健診、医療機関の質の確保 

2 日本の医療のブランド力向上 

3 外国人医師、看護師による国内診療等の規制緩和の検討、実施 

4 医療の国際化推進 

5 世界的に優れた水準の介護機器(福祉用具)、生活支援ロボット、障碍者用装具等

の開発、販売 

出所：厚生労働省(2010a)「厚生労働分野における新成長戦略について」、17 頁より筆者作

成。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000077m9-img/2r985200000077t9.pdf 

 

繰り返しになるが、厚生労働省が、医療ツーリズムを行う目的の一つは、一人当たり GDP

を上昇させることである。また、厚生労働省の考える医療ツーリズムは、国民医療を阻害

しないことを前提に、医療の国際化を通じて国民医療の向上に寄与するものとされている。

これは、医療ツーリズム導入に向けた取り組みを行う一方で、国民医療が阻害されない範

囲で慎重に進めていくという考えの表明である。読み方によっては、国民医療の向上が見

込められない、むしろ悪化するようなことがあれば取り組みを中止するともとれる。こう

したことを踏まえると、厚生労働省は医療ツーリズムに対して必ずしも諸手をあげて賛成

とはいえない立場にあるといえよう。 

 

第三項 関係省庁の医療ツーリズムに対する考え方 

ここまでで経済産業省、観光庁、厚生労働省の医療ツーリズムに対する取り組みを見て

きた。しかし、根底にそれぞれの省庁が取り組みを行う上での考え方そのものにズレがあ

ることが見える。経済産業省では医療技術の向上・市場の拡大、観光庁では訪日外国人増

加と観光資源の育成、厚生労働省では一人当たり GDP の上昇となっており、三つの関係省

庁が異なる考えや目的で医療ツーリズムに取り組んでいることが読み取れる。つまり、あ

る省庁からすると、他の省庁が重要と考えていることは二の次となってしまい、同じベク

トルに進むことが難しいのである。また、経済産業省・観光庁は積極的に取り組みを行っ

                                                   
29 厚生労働省(2010a)、前掲書、17 頁。   
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ているのに対し、厚生労働省は国民医療が阻害されないことを前提とし、取り組みにも消

極的であることから、関係省庁間には温度差があることが見受けられる。 

このように三つの省庁の間で考え方にズレがあることもあってか、日本国レベルでみた

ときに医療ツーリズムの取り組みはなかなか前進していかないのが実状である。前節第三

項でもみたように、シンガポールには、シンガポールメディスンという機関がある。そこ

ではシンガポール保健省が主導して運営をし、他の政府機関がそれを支援している。この

ようにリーダーシップをとり、他を束ねる機関が日本にはないこともあってか、各省庁の

足並みは揃わない。このようなズレを解消し、医療ツーリズムを進めていくためには、関

係省庁同士で頻繁に意見交換や話し合いの場を設け、意識や考えを共有していくことが重

要である。そして関係省庁が密接に連携して、医療ツーリズム導入に向けた取り組みを行

っていくことが求められよう。 

 

第三節 医療ツーリズムを導入するに当たって必要な制度、機関 

前節では、日本政府が行っている医療ツーリズムの取り組みを見てきた。しかし、実際

に医療ツーリズムを行うのは外国人患者であり、治療や健診を施すのは日本の病院である。

では、患者や病院が医療ツーリズムを行うに当たって、必要となるものは何であろうか。

また、日本ではそれらが過不足なく提供されているのであろうか。ここでは、具体的に、

ある医療ツーリズムを想定して、そこから医療ツーリズムを行うに当たり必要となる制度

や機関に言及し、それらについて日本の現状を見ていく。 

 

第一項 ある医療ツーリズムを実施するに当たって考えられる手順 

ここでは、医療ツーリズムの一つのケースを考えてみる。単純なケースとして、一人の

外国人患者が、日本に病気の治療目的で渡航するというものである。病気の治療には場合

によっては長期間の入院もあり得る。実際には、日本ではこのような治療目的の医療ツー

リズムは数多く行われていないが、一般的に想定されるケースとしてわかりやすい。その

際、医療ツーリズムを実施する手順を簡素化したチャートが図 3 である。本図より、医療

ツーリズムを行うに当たり、必要となる制度や機関について考えていく。 

まず、自分の経済状況と相談して、受けたい治療に特化している国、または治療と並行

して観光についても興味がある国を選ぶ(①)。現段階では、この時点で日本が選択肢に入ら

ない場合が多い。 

続いて患者は治療を受ける病院を決定する(②)。しかし、外国人患者が外国の病院の情報

を得るのは難しい。そこで、JCI の認証を受けている病院が一つの目安になる。JCI とは、

病院を評価し認証を与える世界的な機関である。この JCI の認証を受けている病院を選択

すれば、安心して治療を受けられる。 

次に、患者は病院に治療を依頼しなければならない(③)。ただし、外国人が言葉の通じな

い国の病院に治療の相談をし、予約をするのは困難である。ここで患者と病院の仲介を行
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うアレンジ事業者の登場である。通訳や渡航後の行動計画などを提供して外国人患者のサ

ポートをする。アレンジ事業者は治療前のみならず、治療を受ける際(⑤)の通訳やサポート

も行う。 

実際に渡航する時には(④)、国によってビザが必要になる。多くの場合、日本は外国人の

入国に制限を課している国である。特に途上国からの入国にはビザが必要であり、ビザの

発給条件も厳しい。そこで、医療サービスを受診する外国人向けに、比較的緩い条件で発

給する医療滞在ビザが 2011 年に導入された。 

治療を受けた後は帰国することになる(⑥)。帰国をすると、患者と医者の関係がなくなる

わけではない。その後の症状などについてアフターケアが必要である。アレンジ事業者は、

アフターケアについても仲介役となり活躍する。 

 

図 3 医療ツーリズムを受ける手順 

 

 

以上より、医療ツーリズムを行うに当たり必要となる制度や機関は、JCI、アレンジ事業

者であり、加えて、日本のような途上国からの入国に厳しい条件を課している国では医療

滞在ビザの三つになる。次項ではこの三つについてより詳しく見ていく。 

 

第二項 JCI(Joint Commission International) 

前項でみたように、外国人が治療を受ける医療機関を決定する際に一つの参考となるの

が JCI による認証である。JCI とは認証医療の国際基準の作成および評価を行う機関であ

る30。1917 年にハーバード大学外科医アーネスト・コッドマン(Ernest Codman)の「自ら

の診療行為を第三者の医師に評価してもらいたい」との発想から、1951 年に病院認定合同

委員会 JCAHO(Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)が結成

され、その国際部門として 1998 年にシカゴを本部として設立されたのが JCI である31。そ

の後、医療の質と患者の安全性を改善することに重点を置いた認証は世界でも評価され、

最も有名な認証機関となった。 

                                                   
30 JCI JCI について 特徴 http://ja.jointcommissioninternational.org/about-jci/what-sets-us-apart/ 
31 斉藤健一(2013)『国際病院評価機構 JCI 認定取得の意義とその概要』埼玉医科大学雑誌 第 39 巻第 2

号。http://www.saitama-med.ac.jp/jsms/vol39/02/jsms39_138_139.pdf 

①治療を受ける
国を決定する 

②治療を受ける
病院を決定する 

③病院に治療を
依頼する 

④渡航する 
⑤病院へ行き治
療を受ける 

⑥帰国する 
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世界でもトップレベルの評価機関である JCI の認証を受けることができれば、患者から

の評価も高まり、その病院の評価や医療のレベルを知らない海外の患者も、安心して治療

をしに訪れることができる。そのような意味で、JCI 認証は異国で治療を受ける際、病院を

選択する基準の１つとなるのである。 

 

表 6 JCI 取得までのステップ 

  ステップ  内容 

1．JCI の認証入門ワー

クショップに参加

する 

認証が機関に適切かどうかを判断するのに役立てるための 1 日

半のワークショップ 

2．マニュアルとガイ

ドを購入する 

自分の環境に合った国際認証基準および調査プロセスガイドを

入手 

3．実習に参加する 5 日間の実習を通じて JCI の取得方法とその基準についての説

明を受ける 

4．E-App で 

 登録する 

JCI の電子申込みツールである E-App に登録し、JCI システム

に登録 

5．ベースラインを確

立する 

機関の現在のパフォーマンスと JCI 認証機関に必要なパフォー

マンスとを比較し、目標を立てる 

6．E-App の第 2 段階

を完了する 

認証マネージャーまたは認証プロセスリーダーが、E-App に各

部門の情報を入力してもらうようスタッフに要請し、審査の申

し込みを確定する 

7．審査を体験する 審査は約 5 日間行われ、3 人の審査担当者が実施し、審査に合格

すれば Gold Seal of Approval を受領する 

8．審査と審査の間 認証を受けた後は、最高水準の品質と安全性を持続させるよう

努力を続ける 

出所：JCI JCI による改善 認証への道筋  

   http://ja.jointcommissioninternational.org/improve/pathway-to-accreditation/ 

より筆者作成。 

 

JCI は、世界中どこでも通用する基準や指標をもとにした審査の妥当性・有効性が評価さ

れ、2014 年 11 月 13 日時点では、JCI の認証を受けている機関は、世界で 694 機関に上る。

しかし、その取得は簡単なものではない。まず、JCI の認証を受けるには表 6 に見るような

8 つのステップを踏まなければならない。このうち、8 の「審査と審査の間」というのは、

JCI には 3 年ごとに認証更新が必要となるため、一度認められた品質を次の審査まで維持し

なければならないということを意味している。さらに、初回の認証の際には、表 6 のよう

な手順が必要とされ、かなり煩雑である。しかし、再認証の際は 8 つのステップではなく、
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より簡素なものとなる。また、表 6 の 7 の審査の際は、評価規格として表 7 に示すように

14 の領域があり、それぞれに 1220 の評価項目がある。この評価項目に対しそれぞれ、0 点、

5 点、10 点と採点され、0 点と判定された項目については改善計画を提出しなければならな

いとされている。つまり、多くの評価項目があり、それぞれについて足りない部分を改善

していかなければならない。また、認証にはもちろん費用が掛かり、その値段は規模や内

容によって異なるが、全体の平均では、一回につき約 45,000 ドルになる32。さらに三年ご

との再認証の際にも費用が掛かり、医療の質の維持・向上や従業員の育成にも費用は掛か

るので、決して安いものではない。このように JCI の認証取得は難しく、高額で、長い道

のりとなる。 

 

表 7 JCI 評価規格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：社会福祉法人 恩腸財団 済生会熊本病院 

認定情報／JCI 認証取得 http://sk-kumamoto.jp/certificate/jci.html より筆者作成。 

 

このように、取得には高いハードルを越えなければならない JCI 認証であるが、この JCI

認証を取得すること、または取得に向けた過程において、旧来の体制を国際的な基準から

見直し、病院の中に①患者に対する安全文化の形成、②医療の質の向上体制構築、③病院

                                                   
32 JCI JCI による改善 認定への道筋 認定を得る－病院 

 http://ja.jointcommissioninternational.org/improve/get-accredited-hospitals/ 

JCI 評価規格 

第１章 国際患者安全目標 

第２章 ケアの受入れと継続 

第３章 患者と家族の権利 

第４章 患者の評価 

第５章 患者のケア 

第６章 麻酔と外科的ケア 

第７章 薬剤の管理と使用 

第８章 患者と家族の教育 

第９章 品質改善と患者の安全 

第１０章 感染の予防と拡大防止 

第１１章 ガバナンスとリーダーシップ 

第１２章 施設管理と安全性 

第１３章 スタッフの資格と教育 

第１４章 コミュニケーションと情報の管理 
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管理の論理性、科学性の導入、④建物管理においてより災害に強い体制づくり、⑤職員の

意識改革、改善取り組み姿勢などの成果をもたらすことが期待される33。特により向上した

医療を支えることで、病院で働く職員の誇りや病院を訪れる患者の信頼にも繋がるのであ

れば、その意義は大きい34。つまり、JCI 認証という評価以上に、価値ある大きなものを手

に入れることが可能であり、医療機関がJCIを取得する意義はまさにここにあるのである。 

本節第一項において想定した治療を目的とした医療ツーリズムでは、体にメスを入れた

り、長期間入院したりする可能性がある。とりわけこのような場合、JCI 認証を受けた病院

だと、医療の質、院内の環境、従業員の意識など様々な面で安心を得られる。そこに自身

の健康や命に係わるような疾患を持つ外国人患者は魅力を感じるのである。しかし、治療

ではなく健診を目的とする医療ツーリズムにおいては、自身の健康や命にすぐに関わるも

のではないので、JCI が病院選択の基準とはなりにくい。つまり、健診を目的とする医療ツ

ーリズムにおいて、JCI は必ずしも必要ではないが、治療目的の医療ツーリズムにおいては

必要な機関であると言えるのである。 

 

第三項 アレンジ事業者 

本節では医療ツーリズム実施の際に重要な役割を果たすアレンジ事業者についてみる。 

アレンジ事業者とは、医療サービスを提供するに当たって、医療機関と顧客とをつなぐ

役割を果たすもので、より質の高い医療ツーリズムを提供するために医療内外の領域で患

者や病院のサポートを行う。その内容は様々で、外国人患者のビザ取得、医療ツーリズム

の企画や広報、医療事故や賠償問題等の対応を行う保険会社や法律アドバイザー、問診票

の作成等を行う医療アドバイザー、治療後のアフターケア、医療関連に関する翻訳・通訳

を行う通訳者、海外ツアーオペレーター、現地ツアーオペレーター、といった幅広い領域

で必要とされている。医療ツーリズムを導入し、すでに成功を収めているような国々は、

アレンジ事業者の働きによる部分も大きい。このアレンジ事業者の働きによっては、その

国の医療ツーリズムが世界から注目されるものになる可能性があり、その逆もまたあり得

るので、アレンジ事業者はとても重要な役割を担っていると言える。 

すでに医療ツーリズムを本格的に導入している諸外国でのアレンジ事業者には、小規模

な会社が多く、そのほとんどが直接病院や医療施設と提携している35。アレンジ事業者は国

外の患者に対し、低コストで世界水準のケアを提供することを目的としており、多様な医

療ツアーを取り扱うことで、さまざまなタイプの患者に対応している。 

アレンジ事業者の業務の中でも、通訳は特に必要とされるものである。医師と患者のコ

ミュニケーションにおいての言葉の壁は、健康や命に係わるものだけに重大な問題である。

                                                   
33 斉藤健一、前掲書。 
34 総務省統計局（2014）「政府統計の総合窓口 平成 25 年ビザ発給統計」

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&tclassID=000001053194&cycle

Code=0&requestSender=search 
35 羽生正宗(2011a)、前掲書、9 頁。 
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比較的大きな病院などは、外国人看護師・医師などを用意することは可能で、すでに実施

している病院もあるが、全てがそのような余裕のある病院ではない。通訳の必要な病院は、

アレンジ事業者の通訳を頼りに外国人患者に医療を施さなければならないのである。患者

側からしても病院側からしても、通訳はアレンジ事業者の重要な業務である。また、病院

側にとって、医療事故や賠償問題が発生したときに対応してくれるアレンジ事業者も必要

度が高い。国を越えて患者と医師の関係の仲介役となることで、そこに医療事故などの問

題が発生すると国際問題へと発展する可能性がある。そのような時にアレンジ事業者が保

険会社や法律アドバイザーと連携して対応することによって、病院の負担は減るのである。 

このように、アレンジ事業者は患者側からだけでなく病院側からも必要とされる。医療

ツーリズムを行う外国人患者が快適に、治療、健診、観光を行うためにも、また病院側の

通訳や医療問題が発生した際の対応などの負担を減らすためにも、アレンジ事業者は必要

となるのである。 

 

第四項 医療滞在ビザ 

三つ目は、日本のように外国人の入国に厳しい制限を課している国で必要とされる医療

滞在ビザである。医療滞在ビザとは、治療等を受けることを目的として訪日する外国人患

者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対して発給されるビザのことである36。通

常のビザとは異なり、医療目的の渡航、つまり医療ツーリズムに限定したビザである。こ

れは、前節でも紹介した 2010 年の「新成長戦略」において、「アジアの富裕層等を対象と

した健診、治療等の医療及び関連サービスを、観光と共に連携して促進していく」との国

家戦略の実現のため創設され、2011 年 1 月から運用が開始された。医療滞在ビザが創設さ

れるまでは、短期滞在ビザというものを利用して外国人患者は訪日していたが、これは医

療用に整備されたビザではないので、大変使いづらいものであった。医療ツーリズム導入

に向けて、政府は医療目的の渡航としては使いづらいこのビザの制度を外国人患者がより

日本で医療を受けやすくなるように整備したのである。 

この医療滞在ビザが適応される医療の範囲は、医療機関の治療行為だけでなく、日本の

医療機関の指示によるすべての行為(人間ドック・健康診断・健診・歯科治療・療養など)

をカバーしており、幅広い分野が対象となっている。短期滞在ビザは滞在期間が最長 90 日

となっていたが、医療滞在ビザでは 6 か月間の滞在が認められるようになり、それによっ

て治療可能な範囲が広まったと言える。ただし、滞在期間が 90 日を超える場合は入院が前

提となっている。また、短期滞在ビザにはなかった 3 年間有効な数次ビザもあり、必要に

応じて外国人患者等に数次有効なビザが発給される。しかし、数次ビザが発給されるのは

一回の滞在期間が 90日以内の場合のみであり、申請する場合には医師による「治療予定表」

の提出が必要となり、身元保証機関を通じて入手することになる37。身元保証機関とは医療

                                                   
36 外務省 HP 医療滞在ビザ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/medical/patient.html 
37 前掲注。 
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滞在ビザ発給の際、患者の身元保証を行ってくれる機関のことで、おもに旅行会社、医療

コーディネーター、アレンジ事業者等が行う。 

同伴者については、外国人患者の親戚だけではなく、親戚以外の者であっても必要に応

じて同伴者として同伴することが可能で、外国人患者と同じビザが発給される。短期滞在

ビザだと同伴者は認められておらず、家族でさえも患者の世話をすることができなかった

ので、安心して訪日することができるよう整備された。なお、同伴者は外国人患者等の身

の回りの世話をするために訪日する人で、日本国内で収入を伴う事業を運営し又は報酬を

得る事はできないとされている38。 

 

表 8 医療滞在ビザの概要 

出所：外務省 「医療滞在ビザ」について   

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/12/PDF/121701.pdf より筆者作成。 

 

では、実際に医療滞在ビザはどのような流れで取得できるのであろうか。通常のビザの

場合は、必要書類を提出し、審査を受けるだけであるが、医療滞在ビザの場合は書類提出

の前に、身元保証機関に受診等のアレンジを依頼するところから始まる。これは前項でも

紹介したアレンジ事業者の仕事の一つとなっている。医療滞在ビザの申請方法の流れとし

ては、図 4 のようになっており39、これらの手続きを踏んだ後、医療滞在ビザを取得するこ

とができる。通常のビザより、手順が多く煩雑となるが、先にも述べたようにアレンジ事

業者が代行してくれる場合もある。 

健診ではなく治療目的の医療ツーリズムで海外渡航する際には、場合によっては長期滞

在になるものもある。また、日本での労働や観光目的で来日するのとは異なり、家族が世

話をしたり、数次にわたって来日したりしなければならない可能性もある。このように治

療目的の医療ツーリズムの渡航には他とは違う特徴があるので、日本のように、外国人の

入国に厳しい条件を課している国の場合には、医療滞在ビザは必要な制度となる。 

 

                                                   
38 前掲注。 
39 前掲注。 

対象者 一定の経済力を有するもの 

対象医療機関 全ての病院および診療所 

受入分野 対象医療機関の指示によるすべての行為 

滞在期間 必要に応じ６ヵ月まで 

一次／数次 必要に応じ数次 

有効期間 必要に応じ３年まで 

身元保証機関 登録されている旅行会社および医療コーディネーター 

同伴者 必要に応じ同伴可 



 

23 

 

図 4 医療滞在ビザの取得手順 

 

出所：外務省 医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ   

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/medical/patient.html より筆者作成。 

 

 

第四節 日本の現状 

ここまで医療ツーリズム導入に当たり必要となる制度や機関を見てきた。これらは現に

日本で行われ、実践されているものである。しかし、これらは完全に機能しているとは言

えない状況である。第四節では、これらをを踏まえて、日本の現状や問題点について探っ

ていきたい。 

ここからは第三節において紹介した、制度、機関の現状について見ていく。まずは、病

院を選択する際の基準ともなる JCI 認証を取り上げよう。2014 年 11 月時点で、医療ツー

リズムを積極的に行っている国々はインド、シンガポール、韓国、タイであり、それぞれ

22，21，30，37 機関が JCI の認証を受けている。これに対して日本で JCI 認証を取得し

た機関は、2014 年現在、わずか 10 機関と半分以下の数にとどまっている。これは日本が

医療ツーリズム導入段階なので仕方のないことである。第二項でも述べたように JCI の認

証取得には多大なる労力と費用が掛かるので、赤字の多い日本の病院では認証の為に費用

を投じるのは難しいのが現状である。もっとも、観光と健診を合わせたものが多い日本の

医療ツーリズムでは、治療などはあまりしないので JCI を取得していなくてもさほど支障

はない。このように考えると現時点では、日本の病院が JCI を取得するメリットはさほど

ないというのが現状である。 

続いて、医療ツーリズムを支えるうえで重要な役割を果たすアレンジ事業者についてみ

てみよう。アレンジ事業者についても日本は他国に後れを取っている。第二項でも述べた

ように、海外諸国では病院と直接提携しているアレンジ事業者が全面的に医療ツーリズム

をサポートしている。これにより、病院側としても治療に専念できるようになり、医療ツ

ーリズム導入のハードルが下がるという利点がある。 

Ⅲ 在外公館におけるビザ申請、書類を提出 

Ⅱ 身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し、身元保証機関から「医療機関 

  による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を入手する  

Ⅰ ビザ申請者が外務省に登録されている身元保証機関のリストを参照し、その機関の 

  いずれかに連絡し、受診等のアレンジについて依頼する 
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しかし日本では、そのようなアレンジ事業者は海外と比べて数が少なく十分ではない。

数少ない資金に余裕のある病院と大手旅行代理店が提携するという事例もあるがそれは稀

で、ほとんどの病院はアレンジ事業者と直接提携して医療ツーリズムを行うということは

できていない。これにより日本の病院の多くは、医療ツーリズム実施に踏み切れないでい

る。特に通訳や医療ミスをした際の対応などがネックとなっているのだ。 

最後に医療滞在ビザについてである。2011 年より医療滞在ビザは導入・運用されている

が、その発給数は少ない。平成 25 年度に発給されたすべてのビザのうち医療滞在ビザが占

める割合はわずか 0.1％ほどである40。日本が医療ツーリズム導入段階にあることが大きい

と思われるが、それに加えて日本の医療ツーリズムの特徴にも原因があると考えられる。

先ほども述べたように、日本では医療ツーリズムそのものがまだ十分に発達しておらず、

加えて大半が観光と合わせた健診である。1 週間程度の健診ツアーの場合、医療滞在ビザよ

りも取得が容易な観光ビザで十分に事足りる。この場合、医療滞在ビザの長所は活かされ

ない。医療滞在ビザの方が、申請に時間がかかり面倒となってしまうのである。 

ここまで医療ツーリズムにおいて必要となる制度や機関の現状を見てきたが、医療ツー

リズムを推進している他国と比べて未熟な点が数多く見えてくる。しかし、2014 年現在、

国や民間双方で本格的な導入に向けた動きがみられる。医療ツーリズムを、発展が期待さ

れる産業として捉えているからだ。次章からは、その医療ツーリズムを実際に導入した場

合の影響について見ていく。 

（河野賢） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
40 総務省統計局、前掲書。 
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第二章 医療ツーリズム導入による影響 

前章で述べてきたように、日本では、医療ツーリズムを今後発展が期待される産業とし

て見る動きがある。他方、現在、我が国では医師不足や病院の経営状態の悪化などによる

医療崩壊の危険性が高まっているとされる。そこで、以下では医療ツーリズムがこのよう

な状況にある日本の医療に及ぼすと考えられる影響について見ていく。 

 

第一節 日本の医療の現状 

 第一項 医師不足の背景 

懸念される医療崩壊の一因として、医師不足がしばしば指摘される。これは以前に比べ

て医師数が減っているということを意味するのであろうか。森臨太郎(2013)によると、日本

の医療費は GNP 比で比較すると先進諸国の中で最低の部類であるが、国民の健康指標はよ

い方なので、医療制度全体の効率としては優れているといえるという41。他方で、日本の医

療の特徴として、人口に対して医師や看護師があまりに少なく、それに起因して医療従事

者が過重労働となっているという42。 

厚生労働省がまとめた「平成 24 年（2012 年）医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」に

よると、平成 24 年の医師数は 303,268 人であり、人口 10 万人あたりの医師数は 237.8 人

である43。図 5 から見てとれるように、これらはともに過去 30 年間で最高の数値であり、

近年になって急激に医師数が減少してきているといった現象は見られない。また、今後も

医師数は上昇していくと見られ、日本医師会は、2025 年には 33.9 万人まで増加すると推計

している 。これに対して、2025 年の人口は 1 億 1927 万人に減少すると推定されている 。

そのため、2025 年の人口 10 万人あたりの医師数は 284.2 人となると推計され、これは 2008

年の G7 平均の 290 人に近い水準である 。 

しかし、2010 年に厚生労働省が実施した「必要医師数実態調査」では、全国の病院など

に勤務する医師が 2 万 4000 人不足していることが明らかとなっている44。調査当時、病院

に勤務している医師数は約 16 万 7000 人であり、これに対して本来必要とされる医師数の

倍率（以下、必要医師倍率）は 1.14 倍である45。この倍率を都道府県別に見ると、岩手の

1.4 倍や青森の 1.32 倍、島根の 1.28 倍など、地方では 1.2 倍を超える高さの地域が目立つ

のに対して、東京 1.1 倍、大阪 1.09 倍、福岡 1.11 倍など、都市部では 1.1 倍前後の低さに

留まっている46。 

 

                                                   
41 森臨太郎(2013)『持続可能な医療を創る―グローバルな視点からの提言』岩波書店、67-68 頁。 
42 前掲注。 
43 厚生労働省(2013)「平成 24 年（2012 年）医師・歯科医師・薬剤師調査の概況―調査の概要」3 頁。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/12/dl/kekka.pdf  
44 厚生労働省(2010b)「必要医師数実態調査詳細結果」2 頁。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/other/dl/14.pdf 
45 前掲注。 
46 厚生労働省(2010b)、前掲書、3-4 頁。 
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図 5 医師数の年次推移（昭和 57-平成 24 年） 

 

出所：厚生労働省（2013）「平成 24 年（2012 年）医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」

より筆者作成。 

 

詳しくは後述するが、2014 年 10 月 9 日、石川県七尾市の社会医療法人財団 董仙会 恵

寿総合病院にてインタビューを行なった際に、石川県の人口に対する医師・病床数は全国

平均よりも多いが、医師は石川県の中心部である金沢市に集中しており、人口の少ない市

町村では医師不足が深刻であるという話を聞くことができた。実際に、2010 年の石川県全

体の必要医師倍率は 1.11 倍であり、全国平均の 1.14 倍を 0.03 ポイント下回っているが、

県内の二次医療圏について見てみると、南加賀 1.25 倍、石川中央 1.06 倍、能都中部 1.29

倍、能都北部 1.20 倍と、偏りがあることがわかる47。ここで、医療圏とは政府が都道府県

別の病床整備を図るにあたって設定する地域的単位のことをいい、一次（市町村レベル）

から三次（都道府県レベル）まで設定されており、二次医療圏は一般的な医療サービスを

提供する医療圏とされ、両者の中間的な広さを持つ48。医師が都市部に集中していることは

確かだが、医師数が多い都道府県内でも、医師は偏在しているという。 

では、医師の絶対数が増加する一方で、なぜ必要医師数は充足しないのだろうか。その

理由のひとつとして新医師臨床研修制度が考えられる。新医師臨床研修制度とは、大学の

医学部（6 年制）を卒業後、2 年間を初期臨床研修として必修化し、複数の診療科で総合的

に研修する制度である。研修医は医師として医籍には入っているが、研修に専念すること

になっているので、実際の労働力とはならない。さらに、新臨床研修制度により、研修医

                                                   
47 厚生労働省(2010b)、前掲書、10 頁。 
48 吉中丈志（2010）「京都における医療機関の動向から地域医療の再生を考える」中川雄一郎『地域医療

再生の力』新日本出版社、82 頁。 
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は自由に研修病院を選択できるようになったため、新人医師はこぞって症例の多い都会の

大病院を目指すようになり、大学病院や地方の総合病院を避ける傾向がみられるようにな

ったという。そして臨床研修を終えた後も、都会に出た若手の医師は、大学病院や大学院

に戻らなくなり、労働力としての研修医が不足した大学病院は、国立大学の法人化などに

より自病院の経営にも気を回さざるを得なくなったこともあって、地域の病院に勤める働

き盛りの臨床医を大学に戻すようになり、人手確保のために派遣した医師の引き上げが行

われているという現状があるという49。 

また、近年、女性の社会進出や地位の上昇とともに、医学部入学者における女性の増加

は著しく、大学によっては 40～50％が女子医学生となり、平成 24 年の医師総数のうち、

女性の割合は 19.7％となった50。しかしながら、女性医師が結婚・出産・育児等と医師業務

とを両立させることのできる環境はいまだ十分に整備されているとはいえず、第一線を離

脱もしくは医業そのものを辞めざるを得ない女性も多い。その結果、臨床の現場における

医師数の減少に大きな影響を与えているといえる。 

 

第二項 医療格差と病院の赤字経営 

本項では、前項で見てきた医師の不足と偏りなどから生じる国内の医療格差と、病院の

赤字経営に焦点を当てる。 

田島知郎(2010)では、日本は、多様なレベルの医学部があり、医師たちが卒後研修を受け

る病院の差が大きく出てしまい、病院の規模、機能、また内容もさまざまで、指導する側

の医師の人事には学閥の色が出てしまっているという指摘がなされている51。また、臨床研

修病院で経験する実地研修の質と量、さらにはその後の職歴にも差が大きく、他の系列の

医師との接点が少ないために、切磋琢磨の機会が少なくなるという現状があるという52。こ

れらの影響が総合された結果、地域間、病院間、医師間などで認められる医療格差につな

がっているという53。また、地理的要因だけでなく、医療サービスの高額化により、所得に

よって受けられる医療に格差が生じるという意味での医療格差も問題となる。 

また、近年、日本では医療費の増加が進んでおり、平成 21 年度から 25 年度の 4 年間で、

国内の医療費は約 4 兆円増加した54。この主な要因は急速な高齢化であり、また、医療技術

の高度化も医療費の増加につながっているのではないかと考えられる。 

 

 

                                                   
49 社団法人日本医師会(2010b)「医師の不足、偏在の是正を図るための方策－勤務医の労働環境（過重労働）

を改善するために－」9 頁。http://dl.med.or.jp/dl-med/kinmu/kinmu21.pdf 
50 厚生労働省(2013)、前掲書、4 頁。 
51 田島知郎(2010)『病院選びの前に知るべきこと 医療崩壊から再生に向けて』中央公論社、41 頁。 
52 前掲注。 
53 田島知郎、前掲書、41-42 頁。 
54 厚生労働省(2014)「平成 25 年度 医療費の動向」1 頁。 

 http://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/13/dl/iryouhi_data.pdf 
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図 6 OECD 各国の医療費の公費負担率(2012) 

 

出所：GLOBAL NOTE（出典：世界銀行）より筆者作成。 

 

図 6 では OECD 各国の医療費の公費負担率を示している。本図から見て取れるように、

現在、日本の医療費総額に対する公費負担率は、デンマーク、ノルウェーなどとともに、

最も高いグループに属している55。しかし、医療費抑制のための施策として、今後、健康保

険の本人負担率の引き上げが行なわれるとすると、これによって、生活保護を受給しては

                                                   
55 WHO,World Health Statistics 2013 

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf 131-141 頁。 
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いないが低所得である層は、十分な医療サービスを受けることができなくなるおそれがあ

る。 

次に、病院の経営赤字について見てみる。図 7 は、各年 6 月 1 カ月分の総損益差額から

みた黒字・赤字病院の割合の年次推移である。 

 

図 7 総損益差額からみた黒字・赤字病院数の割合の年次推移（平成 15-24 年） 

 

出所：日本病院会(2013)「平成 24 年 病院運営実態分析調査の概要」より筆者作成。 

 

図 7 から見て取れるように、近年赤字経営となっている日本の病院は 6 割以上であり、

厳しい経営状況にあるといえる。その中でも特に、自治体立病院の 86.1％が赤字となって

おり56、財政基盤の弱い自治体が開設している病院の多くが崩壊の危機に直面しているとい

う。長年にわたる医療費抑制政策によって、病院経営の専門家にとってもきわめて厳しい

経営環境の中で、地方自治体の職員が持ち回りで行なう病院経営は事実上破綻していると

考えられ、将来が懸念される状況にある57。 

 

第三項 保険制度破綻の可能性 

日本では、組織に雇用されている人の健康保険は、多くの場合、その組織（保険者）が

取りまとめ、それ以外の人は国民健康保険という、国が運営する保険に加入することを義

                                                   
56 一般社団法人日本病院会(2013)「平成 24 年 病院運営実態分析調査の概要」10 頁。 

https://www.hospital.or.jp/pdf/06_20130613_01.pdf 
57 亀田メディカルセンター(2009)「病院経営が抱える諸問題」27 頁。 

 http://www.kameda.com/message/0906/files/summary4.pdf  
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務づけられている58。保険に加入しているとはどういうことだろうか。図 8 にみるように、

保険に加入すると、収入に応じた支払い義務（負担金、保険料）が生じ、それぞれの人が

支払った保険料は保険者に集めて蓄えられ、保険の加入者が医療にかかるとその蓄えから

医療機関に支払われる59。すなわち、国民が保険者に保険料を支払い、保険者が医療提供者

に医療費を支払い、医療提供者は国民に医療を提供するというサイクルが形成されている

のである。 

 

図 8 日本における国民・保険者・医療提供者の関係 

 

 

しかし、負担は少ないが多くの医療を必要とする高齢者人口の増加や、健康保険制度の

財源を支える労働者層の減少などにより、日本の保険制度は破綻の危機に瀕している。 

こうした医療の現状下で、日本に医療ツーリズムが導入されるとどのような影響が及ぶ

と考えられるだろうか。 

 

第二節 医療ツーリズムの導入による影響 

第一項 医療ツーリズムの導入によって期待されること 

医療ツーリズムを導入した際に日本に与えられる正の影響として、医療機器の稼働率の

上昇と病院の赤字経営の改善、周辺地域の振興が考えられる。以下では、その 3 点につい

て述べたい。 

 

 

                                                   
58 森臨太郎、前掲書、66 頁。 
59 森臨太郎、前掲書、66-67 頁。 
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(1)医療機器の稼働率の上昇 

図 9 では PET カメラ台数と稼働日数の推移を示している。本図から見て取れるように、

PET カメラの台数は平成 16 年から 21 年の 5 年間で 3 倍近くに増加しているが、PET カメ

ラのひと月あたりの稼働日数については、平成 18 年から 25 年にかけて 19-20 日程度に収

まっている60。これは PET カメラ数の増加に応じて受診者が増えていることを意味してい

ると思われるが、病院の 1 か月の診療日の数が平日のみの診療の場合で 22 日、土曜日も診

療を行う場合で 26 日程度と考えた場合、もう少し高まって良いように思う。実際、恵寿総

合病院でのインタビューでも、日本人の PET-CT などの医療機器を用いた検査の受診率は

低下してきているという話を聞くことができた。また、今後、国内の人口はさらに減少す

る可能性が高いことから、稼働日数はさらに減少すると予測される。 

 

図 9 PET カメラ台数と稼働日数の推移（平成 16-25 年） 

 

出所：日本アイソトープ協会「PET 検査件数に関するアンケート調査報告」 

第 2-11 報61。 

 

PET は、1 台の導入コストが数億円と巨額の投資を必要とするが、身体的負担をほとん

どかけることなくガンの転移などを調べることが可能で、今後、導入が期待される健診機

器であることは疑いない。しかし、稼働率が下がることによって、とりわけ人口の少ない

地域では、こうした高度医療機器の導入に躊躇する病院がでることが懸念される。そこで、

                                                   
60 前掲注。 
61 日本アイソトープ協会(2005-2014)「PET 検査件数に関するアンケート調査報告」第 2-11 報 

http://www.jrias.or.jp/report/cat4/412.html (2014 年 11 月 23 日アクセス)。 
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例えば日本人の使用していない時間に、医療ツーリズム目的で来日した外国人などにこう

した健診機器を利用してもらえれば、PET の稼働率は上昇し、導入コストの一部を回収す

ることが可能となる。これにより人口の少ない地域でも PET 機器の導入が増えれば、日本

人患者の利便性も増すことが期待できる。 

 

(2)病院の赤字経営の改善 

医療ツーリズム推進によって病院の収入を増やすことも期待できる。現在、日本で行な

われている医療ツーリズムの「医療」は、治療よりも PET-CT などの医療機器を使用する

健診であることが多い。健診は、一度のみでも身体の状態を認識することができるが、定

期的に行なうことによって潜在的な病気の発見と、その進行の防止につなげることができ

る。医療ツーリストが日本で定期的に健診を行なうことを決定すれば、それだけ病院にと

っても安定した収入を得る手段になると考えられる。 

図 10 は、OECD 各国が保有する人口 100 万人当たりの CT 台数である。図 10 から見て

取れるように、日本の CT 保有率は、先進各国と比べてもずば抜けて高く、OECD 平均の

23.7 台（人口 100 万人当たり）の 4 倍以上となっている。また、日本は CT だけでなく

MRI の保有率についても OECD の中で最も高く、人口 100 万人当たり 46.9 台となってお

り、これは OECD 平均の 13.9 台の 3 倍以上である62。これら日本の特性を活かし、医療機

器を利用した医療ツーリズムを行なうことで、病院はより多くの収入を得ることができる

と考えられる。 

また、近年日本の医療機関の適切な収益の確保のため、自由診療で医療サービスを受け

る外国人に対して、追加的な医療費を支払ってもらってもよいのではないかという議論が

行われている63。図 11 は、そこで検討されている外国人患者に支払ってもらう価格につい

ての枠組みである。ここでの医療費原価とは、労務費、材料費、経費、その他機器・備品

関係の費用を足し合わせたものであり、受け入れ支援サービスとは、医療機関が外国人患

者を受け入れる際に、医療サービス以外に提供するサービスの総称である。受け入れ支援

サービスの費目としては、外国人患者の来日前に発生するものから帰国後に発生するもの

まで幅広く存在し、例えば、国際医療通訳費や翻訳費、宗教・文化に合わせた食事の提供

等が挙げられる64。これら医療費原価と受け入れ支援サービス原価を合わせて原価総額とな

るが、これに付加価値を加算したものが、外国人患者が支払う価格となる。ここでの付加

価値とは、外国人患者が享受したサービス等に対して支払われる経済的価値のことである。

野村総合研究所は、「医療機関が外国人患者を受け入れるにあたっては、受け入れ体制の整

備や質の高い医療サービスの提供、その他受け入れ促進に向けた活動等に一定の投資と経

                                                   
62 OECD Health Statistics 2014 - Frequently Requested Data（2014 年 12 月 18 日アクセス）。 

http://www.oecd.org/els/health-systems/oecd-health-statistics-2014-frequently-requested-data.htm  
63 野村総合研究所(2010) 「平成 22 年度医療サービス国際化推進事業 報告書（インバウンド編）」271 頁。 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kokusaika/downloadfiles/fy22inbound.pdf  
64 野村総合研究所(2010)、 前掲書、273-274 頁。 
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営努力が必要となるが、それらは付加価値として適切な価格を設定し、外国人患者にも適

正に請求するべきものであり、そうすることではじめて収益の確保、資本の蓄積に繋がり、

次なる再投資を行う資金源となりうる。」として付加価値を定義している65。 

 

図 10 OECD 各国における人口 100 万人当たりの CT 台数（2012 年） 

 

注：2012 年のデータのない国は、最近の数値を使用。 

  データのないノルウェー、スウェーデンは除外。 

出所：OECD Health Statistics 2014 より筆者作成。 

 

                                                   
65 野村総合研究所(2010)、前掲書、276 頁。 
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図 11 外国人患者が支払う価格の検討の枠組み 

 

出所：野村総合研究所(2010) 「平成 22 年度医療サービス国際化推進事業 報告書（イン

バウンド編）」より筆者作成。 

 

つまり、外国人患者が支払う価格は、原価の総額に付加価値を加算したものとなり、付

加価値として加算する金額やその設定の考え方・方針は各医療機関の意思によって異なる

が、目安となる参照価格と比較することで、付加価値の加算額の上限を設定することがで

きる。参照価格の支払意志額とは、罹患している者がある仮想状態にまで健康が回復する

と仮定した場合に、それをもたらす医療サービスに対して最大限支払ってもよいと判断す

る価格であり、海外価格とは、海外の医療機関における医療の価格のことである66。日本で

は医療は保険の範囲で行うのが一般的であるため、保険制度の破たんに伴い医療費の削減

圧力が強まっており、結果的にこれが病院の経営を圧迫している。しかし、外国人に対す

る医療は日本国内の医療保険制度に縛られる必要もないので、このように付加価値を加算

した価格で医療ツーリズムを行えば、日本の医療機関は経営を改善することができるので

はないかと考えられる。 

 

(3)周辺地域の振興 

最後に、医療ツーリズムの推進によって、海外からのツーリストが増えれば、病院の周

辺地域の経済振興が期待されることを指摘したい。医療ツーリズムで海外から日本へ来る

人々は、かなり高額な健診・治療費を支払うことが可能な高額所得者もしくは資産家であ

る可能性が高い。したがって、健診や治療以外の観光においても彼らの費やす金額は大き

くなると考えられる。 

                                                   
66 野村総合研究所(2010)、前掲書、226-277 頁。 
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詳しくは後述するが、11 月 13 日に世界経済論ゼミが行なった石川県庁でのインタビュー

においても、これまで石川県が関与した医療ツーリズムの参加者達が医療よりも観光を重

視しており、日本の食事、景色そして温泉を楽しんでいる様が確認できた。当然のことな

がら、彼等の要求を十分に満たせる旅館に宿泊することで旅館の収入は増え、加えて観光

は裾野の広い産業であることから、旅館で提供される食材の提供者(例 農業や漁業)や、宿

泊のための設備や備品を提供する企業といった幅広い部門に多くの波及効果をもたらすこ

とが期待できる。これに加えて海外の富裕層においては、土産品として伝統工芸品が人気

であり、たとえば金沢では金箔や高価な輪島塗の人気が高く、まとめて購入する人も少な

くないという。これらのことから、医療ツーリズムは周辺地域の振興にも大きな効果を与

えることが期待できる。 

実際、インタビューをさせて頂いた恵寿総合病院では、医療ツーリズム振興というより

も地域振興を目的に医療ツーリストを受け入れているという。健診の空き時間には周辺商

店街で観光案内を行なっており、ツーリストからの評判も良いという。このように、とり

わけ日本の地方や観光地での医療ツーリズム導入は、その受け入れ病院だけでなく、周辺

地域にも大きな利益をもたらすと考えられる。 

 

第二項 医療ツーリズムの導入によって起こりうる問題 

 (1)混合診療の解禁によって起こりうる問題 

まず、混合診療とは、公的医療保険で認められている診療（保険診療）と、認められて

いない診療（保険外診療）を同時に受けることである67。保険診療と保険外診療を併用して

問題が発生した場合には、診療は不可分一体であるので、公的医療保険の信頼性が損なわ

れることになるため、現在、混合診療については自己責任による全額自己負担（保険診療

の全額自己負担＋保険外診療の全額自己負担）となっており、混合診療は原則として認め

られていない68。ただし、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」に限り、保険

診療との併用が認められている（保険外併用療養）69。ちなみに評価療養とは、保険給付の

対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を

行うことが必要な療養のことであり、また、選定療養とは、特別な病室の提供など被保険

者の選定に係る療養のことである70。 

日本医師会は、日本において医療ツーリズムが展開されるようになると、医療機関は当

初より日本の保険制度の対象にはならない外国人患者に対して自由価格を設定して収益を

上げるようになると予測し、これにより病院の経営状況が好転するようになると、収益率

                                                   
67 社団法人日本医師会(2010c)「国民皆保険の崩壊につながりかねない最近の諸問題について―混合診療の

全面解禁と医療ツーリズム―」6 頁。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000u8kz-att/2r9852000000u8sh.pdf 
68 前掲注。 
69 前掲注。 
70 厚生労働省 HP「先進医療の概要について」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/ 
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の小さい保険診療で受診している多くの日本人患者が後回しにされる状況に陥る可能性が

あるとの懸念を示している71。実際、そうしたことが起きると日本人のなかにも全額自己負

担してでも優先的に検査・治療を受けたいという人が現れる可能性があり、それが受け入

れられると、全額自己負担できない日本人との間で格差が生じることになる。実際、第四

章では中国の医療の現状について述べるが、こうした問題は混合診療が事実上行われてい

る中国では既に発生している。日本医師会は、このように医療ツーリズムが混合診療の全

面解禁を後押しすることになるのではないかという懸念を示している。 

さらに、自由価格の設定により収益を上げるようになった医療機関の中には、新しい治

療や医薬品を公的医療保険に組み入れようとしなくなることも指摘されており、これによ

り公的医療保険で受けられる医療の範囲が縮小していく恐れもある72。公的医療費支出が抑

制されると社会保障が後退し、国民皆保険の崩壊につながる可能性もある。そのため、日

本医師会は「国民皆保険の堅持という立場から、混合診療の全面解禁には反対である」と

し、したがって医療ツーリズムの導入にも反対の立場を示しているのである73。 

 

(2)医療事故が起きた際の対応 

次に解決しなければならない問題は、医療ツーリズムによって誘致した患者が日本で手

術・治療を行なった際に、医療事故が起きた場合の対応についてである。日本で日本国民

が治療を受ける際には原則保険が適用され、医療事故が発生した際の対応や手続きも、前

例が多いため進めやすい。しかし、海外からの患者が日本で治療を受け、その際に医療事

故が起きたとすると、その前例は少なく、慰謝料や損害賠償を支払うだけでは問題が解決

しないおそれがある。患者側と医療提供側双方が納得することができなければ、日本国内

の問題に留まらず、国際問題へと発展するおそれもある。これまでのところ日本で行なわ

れている医療ツーリズムは検査・健診が主流ではあるが、その中で身体に疾患が見つかっ

た際にその場で治療することになる可能性も考えられるため、手術・治療のための医療ツ

ーリズムだけでなく、検査・健診のための医療ツーリズムもこの問題を孕んでいるといえ

る。石川県庁によると、医療事故が起きた際の問題を懸念して海外からの医療ツーリスト

の受け入れに慎重な医療機関も少なくないという。仮に、医療ツーリズムを推進していく

とすると、健診や治療を行なった後に発生しうる問題についても考えていかなければなら

ないであろう。 

 

 第三項 医療ツーリズムが日本に与えるメリットはデメリットを上回るか 

第一項で見てきたように、医療ツーリズムの導入による恩恵はいくつか考えられるが、

医療ツーリズムの導入によって起こりうる問題も見逃せるほど小さくはない。特に、日本

医師会をはじめ、医療ツーリズムに慎重な人は少なくない。しかし、日本の医療の現状を

                                                   
71 社団法人日本医師会(2010c)、前掲書、12 頁。 
72 前掲注。 
73 前掲注。 
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考えると、このまま新しいことに挑戦せずに現状維持を企てたとしても、少子高齢化が進

む中で、これまでの医療をこのまま維持していくことはほぼ不可能であろう。 

図 12 は、日本列島における 2005 年の居住地域を 100 とした場合に、2050 年の人口増減

割合別地点数が全地域に占める割合はどう変化するのかについての推計を示している。驚

くことに、100％住民がいなくなる地点数が全体の 21％、50％以上減少する地域が 64.4％、

実に 7 割近くにも上る。 

このように人口が減少していく地域の病院は採算が取れず経営は難しくなるため、病院

の数も減少していく。そして、病院などの暮らしになくてはならない施設等が十分でなく

なった地域では、さらに人口が減少していくであろうことは容易に想像がつく。この負の

スパイラルから生じる医療難民の増加に歯止めをかけるひとつの手段として、地方の病院

が医療ツーリズムに積極的に取り組み、追加的な収入を得ることが考えられる。また、医

療ツーリズムが周辺地域の振興につながると、地方の急激な人口減少が緩和されることも

期待される。 

 

図 12 2050 年の人口増減割合別地点数の全地域に占める割合の推計 (値は％) 

 

注：約 1 平方キロメートル毎の地点数 

出所：国土交通省(2010)「国土の長期展望に向けた検討の方向性について」12 頁。 

総務省「国勢調査報告」、国土交通省国土計画局推計値メッシュ別将来人口より国土交通

省国土計画局推計。 

 

では、実際に医療ツーリズムを行なっている病院の現状はどのようになっているのだろ

うか。次章では、インタビューを行なった恵寿総合病院をはじめとする、日本で実際に医

療ツーリズムを導入している病院について詳しく見ていく。 

（早川裕美） 
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第三章 日本での医療ツーリズム 

前章では、日本で医療ツーリズムを導入することによる影響について、良い面と悪い面

の両側から見てきた。このように様々な影響が予想される中、実際に日本ではどのような

形で医療ツーリズムが導入されているのだろうか。以下ではその事例を見ていく。 

 

第一節 日本での医療ツーリズム 

第一項 日本での医療ツーリズムの本格化 

日本での医療ツーリズムの先駆けは、平成 21 年 8 月に日本初となる JCI 認証を取得し

た亀田総合病院であろう。これにより、外国人患者は、日本での医療ツーリズムを視野に

入れるようになったともいえる。実際、JCI 認証を取得した後の亀田総合病院の外国人患者

数は大きく増加している。亀田総合病院についての詳細は第二項で述べる。そして、こう

した流れもあって、第一章で述べたように平成 21 年に経済産業省は、国際メディカルツー

リズム調査事業として「国際医療サービス推進コンソーシアム」に着手した。本事業を通

じて得られた業務運営ノウハウや病院紹介ホームページ、顧客データベースなどのインフ

ラは、将来の事業展開を視野に入れた仕組み整備に活用するものとした74。調査事業の報告

書では、今後も国際メディカルツーリズムを継続的に行なっていくために、プロモーショ

ン関連サービス、対外国人顧客サービス、対医療機関サービスの充実の必要性が指摘され

ている。例えば、医療ツーリズム対象国の顧客に対して健診の重要性を啓発すること、外

国人患者が富裕層であった場合は個室の確保をして VIP 対応を行うことなどが挙げられた

75。また、医療ツーリズムのプロモーションや旅行手配は医療機関では対応が困難なため、

旅行会社・旅行代理店や広告代理店等に依頼する必要があり、アレンジ事業者の役割が非

常に重要となってくることも強調された。このアレンジ事業者が行うべき業務には通訳や

翻訳も含まれる。次に、医療機関は、外国人向け健診・治療メニューの拡充、戦略的な価

格設定、医療の質の向上、施設面での優位性確保、外国語対応の強化が必要だとされた76。

また、外国医療機関や外国エージェントとの提携促進支援を行い、日本での医療ツーリズ

ムのプロモーション活動に協力してもらうことも提言に織り込まれた77。 

一方、観光面からも、平成 21 年に観光庁が「インバウンド（来訪外国人）医療観光に関

する研究会」を発足させた78。ここでも、いくつかの医療機関と旅行会社の関係者、法律家

を中心として、訪日外国人患者と同行者の受け入れ体制に関する課題を検証し、国として

の基盤整備や海外に向けたプロモーションの検討を進めている79。そして、平成 22 年 6 月

                                                   
74 経済産業省（2010b）「平成 21 年度サービス産業生産性向上支援調査事業 国際医療サービス推進コン

ソーシアム② 事業報告書」6 頁。http://www.ajha.or.jp/voice/pdf/medtourism/100702_report_sum.pdf 
75 経済産業省（2010b）前掲書、43 頁。 
76 経済産業省（2010b）前掲書、46 頁。 
77 経済産業省（2010b）前掲書、47 頁。 
78 国土交通省 観光庁ホームページ「インバウンド医療観光に関する研究会の立ち上げについて」 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000001.html 
79 前掲注。 
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には、上海で開催されたアジア・太平洋地区の富裕層を顧客に持つ旅行会社が集う商談会

「アジアラグジュアリートラベルマーケット」に医療観光ブースを開設して、旅行会社の

海外販路拡大を支援するとともに、同年 7 月からは中国人の個人観光ビザの緩和に合わせ

た広告宣伝を展開するなど、アジアヘの訪日医療ツーリズムのプロモーションを本格化さ

せている80。以上の流れにのるかのように、平成 23 年から厚生労働省の支援事業として、

外国人患者受入れ医療機関認証制度(Japan Medical Service Accreditation for 

International Patients；以下 JMIP)が始まった。JMIP とは、外国人患者を受け入れるた

めに必要な設備や体制の有無を評価する日本独自の認証制度である。 

以上が、政府が主導する取り組みであるが、民間側においても、平成 22 年 4 月にはジ

ャパン・メディカル＆ヘルスツーリズムセンター(Japan Medical＆Health Tourism 

Center；以下 JMHC)、平成 23 年 10 月にはメディカルエクセレンスジャパン(Medical 

Excellence JAPAN；以下 MEJ)という外国人患者の受け入れ支援を行うアレンジ事業者が

発足しており、「国際医療サービス推進コンソーシアム」で提言されたアレンジ事業者の充

実が図られている。 

では、実際に医療機関はどのように医療ツーリズムに取り組んでいるのだろうか。それ

を次で見ていきたい。 

 

第二項 具体的な医療ツーリズムの事例 

(1)医療ツーリズムのプラン 

実際にどのようなプランで医療ツーリズムは行われているのだろうか。まず、国家公務

員共済組合の病院である虎の門病院の例をみてみよう。虎の門病院は人間ドックを外国人

患者に提供しており、虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センターで受けること

ができる。表 9 と表 10 はどちらも平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの期間

に募集された医療ツーリズムプランになる81。値段は 1 名 1 室 15 万 6400 円、2 名 1 室 14

万 4750 円であり、この値段にはホテル宿泊代、健診代、食事代、専用車代、天然温泉代が

含まれている。ただし、外国人がこのプランで健診を受ける際の前後泊や航空運賃代は含

まれていない82。もっとも、JTB という旅行会社が企画して行っているプランであるため、

前後泊や航空運賃代などの要望にも柔軟に対応できる。また、表 10 でもわかるように、人

間ドックを受ける患者だけでなく、その患者の同行者も 2 万 8 千円で宿泊できる83。前項の

国際メディカルツーリズム調査事業での報告書には「富裕層である外国人患者には個室を

確保するなど VIP 対応をすべき」という提言が織り込まれていたが、このプランでは東京

を一望できるホテルのデラックスルームが準備されており、健康に配慮した体にやさしい

                                                   
80 国土交通省 「平成 22 年度観光施策」

http://www.mlit.go.jp/hakusyo/kankou-hakusyo/h22/images/02.pdf 
81 虎の門病院 人間ドック宿泊プラン http://www.toranomon-dock.jp/price/pamphlet.pdf 
82 前掲注。 
83 前掲注。 
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夕食が提供されている84。さらに、ホテルでのサービスだけでなく、病院内でも専用個室の

待合室が用意されている85。 

 

表 9 虎の門病院 人間ドック宿泊プラン 

日程  スケジュール内容 食事 

一日目 ご自宅－(お客様各位)－虎の門病院付属健康管理センター・画像診断

センター「人間ドック」(午前 8 時開始、午後 16 時頃終了) 

(終了後、専用車で宿泊先へ)－宿泊先 

朝× 

昼○ 

夜○ 

二日目 宿泊先－(専用車で病院へ)－虎の門病院付属健康管理センター・画像

診断センター「人間ドック」(午前 8 時開始、午前 11 時頃終了) 

 

朝× 

昼× 

夜× 

出所：JTB コーポレートセールスホームページより作成。 

 http://www.toranomon-dock.jp/price/pamphlet.pdf 

 

表 10 虎の門病院 同行者プラン 

日程  スケジュール内容 食事 

一日目 ご自宅－(お客様各位)－終日自由行動－宿泊先 朝× 昼× 夜○ 

二日目 宿泊先－終日自由行動 朝× 昼× 夜× 

出所：JTB コーポレートセールスホームページより作成。 

 http://www.toranomon-dock.jp/price/pamphlet.pdf 

 

この虎の門病院の人間ドック宿泊型の医療ツーリズムは、JTB ヘルスツーリズム研究所

が虎の門病院、JTB 首都圏と連携したことによって実現し86、平成 20 年 12 月に開始され

た87。JTB ヘルスツーリズム研究所は、健康観光・旅行関連事業を専門的に推進する JTB

の専門研究機関になる88。もっとも、近年、日帰り人間ドックの検査項目が充実してきてい

るため、1 泊 2 日の人間ドックの受診者については減少傾向にあることもあって、この人間

ドック宿泊プラン(表 9 と表 10 で紹介したプラン)は、平成 26 年 3 月 31 日をもって廃止さ

れた89。そのため、現在、虎の門病院で人間ドックを受けたいと考えている外国人患者は、

JMHC を通じて日帰り人間ドックを予約して受診する。それに合わせて宿泊、観光をした

い場合は JTB などの旅行会社を通じて航空券を手配したり宿泊予約を取ったりする。つま

                                                   
84 前掲注。 
85 前掲注。 
86 JTB ヘルスツーリズム研究所 「JTB ヘルスツーリズム研究所が虎の門病院、ＪＴＢ首都圏と提携 

人間ドック宿泊プランを開発」http://www.jtb.co.jp/healthtourism/news/pdf/20081128.pdf 
87 前掲注。 
88 前掲注。 
89 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院付属 健康管理センター・画像診断センターホームページ 

http://www.toranomon-dock.jp/ 
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り、患者一人一人のニーズに合わせた完全オーダーメイドの形の医療ツーリズムとなって

いるのである。 

 

(2)医療機関の医療ツーリズムへの取り組み 

日本で医療ツーリズムに取り組んでいる医療機関はいくつかあるが、その中でも第一項

で取り上げた経済産業省の「国際医療ツーリズム調査事業」に参加した表 11 に掲げる 11

病院は積極的に医療ツーリズムに取り組んでいる医療機関と言えるだろう。 

 

表 11 国際医療ツーリズム調査事業 参加病院 

1．特別医療法人博愛会 相良病院(鹿児島県鹿児島市) 

2．医療法人上人会 大分先端画像診断センター(大分県別府市) 

3．地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立母子保健総合医療センター 

(大阪府和泉市) 

4．医療法人康雄会 ホテルオークラ神戸クリニック(兵庫県神戸市) 

5．医療法人医仁会 中村記念病院 (北海道札幌市) 

6．社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 (石川県七尾市) 

7．社会医療法人協和会 加納総合病院 (大阪府大阪市) 

8．医療法人大雄会 総合大雄会病院 (愛知県一宮市) 

9．医療法人社団愛心会 湘南鎌倉総合病院 (神奈川県鎌倉市) 

10．社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 (長野県松本市) 

11．医療法人偕行会 名古屋共立病院 (愛知県名古屋市) 

出所：経済産業省（2010b）「平成 21 年度サービス産業生産性向上支援調査事業 国際医

療サービス推進コンソーシアム② 事業報告書」より作成。 

 

こうした医療ツーリズムに取り組む医療機関は、病院内でどのような取り組みをしてい

るのだろうか。以下では、日本初の JCI 認証を受けた亀田総合病院と、「国際医療ツーリズ

ム調査事業」に参加した湘南鎌倉総合病院を取り上げる。どちらも日本を代表する医療ツ

ーリズム導入病院である。亀田総合病院は、海外在住の患者専用の窓口を設けているほか90、

アレンジ事業者の MEJ と連携している91。湘南鎌倉総合病院も平成 24 年 10 月に JCI 認証

を受け、医療ツーリズム用の窓口として国際医療支援室を設置した92。亀田総合病院と同様

に、外国人患者の受け入れ強化に向けて JTB グループと業務連携を行っている93。この共

通点のほかにそれぞれどのような取り組みをしているのだろうか。 

                                                   
90 医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンターホームページ  http://www.kameda.com/index.html 
91 経済産業省（2013） 「医療の国際化－世界の需要に応える医療産業へ―」 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kokusaika/downloadfiles/about.pdf 
92 満冨俊吉郎『月刊/保険診療』2013 年 11 月、第 68 巻・第 11 号、10 頁。 
93「徳洲会グループ・JTB グループ メディカルツーリズム 外国人患者の受入れを強化」 
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表 12 平成 25 年度(2013.4～2014.3)入院件数 

  カ

ナ

ダ 

中国 韓国 フィリ

ピン 

タイ アメリ

カ 

その他 総数 

メディカルツーリスト

(外国からの旅行もかね

て来院) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

メディカルトラベラー

A(外国から医療を目的

に来院：全額患者負担) 

0 1 0 0 0 0 0 1 

メディカルトラベラー

B(外国から医療を目的

に来院：外国保険使用) 

0 1 0 0 0 1 0 2 

日本在住外国人(日本の

健康保険あり) 

0 16 9 7 2 1 13 48 

日本在住外国人(外国の

保険使用) 

0 0 1 0 0 1 0 2 

日本在住外国人(日本の

健康保険なし) 

0 3 2 1 0 0 1 7 

その他 0 3 1 3 0 3 4 14 

総数 0 24 13 11 2 6 18 74 

出所：亀田総合病院ホームページ 事業報告 国際関連 

http://www.kameda.com/company/report/files/11.pdf 

 

亀田総合病院は、平成 25 年 2 月に医療滞在ビザに係る身元保証機関となる医療コーデ

ィネーターとして登録された94。医療コーディネーターは、経済産業省と外務省が定めるも

のであり、日本で健診や治療を受けようとする外国人患者が医療滞在ビザを取得できるよ

うに身元を保証することができる。この医療コーディネーターとして登録されるためには

いくつかの基準をクリアしなくてはならない。例えば、外国人患者の受け入れ実績の有無、

受け入れ業務の専門部署の有無、業務に必要な言語能力を有する要員を配置できる体制が

整っているか否かなどである95。登録された後も、医療滞在ビザの身元保証という医療コー

ディネーターとしての役割を果たさなければ登録が取り消されてしまう96。亀田総合病院が

                                                                                                                                                     
http://www.jtbcorp.jp/scripts_hd/image_view.asp?menu=news&id=00001&news_no=1602 

94 医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンターホームページ  http://www.kameda.com/index.html 
95 経済産業省ホームページ 医療滞在査証身元保証機関登録 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/visa_for_medical_stay.html 
96 前掲注。 
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医療コーディネーターとして登録され続けているということは、継続的に医療ツーリズム

を実施していることの証拠ともなるのである。実際に亀田総合病院の国際関係部は「地域

における外国人患者受け入れの拠点となる医療機関となり、今までの外国人患者様受け入

れのノウハウを活かし、多様に対応できる外国人向け医療コーディネーターとして役割を

果たしていきたい97。」と述べている。 

 

表 13 平成 25 年度(2013.4～2014.3)来院延べ件数 

 カ

ナダ 

中国 韓国 フィ

リピン 

タ

イ 

アメ

リカ 

その

他 

総数 

メディカルツーリ

スト(外国からの旅

行もかねて来院) 

0 3 0 0 0 0 1 4 

メディカルトラベ

ラーA(外国から医

療を目的に来院：全

額患者負担) 

0 42 0 14 0 9 8 73 

メディカルトラベ

ラーB(外国から医

療を目的に来院：外

国保険使用) 

0 2 0 0 0 7 4 13 

日本在住外国人(日

本の健康保険あり) 

22 390 238 391 29 85 250 1405 

日本在住外国人(外

国の保険使用) 

0 0 0 0 0 16 0 16 

日本在住外国人(日

本の健康保険なし) 

3 37 1 35 1 4 26 107 

その他 0 20 28 28 18 19 64 177 

総数 25 494 267 468 48 140 353 1795 

出所：亀田総合病院ホームページ 事業報告 国際関連 

   http://www.kameda.com/company/report/files/11.pdf 

 

では、実際の亀田総合病院の外国人患者受け入れ実績はどのくらいなのだろうか。表 12

は平成 25 年度の外国人入院件数を、表 13 は同年の外国人来院延べ件数を示している。こ

れらの表より、医療ツーリズム目的で来日している外国人患者だけでなく、日本在住の外

                                                   
97 亀田総合病院ホームページ 事業報告 国際関連 

http://www.kameda.com/company/report/files/11.pdf 
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国人の来院が非常に多いことが見て取れる。これは亀田総合病院が JCI 認証を受け、外国

人患者の受け入れを積極的に行っていることから、日本在住の外国人も安心して受診でき

ることの表れであろう。次に、外国から来院している患者の国籍で最も多いのは中国であ

る。次いでフィリピン、アメリカとなっている。外来のほうが入院よりも多いのは、完全

にオーダーメイドで医療ツーリズムをプランニングしている、または旅行会社が企画した

プランで日本に来ているということが考えられる。 

また、図 13 は、平成 21 年度から 25 年度までの外国人患者総件数をグラフ化したものと

なっている。図 13 を見ると、亀田総合病院が JCI 認証を受けた平成 21 年から翌年平成 22

年までの一年間で、入院件数も外来延べ件数も大きく増加していることが読み取れる。さ

らに、外国の保険を使用して医療を受けている患者も少なくないことが見て取れる。実際、

JCI 認証を受けた医療機関で行われた医療は、外国人患者が自国に戻ってから、その国の保

険医療費として償還を受けやすいということから説明ができるだろう98。JCI 認証が医療ツ

ーリズムを行うにあたって医療機関側にも患者側にもいかに有益になるのかが理解できる。 

 

図 13 外国人患者総件数推移(2009～2013 年度) 

 

出所：亀田総合病院ホームページ 事業報告 国際関連 

   http://www.kameda.com/company/report/files/11.pdf 

 

                                                   
98 満冨俊吉郎（2013）「“外国人患者受け入れ認証”第一号－技術・ケア力の高さを世界に」『月刊/保険診

療』2013 年 11 月、第 68 巻・第 11 号、13 頁。 
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次に湘南鎌倉総合病院の取り組みをみていく。湘南鎌倉総合病院は、JMIP 認証を日本

で初めて受けた病院である。JMIP とは日本独自の外国人患者受け入れ体制を評価する制度

のことである。厚生労働省が平成 23 年度に実施した「外国人患者受入れ医療機関認証制度

整備のための支援事業」を基盤に策定された99。JMIP 認証を湘南鎌倉総合病院が取得した

のは、JCI 認証による外国人患者の増加が予想されたため、加えて JMIP 認証を取得する

ことによって外国人患者の受け入れ体制が充実できると考えたからである100。この JMIP

認証の取得のために、同院では院内のあちこちにある案内表示を日英中仏露の五か国語表

記に切り替え、英語や中国語、スペイン語などの言語で対応できるスタッフを配備した101。

こうした取り組みの結果、JCI 認証の取得からわずか半年後の平成 25 年 3 月に JMIP 認証

の取得が可能となった。同院の外国人患者の受け入れ実績については図 14 の通りである。 

 

図 14 外国人患者の変化グラフ 

 

出所: 満冨俊吉郎(2013) 「“外国人患者受け入れ認証”第一号－技術・ケア力の高さを

世界に」『月刊/保険診療』第 68 巻・第 11 号、2013 年 11 月、13 頁。 

 

本図より、JCI 認証を取得した平成 24 年 10 月、JMIP 認証を取得した平成 25 年 3 月

のそれぞれの翌月には外国人患者が増加していることがわかる。特に JMIP 認証を取得し

                                                   
99 一般財団法人 日本医療教育財団 「外国人受入れ医療機関認証制度」 

http://jmip.jme.or.jp/ 
100 満冨俊吉郎、前掲書、11 頁。 
101 前掲注。 
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た翌月には約2.6倍も増えている。これは、JCI認証による医療機関としての基盤に加えて、

JMIP 認証の取得によって外国人受け入れ体制が整備されたことの相乗効果が表れたとい

うことができるだろう。だが、この外国人患者数は、亀田総合病院の事例と同様に、日本

在住の外国人を含む。医療ツーリズム患者の受け入れ実績は、平成 24 年 10 月から約 1 年

間で約 220 人だという102。期待に反して医療ツーリストが伸び悩んでいる背景には、東日

本大震災や中国との関係の悪化があると考えられる。だが、最近はこれらの問題が落ち着

いてきたため、中国からの問い合わせや受け入れが増えてきており、平成 25 年 11 月時点

で問い合わせや相談の総件数は国際医療支援室が設置された平成 24 年 9 月下旬から約 650

件にのぼるという103。そのため、今後、同院における医療ツーリズム患者は増えていくこ

とが予想できるだろう。なお、国際医療支援室とは、徳洲会グループと JTB グループが共

同で運営する医療ツーリズム専用の窓口のことで、徳洲会グループの基幹病院の一つであ

る湘南鎌倉総合病院内に設置されている。詳しくは次項で説明する。 

 

第三項 病院と連携しているアレンジ事業者 

第一項でみたように、平成 22 年に JMHC、翌年の 23 年に MEJ という医療ツーリズム

のアレンジ事業者が創設されている。これらのアレンジ事業者の役割について具体的にみ

ることにする。 

まずは MEJ である。MEJ は日本の医療の国際展開を目指して、平成 23 年 10 月に、日

本政府の支援を受けて、外国人患者の受け入れ支援を主業務とする一般社団法人として設

立された。海外展開プロジェクト組成・実施・運営サポートなどの事業内容の拡大に伴っ

て機能を拡充させており、日本から海外へ、海外から日本へ、の二つを軸に活動している104。

アレンジ事業者としての活動は、一つ目に外国人患者の受け入れ支援、二つ目に日本医療

に関する海外向けの情報発信がある。一つ目の外国人受け入れ支援は、日本での治療・検

査を希望する海外の患者からの問い合わせに答える窓口として、英・中・露語対応のウェ

ブサイトおよびコールセンターを平成 23 年 4 月に開設した105。また、コーディネーターを

通じた受け入れ医療機関の提案、医療情報の翻訳、ビザの取得支援、宿泊・通訳の手配な

ども実施している106。その際、受け入れ医療機関として提案される病院の一つが亀田総合

病院である。MEJ 自身がアレンジ事業者であるだけではなく、受け入れ事業者の育成とし

て、国際医療通訳、医療コーディネーターの育成も行なっている107。二つ目の海外向け日

本医療に関する情報発信としては、MEJ ホームページやカタログ、パンフレット等を通じ

て行っているほか、実際に海外に行って日本医療紹介セミナーを実施している。以上の MEJ

の体制をまとめると図 15 にみるようになる。 

                                                   
102 満冨俊吉郎、前掲書、12 頁。 
103 前掲注。 
104 経済産業省（2013）、前掲書、 
105 経済産業省（2013）、前掲書、15 頁。 
106 前掲注。 
107 経済産業省（2013）、前掲書、16 頁。 
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図 15 MEJ の体制 

 

出所：経済産業省(2013)「医療の国際化―世界の需要に応える医療産業へ―」より作成。

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kokusaika/downloadfiles/abo

ut.pdf 

 

次に JMHC は、JTB グループが徳洲会グループと共同で設立した機関である。主な業

務内容は、健診・健診や美容プログラムパッケージの企画・販売、コンシェルジュという

医療通訳者の派遣、診断結果等の医療翻訳、各種治療のためのサポートサービス、医療滞

在ビザの身元保証サービスなどになる108。主な業務内容のひとつであるコンシェルジュで

は、前もって外国人患者に受診当日の流れや注意事項の案内を行い、さらに、医療機関の

受付から、受診当日、検査終了後まで、医療機関内での通訳を行っている。検査後、後日

発行される検査結果表を、受診者に合わせた言語に翻訳する役割もコンシェルジュが担っ

ている。日本での医療ツーリズムには常に言語の問題がつきまとう。現に、病院内では外

国語で案内したり、健診・検査の結果を翻訳したりしなければならない。そうした問題が

原因で外国人患者の受け入れに消極的な病院は多い。だが、JMHC のコンシェルジュの役

割は、この多くの病院が懸念する問題を解決しており、こうしたコンシェルジュサービス

が今よりもさらに普及すれば、受け入れに消極的な病院も減少するのではないだろうか。

また、JMHC は独立した医療ツーリズムのアレンジ事業者であるだけではなく、JTB グル

ープが行う徳洲会病グル―プとの連携事業にも組み込まれている。その JTB グループが行

う医療ツーリズムの事業スキームは図 16 の通りである。 

 

 

                                                   
108 JMHC ホームページ 

http://jp-jmhc.com/jmhc/about.html 

外国人患者 
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図 16 JTB グループがおこなう医療ツーリズム 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：株式会社 JTB 「徳洲会グループ・JTB グループ メディカルツーリズム 外国

人患者の受入れを強化」より作成。

http://www.jtbcorp.jp/scripts_hd/image_view.asp?menu=news&id=00001&news_no=160

2 

 

この事業の中心にいるのが、第二項の湘南鎌倉総合病院の説明で挙げた国際医療支援室

である。支援室内には JTB グループのスタッフと湘南鎌倉総合病院のスタッフが配備され、

共同で運営を行っている。問い合わせや申し込みをしてきた外国人患者の症状やリクエス

トに応じて、全国に 66 施設ある徳洲会病院の中から最適な施設を決定し、徳洲会病院が有

する先進医療を受診できるよう手配をしている109。この国際医療支援室に対してJMHCは、

外国人患者・付添い人の日本入国前・後のサポートや医療通訳・翻訳等の手配、必要に応

じて医療ビザの身元保証といった周辺業務のサポートを、JTB コーポレートサービスは、

JTB グループの国内・海外ネットワークを活用して、渡航関連の手配や日本国内における

宿泊・輸送などの各種手配サポートを行う110。 

以上で述べたように、JMHC は JTB グループが設立したアレンジ事業者ではあるが、

独立したアレンジ事業者である。徳洲会グループの医療機関ではない個々の病院とも連携

をとっている。MEJ も同様に独立したアレンジ事業者だ。どちらも医療ツーリズムを導入

したい医療機関と連携をとってサービスを提供している。つまり、外国人患者を受け入れ

たいと考えている医療機関は巨大病院や巨大病院グループでなくても連携をとり、医療ツ

                                                   
109 株式会社 JTB 「徳洲会グループ・JTB グループ メディカルツーリズム 外国人患者の受入れを強

化」http://www.jtbcorp.jp/scripts_hd/image_view.asp?menu=news&id=00001&news_no=1602 
110 前掲注。 
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ーリズムを実施することが可能なのである。だが、そうして医療ツーリズムを実施できた

としても、病院側で十分な受け入れ体制が整っておらず、外国人患者のニーズに合った医

療や健診サービスを提供することができなければ医療ツーリズムの実施は困難になる。ア

レンジ事業者側も、小さな病院だとしても受け入れ体制や医療サービスの整った医療機関

といかに連携を広げていくのかが今後の課題だと言える。 

ここまで、日本国内で医療ツーリズムに取り組んでいる医療機関、そしてそれらの病院

と連携をとっているアレンジ事業者がどのように成り立っているのかをみてきた。次節か

らは、以上の内容をさらに掘り下げ、医療機関の実際の現場からみる医療ツーリズムを紹

介していく。 

（川部栞奈） 

 

 

第二節 石川県での医療ツーリズム 

前節では、日本全体の医療ツーリズムへの取り組みを主に、都市部にある病院や大手旅

行会社が関与する事例から見てきた。しかし、地方において、医療ツーリズム発展の可能

性がないわけではない。むしろ、地方には温泉や日本を代表する観光地なども存在し、医

療ツーリズムを発展させるニーズは都会よりも多くなる可能性もある。 また、雇用が少な

く若者の都市部への流出が懸念される地方で、医療ツーリズムが勃興することによって、

地域経済や地方の医療が活性化することも期待できよう。本節では、私たちが住む石川県

の医療ツーリズムについて見ていきたい。私たちは 2014年 11月 13日に石川県庁を訪問し、

県内の医療ツーリズムの状況について伺った。また、実際に、医療ツーリズムに熱心に取

り組んでいらっしゃる石川県七尾市の社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院（以下、恵寿

総合病院）を 2014 年 10 月 9 日に訪問して医療ツーリズムの取り組みについてのインタビ

ューをさせて頂いた。以下、第一項では石川県での医療ツーリズムの取り組みを、第二項

では、恵寿総合病院について紹介する。続いて第三項では恵寿総合病院が実際に行った医

療ツーリズム事業の取り組みについてみていく。そして第四項では、これら二つのインタ

ビューを踏まえて、石川県の医療ツーリズムをまとめていきたい。 

 

写真 1 恵寿総合病院訪問時の様子 
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第一項 石川県の医療ツーリズム振興政策 

本項では、石川県での医療ツーリズムに対する取り組みをみていく。 

まず、恵寿総合病院が、2009 年に、経済産業省の「国際メディカルツーリズム調査事業」

に参加した。これとほぼ同時期に石川県内の観光関連産業や恵寿総合病院が中心となって

石川県国際メディカルツーリズム推進協議会が立ち上がった。本協議会は 2011 年にいしか

わ産業化資源活用推進ファンド事業助成金の助成対象となり、3 年かけて石川県における国

際医療交流について研究・実践を行った。このいしかわ産業化資源活用推進ファンド事業

助成金は伝統工芸や農林水産物、観光資源といった本県の魅力ある地域資源を活用した新

商品・新サービスの開発や販路開拓、農商工連携や医商工連携の取り組みに対して助成を

するという目的で公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)が管轄する111。そういう意

味で、県のバックアップも受けて石川県国際メディカルツーリズム推進協議会の取り組み

は実施されたともいえる。2011 年の 1 月に行われた第一回目の研究では、医療ツーリズム

の発展の可能性が議論された。主な参加者は、恵寿総合病院の他に旅行会社のマゼラン・

リゾーツ・アンド・トラストや高級旅館の加賀屋、観光バス会社の丸一観光、通訳やガイ

ドを引き受けるプレジール国際交流クラブであった。2011年の 12月には、中国視察と石川

の医療ツーリズムのプロモーション、そして恵寿総合病院と中国の病院との連携を目的と

して中国を訪問している。 

こうした動きと同時並行で、石川県庁は 2011 年度に医療ツーリズム誘致に着手する。直

接的なきっかけは東日本大震災により外国人来県者の激減である。来県客数はそれ以前に

比べて 9 割も減少してしまったという。そこで石川県は、有望市場と考えていた中国から

の誘客の回復と拡大に取り組み始めた。それまでは小松空港との間に定期便がある上海市

周辺と友好交流地域である江蘇州からの団体ツアー誘致に偏っていたため、新たに北京と

広州もターゲットに入れた。さらに、一般のツアーだけではなく、医療ツーリズムや教育

観光などのツアーへと誘致の範囲を広げた。つまり、ターゲットとする地域を広げると同

時に客層も拡大したのである。この拡大により中国からの医療ツーリズムに関する問い合

わせの増加へとつながったという。そこで、県とも協力しながら石川県では最も熱心に医

療ツーリズムを行っている恵寿総合病院について見ていきたいと思う。 

 

第二項 恵寿総合病院について 

恵寿総合病院の本部は石川県の能登半島の七尾市にある。七尾市には和倉温泉があり、

加賀屋をはじめとする高級温泉旅館が多数存在する。また、能登半島には、近年里山里海

に注目が集まっているように、日本海で取れる海の幸や山の幸が豊富で、車で砂浜を走れ

る日本で唯一のドライブウェイである千里浜なぎさドライブウェイ、世界農業遺産に認証

された棚田、能登島水族館などの観光資源が非常に豊富である。一方で、経済的な問題は

                                                   
111 石川県産業創出支援機構 HP「地域産業支援課 いしかわ産業化資源活用推進ファンド(活性化ファン

ド)支援メニュー」http://www.isico.or.jp/isico/fund/shienmenu 
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深刻である。能登半島の一部の市では高齢化率が 4割前後と非常に高く、限界集落も少な

くない112。また、地域で新しい産業創出ができておらず、地域資源を活かした新たな特産

品の開発、地域ブランドの確立が必要であるといったような課題も存在する113。 

恵寿総合病院を経営する社会医療法人董仙会は、現在、社会福祉法人徳充会とともに、「先

進医療から福祉まで生きるを応援します」というキャッチフレーズで、けいじゅヘルスケ

アシステムをつくっている。これは、恵寿総合病院を中心とする医療と、介護・福祉・障

害分野の 20 以上ある施設、事業所が一体的に動くことを目指しているシステムである。 

これらの施設、事業所は、七尾市を中心として、中能登町、穴水町での事業を展開して

いる。その他、金沢市に恵寿金沢病院を運営している。 

さて、恵寿総合病院の病床数は 426 床で、診療科目については 24 科もあり、能登半島に

おいては最大規模の病院である114。病院の創業精神は「いつでも、だれでも、たやすく、

安心して、診療を受けられる病院にする」ことで、基本理念は「人命尊重、心身の健康第

一の立場に立ち、職員が一体となって地域住民の健康維持（予防、診療、リハビリテーシ

ョン、介護）に努めると共に、地域の中核医療施設として、社会、経済、文化の発展向上

に貢献します」としている115。2013 年に新しく建設されたばかりの病院本館は、ホテルの

ようなレンガ色で、病院と感じられない外観を持っている。病院の外来もユニバーサル外

来で運用されており、いつでも新しい科をはじめることができる。 

恵寿総合病院に受診、入院する患者のほとんどが、七尾市、中能登町、そして能登北部

であるが、和倉温泉等の観光地もあり、外国人が受診することも多々ある。 

 

第三項 恵寿総合病院の医療ツーリズム事業への取り組み 

2014 年 10 月 9 日に恵寿総合病院を訪問し、インタビューをさせていただいた。インタ

ビューにお答えくださったのは、社会医療法人財団董仙会の本部事務局長の進藤浩美氏、

および健康管理センター事務長の三浦基嗣氏である。約一時間半のインタビューの後、30

分ほど病院内を見学させていただいた。以下、本項ではインタビュー内容を踏まえて、恵

寿総合病院が取り組んできた医療ツーリズム事業を見ていきたい。 

  

 (1)医療ツーリズム患者受け入れ状況 

まず、恵寿総合病院がこれまでに受け入れてきた医療ツーリズムやツーリストの特徴に

ついてみていきたい。恵寿総合病院はこれまで石川県や旅行会社、中国の企業からの要請

で患者を受け入れている。病院に直接、健診の依頼や問い合わせがくることもあるが、個

人での問い合わせについては直前のキャンセルなども起きやすく、対応に苦慮されている

                                                   
112 アライド・ブレインズ株式会社(2010)「奥能登地域の社会的課題」4 頁。 

http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/img/resarch/okunoto/1st/data1-4.pdf 
113 アライド・ブレインズ株式会社、前掲書、13 頁。 
114 社会医療法人財団 董仙会 恵寿総合病院 HP http://www.keiju.co.jp/about/overview.html 
115 社会医療法人財団 董仙会 恵寿総合病院 HP http://www.keiju.co.jp/about/healthcare.html  
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ところもあるようであった。表 14 は、これまでの恵寿病院外国人患者受け入れ状況を示し

ている。表 14 より、最初に受け入れを行ったのは、4 年前の 2010 年と石川県国際メディ

カルツーリズム協議会が立ち上がった頃に一致する。また恵寿総合病院に健診ツアーを受

けに来る外国人の大多数が中国人である。これは、石川県の事業の最初のターゲットが中

国人富裕層であったためである。中国にある病院との提携の話もいくつかあったが、日中

関係の悪化につながった尖閣諸島問題が頻繁に取り上げられるようになってから、中国か

らの依頼は大幅に減少してしまったという。現在は、関係悪化前の状況に戻りつつあると

いうが、仮に尖閣諸島問題が起きていなければ、もっと依頼が増え、受け入れ人数も増え

ていたと推測される。今後は、中国人に加えてロシア人からの受け入れにも取り組みたい

ということであった。ロシアについては、首都のモスクワを除くと、必ずしも医療水準が

高いとは言えないこともあり、石川県を通じて、金沢市と姉妹都市のイルクーツク市の関

係者と連絡をとっている。 

 

表 14 恵寿総合病院の外国人受け入れ状況 

受付期間 日数 国名 人数 性別 コース（オプション） 

H22 年 2 月 22 日 １ 中国 1 男性 日帰り人間ドック 

H23 年 2 月 16 日 １ 中国 1 男性 PET-A コース 

H23 年 11 月 22 日 １ 中国 1 女性 PET-B コース 

H23 年 11 月 28 日 １ 中国 2 男性 日帰り人間ドック 

H24 年 3 月 7 日 １ 中国 1 女性 PET-A コース 

H24 年 11 月 5 日 １ フィリピン 1 女性 PET-A コース 

H24 年 11 月 7 日 １ 中国 1 女性 日帰りドック 

H25 年 3 月 4 日 １ ロシア 1 男性 PET-A コース 

H25 年 8 月 19 日 １ ロシア 2 男性 PET-A コース 

H26 年 5 月 22 日 ２ 中国 11 男性 7 名 

女性 4 名 

プラチナコース 7 名 

ダイヤモンドコース 4 名 

1 泊 2 日人間ドック 1 名 

H26 年 9 月 30 日 ２ 中国 4 男性 2 名 

女性 2 名 

プラチナコース 2 名 

ダイヤモンドコース 2 名 

出所：平成 26 年 10 月 9 日、恵寿総合病院から頂いた資料より。 

 

表 14 に見るように、恵寿総合病院は複数の健診コースを準備している。一つずつみてい

きたい。まず、標準的なものが日帰り人間ドックである。これは、その日の午前中にすべ

ての健診を終了する。基本料金は 38,000 円である116。これに患者によってはオプションが

                                                   
116 けいじゅ PET-CT センター ご利用料金「“家族のために あなたのために”PET 健診のご紹介」

http://www.keiju.co.jp/petcen/petnedan.pdf 
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つく。これに対して、1 泊 2 日人間ドックは、日帰りのコースよりもより精密な検査が行わ

れ、基本料金は 67,000 円である117。これ以外にも PET を使う検査もある。従来がんの検

査においては肺や腸など、体の部位ごとに検査を行うのが一般的だったのに対して、PET

は全身のがんの検査を 1 回のスキャンで行うこと可能にした。さらに、PET と CT スキャ

ンを合体させた PET-CT という最新機器の開発により、さらに精密で、短時間での検査が

できるようになった。恵寿総合病院にこの PET-CT という最新機器が設置された PET-CT

センターが設置されている。健診内容によって 6 つのコースに分かれており、PET-A コー

スは、コースの中で最もお手ごろで、最小限の時間で最低限の検査を行うものになる。基

本料金は 100,000 円である118。PET-B コースは、PET の検査を 1 日かけて行うもので、

PET-A に比べて早期がんを発見する可能性が高いというもので基本料金は 153,000 円であ

る119。プラチナコースとは男性が受けるコース、基本料金は 300,000 円になる。これに対

してダイヤモンドコースは女性が受けるコースで、基本料金は 320,000 円である。この 2

つのコースには、PET-CT や MRI の検査が含まれている。また、プラチナコースでは前立

線がんの検査が、ダイヤモンドコースでは子宫細胞診、子宫・卵巣超音波検査、HPV 検査

や乳癌検査（乳房視触診、乳房 X線検査）の検査が含まれる。なお、これらの検査料金は

いずれも日本人向けの料金であり、平成 22 月 22 日から平成 25 年 8 月 19 日までは、経済

産業省の実証実験と石川国際メディカルツーリズムの事業での受け入れだったため、日本

人向けのコース・料金に準じていた。中国人向けについては、今後は、基本的にプラチナ

コースとダイヤモンドコースで実施していく予定とのことである。 

次に、人数に注目してみると、1 回の受け入れ人数が 5 人未満のケースが多くを占めてお

り少人数で訪れていることが理解できる。これは、1 日に PET 健診を受けることができる

人数が限られているためである。したがって、健診を受けた人数だけをみると医療ツーリ

ズムが地域に与える効果は高くないように感じるが、宿泊費や食事、そして観光などを通

じて地域にお金が落ちる。さらに、これ以外に医療ツーリストの付き添いとして来日する

人も少なくなく、その人の分も考慮に入れると受け入れ人数のわりに多くのお金が地域に

落ちることが期待される。現在のところ恵寿総合病院では、治療すべき疾患をしぼって案

内をしているが、現在、問い合わせのみで、実際の治療に至っていない。 

 

(2) 受け入れの具体例 

次に、実際に恵寿総合病院で行われた医療ツーリズムのスケジュールについて見ていき

たい。ここでは、表 14 にみた恵寿総合病院の受け入れ事例の中で、最も新しい平成 26 年 9

月 30 日の健診ツアーを取り上げる。 

表 15 では、平成 26 年 9 月 29 日から 10 月 6 日の 8 日間に実際に行われた中国人健診ツ

アーの日程表である。企画したのは、日本の大手旅行会社の関西支店である。この旅行に

                                                   
117 恵寿総合病院から提供いただいた情報に基づく。 
118 恵寿総合病院から提供いただいた情報に基づく。 
119 前掲注。 
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は 8 名の中国人が参加したが、健診を受けたのは 4 名で、残りの 4 名は付き添いであった。

まず一行は 9 月 29 日の 12 時半に小松空港に到着し、専用車で金沢へ移動した後、兼六園

を観光した。そのあと、能登半島の和倉温泉の高級旅館多田屋へ向かい、そこで宿泊、1 日

目を終えた。2 日目の 9 月 30 日には、恵寿総合病院で健診を行い、そのあと能登九十九湾

遊覧を行い、その日も前日と同じ多田屋に宿泊した。3 日目も 2 日目同様、恵寿総合病院で

健診を行った後、福井に移動して北潟湖を観光し、その日はあわら温泉グランディア芳泉

に宿泊した。4 日目は福井の永平寺と東尋坊を観光した後、京都へ向かい、ホテルグランヴ

ィア京都で宿泊をし、5 日目も、京都の竜安寺、金閣寺、清水寺、八坂神社を訪れ、京都の

風情を楽しんだ。そして 6 日目は、奈良の奈良公園、東大寺を観光して、そのあとに神戸

ハーバーランド・アンパンマンこどもミュージアム＆モールを訪れ、その後大阪に移動し

てザ・リッツ・カールトン大阪に宿泊した。そして 7 日目は、大阪観光として、海遊館、

大阪城公園、心斎橋繁華街を訪れ、最終日となる 6 日目は、午前中に関西国際空港に移動

し、上海に向けて帰国をしている。このように、健診は旅行のほんの一部にすぎず観光主

体の旅程となっている。 

 

表 15 平成 26 年 9 月 30 日～10 月 6 日 8 日間 健診ツアー 日程表 

日時 場所 内容 

9 月 29 日 小松空港→金沢→和倉温泉 観光 

30 日 和倉温泉→恵寿総合病院→和倉温泉 健診→観光 

10 月 1 日 和倉温泉→恵寿総合病院→福井→芦原温泉 健診→観光 

2 日 芦原温泉→福井→京都 観光 

3 日 京都 観光 

4 日 京都→奈良→神戸→大阪 観光 

5 日 大阪 観光 

6 日 大阪→関西国際空港 観光 

出所：平成 26 年 10 月 9 日、恵寿総合病院でのインタビュー時に見せていただいた資料

より。 

 

では、このツアーによって、患者がどれくらいの金額を負担しているのか、病院にどれ

くらいの収入をもたらすのかについてであるが、企画をした大手旅行会社に収支を伺った

ところ、企業秘密とのことで情報を得ることができなかった。しかしこの企画について知

っており、かつ旅行会社にも詳しい人の見立てでは、健診費用を除いて、およそ 8000 元～

9000 元（15 万～16 万円）でないかとのことであった。繰り返しになるが、医療ツーリズ

ムを含むツアーは一般大衆に向けたパンフレットに載っているような内容ではなく、訪れ

る外国人がそれぞれに向けたオーダーメイドのツアー内容となっている。そのため、健診

の費用を含まないとしても一般の観光ツアーよりも金額が高くなってしまうという。次に、
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9 月のツアーでの健診費用を見ていく。2 名の男性は 30 万円、2 名の女性は 32 万を支払っ

ている。このうち 2 名が 3 万円の胃内視鏡検査を追加で受けた。よって、健診全体の合計

は 

30×2＋32×2＋3×2＝130(万円) 

 

であることがわかる。つまり、このツアーには 4 名の受診者と 4 名の付添が参加してい

ることから、旅行費用と健診費用で少なくとも 226 万円～227 万円のお金が日本で使われ

たことになる。また、これ以外に、お土産や食費としての出費も加わるため 1 つのツアー

で多くのお金が落とされることになるのだ。 

 

第三項 石川県での医療ツーリズムの現状と課題 

本項では、本節第一項と第二項を踏まえて石川県の医療ツーリズムの取り組みを総括し

てみたいと思う。石川県庁が医療ツーリズム誘致に熱心であり、石川県内には日本有数の

観光地や温泉があることから、観光とタイアップした医療ツーリズム発展の潜在性は高い

といえよう。しかし、恵寿総合病院以外に医療ツーリズムに取り組む病院があるかという

とそうでもないらしい。たとえば、内視鏡の検査中に異常が見つかり、そのまま手術する

ことになったとしよう。仮に、ポリープ除去といった手術の最中になんらかのミスが起き

ることもないわけではない。その際、病院側の対応や言葉の問題から国際問題に発展する

ような事態も全くゼロとは言い切れない。こうしたことから、県庁が医療ツーリズム事業

を推進するために県内の病院に患者の受入を打診しても、高度な通訳が必要、健診の際に

疾患が見つかったらどう対応するかという問題への懸念や、日々の診療で外国人患者に手

が回らないといった理由から、医療ツーリズムに積極的に取り組む病院は多くないという。 

石川県でもっとも医療ツーリズムに熱心な恵寿総合病院であるが、実は、医療ツーリズ

ム最優先で事業に取り組んでいるわけではなく、「旅行にきた方が、日本人であれ、外国人

であれ、しっかり生きるを応援する」ということが事業の目的であり、結果的に、日本人・

外国人にかかわらずその願いを実現するためにベストを尽くすという姿勢である。また、

恵寿総合病院の病棟は、先述のように，創立 80 周年を記念に 2013 年 10 月に新築されたば

かりの最先端の設備を備えた真新しいホテルのような建物である。しかし、 それでも既存

の設備では、外国人患者を満足させる医療ツーリズムは難しいという。実際、海外には、

医療ツーリズムに特化した病院が少なくない。たとえばタイのバムルンラード病院は、JCI

認証を取得している。また、売り上げの 6 割を外国人患者の診察費、治療費が占めており、

ある意味、自国の患者よりも、外国からの医療ツーリズムに特化している病院といえる120。

こうした海外の病院の中には、検査や診察が行え、かつ大型検査機器のある部屋に直結す

るような個室を確保して VIP 対応を行うようなところもあるようであるが、日本では、患

者が健診着を着た姿で公共空間を歩いて健診場所をまわるのがむしろ当たり前である。実

                                                   
120 日本政策投資銀行 (2012)、前掲書、3 頁。 
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際、恵寿総合病院で健診を受けた医療ツーリストから「待ち時間が少なかった」「対応が良

かった」などの好評価を受けた一方で、「検査着に着替えてから検査が終わるまで、他の健

診者と顔をあわせることがあったので不快であった」といったような感想もあったようだ。

もっとも、日本にも、第三章第一項で挙げた亀田総合病院や湘南鎌倉総合病院のように JCI

認証を取得した上で、医療ツーリズムを行っている病院もないわけではない。しかし、恵

寿総合病院の医療ツーリズムに対するスタンスは、「地域患者の診療がないときに医療ツー

リズムを行う」であり、日本人患者に比べて圧倒的に数の少ない外国人患者のためだけの

設備を建設することや JCI の取得は、病院経営の面からも合理的とはいえないだろう。 

二つ目として、現段階では、医療ツーリズムが病院に大きな利益をもたらしているわけ

ではない点が挙げられる。医療ツーリズムを行うことで、少なくとも健診費などの収入は

増える。しかし、医療ツーリズム事業を行うには、それなりの投資も必要である。医療ツ

ーリスト向けの施設を建設するとなるとなおさらである。また、日本の病院は少ないスタ

ッフで多くの仕事や責任を担っているのが一般的で、医療ツーリズムに割ける医療スタッ

フや時間が限られている。それにもかかわらず恵寿総合病院が医療ツーリズムに取り組む

理由は、自らの利益というよりも、医療ツーリズム導入によって病院周辺の地域、つまり

七尾市や和倉温泉の活性化につながるからであるという 

今後の石川県の医療ツーリズムの展望であるが、上記のような問題を抱えつつも、より

増えていくと思われる。理由としては日本への旅行が既に複数回という中国人富裕層が増

えてきていることがある。このような中国人は、「東京」や「大阪」といった大都市や有名

な観光名所の訪問を希望する初来日の中国人とは異なり、石川県や金沢市のような食事、

温泉、伝統工芸といった面で高い評価を受けている地方の風光明媚な観光地に関心を持つ

という。忙しい日常を離れて英気を養い、健康チェックを行うには、こうした観光資源を

持ち、 かつ高い医療水準を持つ地域が適している。石川県には、金沢大学と金沢医科大学

にみるように、医師や看護師を養成する教育機関が二つもあり、さらに石川県立大学にも

看護師を養成する学部がある。つまり、地方でありながら、医療水準は高いといえる。実

際、石川県の 2010 年の人口 10 万人当たりの医師数は、全国平均が 234.7 人であるのに対

して、267.0 人と平均よりもかなり高い121。また、2007 年の人口 10 万人当たりの病床数に

おいても、全国平均が 1268.0 であるのに対して、石川県は 1676.8 でこちらも平均よりも

かなり高い122。医療水準が高く、食事、温泉、伝統工芸といった面で高い評価を受けてい

る石川県では、医療ツーリズムが今後増えていくことが期待できる。 

（鬼頭紅葉） 

 

 

                                                   
121 厚生労働省「4) 都道府県(従業地)別にみた人口 10 万対医師数」  

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/06/kekka1-2-4.html 
122 厚生労働省「統計表９都道府県－１８大都市・中核市（再掲）別にみた病床数及び人口１０万対病床数」

www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/07/toukei09.html 
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第三節 日本の医療ツーリズムの現状と今後の展望 

第一項 日本の現状 

ここまででいくつかの医療機関を挙げて、日本でどのようにして医療ツーリズムが行わ

れているのかをみてきた。これらの医療機関が行う医療ツーリズムに共通して見受けられ

ることは三つある。それは、中国人を医療ツーリズムのメインターゲットとして捉えてい

ること、多くの医療ツーリストは人間ドックなどの健診を目的に日本に来ていること、医

療機関内の受け入れ体制を整えることに加えてアレンジ事業者との連携をとっていること

である。 

一つ目について、本章の第一節で紹介した亀田総合病院、湘南鎌倉総合病院、第二節の

恵寿総合病院、これら三つの医療機関ともに中国を主な医療ツーリズムのターゲットとし

ている。このことから、日本から地理的にも近く、医療水準があまり高くない中国を医療

ツーリズムのターゲットとする医療機関が多いことが理解できる。さらに、中国をターゲ

ットとする理由として、急速な経済成長による富裕層の増加から、人々の健康意識が高ま

っていることが考えられる。 

二つ目については、現在のところ日本への医療ツーリズムの目的は治療というよりも人

間ドックなどの健診が中心であり、ついでに温泉や買い物、日本料理などを楽しんでから

帰国するツーリストが少なくないことが確認できた。なかには日本の旅行会社がプランニ

ングしたツアーではないケースも多い。また、日本の医療機関での健診を、アレンジ事業

者を通じて予約し、航空券やホテルの予約、日本の旅行のプランは自分でするという患者

ひとりひとりのニーズに合わせた完全オーダーメイドの形の医療ツーリズムが増えてきて

いる。日本での医療ツーリズムが治療ではなく、健診メインであるというのは、医療ビザ

の取得状況からも説明できる。日本の医療ビザ発給状況は、ほかのビザの発給数と比較し

ても非常に少ない。 

三つ目のアレンジ事業者との連携が重要になっていることについては、第一節でみた「国

際医療ツーリズム調査事業」にも織り込まれている。日本で医療ツーリズムを継続的に実

施していくにあたって、プロモーション、旅行手配、翻訳、通訳などさまざまな面でアレ

ンジ事業者の協力が必要であるとされた。そのため、JMHC や MEJ、JTB グループのよう

なアレンジ事業者は、医療ツーリズムのインフラ的存在であると捉えることができ、今後

もさらなる連携強化と外国人患者に対するサービスの質の向上が求められる。  

 

第二項 現状からみる問題点 

このように、現段階では、日本では健診がメインの医療ツーリズムが展開されている。

本研究に着手した当初、治療ではなく健診がメインの場合、外国人患者の増加が日本人患

者に与える悪影響や、医療事故などの問題につながりにくいといった利点が予想されてい

た。だが、石川県庁へのインタビューを通じて、人間ドックなどの健診においても、異常

がみつかった場合はどう対応するのかといった懸念があり、必ずしも健診が治療と完全に
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切り離せるわけではないことを知った。また、そのような事態に直面した場合、健診を受

けた日本の医療機関で手術を受けるのか、自国の医療機関で手術を受けるのか、日本の医

療機関で手術を受けて医療事故が発生したらどうするのか、など様々なことが考えられる。

仮に日本で治療をすることになった場合で、不幸にして医療事故などが起きた場合などの

対応なども事前に考えておく必要がある。今回取り上げた医療機関では受け入れ体制も整

っており、医療ツーリズムに積極的に取り組んでいるため、こういった問題は生じにくい

のかもしれない。だが、医療ツーリズムに取り組みたくても、こういった問題を危惧し、

受け入れに消極的な医療機関は多いのである。このような国と国同士で起こり得る問題に

対しては、国としてのホットラインのような医療ツーリズム専用の窓口を用意することで、

医療機関もアレンジ事業者も安心して医療ツーリズムに取り組むことができるのではない

だろうか。実際、平成 23 年に MEJ には外国人患者問い合わせ窓口としてウェブサイト及

びコールセンターが開設された123。開設後、中国やロシアなど多くの国から問い合わせが

あり、件数は 346 件にものぼるという124。この窓口をさらに活発なものにしていくために

は医療ツーリズム関係省庁の連携の必要性がより高まってくる。第一章でもみてきたよう

に、現在は省庁ごとに医療ツーリズムの目的が異なっていることが省庁間のズレの原因と

なっている。しかし、これらの目的は医療ツーリズムを国際間で円滑に実施して初めて達

成されるものであり、そのためには日本国としての医療ツーリズム専用窓口が必要となっ

てくることを関係省庁は再確認しなくてはならないだろう。 

医療機関側が懸念する 2 つ目の問題は、言葉の問題である。医療ツーリズムには、高度

な医療用語を翻訳・通訳できる人が必要となってくる。外国人患者が健診を受けたら、そ

の後、診断書や結果を患者側の言語に翻訳して送付しなければならなかったり、患者が健

診を受けている際に検査の説明をしなければならなかったりするからである。通訳がいる

のならば、受け入れも可能だという医療機関も多い。そのためアレンジ事業者の役割が非

常に重要となっている。MEJ や JMHC では、高度な翻訳技術をもった専門の国際医療翻

訳者を医療機関に派遣させるだけではなく、人材育成のための講習会を継続的な実施をお

こなっている。特に JMHC では、外国人患者の受け入れを増やしたいが言葉の問題などが

原因で受け入れ対応が苦しいという医療機関と、信頼できる日本の医療のもとで治療や健

診を受けたいという外国人患者の二つのニーズに対応するためのサポートを行っている。

さらに JMHC は、JTB グループが提携する徳洲会グループの病院だけでなく全国の医療機

関と連携をとっている。このようにサービスの質の維持と向上を図るとともに、日本国内

の医療機関と外国人患者両方のニーズに合った医療ツーリズムを提供しているのである125。 

以上に述べた形で、現在、日本の医療ツーリズムは実施されている。それによって生じ

る問題点もあるが、解決に向けて様々な取り組みが実施されている。次章では、中国の経

                                                   
123 経済産業省（2013）、前掲書。 
124 前掲注。 
125 JMHC ホームページ http://jp-jmhc.com/  
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済状況や実際に行った中国人への意識調査を踏まえて、中国が日本の医療ツーリズムのタ

ーゲットとなり得るのかを考えていきたい。 

（川部栞奈） 
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第四章 日本の医療ツーリズムに対する中国人の意識調査 

前章では日本国内で実際に医療ツーリズムに取組む医療機関においての、訪日医療ツー

リズム客の受入現状を中心に述べた。その際、中国人が今後、日本の医療ツーリズムの主

要なターゲットであることをみた。そこで、中国人は実際に、日本の医療ツーリズムのタ

ーゲットと捉えられるのかについて、アンケート調査なども用いて本章で明らかにしてい

きたい。また、日本を訪れる外国人の中での中国人の存在感についてや、地域振興と中国

の富裕層との間にはどのような関係性があるのかについても見ていく。 

 

第一節 中国の経済発展と医療 

まず本節では、医療ツーリズムのターゲットとして訪日を希望する中国の富裕層がどの

ような経済背景の下で増加することになったのかを述べ、次に、中国人が医療ツーリズム

目的で日本を訪れる背景について、中国国内医療の現状や保険制度を明示した上でみるこ

とにする。 

 

第一項 経済発展に伴う富裕層の増加 

「先に富める者から豊かになれ」という鄧小平の掛け声の下、中国は 1978 年に改革開放

を推進して、急速な経済発展を遂げ、今や 13 億人以上の人口を抱える世界第 2 位の経済大

国となった。また、2000 年時点での日本最大の貿易相手国は米国(日本の貿易総額の 20％)

であったが、2007 年に中国がその米国を抜いて、今や日本の貿易の 3 割を占める最大のパ

ートナーとなった。(図 17) 。 

 

図 17 日本の対米国・中国・韓国貿易額(輸出入総額)の推移(単位:兆円) 

 

出所：財務省貿易統計「貿易相手先国上位 10 カ国の推移」 

 http://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/data/y3.pdf より作成。 
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このように、今や中国なくして日本経済は成り立たないと言っても過言ではない状況に

あるが、こうした中国の急速な経済発展の恩恵を最も享受したのは、文化大革命(1966-1976

年)126以降に誕生した世代であった。彼らは、改革開放後に高等教育を受けた世代であるた

め、外資系企業や私営企業での高級管理職や幹部公務員、もしくは専門職に就いて高所得

を得ている人も見られる。市場経済化の中で上昇志向を強く持ち、仕事を通じてより高い

地位と収入を求めたこれらの人々が中国社会における富裕層を形成した。 

中国の国家統計局によると、2012年における都市世帯一人当たりの総所得平均は 26,595

元(332,171 円)であり、そのうち可処分所得平均は 24,565 元(306,816 円)に達する。一方で

2002 年の都市世帯一人当たりの可処分所得平均は 7,702 元(113,142 円)であったことから、

この 10 年間の増加率は 219％であることがわかる。なお、中国の国家統計局は、都市世帯

における所得データを、最低所得層(10％)、低所得層(10%)、低中所得層(20%)、中所得層

(20%)、高中所得層(20%)、高所得層(10%)、最高所得層(10%)の 7 段階に分類して発表して

いる。このうち、図 18 では 2002 年から 2012 年について、最高所得層(上位 10％)、高所

得層(上位 10〜20％)、中所得層(上位 40〜60％)および都市世帯の可処分所得それぞれの平

均の推移を示している。ちなみに、日本貿易振興機構(JETRO)は、富裕層を「世帯可処分

所得が年間 35,000 ドル(約 400 万円)超」と定義している。 

 

図 18 都市部の中所得・高所得世帯における一人あたり年間可処分所得推移(単位:元) 

 

出所：中华人民共和国国家统计局＞年度数据＞按收入等级分城镇居民家庭基本情况＞城

镇居民人均可支配收入、http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd(2014/12/10 ア

クセス)より作成。 

                                                   
126 正式名称はプロレタリア文化大革命。毛沢東と前共産党主席により発動された 10 年に及ぶ政治運動。

文化大革命期間中、中国の経済や文化、社会体制は破壊され、中国経済崩壊の危機に陥った。特に文化、

教育面での被害は深刻で、大学や中学校の授業停止や教師への迫害により「人材断層」が発生した。 
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これに対して、図 18 における 2012 年の最高収入層(上位 10％)の平均値は 63,824 元

(847,582 円)であることから、急速に経済発展が進む中国の都市部においても、富裕層とさ

れる人々は、この最高所得層のほんの一握りにすぎないことが分かる。このように、富裕

層は全人口比においては多いとはいえない状況にあるが、2009 年で 2,523 万人もの富裕層

が既に存在するという127。そして 2020 年には 1 億 8000 万人以上もの富裕層が中国で誕生

すると予測されている。(図 19) 

 

図 19 2009 年と 2020 年における中国国内所得別人口(万人) 

注: 低所得層(世帯可処分所得 年間 5,000 ドル以下)低中所得層(世帯可処分所得 年間

5,000 ドル超 15,000 ドル以下)高中所得層(世帯可処分所得 年間 15,000 ドル超 35,000 ド

ル以下)富裕層(世帯可処分所得年間 35,000 ドル超)と JETRO の資料より定義する。また、

このデータは世帯可処分所得別の家計人口を各所特層の家計比率人口で算出したもの。 

出所:JETRO(2011)「アジア売れ筋商品調査」10 頁より作成。 

 

以上より、今後中国では所得が増加し続け、富裕層が年々増加すると予測されることが

明らかとなった。では、このような所得構造の変化は消費にどのような影響を与えるので

あろうか。次にこうした富裕層の多くが居住する都市に住む人々の、消費支出内訳の移り

変わりについて、図 20の中国の国家統計局の消費支出内訳推移のデータから読み解きたい。

1995 年と 2013 年の都市における年間消費支出内訳を比較すると、以下の三項目において

数値が大きく変動していることがわかる。まず、一つ目は消費支出合計に占める食品の割

合である。値は 1995 年の 50.1%から 2013 年には 35.0%へと低下している。これは、所得

が増加したことでエンゲル係数が低下したことが要因であると考えられる。二つ目は交

通・通信支出である。値は 1995 年の 5.2%から 2013 年には 15.2%へと約 3 倍急増してい

るが、これは生活水準の向上と情報化社会の進行に伴って携帯電話やインターネットが普

                                                   
127 日本貿易振興機構 JETRO(2011)「アジア売れ筋商品調査」10 頁。 
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及し、パソコンなどの電子機器を所有する人が増加したことが理由である。三つ目は医療・

保健支出である。値は、1995 年の 3.1％から 2013 年には 6.2%へと倍増している。この背

景には医療費や薬代の上昇、そして長い待ち時間を避けた結果、保険外診療への医療支出

の増加といった中国の複雑な医療制度に起因する問題が多数存在する。こうした医療・保

健支出の増加率が上昇している背景や中国の医療制度の現状及び問題点については次項で

詳しく述べる(図 20)。 

 

図 20 中国都市部の年間消費支出内訳推移 

 

出所：中华人民共和国国家统计局＞年度数据＞城镇居民家庭基本情况 

http://dgata.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd (2014/12/10 アクセス) より作成。 

（赤間江里佳） 

 

第二項 中国国内の医療の現状 

共産主義を掲げる中国は、かつて医療は無料であった。しかし、市場経済化の流れの中

で利用者負担となり、保険制度の整備も遅れている。中国は 2020 年までに都市部従業者医

療保険制度、都市部住民基本医療保険制度、新型農村合作医療保険を三本柱として皆保険

を目指している。この流れの中で社会保険に対する政策や法律面での環境整備は徐々に進

展しているが、依然として都市や地域間における差異は存在しており、中国の医療につい

て統一的な見解を得ることは容易ではない。本項では医療保険制度と医療の現状との二点

を中心に見ていきたい。 

中国の社会保障制度は、1953 年に公布された「中華人民共和国労働保険条例」によって

確立された。しかし、1980 年代から市場経済化が進められ、人材の流動性が高くなり、さ

らには外資系企業や民営企業が登場した。これにより、従来国有企業が主要な責務を果た

してきた社会保険制度が現実に合わなくなってきたので、かつての計画経済時代の単一的

な制度は大幅に改革された。1993 年に開かれた第 8 回全国人民代表大会常務委員会の場で、
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「現段階の中国の経済発展レベルに合致する社会保障制度を段階的に構築しなければなら

ない。重点的に失業保険と労災保険の健全化を図り、養老保険と医療保険の社会性を高め、

合理的な負担による社会保障基金制度を設立する」という目標が打ち出された128。それを受

けて、中国は 1990 年代から 2003 年までの 10 数年の間に、社会保険制度に関わる政策と

法規を多数制定・公布した。これにより、現時点で実施されている社会保険制度の内容は、

社会救済・社会保険・社会福祉・住宅補助・補充保障・軍人優待の 6つである。医療保険

は社会保険の一部に含まれる。 

先にみたように中国政府は、近年、医療制度改革に本腰を入れ始めたが、その背景には、

生活水準の向上にともなって高水準の医療サービスへのニーズが高まってきていることが

ある。しかし、2000 年の世界保健機関(WHO)による医療システムに関する評価において、

中国の医療制度は、191 ヶ国中 188 番目に位置づけられており、国民のニーズに対応しき

れていない現状がある。その理由として、事実上、破たんしている保険制度、医師不足、

そして高い医療費（自己負担含む）などが考えられる。 

まず、中国の医療保険制度は、主として公務員用の公費医療保険制度、企業の職員や家

族のための労働医療保険制度、農村部のための農村合作医療保険制度の 3つから成る。公

務員用の公費医療保険制度、企業の職員や家族のための労働保険医療保険制度については、

毎月、一定割合を給与から天引きされるが、保障は手厚い。対して、人口の大半をカバー

している農村合作医療保険制度は、負担金は微々たるものであるが、保障は低い。例えば、

三級病院での入院診療の場合129、公費医療保険制度、労働医療保険制度、農村部のための農

村合作医療保険制度それぞれの医療保険の支払い比率は、かかった費用の 85％、50％、30％

である130。つまり、残りは自己負担となる。さらに、中国の医療は後述するように、混合医

療制度が導入されており、医療保険がカバーしない治療、検査、薬も少なくなく、自己負

担額はさらに高まる。なお、日本の町医者のような開業医というのは中国では一般的では

なく、開業医になるには一般開業医試験に合格する必要があり、政府は、2020 年までに人

口一万人あたり 2-3 名の開業医を育成すべく努力を続けている状態にある131。つまり、現在、

民間の病院も増えてきてはいるが、それでも医者の多くは公立病院に勤め、公的医療保険

は公立病院での医療サービスに対して支払われるのである。 

ところで、中国国内での医師数については、中国統計局のデータによると、図 21 にみる

ように、2002 年に前年の 164 万人から 146 万人に一度減少したものの、その後は緩やかに

増加し続けていることが分かる。ちなみに、2002 年に一時的に医師の数が減少した理由は

                                                   
128 日本貿易振興機構 JETRO 北京事務所海外調査部中国北アジア課「中国の社会保険の概要とその最新動

向」 http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000964/cn_social_insurance_text.pdf 
129 中国の病院は規模や役割によって一級から三級までのカテゴリーに分けられている。一級病院は地域住

民に対して日常の診察を行い、三級病院は、高度な診療を行う大規模病院である。二級病院は両者の中

間に相当する。 
130 医保报销比例（医療保険料の割合）http://baike.baidu.com/view/10004679.htm （2014 年 12 月 20 日 

アクセス）。 
131 人民網日本語版「中国、1 万人当たりの開業医を 2-3 人に、2020 年をめどに」

http://j.people.com.cn/94475/7434126.html 2011 年 7 月 8 日。 
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統計基準が変化したからである。具体的には、2001 年まで高中等医学学校、薬品検査機関、

一人っ子政策担当機関及び診療所の従業員たちも医師として扱われてきたが、2002 年から

医師とみなされなくなったため統計から外された。しかし、医師数は増加しているものの、

中国では最先端の医療設備や優秀な医師は大都市に集中するため人口一万人当たりの医師

数は、上海では 36 人、北京では 35 人となっているのに対して、中国全体で 18.2 人と明ら

かに偏っている。ちなみに、OECD ヘルスデータによると高福祉国家アイスランドの人口

一万人当たりの医師数は、国全体で 37 人である。この数字と比べれば、中国の大都市での

医師数は福祉国アイスランドと比べても遜色ないように思えるが、都市部では流動人口が

多く、また地方の患者が都市部の大病院で治療を受けることも多いため、大都市において

も医師不足は深刻である。NHK スペシャル「激流中国 病人大行列 ～13 億人の医療～」

という 2008 年 6 月 16 日に放送された番組によると、患者は診察を受けるための診察券を

入手するために早朝から行列をなす必要があり、人によっては徹夜で並ばなければならな

い状況であるという。病人が徹夜で診察を待たなければならないという実態は、日本では

考えられない。こうした事態を受けて、200 円の診察券に 20 倍の値段をつけるダフ屋も横

行しているという。 

 

図 21 中国医師数推移(万人) 

 

出所：中华人民共和国国家统计局＞年度数据＞卫生＞卫生人员 

http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd より筆者作成。 

 

最後に、医療費が高いことについてみる。たとえば、前項で述べた消費支出に対する医

療・保険支出割合の上昇背景には、1980 年に導入された「以薬補医（薬代で病院収入を補

う）」が存在する。これは、医療費の高騰で中国の財政負担が増加したことを受けて、政府

が医療機関への補助金を大幅に削減した代わりに、病院に収入を補うことを認める政策で

ある。共産主義国家中国では、かつて病院は国によって運営されていたが、今では病院経

営に必要な経費のうち公費が賄う割合はわずか数％であるという。これにより、病院経営

は公益目的から営利目的へと変わり、過剰検査や過剰投薬によって病院は収入を確保し、
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個人の負担が増加することになった。なお、中国の医療サービス価格は、病院によって異

なり、価格の決定には医療機関の発言権が強く影響している。一方で日本の厚生労働省に

あたる衛生部と患者団体の発言権は弱い。現在、中国政府は、保険改革にとりくんでいる

が、日本と異なり、全ての人が保険に加入しているわけではない。また、保険に加入して

いても、医療費のうち医療保険基金による支払は標準的とされる医療サービスや薬、検査

に限られ、それを超えたサービスについては患者の自己負担になる。たとえば、情報はや

や古いが、名古屋大学に留学していた張宇氏（医学研究科在学）が、2001 年に書いた随想

によると、脳腫瘍手術において日本では必須とされる MRI 検査については、中国では保険

から支払われないため、CT のみで執刀されることも珍しくないという132。実際、中国の医

療費支出は政府の予算支出、保険料を基盤とする社会支出、個人支出の 3 つに分けられる

が、予算支出及び社会支出に対し、個人支出がはるかに上回る。こうした現状を踏まえる

ならば富裕層・中間層の中には、海外で費用対効果が高い医療サービスを受けることを希

望する者も少なくないと思われる。 

では、中国で医療を受ける場合、どのくらいの費用がかかるのであろうか。中国では、

先にもみたように、病院によって医療サービスの価格が異なるため、一概にはいえないが、

良い治療を受けるためには良い病院（＝医療費の高い）にかかる必要がある。周知の通り、

自由主義経済の導入により、中国国内の貧富の差は日本とは比べものにならないぐらい大

きいことから、日本並の高度な医療を受けることが出来るのは、一部の富裕層になる。表

16 では、その日本並の治療として、心臓弁置き換え手術と、心臓バイパス手術を例に挙げ、

代表的な病院の治療費をまとめている。本表より、中国の日本並の治療は、8 頁表 3 でみた

他のアジア諸国に比べて、決して安くはないことが明からとなった。 

 

表 16 心臓外科手術費用例 (単位：ドル) 

 心臓弁置き換え手術 心臓バイパス手術 

上海第一人民医院 8000 10000 

北京阜外血管病医院 11000 13000 

広東省中医院 8000 11000 

上海仁済医院  11000 

出所：好大夫在线（http://www.haodf.com）という、中国の医療情報サイトに基づいて筆

者作成（2014 年 12 月アクセス）。 

 

また、表 17 では、中国と日本それぞれの PET-CT 健診費用をまとめている。本表より、

中国の PET-CT 健診費用は日本よりはるかに高いことがわかる。PET-CT 健診は中国国内

では医療保険の範囲ではないので、将来、この健診を受けるために、中間所得層までもが、

よりサービスの充実した海外サービスを受けるようになる可能性はある。 

                                                   
132 張宇（2001）「中国の医療保険事情」『健康文化』31 号。 

http://www.haodf.com/
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表 17 中国地域別の PET-CT 健診費用（地方平均） 

中国 費用 

北京 180,000-240,000 円 

上海 140,000 円 

広州 150,000-190,000 円 

日本  

旭川厚生病院 86,400 円 

つくば画像検査センター 100,000 円 

西台クリニック 画像診断センター 135,000 円 

日本医科大学健診医療センター 120,000 円 

恵寿総合病院 98,000 円 

兵庫医科大学病院 PET センター 95,238 円 

広島平和クリニック がんドッグ先端医療

健診センター 

99,700 円 

出所：中国については、好大夫在线（http://www.haodf.com）という、中国の医療情報

サイト（2014 年 12 月アクセス）、日本については各病院のホームページに基づいて筆者作

成。 

 

ちなみに、中国政府は「以薬補医（薬代で病院収入を補う）」を 2015 年までに放棄し、

医療改革を行う予定である。既に、2014 年 4 月 2 日に、浙江省では、全ての公立病院が薬

代を大幅に削減し、一方で医療サービスの価格を上げる政策に転換した133。しかし、薬代で

病院収入を補うという政策が改善されても、医療サービスの値段が上がれば、患者の負担

が必ずしも小さくなるとは限らない。 

先の NHK スペシャル「激烈中国 病人大行列～13 億人の医療～」によると、近年、制

度見直しによって病院は独立採算となったことから、優れた医師や医療設備を導入し、富

裕層に特別のサービスを提供する病院の出現が報じられている。たとえば、番組で登場す

る北京同仁病院は、一般人向けの病院とは別に VIP 用病院を経営している。ここでの医療

費は、一般人の 20 倍であるが、富裕層にとっては大した出費ではないし、診察までの待ち

時間も短くて済む。高い金を払うだけあって、VIP 病棟はまるでホテルのようだ。病院長

の韓徳民氏は、レストランに高級レストランからファーストフードがあるように、患者の

資力に応じて、病院も複数のカテゴリーに分かれるべきで、貧困層については国が支援を

すればいいという。VIP 病院の主な顧客は都市部で商売に成功した金持ち、高級官僚およ

びその家族たちである。経営者である患者によると、VIP サービスは高いが、待ち時間も

なく、サービス内容も良いので高いと思わないという。当然のことながら、こうしたサー

                                                   
133 浙江公立医院药品以进价销售 上调医疗服务价格（浙江省の医療ニュース）

http://news.163.com/14/0402/15/9ORAPM2000014JB5.html（2014/12/15 アクセス）。 

http://www.haodf.com/
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ビスは公的医療保険の対象ではないが、民間の医療保険に入っていれば契約内容次第でカ

バーされる。たとえその掛け金が一般の保険に比べて高くても、富裕層たちは気にしない。 

以上より、中国での具体的な医療費の価格は、先進国並の医療サービスを受けることを

希望するのであれば、決して安くはないことが理解できた。また、将来、医療サービスの

価格が上昇する可能性も高い。加えて、中国人の富裕層の多くは日本製品と医療機関のサ

ービスの質を高く評価している。現在のところ、表 18 にみるように、中国人が海外で医療

サービスを受けた場合、中国の公的医療保険はそのサービスに対する支払いは行わない。

しかし、先にみたようにそもそも公的医療保険の対象ではない VIP 病棟での医療サービス

を選択する富裕層にとっては、日本で治療や検査を受ける潜在需要は高いと思われる。 

  

表 18 社会保険法の重要内容 

 

基本医

療保険 

内容 

第 30 条 以下の医療費は、基本医療保険基金の支給範囲に組み

入れない。 

⑴労働災害保険基金から支給すべきもの 

⑵第三者が負担すべきもの 

⑶公共衛生が負担すべきもの 

⑷国外で診療したもの 

 出所：日本貿易振興機構 JETRO 北京事務所海外調査部中国北アジア課「中国の社会保険

の概要とその最新動向」 

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000964/cn_social_insurance_text.pdf より筆者作成。 

（郭良） 

 

 

第二節 中国人の訪日観光 

前節では中国の経済発展に伴う富裕層の増加と、中国の医療の現状について述べた。こ

れから益々増加する富裕層と中国国内の医療現状を鑑みれば、医療目的で訪日する可能性

は期待できるだろう。本節では、中国の富裕層が実際に訪日する際に必要な査証について

や、日本の受け入れ環境整備について述べる。 

 

第一項 中国人の海外渡航の現状 

近年中国では経済成長による所得水準の上昇に伴って、海外旅行者数が増加し続けてい

る。1983 年に中国人の海外への私費旅行が解禁されて以降、私費旅行者数数は一貫して増

加しており、2002 年に 10 万人を突破し、2012 年には 77 万人もの中国人が海外へ渡航す

るようになった。このように、所得が増加するに伴い、中国人の海外渡航の需要が高まっ

ていることは明らかである。しかしながら、中国人出国者総数に占める日本への観光客数
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の割合は極めて低い。2000 年に訪日した中国人観光者数は 35 万人であり、これは中国の

総出国者数の 3.36%でしかない。そして、2008 年には中国からの訪日観光者数は 100 万人

を突破したが、中国の総出国者数に占める割合は 2.18%であり、2000 年の値よりも低下し

ている134。つまり、中国人にとって日本は主要な訪問国ではないのである。 

 

図 22 中国海外旅行者推移(単位:万人) 

 

出所：中华人民共和国国家统计局＞年度数据＞旅游业＞旅游业发展情况 

http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd (2014/12/15 アクセス) より筆者作成。 

 

しかしながら、日本においては、中国人観光客が訪日外国人に占める割合は決して小さ

くない。日本政府観光局のデータによると、日本における訪日観光客の国別割合は、近隣

国である韓国が 1990 年から現在に至るまで最も高く、次に台湾が続く。2009 年にはリー

マンショック後の世界不況の影響で韓国、台湾の訪日観光客数はともに減少した。しかし、

中国の訪日観光客数は 100 万人(前年比 100.6%)であり減少していないことが分かる。そし

て翌年 2010 年に中国は過去最高の 141 万人(前年比 140.4%)を記録した。しかし、その翌

年の 2011 年 3 月 11 日に、東日本大震災が発生した影響で、2011 年の中国人訪日観光客数

は 104 万人(前年比 73.8%)まで減少した。リーマンショック後と東日本大震災後の中国人の

訪日動向から、景気の影響よりも災害や放射線への不安の方が訪日行動に影響すること分

かる。この背景には日本に訪れる中国人の多くが、所得の高い人たちであるため、景気の

状況は観光意欲にあまり影響を及ぼさないと考えられる。そしてまた、東日本大震災にお

ける福島第一原発事故について大きく報道された中国国内では、自身の健康や将来への影

響を危惧し訪日を一時的に控えた人が多いのではないだろうか。現に翌年の 2012 年には

143 万人(前年比 137.1%)となり、過去最高訪日観光客数を記録した。しかし、翌年の 2013

年には 131 万人(前年比 91.6%)とやや減少した。この背景には、尖閣諸島国有化等の影響に

                                                   
134 盧剛、山口一美（2012）「訪日中国人観光客の再来訪を促す要因の研究」『生活科学研究』34 巻、文教

大学、187-197 頁。 
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よる日中関係への不安が現れていると考えられる。こうしたことから、中国人訪日観光客

は安定しているとは言えないが、全体的には増加傾向にあり、これから多くの中国人が日

本へ訪れることが期待できる。(図 23) 

 

図 23 国別訪日外国人数推移(単位:万人) 

 

出所：日本政府観光局「国・地域別/目的別 訪日外客数」より筆者作成。 

 

 第二項 中国人の訪日査証 

中国人が日本に訪問する場合、訪問目的に応じた査証が必要である135。そもそも、一般

の中国人が観光目的で日本へ訪れることが出来るようになったのは 2000 年以降である。こ

の年に北京市・上海市・広東省に在住する者に限って団体観光ビザの発給が開始された。

そして、2009 年にようやく個人観光ビザの発給が開始され、翌年の 2010 年に中国全国の

地域を対象とした個人観光ビザが発給されるようになった。(表 19) 

表 19 での団体観光ビザとは「中国国民が観光目的により団体で（グループツアーを組ん

で）日本を訪問する査証」である。この査証における旅行団は 5 名～40 名で構成され、15

日以内で日本に滞在する日程が組まれる。これに対し個人観光ビザは、近年の中国人訪日

観光客の増加に伴って多様な旅行商品を提供して欲しいという要請の高まりから「中国人

観光客に対し、より少人数で自由な観光が行えるようにした査証」である。団体観光とは

異なり、添乗員は不要である。 

こうした、団体・個人観光ビザをはじめとする中国人に対する訪日ビザには様々な種類

があり、訪日目的や滞在日数に応じて細かくわかれ、その査証の対象者や滞在できる期間

も異なる。医療ツーリズムで日本に訪れる中国人の場合、「中国国民訪日団体・個人観光査

                                                   
135 在中国日本国大使館 HP によると、「外国籍の方が日本を訪問する場合、一般に日本国の査証（ビザ）

を取得する必要があります。中国（香港、台湾を除く）は査証（ビザ）免除の対象とはなっていないため、

中国籍の方の日本訪問には、その日数に関わらず事前の査証（ビザ）取得が必須となります。」となってい

る。http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_j.htm(2014/12/17 アクセス)。 
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証」もしくは「医療滞在査証」の取得が必要となる。この医療滞在査証とは、日本におい

て治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)

及び同伴者を対象としている(表 20)。 

 

表 19 2000 年以降に中国に対する主なビザ発給制限緩和の経緯 

 ビザの緩和内容 

2000 年 9 月 団体観光ビザ発給開始(北京市・上海市・広東省在住者) 

2004 年 9 月 団体観光ビザ発給地域の拡大(遼寧省、山東省及び天津市並びに江蘇

省及び浙江省在住者) 

2005 年 7 月 団体観光ビザ発給地域の全国化 

2009 年 7 月 個人観光ビザ発給開始(北京・上海・広州の 3 公館) 

2010 年 7 月 個人観光ビザ発給地域の全国化 

2011 年 1 月 医療滞在ビザ発給開始 

2011 年 7 月 沖縄訪問者に対する数次ビザ発給開始 

2012 年 7 月 東北三県(岩手・宮城・福島)数次ビザ発給開始 

出所:国土交通省（2014）「観光白書平成 26 年版」22 頁より作成。 

 

表 20 団体・個人観光査証及び医療滞在査証の概要 

  団体・個人観光査証 医療滞在査証 

目的 短期滞在査証のうち観光目的 治療等を受けることを目的 

対象者 旅行団の場合 5〜40 名 患者及び同伴者 

滞在期間 15 日以内 最大 6 ヶ月 

申し込み方法 
特別許可を受けた中国の旅行

者を通じて申し込む 

身元保証機関に依頼 

 出所：在中国日本国大使館ホームページ 

http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_j.htm(2014/12/17 アクセス)より作成。 

 

団体・個人観光査証を含む「短期滞在査証」と、2011 年 1 月より運用が開始された「医

療滞在査証」の発給数上位 3 ヵ国を表 21 と表 22 に示した。医療滞在査証発給数は、この

3 年間で 3 倍へと増えてはいるものの、もっとも多い 2013 年においてもわずか 299 に留ま

り、短期滞在査証発給数との数の差に驚かされる。表 21 に見るように、2011〜2013 年の

3 年間で短期滞在査証の発給数が最も多かったは中国である。それに 2 位のタイ、3 位のマ

レーシアもしくはインドネシアが続く。次項で述べるビジットジャパンキャンペーンの効

果もあり、近年、東南アジアからの観光客が増加傾向にあるものの、短期滞在であっても

訪日査証取得が必要である国は少なくない。これに対して訪日渡航者数が多い韓国や台湾

からの訪問者の場合、短期滞在であれば訪日査証の取得が不必要であるため、タイ、マレ
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ーシア136、インドネシアなどの査証取得が必要な東南アジアの国からの訪問者に対する短

期滞在査証発給数が中国に続いて多くなっている。他方、医療滞在査証発給数が最も多い

国は、表 22 に見るように、短期滞在査証発給数と同様中国であるが、第 2 位はロシア、3

位はグルジア、モンゴル、バングラデシュとなっている。なお、2011 年〜2013 年の 3 年間

で、中国人に対する医療滞在査証発給数が全体に占める割合は 55.3%で、ロシアのそれは

23.5%となっている。 

 

表 21 訪日短期滞在査証発給数上位 3 ヵ国(単位:件) 

 1 位 2 位 3 位 合計発給数 

2011 年 中国 634,494 タイ 133,530 マレーシア 75,865 1,082,547 

2012 年 中国 995,332 タイ 219,012 マレーシア 112,396 1,679,838 

2013 年 中国 867,796 タイ 174,768 インドネシア 109,581 1,553,366 

 注：合計発給数はその他の国を含む総計のこと。 

 

表 22 訪日医療滞在査証発給数上位 3 ヵ国(単位:件) 

 1 位 2 位 3 位 合計発給数 

2011 年 中国 31 ロシア 23 グルジア 6 70 

2012 年 中国 109 ロシア 38 モンゴル 11 188 

2013 年 中国 168 ロシア 70 バングラデシュ 16 299 

 注：合計発給数はその他の国を含む総計のこと。 

出所：外務省ホームページ、平成 23〜25 年ビザ(査証)発給統

http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html(2014/12/19 アクセス)より作成。 

 

すなわち、医療滞在査証を取得して訪日する外国人の半数以上は中国から来ており、中

国とロシアを合わせると約 8 割になることがわかる。前節でみたように、中国医療の対費

用効果は高いとはいえず、医療滞在査証を取得して日本を訪れる中国人が多いことは容易

に想像できる。また、ロシアも中国と同様に国内の医療水準にばらつきがあるため、日本

への医療ツーリズムの需要は低くないと考えられる。特にウラジオストクなどのロシア東

部に居住する人は、広い国土を移動して医療水準の比較的高いモスクワの病院を訪れるよ

りも、日本を訪れた方が移動距離も短く、高水準の医療を受けることができる場合もある。

実際、古くからロシアとの関わりが深い北海道などには、ロシア人患者を受け入れる体制

を整えている病院も少なくなく、ロシアからの来日者に対する医療滞在査証発給数が多い

と考えられる。 

                                                   
136 日本政府は、日 ASEAN 友好協力 40 周年を契機として、2013 年 7 月 1 日からタイ及びマレーシア向

けの査証免除措置を開始した。 

国土交通省（2014）『観光白書平成 26 年版』77 頁。 
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以上から、既に日本の医療ツーリズムにおいて中国人の存在感は大きく、訪日査証取得

要件の緩和や受入医療機関の環境を充実させることで、医療を受けることを目的として訪

日する中国人の数をさらに増やすことが可能と期待できる。実際、訪日査証取得要件の緩

和は、既に 2014 年 11 月に外務省から発表されており、富裕層が日本を訪れやすい環境整

備が進められている137。その緩和内容は、以下の通りである。 

 

・商用目的の者や文化人・知識人の数次ビザ申請者について、要件を一部緩和。 

・個人観光客の沖縄・東北三県数次ビザ申請者について、過去 3 年以内の訪日歴がある

者については、経済力の要件を緩和。 

・個人観光客について、相当の高所得者に限り、沖縄・東北三県のいずれかに 1 泊する

ことを要件としない数次ビザを新たに導入。 

 

また、これまでの歴史の中で築いてきた交流関係や地の利を活用して、北海道ではロシ

ア人に特化して医療ツーリズムの環境整備を整えていくことで、地域の特色を生かした医

療ツーリズムを発展させることもできるかもしれない。   

（赤間江里佳） 

 

 

第三節 日本の医療ツーリズムに対する中国人の意識調査分析 

第一項 調査概要 

我々は、中国人の医療ツーリズムに対する意識を調査し、日本の医療ツーリズムの課題

を明らかにするために付録にみるようなアンケート調査を実施した。調査方法は WEB調査

であり、調査票は 2014 年 11 月 1 日に‘楽調査’という中国の調査専門ウェブサイトにアップ

ロードしておこなった。得られた回答数は 2014 年 12 月 15 日時点で 20 代～60 代の男女、

合計 23 人であった。残念ながら細かい分析をするには十分なサンプルが得られず、また、

後述するように、回答者が若年に集中すると言った結果になった。したがってここでは、

アンケート内容と回答の傾向を簡単に紹介するにとどめたい。 

まず、表 23 にみるように、回答者の属性、つまり性別・年齢・職業・居住地・日本に親

族・知人(友人を含む)がいるかについての回答を求めた。次に、中国人の自国の医療サービ

スに対する満足度を聞き（問 8 および問 9）、引き続き、海外の医療サービスを受信するこ

とに関心があるか否か、また、関心がある場合、訪問国、医療サービス分野、滞在期間、

費用などについて尋ねた（問 10-16）。続いて、日本への医療ツーリズム目的の渡航につい

ての関心の有無、また、関心がある場合には分野を問う質問を設定した（問 17-21）。最後

に、医療ツーリズムについてそれぞれ自由記述で回答を求めた。 

 

                                                   
137 外務省 HP http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001428.html (2014/12/20 アクセス) 
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表 23 回答者の属性  

 回答 度数 パーセント（％） 

性別 男 

女 

18 

5 

78.3 

21.7 

年齢 20 代 

30 代 

40 代 

60 代 

12 

5 

5 

1 

52.2 

21.7 

21.7 

4.3 

年収 0-5 万元未満 

5 万元以上-7 万元未満 

7 万元以上-10 万元未満 

10 万-15 万未満 

15 万-20 万未満 

20 万-30 万未満 

40 万-50 万未満 

9 

4 

4 

3 

1 

1 

1 

39.1 

17.4 

17.4 

13.0 

4.3 

4.3 

4.3 

職業 管理職 

教員 

自営業(事業主) 

従業員 

学生 

未回答 

6 

2 

2 

6 

5 

2 

26.1 

8.7 

8.7 

26.1 

21.7 

8.7 

日本に親族・知人いる いる 

いない 

10 

13 

43.5 

56.5 

日本に行くこと いる 

いない 

5 

18 

21.7 

78.3 

出所：アンケート結果より筆者作成。 

 

回答者は男性が多く 23 人中 18 名（78.3％）を占める。対して、女性は 5 名（21.7％）

のみとなった。年齢については 20 代が 12 名（52.2％）と最大で、これに 30 代、40 代と

続き若者が中心となった。インターネット利用者が若者に多いことを反映しているとも思

えるが、健康問題を気にする年齢とは異なる回答になっている可能性は高い。 

実際、回答者の年収は、0-5 万元未満が 9 名（39.1％）と最大となっており、それに 5 万

元以上-7 万元未満および 7 万元以上-10 万元未満が 8 名（34.8％）と続く、中所得者以上を

意味する 10 万元（190 万円）以上の回答者は 6 名で、わずか 25.9％にすぎない。 

なお、職業別にみると、所得が高いと思われる管理職は 6 名（26.1％）、教員と自営業(事

業主) はそれぞれ 2 名（8.7％）であったのに対し、従業員は 6名（26.1％）、学生は 5 名（21.7％）
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となった。居住地については、ほぼ全国に平均分布した。また、日本に親族・知人(友人を

含む)がいる人は 10 名（43.5％）を占め、日本に行ったことがある人も 5 名（21.7％）と、

比較的、日本に関心がある人が多く含まれることとなった。 

 

第二項 日本の医療ツーリズムに対する中国人の意識調査分析 

まず、回答者が自国の医療サービスをどのように評価しているかを知るために、料金・

医療技術・待ち時間・医療スタッフの対応・病院の衛生環境(清潔さ)・医療機器の質の 6 項

目について回答を求めた。現在、居住する地域の医療サービスに満足している人はわずか 3

名（13％）、まあ満足しているが 13 名（56.5％）となった。対して、不満と少し不満を選

択した人はそれぞれ 4 名（17.4％）、3 名（13％）であり、回答者は総じて地域の医療に満

足していることが明らかとなった。具体的な回答結果は表 24 にみるようになる。 

また、回答者が具体的に自国の医療サービスのどの分野に満足もしくは不満足なのかを

知るために医療技術、料金、医療スタッフの対応、待ち時間の短さ、病院の衛生環境の 5

点について尋ねた。回答は、表 25 にみるようになった。現在居住する地域の医療サービス

に不満を抱いている人の中で、一番不満の多い項目は待ち時間が長い事であり、その割合

は 10 名（43.5％）となった。次は費用で 8 名（34.8％）、これに、医療スタッフの対応が 6

名（26.1％）、医療技術、5 名（21.7％）と続く。少し不満を抱いている人を加えると、も

っとも不満が多いのは料金 15 名（65.2％）で、これに待ち時間の 13 名（56.5％）が続く。

これに対して、比較的満足もしくは満足している項目が最も多いのは病院の衛生環境 14 名

（60.8％）、これに医療スタッフの対応 12 名（52.1％）が続く。また、医療技術について

も比較的満足している回答者の数がどちらかというと不満足な回答者よりも多くなった。 

 

表 24 現在、居住する地域の医療サービスに対する満足度 

 度数 パーセント（％） 

満足している 3 13.0 

まあ満足している 13 56.5 

少し不満である 3 13.0 

不満である 4 17.4 

出所：アンケート結果より筆者作成。 
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表 25 回答者が地域の医療サービスに対して満足・不満足している分野 

 満足して

いる 

まあ満足

している 

少し不満

である 

不満であ

る 

わから 

ない 

無回答 

医療技術 6 名

（26.1％） 

5 名

（21.7％） 

4 名

（17.4％） 

5 名

（21.7％） 

0 名 3 名

（13.0％） 

料金 4 名

（17.4％） 

3 名

（13.0％） 

7 名

（30.4％） 

8 名

（34.8％） 

0 名 1 名

（4.3％） 

医療スタ

ッフの対

応 

3 名

（13.0％） 

9 名

（39.1％） 

4 名

（17.4％） 

6 名

（26.1％） 

0 名 1 名

（4.3％） 

待ち時間

の短さ 

4 名

（17.4％） 

4 名

（17.4％） 

3 名

（13.0％） 

10 名

（43.5％） 

0 名 2 名

（8.7％） 

病院の衛

生環境(清

潔さ) 

5 名

（21.7％） 

9 名

（39.1％） 

3 名

（13.0％） 

4 名

（17.4％） 

1 名

（4.3％） 

1 名

（4.3％） 

出所：アンケート調査結果より筆者作成。 

 

次に、回答者が医療サービスを受ける際に重視する項目について尋ねたところ（表 26）、

医療技術が 11 名（47.8％）となった。続いて、料金と医療スタッフの対応が、それぞれ 5

名（21.7％）となった。つまり、表 24 にみたように、今回のアンケートの回答者は総じて

自国の地域医療に満足しているわけであるが、その理由は回答者が医療サービスを受ける

際に重視する項目で満足感が得られているからと思われる。しかし、こうした回答者にお

いても、中国の待ち時間や料金には不満を抱いていることが本アンケートより明らかとな

った。 

 

表 26 医療サービスを受ける際に重視する項目 

 度数 パーセント（％） 

医療技術 11 47.8 

料金 5 21.7 

医療スタッフの対応 5 21.7 

待ち時間の短さ 1 4.3 

病院の衛生環境(清潔さ) 1 4.3 

出所：アンケート調査結果より筆者作成。 
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表 27 海外医療ツーリズムに参加するとすれば一番行きたい国・地域 

 度数 パーセント（％） 

日本 11 47.8 

北米地域 5 21.7 

ヨーロッパ地域 3 13 

韓国 2 8.7 

シンガポール 1 4.3 

その他 1 4.3 

出所：アンケート調査結果により筆者作成。 

 

表 28 医療ツーリズムに参加する場合、関心のある分野 

 関心があ

る 

まあ関心

がある 

あまり関

心がない 

関心がな

い 

わからな

い 

無回答 

健康診断 14 名

（60.9％） 

4 名

（17.4％） 

2 名

（8.7％） 

1 名

（4.8％） 

0 名 2 名（8.7％） 

検査(罹患

の有無や

進行の程

度の診断) 

13 名

（56.5％） 

5 名

（21.7％） 

2 名

（8.7％） 

1 名

（4.8％） 

0 名 2 名（8.7％） 

高度医療

(PETや重

量子線治

療など) 

10 名

（43.5％） 

6 名

（26.0％） 

2 名

（8.7％） 

2 名

（8.7％） 

1 名

（4.8％） 

2 名（8.7％） 

療養 10 名

（43.5％） 

6 名

（26.0％） 

3 名

（13.0％） 

3 名

（13.0％） 

0 名 1 名（4.8％） 

治療・手術 8 名

（34.8％） 

8 名

（34.8％） 

1 名

（4.8％） 

3 名

（13.0％） 

0 名 3 名(13.0%) 

美容整形 6 名

（26.0％） 

4 名

（17.4％） 

4 名

（17.4％） 

7 名

（30.4％） 

0 名 2 名（8.7％） 

性転換手

術 

3 名

（13.0％） 

3 名

（13.0％） 

2 名

（8.7％） 

13 名

（56.5％） 

0 名 2 名（8.7％） 

出所：アンケート調査結果により筆者作成。 

 

回答者のうち、海外への医療ツーリズムに参加することに興味がある人は 16 名（69.6％）

を占めた。また、海外医療ツーリズムに参加するとすれば、どこに行きたいかについて一

ヶ所のみ選択してもらったところ、表 27 に見るように第 1 位が日本の 11 名（47.8％）で
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あり、次いで北米地域の 5 名（21.7％）、ヨーロッパの 3 名（13％）、韓国の 2 名（8.7％）

が続いた。これについては、回答者の属性が、日本に縁がある人が多かったことも反映さ

れていると思われる。 

次に、医療ツーリズムに参加するとすればどの医療サービスにどの程度の関心があるに

ついてたずねたところ（表 28）、健康診断および検査に「関心がある」もしくは「まあ関心

があるを選んだ人」が 18 名（78.3％）と最大で、これに高度医療や重量子線治療、および

療養、治療・手術に比較的関心を持つ人が 16 名（69.6％）と続いた。 

また、希望する滞在期間について尋ねたところ、表 29 に見るように、1 週間くらいが 10

名（43.5％）と最多で、これに 2 週間くらいが 7 名（30.4％）と続いた。4 日もしくは 1 か

月以上についての希望者は少なく、1-2 週間の滞在希望が中心となった。 

 

表 29 医療ツーリズムに参加するとすれば滞在期間 

 度数 パーセント（％） 

1 週間くらい 10 43.5 

2 週間くらい 7 30.4 

1 ヶ月くらい 3 13.0 

4 日以内くらい 2 8.7 

3 ヶ月以上 1 4.3 

出所：アンケート調査結果により筆者作成。 

 

医療ツーリズムに参加する際の予算(航空券、滞在費、健診・治療費を含む)については、

表 30 に見るように、約 5 千元（96，000 円）が 7 名（30.4％）と最多で、これに約 2 万元

（385，000 円）が 6 名（26.1％）となった。一万元（約 19 万円）以上の人は 12 名（52.2％）

を占める。回答者の属性が若年者に集中したこともあってか予想していたよりは金額は低

くなった。 

 

表 30 医療ツーリズムに参加するとすれば金額(航空券、滞在費、健診・治療費を含む)

について 

 度数 パーセント（％） 

約 5 千元 7 30.4 

約 2 万元 6 26.1 

3 千元まで 4 17.4 

約 1 万元 4 17.4 

約 5 万元 2 8.7 

 出所：アンケート調査結果により筆者作成。 
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医療ツーリズム目的で日本に渡航したいかという質問に対して、そう思うが 14 名

（60.9％）、非常にそう思うが 3 名（13％）を占める。一方あまり思わないが 4 名（17.4％）、

全く思わないが 2 名（8.7％）となった。日本に医療ツーリズムで渡航したい人の渡航理由

について、複数の回答から該当するものをすべて選んでもらったところ、表 31 に見るよう

に「医療技術が高い 12 名（51.7％）」がトップとなった。これは、自国以上の先進性を期

待していることを示している。次いで「費用対効果が高い 10 名（47.6％）」や「サービス

が充実している 9 名（42.9％）」が上位の理由となった。これは中国の高い医療費とサービ

ス不足の問題が反映されていると思われる。他は「観光地が魅力的 8 名（38.1％）」「安心・

信頼できる 7 名（33.3％）」「高度医療機器がある 7 名（33.3％）」「医療環境が衛生的 6 名

（28.6％）」であった。 

対して、医療ツーリズム目的で日本に渡航したいと思わない人の理由は「中日関係に不

安がある 6 名（33.3％）」が最大項目となった。ゆえに、中日関係を改善すれば、来日の中

国人がもっと増加する可能性がある。次いで「他の国の医療ツーリズムの方が魅力的」が 3

名（16.7％）、「情報が少ない」が 3 名（16.7％）となっており、日本側にも医療ツーリズム

についての情報提供等の努力が必要であることが明らかになった。その他の理由について

は「安心・信頼できない」2 名（11.1％）、「医療ビザ取得が難しい」2 名（11.1％）、「医療

費が高い」1 名（5.6％）が挙げられていた。 

 

表 31 医療ツーズム目的で日本に渡航したいと思う理由（複数回答） 

 度数 パーセント（％） 

医療技術が高い 12 57.1 

費用対効果が高い 10 47.6 

サービスが充実している 9 42.6 

観光地が魅力的 8 38.1 

安心・信頼できる 7 33.3 

高度医療機器がある 7 33.3 

医療環境が衛生的 6 28.6 

その他 1 4.8 

問題発生時の対応がなされてい

る 

1 4.8 

出所：アンケート調査結果により筆者作成。 

 

ところで、回答者は、医療ツーリズム目的以外で、日本の何に関心をもっているのであ

ろうか。表 33 によると、医療ツーリズム目的以外で日本に渡航する際の一番の関心事項は

温泉と自然環境(景観・アウトドア・気候等)がそれぞれ 12 名 （20％）となった。その他は

食事が 10 名（17％）、イベント・祭りが 9 名（15％）、買い物が 8 名（13％）、文化遺産(世
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界遺産を含む)が 7 名（12％）、美容・スパ・マッサージが 2 名（3％）となった。やはり日

本の自然環境と温泉は有名であり、さらに食事や祭りに関心がある中国人が多いのであろ

う。したがって、医療ツーリズムを実施する際には、温泉や自然環境が楽しめるツアーの

ニーズは高いように思われる。 

 

表 32 医療ツーズム目的で日本に渡航したいと思わない理由 

 度数 パーセント（％） 

中日関係に不安がある 6 33.3 

他の国の医療ツーリズムの

方が魅力的 

3 16.7 

情報が少ない 3 16.7 

観光地が魅力的でない 8 38.1 

安心・信頼できない 2 11.1 

医療ビザ取得が難しい 2 11.1 

医療費が高い 1 5.6 

その他 1 5.6 

出所：アンケート調査結果により筆者作成。 

 

表 33 医療ツーリズム目的以外で日本に渡航するとしたら、どの分野に関心（複数回答） 

 度数 パーセント（％） 

温泉 12 20.0 

自然環境(景観・アウトド

ア・気候等) 

12 20.0 

食事 10 16.7 

イベント・祭り 9 15.0 

買い物 8 13.3 

文化遺産(世界遺産を含む) 7 11.7 

美容・スパ・マッサージ 2 3.3 

出所：アンケート調査結果により筆者作成。 

  

 最後に、自由記述では、医療費は安い方が良いこと、治療の場合は民間保険でカバーでき

ること、仲介機構の信用評価などの要望があった。医療保険が使える制度を完備すること

は医療ツーリズムの競争力を高める上でも重要と思われる。ただし、医療保険によっては、

JCI 認証を取得した病院でなければ医療保険の支払い対象としないものもあるようであり、

そういう意味では、JCI 認証取得は、日本の医療ツーリズムの追い風となろう。また、医療

ツーリズムも国際間での競争となると、医療の提供側としても、質の良い医療行為を安価
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で提供することが必要となり、顧客に対する来日情報の宣伝やアレンジ事業の連携が大き

な課題である。 

（郭良） 

 

 

第四節 訪日外国人に対する我国の取り組み 

前節では中国人の自国の医療に対する満足感、海外への医療ツーリズムに対する関心、

その訪問先として日本を選ぶ可能性、そして日本の観光地としての魅力について触れた。

実際、ビジットジャパンキャンペーン(以下VJ事業)が開始された 2003年の 521万人から、

年間の訪日外国人旅行客数が初めて 1,000 万人を超えた 2013 年の 1,036 万人までの 10 年

間で訪日旅行客は約 2 倍に増加し、2014 年にはその値は史上最高を記録した。これは、ア

ジア諸国を始めとする世界各国の経済成長の影響や、訪日プロモーションを始めとする観

光政策の効果や外国人観光客受け入れに際しての環境整備などの結果と考えられる。 

振り返ってみると、日本が海外からの観光客誘致に取り組み始めた当初、旅行先として

の日本の認知度向上を目的に、東京から富士山を経て京都、大阪に至る「ゴールデンルー

ト」の提案が行なわれてきた。現地旅行会社等を通じて海外各国でプロモーション活動を

行った結果、現在では、この「ゴールデンルート」は初訪日の際の定番ルートとして定着

した。また、春には桜の名所を、秋には紅葉の名所を巡るルートについても中国や台湾を

中心とした海外市場でプロモーションを展開してきた結果、日本特有の四季折々の観光資

源を活かした観光客誘致に成功しつつある138。その他にも、まだ課題は多いが、無料公衆

無線 LAN の整備や航空ネットワークの更なる拡充、出入国手続きの迅速化・円滑化を目的

とした自動化ゲートの増設など、その他多岐にわたる分野において世界各国から観光客が

訪日しやすい環境整備を行っている。 

そして近年、旅行者のニーズの多様化や旅行スタイルの変化等に対応した観光地域づく

りのために、政府は新たな魅力ある観光地域の形成に積極的に取り組んでいる。その一つ

に「ニューツーリズム普及促進モデル事業」が挙げられる。ニューツーリズムの中には、

自然観光資源を活用したエコツーリズムや都市と農山漁村の共生・対流を行なうグリー

ン・ツーリズム、医療ツーリズムを含むヘルスツーリズムやマラソンやサイクリング大会

への参加を促すスポーツツーリズム等が含まれる139。こうした取り組みから、政府の観光

客誘致の目的は、単に海外からの訪日観光客を増やすことのみではなく、地域の特色を生

かした魅力ある日本各地の観光地に、海外からの観光客を呼び込むことであることが窺え

る。こうしたニューツーリズムへの需要は、既に訪日経験のある近隣からの観光客におい

ては特に高い。なぜなら、欧州や北米の国よりも東アジアの国の方が地理的に訪日しやす

く、リピート率が高くなるからである。そして、何度か既に訪日したことのある人ならば、

                                                   
138 国土交通省観光庁（2013a）「平成 25 年度観光の状況 平成 26 年度観光施策」11 頁。 
139 国土交通省観光庁（2013a）、前掲書、90 頁。 
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「ゴールデンルート」以外の場所を訪れたいというニーズも高くなる。表 34 は、ニューツ

ーリズムのうちの一つであるヘルスツーリズムの一例として上海から地方への訪日医療観

光(医療ツーリズム)の日程表である。本ツアーについては、2014 年 5 月 17 日の北国新聞に、

「中国上海から8泊9日の日程で11人が中部圏を巡る医療ツーリズムのツアーに参加した。

一行は中部国際空港(愛知県)から北上し、各県を観光しながら、岐阜・下呂温泉、長野・白

骨温泉、富山・神通峡温泉、石川・和倉温泉、山中温泉に宿泊。中部圏が推進する「昇龍

道プロジェクト」とも重なり、連泊による経済効果が期待される。七尾恵寿総合病院(石川

県七尾市)で健診を受け、25 日に小松空港(石川県小松市)から帰国する。」と記載されている。

こうした自然や温泉、食が豊かな中部圏の特性を生かしたツアーに医療ツーリズムを組み

込んで、何度も日本を訪れたことのある個人客（リピーター）を地方に呼び込むことで、

日本の地域の特色を生かした魅力ある観光を展開することができる。 

 

表 34 平成 26 年 5 月 17～25 日 9 日間 健診ツアー 

日時 内容 宿泊 

5 月 17 日 中部国際空港 着 下呂温泉泊 

18 日 岐阜県内観光 白骨温泉泊 

19 日 長野県内観光 長野県泊 

20 日 富山県内観光 神通狭温泉泊 

21 日 富山県内観光、和倉温泉 着 和倉温泉泊 

22 日 健診 和倉温泉泊 

23 日 健診および金沢市内観光 加賀温泉泊 

24 日 加賀温泉郷および福井県内観光 加賀温泉泊 

25 日 小松空港 発  

出所：平成 26 年 11 月 13 日、石川県庁でのインタビュー時にいただいた資料より作成。 

 

とりわけ、医療ツーリズムを目的として訪日する中国の富裕層の消費行動は一般の観光

客と大きく異なる。まずは一般の訪日旅行客の消費行動を、訪日外国人消費動向調査を参

考に見ていく。2013 年における訪日外国人の旅行支出額は一人当たり 136,693 円である。

主な国籍及び地域別では、中国 209,898 円、米国 170,368 円、台湾 111,956、韓国 80,529

円であり中国からの観光客の消費額が際立って高いことがわかる140。これらの国の訪日客

がどのようなものを購入しているかを示したのが表 35 である。 

本表より、「その他食料品・飲料・酒・たばこ」及び「和服(着物)・民芸品」を除いて全

ての項目において中国人の購入率と購入者単価が高くなっていることが読み取れる。つま

り富裕層でなくても中国人は旅行の際に気前のよい消費行動をとることが読み取れるが、

                                                   

140国土交通省観光庁(2013b)「訪日外国人の消費動向 平成 25 年年次報告書」2 頁。 
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医療ツーリズムを目的として訪日する中国の富裕層はさらに消費支出が多いと言われる。

石川県庁の国際観光課によると、石川県を訪れる中国人の富裕層には、和倉温泉にある高

級旅館に泊まり、ゴルフを満喫し、輪島塗や金箔を使用した 100 万円以上する高価な伝統

工芸品を躊躇うことなく現金で購入するような人も珍しくないという。 

 

表 35 費目別購入率および購入者単価(主要国籍・地域別) 

国籍・地域 全国籍・地域 韓国 台湾 中国 米国 

費用 購入率 

購入者

単価

(円) 

購入率 

購入者

単価

(円) 

購入率 

購入者

単価

(円) 

購入率 

購入者

単価

(円) 

購入

率 

購入者

単価

(円) 

菓子類 62.1% 9,583 65.8% 5,213 76.3% 9,605 77.8% 12,016 31.0% 6,921 

その他食料

品・飲料・

酒・たばこ 

51.6% 12,212 52.2% 8,128 53.2% 8,724 56.6% 15,536 48.9% 18,681 

カメラ・ビ

デオカメ

ラ・時計 

9.3% 55,685 3.5% 45,327 5.2% 28,036 29.3% 83,582 3.3% 29,803 

電気製品 10.9% 32,555 3.7% 18,681 9.5% 21,807 32.1% 49,485 5.4% 15,044 

化粧品・医

薬品・トイ

レタリー 

42.7% 20,675 32.9% 12,615 68.8% 18,079 71.8% 36,115 9.7% 8,504 

和服(着

物)・民芸品 
14.3% 12,317 6.0% 6,612 12.1% 9,150 13.0% 13,916 27.5% 14,266 

服(和服以

外)・かば

ん・靴 

34.7% 29,517 22.4% 21,779 44.7% 25,165 43.0% 51,423 17.4% 18,705 

マンガ・

DVD・アニ

メ・関連商

品 

9.1% 10,572 6.1% 6,551 10.8% 8,917 10.5% 12,399 8.6% 11,440 

出所：国土交通省観光庁(2013)「訪日外国人の消費動向 平成 25 年年次報告書」16 頁。 

 

以上から、従来の観光に加えて多様化した旅行者のニーズや旅行スタイルの変化にあわ

せて地方で医療ツーリズムを展開することで、健康に関心の高い中国の富裕層を惹きつけ

ることは、日本の医療ツーリズムを発展させるのみならず、地方観光地の活性化にも貢献

することが期待される。 

（赤間江里佳・川部栞奈） 
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第五章 日本における医療ツーリズム発展の可能性 

第一節 日本の医療ツーリズムの現状から見えてくること 

第一章と第二章で、現在、日本ではどのような医療ツーリズムが展開されており、医療

ツーリズムを行うことでどのようなメリットが生まれ、その反面どのようなことが懸念さ

れているのかについてみた。次に第三章では、実際に医療機関でどのように医療ツーリズ

ムが行われているのかを調査した。そして、第四章では、今後、日本の医療ツーリズムの

主たるターゲットになると考えられる中国の医療の現状とそれに対する中国人の意識を調

査・分析し、続いて、彼らが日本を訪れる可能性について論じた。それらをまとめると、

以下のようなポイントが浮かびあがってきた。 

まず、国際的に医療ツーリズムとは医療的要素をメインとしたものであり、観光的要素

は必須ではないと理解されているが、日本の医療ツーリズムでは観光主体の医療ツーリズ

ムが展開されているということである。この理由の一つとして、日本の医療ツーリズムが

手術・治療よりむしろ検査・健診を中心に展開されていることがあげられる。手術・治療

を中心とする場合、医療ツーリストは既に何らかの問題を抱えている状態であり、当然の

ことながら観光よりも医療そのものが重視される。しかし、検査・健診を目的とする場合、

基本的に医療ツーリストは健康上の問題を抱えていないため、観光を楽しみつつ、検査・

健診をその間に組み込むのである。実際、石川県七尾市にある恵寿総合病院で PET 健診を

行った医療ツーリズムは、健診そのものよりも温泉などの観光に費やされる時間が圧倒的 

に長いものとなっていた。つまり、日本で現在行われている医療ツーリズムは、厳密な意

味では、医療ツーリズムというよりもウェルネスツーリズムに近いものとなっているので

ある。この背景の一つとして、日本の MRI や CT の設置台数の高さが考えられる。日本の

100 万人当たりの MRI と CT 台数はそれぞれ、46.9 台、101.3 台と OECD の中でも抜きん

でて高い141。しかし、第二章にもある通りその稼働率は決して高くはなく、欧米で MRI や

CT を受けるための長い待ち時間を嫌って日本にやってきている面もあるのである。 

次に、医療ツーリズムに関する政策等にはまだ不十分な点が少なくないということであ

る。そもそも主導する関係省庁の間で医療ツーリズムを行う目的がそれぞれ異なり、連携

が十分に取れていない。また、医療ツーリズムを推進する上で重要となるアレンジ事業者

の整備や医療滞在ビザの創設、JCI 認証の取得に大きな課題があることが判明した。一つ目

のアレンジ事業者の整備については JHMCやMEJなどが既にサービスを提供しているが、

これらと連携している病院はまだ限られているといってよい。二つ目の医療滞在ビザの創

設については、2011 年 1 月から運用が開始されているが、日本を訪れる医療ツーリストは

上記でも述べたように手術・治療よりも検査・健診を目的としていることが多いため、実

際には観光ビザで訪れている医療ツーリストの方が多く、医療滞在ビザの発給は低水準の

ままとなっている。三つ目の JCI 認証の取得については、亀田総合病院や湘南鎌倉総合病

                                                   
141 OECD Indicators (2013)  Health at aGlance2013, p87. 

http://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf 
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院の例からみると外国人患者の来院数の増加につながっているように見えるが、日本で取

得している医療機関の数は 10 機関と、まだ限られている。これは、JCI 認証の取得には高

額な費用が掛かり、医療ツーリズムにかなり力を入れることを覚悟した上でなければ、 

取得にかけた費用を回収できない恐れがあることが理由として考えられる。他方で、医療

ツーリズムに積極的で既に JCI 認証を取得した亀田総合病院や湘南鎌倉総合病院のような

一部の医療機関では、医療機関内で受け入れ体制を整えることに加えてアレンジ事業者と

の連携を深めるなど医療機関によって取り組みに大きな差があること判明した。 

医療ツーリズムの導入によって医療機器稼働率の上昇、病院の赤字経営の改善、周辺地

域の振興という期待もある一方で、医師不足や医療格差に拍車をかけ、保険制度破綻の可

能性も指摘されている。特に、周辺地域の振興については、直接的には、病院の収入増加

にはつながらないが、恵寿総合病院のように医療ツーリズムそのものよりも、地域振興を

主眼においた取り組みを見せている病院もあり、地域振興型医療ツーリズムの可能性が示

された。反対に、マイナスの影響として、混合診療が全面解禁になることで保険適用可能

な医療の範囲が縮小する可能性、これに伴う医療格差の懸念、医療事故が国際問題に発展

する可能性などがあげられる。実際、混合診療が行われている中国では、病院が公的医療

保険での診療を希望する患者よりも自由診療が可能な富裕層を優遇する現象が既に顕著に

観察され、今後、日本においても同じことが起こりえる懸念がないわけではない。 

以上を踏まえて、今後、現在の検査・健診を中心とした医療ツーリズムをさらに継続・

発展させていくべきなのか、あるいは他のアジアの国のように手術・治療を中心とした医

療ツーリズムに積極的に取り組んでいくべきなのかといった課題があらためて浮かんでき

た。例えば、日本には PET や MRI などの医療機器のほかにも、京都大学山中教授がノー

ベル医学生理学賞を共同受賞したことで話題になった iPS 細胞を用いた再生医療などの高

い医療技術があり、観光の面から見れば日本独特のおもてなしの精神が手術・治療を目的

とした医療ツーリズムを通じて世界に広まる可能性もある。これによって、日本の医療ツ

ーリズムが高い評判を得られれば中国だけでなく、中東をはじめとする他の新興国からの

富裕層を呼び込めるようになる可能性もある。これによって、問題が山積する日本の医療

で、雇用の創出や関連産業への投資の活発化が可能になれば、医療ツーリズム先進国に見

るような一大産業へと発展するかもしれない。他方で、医療ツーリズムによって、現在で

さえ医師不足や医療崩壊が叫ばれる医療の状況がさらに悪化する可能性も否定できない。

医療ツーリズムに反対する論者が主張するように、高い治療費を支払ってくれる外国人が

重視されるようになることで、日本人が受けられる医療の質が低下するなどの悪影響が出

ることも考えられる。以下では、これらを踏まえて今後の日本でどのような医療ツーリズ

ムが推進されていく可能性があるのかを提示したい。 

（笠原夏美） 
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第二節 今後の展望 

前節にみた状況を踏まえて、我々金沢大学経済学類世界経済論演習では、医療ツーリズ

ムを推進していく上で二つのシナリオを提案したい。一つ目はアジアの医療ツーリズム先

進国にみるように株式会社形態の病院を、特区などの一部の地域に限定して導入し、手術・

治療を中心とした医療ツーリズムを展開することである。もう一つは検査・健診を目的と

することで観光も楽しんでもらい地域振興につなげる医療ツーリズムである。以下ではそ

れぞれについて見ていく。 

 

 第一項 株式会社立病院の導入による手術・治療を中心とした医療ツーリズム 

株式会社立病院とは、株式会社が開設した病院のことを指している。現在、日本では、

1948 年 10 月 27 日に施行された医療法によって、株式会社が病院・診療所を開設すること

は認められていない。そのため、新規に株式会社によって病院・診療所が開設されること

はなく、この医療法が施行される以前に開設された会社立病院が例外として存続している

のみであった。2013 年の時点で、このような会社立病院は、59 施設ある。しかし、2004

年の改正構造改革特別区域法（以下、特区法）によって、自由診療に限って高度な医療（以

下、高度医療）の提供を目的とする医療機関であることという制限はあるものの、特区を

利用して株式会社が病院・診療所を開設することができるようになった。ここで言う高度

医療とは、倫理上・安全上問題がない医療であり、具体的には表 36 にみるようになる。 

 

表 36 高度医療 

1 特殊な放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置（PET）など

による画像診断 

2 精髄損傷患者に対する神経細胞の再生・移植による再生医療 

3 肺ガン・先天性免疫不全症候群患者に対する遺伝子治療 

4 高度な技術を用いて行う美容外科手術 

5 提供精子による体外受精 

6 その他 1～5 に類する 

出所：富山綜合法務事務所 HP「株式会社の医療参入」より筆者作成 

   http://medical.office-tomiyama.com/13.html 

 

株式会社立病院は、病院であるので当然一般的な病院の開設許可基準と同等の基準をク

リアする必要がある。加えて、表 37 にある高度医療が保険適用された場合には株式会社が

新たに参入することは認められない。つまり、あくまでも自由診療に限定した医療サービ

スのみを提供できる。このような特区法によって開設された株式会社立病院の実例として

は、2006 年に株式会社バイオマスターによって、「かながわバイオ医療産業特区」に開設さ

れた高度美容外科手術を提供する「セルポートクリニック横浜」がある。また、株式会社
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の医療分野への参入についての議論は TPP とも関係している。TPP において、アメリカが

二国間協議で日本に要求しているものは多岐にわたるが、その中で医療分野についてみて

みると、特許の保護規定の強化、保険適用・薬価決定プロセスの透明化、混合診療の全面

解禁、株式会社の病院経営への参加などがある。 

このような株式会社立病院にはどのような利点あるいは問題が考えられるのか。かなが

わバイオ医療産業特区で株式会社による病院の開設が認定された際の特区計画の概要によ

ると、「バイオテクノロジーを活用した高度美容医療を実施する病院等について、株式会社

による開設を可能にすることで、資金調達力等を活かし、研究成果の円滑な事業化、新た

な研究開発への投資促進、関連産業への経済波及効果を図り、民間主導による地域産業活

性化、県民の長寿・健康、心豊かな暮らしのニーズの充足を図る。142」とある。ここから、

株式会社立病院の高い資金調達力をもとに、これまで保険制度に縛られて提供がしにくか

った医療サービスの提供、それに伴う産業全体の発展が期待されていることがわかる。ま

た、TPP の議論においても、株式会社の病院経営への参加のプラス面として、株式発行に

より医療機関の資金調達の選択肢が広がることで投資が活発化し、医療の高度化が進展す

ることが期待されている143。よって、医療機関の資金調達力が増し、資金調達の選択肢が

広がることで設備や人材への投資が促進され、医療の高度化につながることが一つ目の利

点と考えられる。加えて、病院経営自体が赤字であったとしても、病院を経営する株式会

社の利益にその赤字を吸収することが可能という点も利点として挙げられる。他方、株式

会社立病院では非営利病院とは異なり、得られた利益をそのまま再投資に回すことはでき

ず、一部を株主への配当に回さなければならない。このことから、株式会社立病院は非営

利病院よりも多くの利益を得ようとする圧力が生まれることになる。こうした圧力から医

療の質の低下や不採算部門等からの撤退、患者の選別、患者負担の増大などの問題が発生

するとして日本医師会などは株式会社の医療への参入を反対している。TPP の議論におい

ても、マイナス面として、誰もが安心して医療を受けることができる環境の悪化があげら

れている。例えば、TPP の投資分野において、株式会社が病院経営に参加すること、及び

投資家が株主として投資できることが合意されたとする。投資家はより高い配当金を求め

て、病院に対して利益を上げることを求めるため、高収入をもたらす自由診療に重点を置

く医療機関が多数出現し、保険診療の質が全般的に低下する懸念がある。また、医療機関

の利益偏重が強まる結果、地域から不採算の診療科もしくは医療機関自体が撤退するよう

になることが懸念され、地方の医療提供体制が崩壊する可能性も否定できない。 

しかし、特区という限られた地域の中で株式会社による病院の開設を認めるにとどめ、

日本の大半の地域では従来の医療体制を維持するのであれば、こうした懸念はそれほど深

                                                   
142 内閣府 構造改革特区担当室・地域再生事業推進室（2005）「第 8 回認定 構造河相格特別区域計画の

概要（都道府県別）」、4 頁。  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/nintei/siryou5.pdf 
143 飛田英子（2013）「TPP は公的医療制度存続の試金石－「外圧」ではなく「契機」に－」日本総研『税・

社会保障改革シリーズ』№10、4 頁。 

http://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/6870.pdf 
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刻な問題にはなるまい。むしろ、日本の高い医療技術に裏付けられた高度な医療が提供で

きることそのものは決して悪いことではないはずである。実際、そうした医療サービス提

供を通じて、日本の医療がより発展することも期待される。そこで、例えば、特区といっ

た限られた場所のみで、株式会社立病院であることの利点を生かして設備や人材に投資を

行い、第一節で述べたような高い医療技術やおもてなしの精神を発揮した手術・治療目的

の医療サービスを外国人にも提供するということが、一つの選択肢として考えられる。 

（笠原夏美） 

 

 第二項 検査・健診を目的とした医療ツーリズム 

我々が提案するもう一つのシナリオは、検査・健診を目的とした医療ツーリズムである。

現在行われている医療ツーリズムもほとんどがこのタイプである。このタイプの利点とし

ては、混合診療の解禁といった従来の医療提供体制を大きく見直す必要がないこと、検査・

健診を目的としているため医療ツーリストは基本的に健康上の問題を抱えていないことか

ら、健診を受けるだけではなく、観光をそのプランに組み入れることができ、これにより

地域振興につながること、また、現在日本が抱える地方での医療崩壊や赤字病院の増加と

いった問題の切り札になる可能性があること、以上の三つが挙げられる。 

まず、観光をプランに組み込めるという特徴から見ていく。83 頁の表 34 をもう一度見て

いただきたい。実際に健診を受けているのは 5 月 22、23 日の 2 日間のみで、残りは日本で

観光を楽しんでいることがわかる。富裕層である外国人患者は、温泉や日本料理、四季折々

の風景などの日本ならではの文化を楽しめる地域への関心が強く、その結果、食事、ゴル

フ、伝統工芸品や土産品の購入といったことを通じて地域に与える経済効果が大きくなる

ことが期待される。また、表 34 の健診ツアーに参加した医療ツーリストからも、本旅行プ

ランや健診内容は大変好評であったようであり、今後も二度三度とリピートして日本を訪

れ、健診を受けてくれることが期待できる。このように、検査・健診を目的とした医療ツ

ーリズムでは観光が組み込まれ、外国人患者においても観光的要素が重要視されている。

また、観光が組み込まれることで医療ツーリストを受け入れる医療機関だけでなく、その

周辺地域も宿泊施設や観光地、土産品への支出という形で収入を得ることができるため、

地域振興につながるという利点もある。特に、医療ツーリズムに来る外国人は一般的な観

光客と比べても高収入であり、一人がその医療ツーリズムで支払う金額は高く、その効果

は大きいと考えられる。 

 次に、こうした医療ツーリズムであれば、日本医師会が主張するような、日本の現行の

医療制度を崩壊させるという懸念は小さくなるという点についてみていく。医療ツーリズ

ムについて問題になることの一つに医療機器や医療スタッフが外国人患者に割かれるよう

になることで日本人に対する医療に悪影響を及ぼすというものがある。もっとも、日本に

豊富に存在する検査機器の稼働率は決して高いとは言えず、今後も少子高齢化が進めば、

人口が減少する過疎地ではこのような機器の稼働率がさらに下がり、機器を維持していく
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ことそのものも難しくなると予想される。仮に、地方に外国人患者を誘導し、日本人患者

の使用していない時間にこれらの機器を用いて外国人患者の健診を行うならば、病院に追

加的収入がもたらされ、過疎地のようなところでも最新鋭の機器の導入が可能になること

が期待される。また、懸念される医療スタッフの人材不足についても、実はすでに地方で

は深刻な問題となっており、医療ツーリズム以前に人材不足を補うために中国人看護師や

医師など外国人医療従事者を雇用している病院は既に存在する。中には外国人看護師の育

成のために多額の資金を投入している医療機関もある。第三章で紹介した恵寿総合病院も

そうである。ところが、これには思わぬ効果も見られた。既に何組かの医療ツーリストを

中国から受け入れた恵寿総合病院によると、「当医院では中国人看護師が既に 1 名働いてい

るので、言葉の問題はない。」とのことである。現在、この看護師は通訳として働いている

わけではないが、今後、こうした看護師が増加すれば、人材不足のために雇用した外国人

医療従事者が、医療ツーリズムにより来日した外国人患者の通訳として活躍する可能性も

高まることとなる。これにより、相応の数の医療ツーリストを受け入れるようになれば、

これまで外国人看護師育成のための多額の投資の回収が可能になる。人材不足の対策とし

て行ったことが、医療ツーリズムではむしろ新たな収益を生み出す人材として活躍すると

いう不思議なことが起きているのである。近年、急速に進む過疎化によって、地方から医

療機関そのものがなくなる危機が高まっている。しかし、医療ツーリストによって医療機

関の収入源が増えれば、地方の医療機関が生き残れる可能性が高まる。 

このように、医療ツーリズムが地域振興へとつながり、特に地方の医療機関にとっても

期待できることが多いことがわかる。温泉やおいしい食事、伝統工芸品などの日本独自の

豊富な観光資源を活用して、日本観光自体を楽しんでもらうのと同時に健診も受けて、健

康意識を高めて帰ってもらう。また日本での医療ツーリズムを楽しみたい、と二度三度と

日本に訪れてくれる可能性も高い。観光の面だけでなく、過疎化や人材不足に苦しむ地方

の医療機関の存続のためにも医療ツーリズムは有効であることも理解できる。つまり、健

診と観光をセットにした医療ツーリズムが地域の経済を活性化し、地域振興、病院の存続

へとつながるのである。これが、少子高齢化が急ピッチで進む日本独自の医療ツーリズム

のひとつの形なのではないだろうか。 

（川部栞奈・笠原夏美） 
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結びにかえて 

 日本における医療ツーリズムの展望として、本研究では特区のような限定された地域で

株式会社立病院を開設し、手術・治療を中心とした医療ツーリズムと、地方での観光プラ

ンの中に検査・健診を組み込む医療ツーリズムの二つを提示した。どちらの医療ツーリズ

ムを行っていくにしても第二章で述べたような日本の医療に及ぼす影響というのは少なか

らずある。しかし、株式会社立病院が行う手術・治療を目的とする医療ツーリズムでは、

高い資金調達力を背景に設備や人材に投資することで日本の高い医療技術をさらに高度化

させ、これにおもてなしの精神に裏打ちされた看護を組み合わせて新たな医療サービスを

生み出すことが期待される。特区のような特定の地域に限定すれば、日本医師会が懸念す

るような弊害もある程度抑えられる。また、検査・健診を中心とした医療ツーリズムなら

ば日本ならではの観光資源を生かすことができる。どちらの場合でも、日本のよいところ

を発揮した医療ツーリズムとして海外の人々をひきつけることができるであろう。よって、

私たちは、特区などの限定された地域において株式会社立病院で手術・治療を中心とした

医療ツーリズムを行い、地方ではその観光資源を生かした検査・健診を目的とする医療ツ

ーリズムを行っていくことを、日本における医療ツーリズムの形として提案したい。また、

それによって関連産業の活発化や周辺地域の振興につながることを期待する。 

（笠原夏美） 
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（付録 1） 

日本の医療ツーリズムに関するアンケート(日本語) 

 

皆さん、こんにちは。私たちは現在医療ツーリズムについて研究している日本の大学生

です。 

本アンケートの目的は、中国人のみなさんの医療ツーリズムに対する意識を調査し、日

本の医療ツーリズムの課題を明らかにすることです。本アンケートでの医療ツーリズムの

定義は「医療を目的として海外に移動すること」です。 

皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

金沢大学経済学類世界経済論ゼミ学生一同 

問い合わせ先：sekaikeizai2014@gmail.com 

2014年 10月 

Q1 あなたの性別を以下から選択して下さい。 

 1男 2女 

 

Q2 あなたの年齢を以下から選択して下さい。 

 1.10代 2.20代 3.30代 4.40代 5.50代 6.60代 7.70代 8.80代 9.90歳以上 

 

Q3 あなたの居住地を以下から選択して下さい。 

 1北京市 2上海市 3天津市 4重慶市 5香港・マカオ 6台湾 7その他(____省____市) 

 

Q4 あなたの現在の職業を以下から一つ選択して下さい。 

 1学生 2公務員 3教員 4管理職 5従業員 6自営業(事業主) 7年金生活者 8無職  

 9その他(具体的に)＿＿＿ 

 

Q5 あなたのおよその年収を以下から選択して下さい。  

 1.0-5万元未満 2.5万以上-7万未満 3.7万以上-10万元未満 4.10万以上-15万元未満 

 5.15万以上-20万元未満 6.20万以上-30万元未満 7.30万以上-40万元未満  

 8.40万以上-50万元未満 9.50万元以上 

 

Q6 あなたは日本に親族・知人(友人を含む)がいますか。 

 1いる 2いない 

 

Q7 あなたは日本を訪れたことがありますか。 

 1ある 2ない 
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医療ツーリズムに対する関心の度合についてお伺い致します。 

Q8 あなたが現在居住する地域の医療サービスにあなたは満足していますか。 

 1満足している 2まあ満足している 3少し不満である 4不満である 

 

Q9 あなたが現在居住する地域の医療サービスに対する満足度を下記のそれぞれの項目

について教えて下さい。(各設問につき一つ選んで下さい)  

 １料金 

ア満足している イまあ満足している ウ少し不満である エ不満である オわからない  

２医療技術 

ア満足している イまあ満足している ウ少し不満である エ不満である オわからない  

３待ち時間 

ア満足している イまあ満足している ウ少し不満である エ不満である オわからない 

４医療スタッフの対応 

ア満足している イまあ満足している ウ少し不満である エ不満である オわからない 

５病院の衛生環境(清潔さ) 

ア満足している イまあ満足している ウ少し不満である エ不満である オわからない 

６医療機器の質 

ア満足している イまあ満足している ウ少し不満である エ不満である オわからない 

 

Q10 あなたが病院で医療サービスを受ける際に、最も重視する項目を下記から一つ選択

して下さい。一つ選んで下さい。 

 1料金 2医療技術 3待ち時間の短さ 4医療スタッフの対応 5病院の衛生環境(清潔さ) 

 6医療機器の質 7その他 

 

Q11 あなたは海外医療ツーリズムに参加することに興味がありますか。 

 1はい 2いいえ 

 

Q12 海外医療ツーリズムに参加するとすれば、最も渡航したい地域はどこですか。一つ選

んで下さい。 

 1日本 2韓国 3シンガポール 4タイ 5北米地域 6ヨーロッパ地域 7その他 

 

Q13 あなたが医療ツーリズムに参加するとすれば、下記の医療サービスそれぞれにどの程

度の関心がありますか。(各設問につき一つ選んで下さい) 

 

 1健康診断 

 ア関心がある イまあ関心がある ウあまり関心が無い エ関心がない オわからない 
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 2検査(罹患の有無や進行の程度の診断) 

 ア関心がある イまあ関心がある ウあまり関心が無い エ関心がない オわからない 

 3療養 

 ア関心がある イまあ関心がある ウあまり関心が無い エ関心がない オわからない 

 4高度医療(PETや重量子線治療など)  

 ア関心がある イまあ関心がある ウあまり関心が無い エ関心がない オわからない 

 5治療・手術 

 ア関心がある イまあ関心がある ウあまり関心が無い エ関心がない オわからない 

 6美容整形 

 ア関心がある イまあ関心がある ウあまり関心が無い エ関心がない オわからない 

 7性転換手術 

 ア関心がある イまあ関心がある ウあまり関心が無い エ関心がない オわからない 

 

14 Q13で挙げた選択肢以外で、海外で受けたい医療サービスがある方は教えて下さい。 

 医療サービス名：（                   ） 

 

Q15 あなたが医療ツーリズムに参加するとすれば、どのくらいの期間が適当だと思います

か。以下の選択肢から最も近いものを一つ選択して下さい。 

 1.4日以内くらい 2.1週間くらい 3.2週間くらい 4.1ヶ月くらい 5.２ヶ月くらい 

6.3ヶ月以上 

 

Q16 あなたが医療ツーリズムに参加するとすれば、どのくらいの金額(航空券、滞在費、

健診・治療費を含む)が適当だと思いますか？以下の選択肢から最も近いものを一つ選択し

て下さい。  

1.3千元まで 2.約 5千元 3.約 1万元 4.約 2万元 5.約 5万元 6.約 8万元 7.約 10万元

以上 

 

日本の医療ツーリズムについてお伺いします。 

Q17 あなたは医療ツーリズム目的で日本に渡航したいですか。 

 1非常にそう思う 2そう思う 3あまり思わない 4全く思わない 

 

（Q17 で 1 非常にそう思う、2 そう思うを選択した方は Q18 についてお答え下さい。） 

Q18 あなたが医療ツーズム目的で日本に渡航したいと思う理由に近いものを下記から選

択して下さい。(複数回答可) 

 1医療技術が高い 2高度医療機器がある 3費用対効果が高い 4サービスが充実してい

る 
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 5 安心・信頼できる 6 医療環境が衛生的 7 観光地が魅力的 8 問題発生時の対応がな

されている 9 その他 

 

(Q17 で 3 あまり思わない 4 全く思わないを選択した方は Q19 についてお答え下さい。) 

Q19 あなたが医療ツーズム目的で日本に渡航したいと思わない理由に近いものを下記か

ら選択して下さい。(複数回答可) 

 1 仲介会社・代理店(アレンジ事業者)が少ない 2 情報が少ない 3 医療ビザ取得が難し

い 

 4 中日関係に不安がある 5 コミュニケーションに不安がある 6 安心・信頼できない 

 7 医療費が高い 8 物価が高い 9 医療ツーズムに興味がない 10 他の国の医療ツーリズ

ムの方が魅力的 11 その他 

 

Q20 医療ツーリズム目的以外で日本に渡航するとしたら、あなたはどの分野に関心があ

りますか。(複数回答可)  

 1温泉 2食事 3美容・スパ・マッサージ 4買い物 5イベント・祭り 6自然環境(景観・

アウトドア・気候等)  7文化遺産(世界遺産を含む)  8日本への渡航には関心がない 9そ

の他 

 

Q21 意見や感想があればお聞かせ下さい。 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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（付録 2） 

关于日本医疗观光的调查问卷（中文） 

 

  各位好，我们是正在做现在理疗观光研究的日本大学生，此问卷是为了更进一步了解中

国民众对于医疗观光的认识。本调查中的医疗观光定义是以医疗为目的而去海外的活动。 

  由心感谢支持本调查各位。 

金沢大学经济学类世界经济论演习学生 

联系邮箱：sekaikeizai2014@gmail.com 

2014年 10月 

Q1 您的性别（若为亲属代写，请以亲友实际情况为准） 

1男 2女 

 

Q2 您的年龄 

 1.10代 2.20代 3.30代 4.40代 5.50代 6.60代 7.70代 8.80代 9.90岁以上 

 

Q3 现在居住地 

 1北京市 2上海市 3 天津市 4重庆市 5香港・澳门 6台湾 7その他(____省____市) 

 

Q4 您的职业 

 1学生 2公务员 3教职工 4管理职员 5一般从业人员 6自营业者 7靠年金保险等生活 8

失业者 9其他 

 

Q5 您的年收  

 1.0-5万元未满 2.5万以上-7万未满 3.7万以上-10万元未满 4.10万以上-15 万元未满 

 5.15万以上-20万元未满 6.20万以上-30万元未满 7.30万以上-40万元未满  

 8.40万以上-50万元未满 9.50万元以上 

 

Q6 您在日本有亲属朋友吗 

 1有 2没有 

 

Q7 您去过日本吗 

 1去过 2没去过 

 

以下为关于医疗观光的问题 

Q8 您对现居地的医疗服务满意吗 

1满意 2一般 3稍微不满 4不满 
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Q9 对于您身边的医疗服务的各项满足度（单选）  

 １费用 

 1满意 2一般 3稍微不满 4不满 5不清楚 

 ２医疗技术 

 1满意 2一般 3稍微不满 4不满 5不清楚 

 ３等待时间 

 1满意 2一般 3稍微不满 4不满  5不清楚 

 ４医疗服务人员表现 

 1满意 2一般 3稍微不满 4不满  5不清楚 

 ５医院卫生环境 

 1满意 2一般 3稍微不满 4不满  5不清楚 

 ６医疗器械品质 

 1满意 2一般 3稍微不满 4不满  5不清楚 

 

Q10 您在接受医疗服务时最重视以下哪一项 

 1费用 2医疗技术 3 等待时间短 4医疗人员表现 5医院医疗环境 

 6医疗器械品质 7其他 

 

Q11 您有兴趣参加海外医疗观光吗 

1有 2没有 

 

Q12 您如果有机会去海外医疗观光的话最想去哪 

1日本 2韩国 3新加坡 4泰国 5北美 6欧洲 7其他 

 

Q13 如果您参加医疗观光的话，以下各项医疗服务的关心度（单选） 

1健康体检 

 1关心 2一般 3不太关心 4不关心 5不清楚 

 2疾病诊查（是否有疾病或其程度的诊查） 

 1关心 2一般 3不太关心 4不关心 5不清楚 

 3疗养 

1关心 2一般 3不太关心 4不关心 5不清楚  

4高度治疗(PET或重粒子线治疗等)  

 1关心 2一般 3不太关心 4不关心 5不清楚 

 5普通治疗和手术 

 1关心 2一般 3不太关心 4不关心 5不清楚 
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 6美容整形 

 1关心 2一般 3不太关心 4不关心 5不清楚 

 7性转换手术 

 1关心 2一般 3不太关心 4不关心 5不清楚 

 

Q14 上问以外还有想接受的其他医疗服务吗 

 有＿＿＿＿  

 

Q15 如果你去医疗观光行，最合适的时间花费是多久 

 1.4天以内 2.1周左右 3.2周左右 4.1月左右 5.2月左右 6.3月以上 

 

Q16 如果你去医疗观光行，最合适的金钱花费是多少（包括机票，食宿，检查，医疗费等） 

 1.3千以内 2.5千左右 3.1万左右 4.2万左右 5.5万左右 6.8万左右 7.约 10万或以上 

 

Q17 您愿意以医疗观光为目的来日本吗 

 1非常愿意 2愿意 3不是很愿意 4不愿意 

 

（Q17中选择 1非常愿意、2愿意的请继续回答 Q18） 

(Q17中选择 3不是很愿意 4不愿意的请直接回答 Q19) 

Q18您想来日本医疗观光的接近的理由（可多选） 

 1医療技术高 2有高度医疗器械 3相对性价比高 4服务完善 

 5比较安心信赖 6医疗环境卫生 7观光地吸引人 8发生问题时有对应处理方案 9其他 

 

Q19您不愿意来日本医疗观光的理由(可多选) 

 1中介或代理等相关从业机构少 2接受相关信息少 3医疗签证取得难 

 4担心中日关西 5担心交流障碍 6不够安心信赖 

 7医疗费高 8物价高 9对医疗观光不感兴趣 10其他国家更吸引人 11其他 

Q20如果来日本，除了医疗观光您更关心什么（可多选） 

 1温泉 2美食 3 美容・spa・按摩 4 购物 5地域特色群体活动秀 6 自然环境观光(景观，

气候，户外)  7文化遗产(世界遗产等)  8不关心 9其他 

 

Q21自由陈述陈述。（可写以上提问中其他项或意见与感想） 
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