中国を主なターゲットとした
医療ツーリズムを展開
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事例

医療法人偕行会グループ
インバウンド
対応が生む
価値革新

訪日外国人や在日外国人に的を絞って医療サービスを提供する医療機関
が増えている。その一環で近年、注目されているのが観光の日程に医療

機関の健診や治療を組み込んだ「医療ツーリズム」である。こうした中、
医療法人偕行会グループ（名古屋市、川原弘久会長）は中国の富裕層に

狙いを定めた同事業を展開。健診や治療ばかりでなく、医療ビザの発給
など周辺サービスの充実にも力を入れている。
川原弘久 会長

健診と旅行透析で
中国の富裕層に対応
医療法人偕行会グループは急
性期（名古屋共立、豊島中央）
、
慢性期（偕行会城西）
、回復期
（偕行会リハビリテーション）
の四病院を中心に画像診断施設
二、人工透析施設十六、介護福
祉施設十六、海外施設一を擁す
る。その中核は一九七九年二月
に開院した名古屋共立病院であ
る。グループを率いる川原会長

本

部
名古屋市中川区法華1-161
☎052-363-7211、 052-363-7237
http://www.kaikou.or.jp/
事業内容 急性期医療、
慢性期医療、
回復期
医療、
在宅療養支援・高齢者介護、
透析医療、
画像診断など
設 立
1979年2月
年 商
248億円
（グループ、15年3月期）
職 員 数 約2400名
（グループ）

自らが内科医師で人工透析医

る「外国人患者受入れ医療機関

方で初めて厚生労働省が支援す

ムに力を入れる川原会長はそう

療に秀でている。グループ内に

認証制度」に基づく認証施設と

医療法人偕行会理事長に就任。

透析施設が多いのもそのためだ。

なった。

って、〇九年から旅行中の外国

同グループでは、それに先だ
揮されている。
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人患者の人工透析受け入れを、

ッ

「加速する高齢化で日本の医

一〇年からは外国人向けＰＥＴ
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療マーケットは拡大しているか

（ 陽 電 子 放 射 断 層 撮 影 法 ）健 診

を既に始めている。

国内の落ち込みを補うため、海

減少していくのは明らかです。

超音波、マンモグラフィー（女
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行うＰＥＴを含んだ健診は、Ｐ

グループ内の画像診断施設で

外に目を向けるのはいわば自然

将来、高齢者から人口が急激に

抑制に取り組んでいるし、近い

に見えますが、政府は医療費の

する医療ツーリズム事業でも発

この強みは、同グループが推進

語る。一五年二月には、中部地

グループ挙げて医療ツーリズ

の成り行きです」

医療法人偕行会グループ
二〇〇七年から現職にある。

は同病院の初代院長で、九六年
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性のみ）などから成る「標準コ

深める重要性を強調する。

ス」等があり、外国人の受診は

コ ー な ど を 加 え た「 豪 華 コ ー
八件、入院二十件を数える（外

だけでも半年間で外来五百二十

の受け入れは、名古屋共立病院

他院では中

い。実際、

がかからな

旅行透析を含めた外国人患者

二〇一六年四～九月の半年間で
来は在日外国人や留学生も含

国人患者と

ース」と、そこに心電図や心エ

四十四件だった。
む）
。特に中国人の受診率は、

看護師との

余計な負担

「 名古屋市内の大規模病院と
毎年前年を上回るペースで増え

意思の疎通

コンシェルジュは患者と医師・看護師の仲介役とともに、海 き添うので
外に偕行会の医療ツーリズムを紹介する役割も担う（写真下
看護師には
は「２０１６年 中国（広東）国際医療旅遊産業博覧会」にて）

の連携にも力を入れています。
ているという。

がスムーズ

にいかず、

つかった場合の万全の治療体制

提供できます。また、病気が見

となく、迅速な医療サービスが

マーケットです。加えて、海外

の視点からいえば非常に大きな

む人も潜在的に多い。医療経営

高度医療体制の整った日本を望

ンガポールや韓国に向かいます。

療です。ですから、富裕層はシ

もあります。事実上の一分間診

百八十人の外来患者を診る病院

なり深刻で、一人の医師が毎日

「中国都市部の医師不足はか

を深めるのにも心強い。日本で

できます。コミュニケーション

明と同意）を適切に行うことが

インフォームドコンセント（説

持っているので、患者に対する

ます。一人は中国の医師免許を

訳やコーディネーター役を務め

者が異国で戸惑わないように通

「コンシェルジュは中国人患

ジュスタッフ）を置いた。

三人の専任担当者（コンシェル

同グループによると、利用者

るという。

院生活の提供にも気を遣ってい

ようにしたりするなど快適な入

中国語のテレビ放送が見られる

アメニティー類を充実させたり、

並みの特別室を利用している。

であるため、ほとんどがホテル

面も持つ。患者は中国人富裕層

医療はサービス業としての一

しまうケースもあったそうだ。

が募った結果、看護師が辞めて

患者の不満

も確立できます」

から中部国際空港の就航便は中

の医療行為はできませんが、利

へのアンケートでは「非常に満

中国人患者のための
専任スタッフが常駐

時間のかかるＰＥＴ検査を偕行
会グループで行い、その他の検
査を他院に紹介すれば外国人患

川原会長はグループの強みを

国便が圧倒的に多い。そうした

用者にとっては単なる通訳以上

足している」という声が多い。

者に無駄な待ち時間を強いるこ

生かす一方、他施設との連携を

〝地の利〟を生かすためにも、

に頼りになる存在です」

二〇一六年七月には、国際医

際医療部のコンシェルジュが付

が用意されているが、実際は国

日本人看護師向けの「会話集」

中国人を受け入れる病棟には

「料金は日本の診療報酬で定

もあった。

まやかさに感激したという反響

看護の対応やサービス内容のこ
ています」
（川原会長）
療部を新設。中国人二人を含む

の受け入れを重視したいと思っ

富裕層を中心とする中国人患者
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団体が訪れるといった動きはあ

評価されたおかげで、台湾から

たいことに当院の得意な透析が

でもありません。ただ、ありが

いため、収益の貢献度はさほど

ただし、まだまだ絶対数が少な

められた額の倍程度かかります。

取り寄せねばならない。こうし

つまり、異なる二種類の書類を

受診証明を取得する必要がある。

保証を受け、日本の医療機関の

には日本の身元保証機関の身元

発給される。同ビザを申請する

治療を受けることを目的として

を先行させていた。二〇一三年

かといえばアウトバウンド対策

既に同グループでは、どちら

環としてとらえることもできる。

グループのグローバル戦略の一

年ほど前から取り組み始めた同

ド需要の取り込み策だが、十五

プを超えて前向きに臨もうとし

国策に対し、川原会長はグルー

制整備に取り組んでいる。その

略」にも盛り込まれ、政府も体

医療ツーリズムは「新成長戦

にもなり得るのです」

リズムの需要を掘り起こす拠点

中国の関係医療機関は医療ツー

ル協会を一六年六月に立ち上げ

には、日本式医療をインドネシ

さらに、中国・大連や山東省

た。代表理事には川原会長が就

た煩雑な手続きを解消するため

主力業務は医療ツーリズムの

の病院との連携も視野に入れて

任している。大村秀章愛知県知

ります」

企画や医療通訳アテンドなどだ

いる。大連では、今後設立され

事が率先して医療ツーリズムに

ている。実践として、地域のほ

が、同社自体が国際医療交流コ

る病院でＰＥＴ健診や血液透析

対する理解を示し、その旗振り

アで実現する「カイコウカイ

ーディネーター（医療滞在ビザ

におけるコンサルティング業務

役を務めるなど、県のバックア

に、同グループは㈱ＫＡＩＫＯ

にかかる身元保証機関）の認証

を検討している。また、山東省

ップ体制も万全だ。

川原会長によれば、彼らはホ

一週間のツアーなら三日間、三

を受けているので、医療ビザ発

の病院では、リハビリテーショ

「ボーダーレスの時代におけ

かの医療施設を巻き込んだ一般

日の予定なら一日を透析に充て

給の支援が可能だ。つまり、関

ンで同グループのノウハウを生

る医療を通じた貢献の、世界へ

クリニック スナヤン」を開設

る。

係する作業は、同社だけで一気

かす考えだ。それらの根底には

の拡大です。継続的に携わるこ

ＵＫＡＩ ＭＥＤＩＣＡＬ Ａ

こうした医療メニューととも

通貫で済ませることができるわ

医療ツーリズムの需要開拓とい

とでグループの質的向上を図る

テルに宿泊し、旅程に合わせて

に情報発信や利用しやすい周辺

けである。

う大きな展望がある。

こともできるでしょう」

社団法人中部メディカルトラベ

サービスの充実にも取り組む。

一連の取り組みにより、将来

「医療ツーリズムの需要はま

同グループの推進する医療ツ

している。

療や検査の内容を個別に紹介す

的には、名古屋共立病院が抱え

だまだ伸びるとみています。例

ーリズム戦略は、日本の医療の

ＳＳＩＳＴを立ち上げた。

るＡ４判両面印刷のチラシを作

る百五十六床のうち、一割強に

えば、中国では糖尿病が増えて

グループ内の透析施設に通う。

り、日中両国の主要旅行代理店

当たる二十床前後を中国人患者

グループとして対応できる治

旅行代理店などに
パンフレットを配布

などに配布している。観光業界

質とサービスに信頼を寄せる外

国人患者にとっても心強い取り

いて、日本の治療や薬に対する
評価が高い。また、進行がんや

組みになるだろう。
あります。その受け皿がわれわ
れにはあります。その意味で、

ジャーナリスト 伊藤公一

眼科の治療においてもニーズが

に振り向ける計画である。

医療ツーリズムはインバウン

インバウンドと
アウトバウンドの連携

の展示会にも出展し、知名度向
上に努めている。
周辺サービスで特筆すべきは
「医療滞在ビザ」の発給支援で
あろう。医療滞在ビザは日本で
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