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第１章

序論

第１節 研究の背景
日本の健診を、富裕層向けとしてではなく、途上国の一般の人々に、パッケージのようなシス
テムとして届けることはできないだろうか。
筆者がこのように考えるようになったのは、東南アジア諸国の病院を現地視察する中で、年間
数百万人の海外の富裕層が自国より高い医療技術や低コストを求めて民間病院を訪れる一方、同
地域に住むその国の一般の人々が「非常に困難な医療環境」の下で何時間も治療を待っている現
状に、違和感や疑問を覚えたことがきっかけである。
医療は、言うまでもなく人が生きる上で最も大切にされるべき基本的な問題である。それなの
になぜ、住む場所やその人の所得水準によって、受けられる医療の内容が大きく異なってしまう
のだろうか。
筆者がイメージした「途上国の一般の人々」とは、いわゆる富裕層でも、明日の食べ物にも事
欠く経済的最下層でもなく、衣食住と職の確保は出来ている「中間所得層」のことである。
アジア開発銀行の定義によると、中間所得層とは「1 人当たりの 1 日の消費支出額が 2～20 ド
ルの所得層」1を指す。先進国との取引を通して経済的な発展のめざましい低中所得国2では近年、
そうした中間所得層が増加傾向にあり、彼らがその国の労働力として経済を支えている。
1990 年にはアジア全人口の 21％であった中間所得層は、2008 年には 56％の約 19 億人まで増加
している。アジア地域における 2008 年の消費支出総額は 4.3 兆ドルと試算されており、2030 年に
はそれが 32 兆ドルに達し、世界全体の消費支出総額の 43％を占める見通しとされている。
山下（2010）3によると、本論文で事例として取り上げたタイにおいても、2004 年の時点で全人
口の約 86％（約 5600 万人）が、1 日当たりの消費支出額が 20 ドルまでの中間所得層であり、彼
らの消費支出の総額は 1,174 億ドルに及んでいる。
アジアの中間所得層の消費支出額の増加に伴い、購買力も伸びつつあるものの、彼らが受ける
ことのできる医療サービスには、環境面や制度面からまだ多くの課題が残っている。
経済的に恵まれた富裕層の人々は、医療制度に加えその豊富な資金力を生かして、最高の医療
サービスの恩恵を受けている。またその対側に位置する経済的最下層の人々は、健康維持のため
の最低限の支援を WHO（世界保健機構）や UNICEF（国連児童基金）などの国際機関から受けて
いる、いわゆる「関心を向けられている人々」である。その一方で、医療者や途上国の中間所得
層に対する医療サービスへの関心は低く、医療支援の対象としてもビジネスの対象としても「関
心を向けられない人々」であった。
筆者はその事に強い問題意識を持つと同時に、途上国の中間所得層を対象とした健診に、新た
なビジネスの可能性があるのではないかと考えるようになった。
そこで指標やデータだけではなく、実際の医療の現場で働く人々の声と、現地の人々の声を繋
ぎ、今まではそれぞれ別々に日本から海外へ向かっていた人（医療者）
・物（検査に使用する機器）
1

さらに 2～4 ドルを下位中間所得層、4～10 ドルを中位中間所得層、10～20 ドルを高位中間所得
層と分類。
2
OECD の分類によると、1 人当たりの GNP が 746 ドルから 2975 ドルの国や地域を指す。
3
山下護「数字から見たタイの保健事情」2010
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技術、サービスを、各単体ではなくシステム化し、包括的に提供することで、日本の医療に新し
いビジネスの形を提案したいと考え、その研究を進めることとした。

第２節 本論文の新規性ならびに目的
本論文の新規性は、従来、医療支援の対象とみなされていなかった途上国の中間所得層、特に労
働者としてその国の経済を支えている「1 日 10 ドルの消費支出が可能な 30‐40 代の人々」を対
象とした健診の必要性と、そのビジネスモデルを提起している点にある。
本論文の目的は、以下の 3 点である。
①途上国において 1 日 10 ドルの消費支出が可能な中間所得層を対象に、生活習慣病の早期発見
や健康管理を目的にした廉価版の健診（200 バーツと 500 バーツ＝各約 500 円、1250 円の
プラン）を提案する。
②関連の企業が、自社製品の現物寄付による社会貢献を通し、現地での存在感と信頼を深め、
アジアにおける販路拡大の可能性を検討する。
③今まで単独での海外戦略を模索していた医療者や企業が協働することで、医療サービスの
グローバル展開の可能性を検討する。
近年、途上国における健康問題を考える時には、特に「二重の負荷」と「健康（医療）格差」
の問題が挙げられている。
「二重の負荷」とは、途上国は従来、先進国がその発展とともにひとつ
ずつ解決してきた、コレラやマラリアなどの感染症の対策だけではなく、急激な都市化と経済発
展に伴い、高血圧や糖尿病などの慢性疾患も、健康問題として同時に抱えている現象である。
WHO が 2011 年 4 月に発表した「非感染症に関する世界報告書」によると、近年、特に発展途
上国において「非感染症による死亡者」が増加傾向にあることがわかってきている。
2008 年の WHO の最新データによると、心臓病、脳卒中、糖尿病による死亡の 80％以上、慢性
閉塞性肺疾患による死亡の約 90％、がんによる死亡の 3 分の 2 は低所得国と中所得国で生じてい
る。4一点に焦点を当てた政策では解決ができず、多面的な対応を迫られているが、途上国には、
多額の財政支出を行うことはできない上に、医療者や医療技術も不足している。
途上国は同時に、国内での「健康（医療）格差」を抱え込んでいる。都市部と農村部の地域間
格差、また、同じ都市の中でも、社会保障制度や貧富の差により、受けられる医療に格差が生じ
ている。
本論文で健診のターゲットエリアとして挙げたタイでも、
「二重の負荷」と「健康（医療）格差」
の問題を抱えている。タイにおける HIV の感染は深刻な問題で、AIDS 患者は 1984 年から 2009
年までの累積で 36 万 8560 人、HIV 感染者数の正式な統計はなく、推定で 100～120 万人いるとさ
れ、（この数は成人の約 2％に相当）国を挙げて HIV・AIDS 対策に注力をしてきた。
保健ボランティアによる啓蒙活動、性風俗従事者も対象にした避妊具の配布など、政府・国際
4

政府開発援助（ODA）の対象となる開発途上国は援助をする国側の政策や外交戦略により決めら
れるが、国際的には１人当たりの GNP の額によって分類される。OECD の開発援助委員会（DAC）
では、後発開発途上国、低所得国、中低所得国、高中所得国、高所得国そして中東欧諸国及び旧
ソビエト連邦からの独立国という分類で扱っている。低所得国（LIC）は 2001 年の１人当たりの
GNP が 745 ドル以下の国や地域を、低中所得国（LMIC）は同じく 746 ドルから 2975 ドルの国や
地域を、高中所得国（UMIC）は同じく 2976 ドルから 9205 ドル以下の国や地域をそれぞれ指す。
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機関・各国の NGO 団体の協力により、年間の HIV 新規感染者数は 1991 年の約 14 万人から 2006
年の約 1 万 4 千人へと、90％も減少した。
タイ保健省の推計によると、35 歳以上で糖尿病と高血圧の患者はそれぞれ 400 万人、その予備
軍も 400 万人いるとされている。貧困層に多い感染症と中所得者層以上に多い生活習慣病という、
「二重の負荷」を抱え、限られた予算でその対策を講じなければならない。
それに加えて、タイ国内での「医療の地域格差」も深刻な問題となっている。医療機関の多く
はバンコクをはじめとする主要都市に集中傾向にあり、農村など地方では、医療機関と医療者が
大幅に不足している。
バンコクでは約 800 人に 1 人の割合で医師がいるのに対し、農村部には約 7,000 人に 1 人しか
医師がいない。その結果、例えば結核に感染していても発見が遅れ、症状が重篤になり、周囲の
人々も罹患してから初めて病院を受診するケースも多くなっている。
途上国独自の対策や国際機関の援助だけで、複雑化する健康問題に取り組むことにはもはや限
界がある。
台頭するアジアの中間所得層の購買力は、経済の発展とともに高まりつつある。そうした中間
所得層のうち、特に 1 日 10 ドルの消費支出が可能な 30－40 代に対し、日本の医療サービスをパ
ッケージにして廉価版・簡易版の「健診」を提供し、個人の健康管理に結び付けていくことを提
案する。
急速な高齢化社会が予測されているタイにおいて、将来的な医療費支出の高騰を抑制する為に
も、働き盛りの労働者の健康問題に関心を寄せることは重要で、医療の新たなビジネスモデルの
創造にもつながる。
本論文では、タイが置かれている医療の現状を明らかにし、社会が抱える様々な課題を解決す
るべく変革を目指す、社会起業としての「健診システム」輸出の可能性と、それにより期待され
る波及効果について提言する。

第２章

日本の健診制度

第１節 健診の歴史的背景
日本における健診制度をその歴史的背景から検証する。
健診の歴史は、明治時代の紡績女工に対する結核対策から始まった。結核予防は戦後もしばら
く職域における健康管理の中心的課題であり、1951（昭和 26）年には結核予防法が制定され、医
療費の公費負担制度も確立した。その後、経済状況の発展に伴う国民生活の向上、医療技術の進
化を受けて、国全体の疾病構造は結核などの感染症から、がんや循環器疾患などの成人病、生活
習慣病へと移り変わっていった。疾病構造の変化に伴い、健診も雇用者の感染症予防の観点から、
食生活をはじめとする個人の生活習慣の改善指導も加わった「総合的な健康管理」へと変化を遂
げてきた。
現在わが国の労働者人口は約 6650 万人で、その 8 割が職域保健の対象者となる雇用者である。
労働安全衛生規則第 44 条では、事業主はすべての労働者に 1 年以内ごとに図 1 にある項目を含む
健康診断を受けさせなければならず、労働者には受診の義務が課せられている。
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図１
「職域一般定期健康診断検査項目」（労働安全衛生規則第 44 条）
１．既往症および業務歴の調査
２．自覚症状および他覚症状の有無の検査
３．身長・体重・腹囲・視力および聴力の検査
４．胸部Ｘ線検査および喀痰検査
５．血圧の測定
６. 尿検査（尿中の糖および蛋白の有無の検査）
７. 貧血検査（血色素量、赤血球数）
８. 肝機能検査（AST、ALT、γ－GTP）
９. 血中脂質検査（LDL コレステロール、HDL コレステロール、中性脂肪）
１０. 血糖検査
１１. 心電図検査
（出所：労働安全衛生規則

筆者作成）

第２節 疾病の早期発見の必要性と健診の効果の事例
健診の効果の事例として、早期発見が必要とされ、日本の健診制度発足のきっかけとなった
結核を例に挙げる。
WHO の推計によると、現在、世界の人口の約 1/3 にあたる 20 億人が結核に感染し、そのう
ち毎年 800 万人が新たに発病している。
結核による死亡者数は毎年約 300 万人（そのうちの 10％は 15 歳未満の子供達）であり、死
亡者の 99%は途上国に集中している。これは単独の病原体による死亡要因としては依然として最
悪の第一位である。
結核感染予防の為のワクチンとしては、BCG ワクチン5の接種が行われている。BCG 接種は小
児の発病防止にはきわめて有効であるが、その予防効果は十～十数年6で、成人の肺結核に対する
発病予防効果は 50%程度とそれほど高くない。
感染者や発病者をできるだけ早期に発見し、適切な治療を行うことが、患者の拡大を防ぐため
に重要となっている。
1939（昭和 14）年に設立され、戦前から結核の研究、予防教育、健診に携わってきた「公益財
団法人 結核予防会」によると、結核の予防に必要なことは、
① 免疫力が低下しないように規則正しい生活を心がけること
② 栄養バランスのよい食事と十分な睡眠をとり、適度な運動を行うこと
③ 定期的な健康診断を行うこと
とされている。
発症まで潜伏期間があることなどの理由で、健診だけでは早期発見の難しい疾病も存在する。
5

6

BCG は、結核の重症化を防ぐワクチン。毒性を弱くした牛型結核菌を接種することで軽い結核
のような反応を起こさせ、本当の結核菌が後から侵入した時に備え免疫をつける狙いがある。
公益財団法人 結核予防会資料より
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しかし、健診の実施により、今まで病気が進行し、症状が重くなってから治療を受けていた人々
に対し、健康状態や生活習慣を確認する機会を提供することで「治療に移る前段階において、自
分で取り組むことのできる課題」を見つけることにも繋げる。例えば、血圧測定で高血圧である
ことが判明した場合、高血圧が要因となる疾病の危険性を伝え、塩分を控えた食事をとるなどの
生活習慣の改善をはかることで、健康状態への悪影響を減らす可能性も想定できる。
先進国の人々と比べ途上国の多くの人々は、医療者や医療施設、医療費の不足から治療を受け
る機会が限られている。日本には人口 10 万人あたり 210 人の医師がいるのに対し、タイにはわず
か 37 人の医師しかいない現状もある。病気にかかる以前に、日常の健康管理の為の情報を一般の
人々にも提供していくことがより重要となる。健診の受診をきっかけに、自らの健康状態を知る
こと、必要に応じて生活習慣の改善をはかることで、途上国の人々の QOL（Quality of Life）の向
上にも寄与する可能性が期待できる。

第３章

「健診システム」輸出の意義

第１節 医療機器ならびに臨床検査の輸出の観点
１－１医療機器の輸出の観点
本論文で「1 日 10 ドルの消費支出が可能な中間所得層」を対象とした「健診システム」輸出の
可能性について、医療機器の輸出の観点から検証する。
アジア向けの医療機器の輸出の実態や販路拡大の可能性を調査する為、筆者は日本の大手医療
機器メーカー国際部アジア担当グループ長へのインタビューを行った。7それによると、日本の医
療機器メーカーは総じて欧米に比べ、タイをはじめとするアジア諸国へのビジネス展開が遅れて
いるとのことであった。その要因として、
①各社ともに日本国内におけるシェア獲得競争に注力していたこと
②GE（General Electric）や Siemens などの欧米の企業は、現地の医療機器メーカーを買収するな
どして、自社ブランドで東南アジア向けの医療機器を販売し、技術者への教育支援を行ってい
る。欧米のブランドに対する現地医療者の認知度の高さと、機器と技術者が一体となった教育
体制の強みが、製品単体で輸出する日本企業にとっては参入障壁となっていること。
③大手医療機器メーカーにも、アジア諸国からは機器の輸出を希望するニーズはあるものの、現
地の販売代理店や機器の使用方法を教育できる人材の不足などから、ビジネスの機会に応えき
れずにいること。
などが挙げられていた。
優れた医療機器であっても、グローバルのビジネスにおいて機器単体のみでの輸出で競争優位
に立つことは難しく、その機器を扱う技術者の養成や、教育支援体制の構築が合わせて求められ
ていることが窺える。
日本貿易振興機構（JETRO）がタイの医療機器市場について実施した調査リポートによると8、
タイの医療機器の市場規模はアジアでは日本、中国、韓国、インド、マレーシアに次ぐ 6 位（2010
7
8
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年時点、約 8 億ドル）であり、2010 年から 15 年にかけて、その市場規模は 1.5 倍に拡大する見込
みである。医療機器市場の内訳は消耗品分野が 27％、診断関係が 25％、整形外科関係が 9％、歯
科が 6％、その他が 33％となっている。
輸出品目の 7 割強が消耗品で占められる一方、輸入額では画像診断や IVD（体外診断薬・機器
In vitro Diagnostics）関連が多い。特に、X 線診断装置（X−ray）や CT（コンピューター断層撮影
法 computed tomography）・MRI（磁気共鳴映像法 magnetic resonance imaging）などの画像診断分
野の市場の拡大が顕著であるとされる。
また日本企業の製品に多い高品質、高価格帯の医療機器については、一部公立の大手病院の他、
株式会社の私立病院、地方の中核病院への納入機会が期待できるとされている。
医療機器の調達の方法としては機器の仕様が提示され、同様の仕様を持つ製品の中で、価格競
争により落札先を決定するしくみを取っている。しかし、最終的には病院に設置されている調達
委員会などで購入の製品を決めることが多いことから「委員会のメンバーに選ばれるような影響
力のある医師に対し、代理店などを通じ、日ごろから製品の紹介を行なっていくことが重要」と
されている。
筆者がタイの医療関係者に行なったインタビューでは、病院内には GE、Siemens、Philips など
欧米の医療機器が多く使われているとのことであった。その理由として、海外留学をするタイの
医療者の多くは、欧米の大学病院で研修を経験しているため、その病院で使い方を習得した馴染
みのある欧米の医療機器をタイの病院でも導入したいと希望する傾向が強いことがわかった。
機器は取り扱う人がいて初めて治療や検査に使用することができる。いかに高機能で優れた製
品であっても、それを使いこなすことの出来る技術者の養成も同時に必要である。
日本の医療機器メーカーがグローバル市場へ販路を拡大する為の戦略として、現地の医療者と
の信頼関係や研修体制を構築し、製品と技術者の養成支援を組み合わせたシステムとして機器を
輸出することが求められている。
タイ投資委員会（BOI：Thailand Board of Investment）のリポート9によると、タイの医療機器市
場は 2010 年に 7 億 9,500 万ドルに達し、2015 年には 12 億 2,800 万ドル10まで拡大することが見込
まれている。これを年率に換算すると、今後 5 年間で毎年 9.1％の成長が続く計算となる。
2010 年‐2015 年における医療機器別の成長見通しは以下の通りである。
①消耗品（Consumables）2 億 1,300 万ドル→3 億 2,200 万ドル
②整形外科関連の製品（Orthopedic products & implants）7,200 万ドル→1 億 1,100 万ドル
③診断系の製品（Diagnostics）2 億 200 万ドル→3 億 2,200 万ドル
④歯科系の製品（Dental）4,600 万ドル→7,100 万ドル
⑤その他の製品 2 億 6,200 万ドル→3 億 9,700 万ドル
タイ医療機器技術工業会によると、これらの医療機器市場の拡大は、海外からの輸入が中心と
なる見込みではあるが、今後タイ国内において高度な医療機器を提供できる海外メーカーに対し
て、工場の誘致を積極的に支援する必要があると指摘している。
タイ政府ならびにタイ投資委員会は、医療機器を生産する企業に対し様々な優遇を与えている。
9
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①製造機械の輸入関税免除
②外国企業による土地取得の許可
③生産開始後最大 8 年間の法人税免除 などがその例である。
日本の医療機器メーカーにとってもタイの市場は将来性が見込める上に、税制面などの優遇を
利用することができる。機器を利用する技術者の養成を兼ねた工場や研修施設を現地に建設し、
現地の患者の治療や健診にその機器を役立てることで、日本企業のタイでのプレゼンス（存在感）
を高め、将来の販路拡大につなげていくことが望まれる。
世界的にみて日本は高額医療機器の保有大国でもある。その要因として、日本には国民皆保険
制度があり、フリーアクセスと言われるように病院を患者自身が比較的自由に選べること、患者
が精密検査に求める水準が高く、病院は競争優位に立つために最新の医療機器の導入が進めてい
ることなどが言われている。
図 2 にあるように、CT と MRI の保有台数はともに日本が世界一で、人口 100 万人あたりの CT
の保有台数は 92.6 台とアメリカの約 3 倍、MRI は 40.1 台でアメリカの約 1.5 倍となっている。
図 2 CT と MRI の保有台数（人口 100 万人当たり）上位 10 カ国

（出所）「OECD Health Data 2007」
CT や MRI の価格は、その機能により大きく異なるが、１台 5,000 万円から 2 億円以上する製品
もある。最新式の医療機器を導入するにあたり、型の古くなった CT、MRI は医療機器メーカーに
引き取られることが多いが、中古としてもまだ十分利用できるものもあり、そうした中古の医療
機器を専門に扱う商社も存在する。
東芝メディカルシステムズ㈱の関連会社である㈱メリット11も、東芝製の中古の医療機器を専門
に取り扱う商社である。㈱メリットでは東芝製の中古 CT や MRI、超音波診断装置（US: Ultrasound）
X 線診断装置を買い取り、点検を行い、不具合な部分は純正品で整備をしたうえで、医療機関に
販売している。以前は、再利用が可能な医療機器であっても、その多くは解体処分されていた。
医療機器メーカーにとっては、保守点検をすればまだ充分利用可能な機器を処分することは、コ
スト面や環境面で大きな負担となっていた。
人の命に関わる医療機器である以上、その品質の高さと安全性が求められるのは言うまでもな
11
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い。㈱メリットでは中古の医療機器を「新品として納入された装置との差別・格差を出来るだけ
生じない様に点検、検査、整備の手当てが行われた装置のこと」12とし、整備記録が残され、東芝
メディカルシステムズ㈱の顧客としてリストに登録し、それらの情報に基づいて新しく納入され
た装置と同じようにアフターサービスが受けられることを販売の基準としている。
途上国の一般の人々が利用する病院にとって、治療や検査の為とはいえ、億単位の高額医療機
器を購入することは予算の上で容易ではない。またタイをはじめとするアジアの国において、日
本の医療機器メーカーのプレゼンスは、欧米の企業に比べてまだそれほど高くない。前述の㈱メ
リットの販路はまだ日本国内に限定されているが、同じグループである東芝メディカルシステム
ズ㈱のように製造・販売・保守・点検・買い取り・再販売のサービスが一体となった医療機器メ
ーカーや販社と提携し、品質と安全性を確保した医療機器を輸出することは、中古医療機器のグ
ローバル市場での販路拡大にもつながると予想される。
「健診システム」の輸出にあたっては、健診に必要な機能に絞った新品の機器のリース利用と
ともに、メンテナンス体制の整った中古の医療機器の利用も検討することで、品質を維持した上
で導入コストを抑えるモデルも検討する。

第２節 日本の医療技術者のセカンドキャリア創造の観点
健診には医師や看護師の他にも、臨床検査技師と診療放射線技師という有資格の医療技術者が
携わっている。
臨床検査技師（Medical technologist, Medical laboratory technician）とは、医師の監督指導のもと
に、病院などの医療機関で血液などの検体を使って検査をし、患者に対し心電図、エコーなどの
生理学的検査を行うことができる者であり、厚生労働大臣認定の国家資格を保有している。
また、診療放射線技師（Radiological Technologist）とは、厚生労働大臣の免許を受け、医師又は
歯科医師の指示の下、治療や診断の為に人体に対して放射線を照射することのできる者である。
放射線の照射の他にも、MRI・超音波・眼底写真など、放射線を利用しない検査を行うこともあ
る。
筆者はそのうち特に診療放射線技師のグローバル進出の可能性を検討する為、15 年以上にわた
り診療放射線技師の養成を行なっている、駒沢大学医療健康科学部の西尾誠示教授へのインタビ
ュー調査を行なった。13
それによると、日本の診療放射線技師の求人は、年間 500～600 人程度あり、福利厚生制度や給
与などの待遇面の違いから大学病院に人気が集中する傾向はあるが、国内においては概ね需要と
供給のバランスは取れているとのことであった。
診療放射線技師に求められる資質としては、
①経験を積んだ指導者から放射線装置、治療全般に関する理論を堅実に学んでいること
②医師や患者に接する際の機敏さ、サービスマインド、フレキシブルな対応ができること
が挙げられていた。
実践の場で機器の操作が出来れば良いということではなく、医療者としてのサービスマインド
12
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や判断能力も問われることから、医療の現場において経験を積んだ技師の手による教育の重要性
が窺えた。
診療放射線技師の中には、海外の医療現場で実践を重ねたいと希望する者もあり、海外での経
験をキャリアとして評価する仕組みが求められること、留学後の再就職や、現地での教育者とし
てのキャリア提案も必要とされているとの意見もあった。
筆者はまた診療放射線技師の研修会に参加し14、途上国の診療放射線技師向けの教育支援に関し
ての意見交換を行なった。その中で特に 50 代の診療放射線技師の中には、アジアの病院に行き、
現地の技師や学生に対して、技術協力を行いたいと考える者も少なくないことがわかった。
50 代の技術者が自身のこれからの人生を鑑みる時、「自分が医療技術者として生きてきた証」
を残す為にも、技術者の養成が急務なアジアの国において後進の技術者の指導にあたりながら第
二の人生を送りたいという声も挙げられていた。
JICA（国際協力機構）による医療の国際協力、シニア・ボランティアでの派遣という方法もあ
るが、その任期は 1 年ないしは 2 年とされており、医療技術者は勤務先の病院を退職または休職
して参加する場合が多い。
しかし、実際にシニア・ボランティアに参加した診療放射線技師によると、2 年間休職した後
に元の病院へ、以前と同じ待遇で復帰することは現実的には難しいこと、現地で信頼関係を築き、
やりがいを感じていても、生活の拠点を当該途上国に移して協力を行う「長期継続プラン」が無
いことが課題とされていた。
タイにおける診療放射線技師は、タイ語で書かれた国家試験に合格して免許を取得する必要が
あり、日本で取得した免許のまま治療や検査を行うことは出来ないものの、指導者として技術教
育を行うことは可能とされている。
タイ国内の放射線技師養成機関としては、4 年制大学ではチュラロンコン大、マヒドン大、チ
ェンマイ大、ノレスワン大があり、日本の大学病院との間で技術交流も行われている。
筆者はタイでの診療放射線技師の実態を調査する為、2011 年 7 月にバンコクでタイ放射線技師
協会会長である SALA 氏へインタビュー調査を行った。
SALA 氏によると、診療放射線技師だけでも新たに 4,000 人の育成が急務となっているが、タイ
の教育機関で 1 年間に養成できる技師は 300 人に留まっているとのこと。技師とともに、その指
導者の数も大幅に不足していて、ハード、ソフト両面での教育環境の整備が必要とされている。
タイ保健省においても技術者の不足は認識をしているものの、予算と人員面から、自国だけで
の対策を講じることは難しい現状にあるとのことであった。
順天堂大学は 20 年ほど前からタイの大学病院と提携し、医療者教育の協力体制をとっている。
現状これら大学病院間の研修や技術協力の多くは、個々の医療者の技術向上、症例研究が目的と
されている。タイの技師養成の為に指導者として日本の診療放射線技師の支援が求められている
こと、中高年の放射線技師の中には、中長期的な途上国支援の希望者がいること、タイと日本の
大学病院において医療者交流の覚書がすでに締結されていることなどをふまえ、将来的には「健
診システム」のプログラムの一環として、国内の病院からの出向または現地の病院勤務としての
派遣の可能性も検討できる。
14
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今後、タイの中間所得層に対する「健診システム」の運営支援とタイの医療技術者養成を目的
に、日タイ間で医療従事者の教育環境を整えることで、日本の医療従事者の second

career の創

出に寄与する可能性が期待できる。

第 3 節 総合的なシステムとして輸出することの意義
途上国の一般の人々に健診を実施する上では、医療機器や医薬品単体の輸出ではなく、その機
器を使う技術者や診断を行う医師の教育支援も同時に行い、総合的なシステムとして提供するこ
とが重要である。その目的やねらいとして以下の 3 点が挙げられる。
①不足する医療者の教育に協力しながら健診を実施することで、現地の大学病院、医療機関と
協働しながら、継続性のある、現地に根付いたシステムを構築していくこと
②医療機器や医薬品単体の輸出ではなく、医療サービスと共に現地に提供をすることで、欧米
企業との差別化を図り、日本企業の存在感とサービスの価値を高めること
③異なる企業体がアライアンスを組み、拡大するアジアの中間所得層向けの新しい医療サー
ビスを創造することで、日本の医療のグローバル化と市場の拡大を進めること

第４章

「健診システム」輸出対象エリアとして、タイを選んだ理由

第１節 タイの概観と日本との関わり
図 3 タイ概観 （外務省 HP より）

タイ王国の人口は約 6,300 万人、首都バンコクには約 1,000 万人が在住している。国の面積は約
51 万 4,000 平方キロメートル、日本の約 1.4 倍の国土に、日本の約半数の人々が住んでいる。
民族の大多数はタイ族で、その他、華僑やマレー族、山岳民族である。
言語はタイ語が中心ではあるが、ホテルや民間病院、観光施設などでは英語も通じる。
人口の約 94％が仏教徒で、全国各地に多数の寺院がある。人々の信仰心は厚く、街のあちこち
に祀られた仏像にも祈りを捧げる人々や供花が絶えない。（図 6・７）
日本から首都バンコクへの移動は飛行機で約 6 時間、時差は日本より 2 時間遅れである。
気候はバンコクから南が熱帯モンスーン気候、北が熱帯サバンナ気候であり、年間を通じて 1
日の平均気温は 30℃。通貨はバーツ（Baht、THB）2011 年 12 月 1 日現在のレートで 1 バーツ＝
約 2.5 円となっている。
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日本とタイとの交流は、15 世紀にサイアム（タイの旧国名）と琉球王国間の貿易が行われてい
た時代まで遡る。両国は、伝統的に皇室・王室間の交流も親密であり、近年は二国間関係にとど
まらず、東南アジア地域及び国際社会の諸問題についても緊密な対話と協力を実施している。2007
年には日タイ修好 120 周年を迎え、2011 年 3 月に発生した東日本大震災においては、タイから支
援物資、義援金の供与、医師の派遣等、国を挙げて大規模な支援が行われるなど、友好関係を維
持している。1980 年代後半以降、日本企業は円高を背景に積極的にタイに進出、タイの経済成長
に貢献し、現在、在バンコク日本人商工会議所への加盟企業は約 1,300 社を数える。
図 4 タイ国概要
国土面積

514,000 平方キロメートル（日本の約 1．4 倍）

人口

6,338 万人（2008 年末時点）

政体

立憲君主制

元首

プミポン国王（ラーマ 9 世王）即位 1946 年

民族

大多数がタイ族。その他、華僑、マレー族、山岳少数民族等

宗教

仏教 94％ イスラム教 5％

主要産業

農業は就業者の約 40％を占めるが、GDP では約 12％に留まる。
製造業の就業者は約 15％、GDP の約 34％、輸出額の約 90％を
占める。

GDP

3,189 億ドル（名目、2010 年）

1 人あたり GDP

4,992 ドル（2010 年）

経済成長率

7.8％（2010 年）

失業率

1.04%（2010 年）

主要貿易相手国

輸出）１．米国 ２．中国

３．日本

輸入）１．日本 ２．中国

３．マレーシア（2009）

在留日本人

45,805 人（2009 年 10 月）

在日タイ人

41,279 人（2010 年 6 月：外国人登録者）

（外務省 タイ王国 HP より作成）
図 5 バンコクを走る高架式鉄道 BTS（スカイトレイン）

（2011 年 7 月筆者撮影）
図 6 タイの風景）国民の 94％が仏教を信仰。街には数多くの仏像が祀られている。
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（2011 年 7 月筆者撮影）
図 7 タイの風景）図 6 の仏像に向かい信号待ちのバイクから手を合わせる人

（2011 年 7 月筆者撮影）
「日本とタイの ODA（政府開発援助）のあゆみ」15
日本とタイの ODA の歴史は、1954 年に技術協力としてタイから 21 名の研修員を日本へ受け入
れたことに始まる。1969 年には有償資金協力、1970 年には無償資金協力が開始された。当初は、
発電所や送電網の整備といった電力部門、あるいは基礎医学や一次産品の品質向上といった農業
部門など、国の基礎作りに対する支援が中心であったが、その後タイの発展とともに、地方配電・
農村電化などの地方インフラへの支援が展開され、さらに 1970 年代後半には援助額の増加ととも
に援助対象分野が多様化し、高速道路や橋梁、港湾といった産業基盤、灌漑施設、農村開発、上
下水道等といった幅広い分野において、その整備を推進していくとともに、技術者や指導者の育
成が各種展開された。
80 年代後半から 90 年代中盤にかけてタイがめざましい高度成長を遂げる中で、日タイ協力に
も質的な変化が見られた。タイは 1993 年に一人あたり GNP が 1,445 ドルを越えたことを受け、
無償資金協力の対象国から卒業した。翌 94 年には、タイ自身が援助をする側に回り、日本と共同
で他の開発途上国への支援を行う「日タイ・パートナーシッププログラム（JTPP）
」が締結されて
いる。
こうした変化がありつつも、1997 年のタイの経済危機においては、日本はタイの経済回復に向
け、再度積極的な支援に取り組むことになった。円借款による経済構造改革支援やインフラ整備
支援、技術協力による人材育成支援を実施したほか、経済構造改革支援のため卒業国であるタイ
15

「日本とタイの経済協力・開発協力」在タイ日本大使館・JICA・国際協力銀行 資料より
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への例外的な無償資金協力を行うなど、タイの危機回復のために、各スキームを使って、総合的
な支援を行った。これら経済危機時の支援は、日タイの友好関係の一層の強化にも貢献したと言
われている。このような歩みを経た現在、タイにとって日本は最大の協力実施国となっている。16
直近のタイでの保健医療関連の JICA（独立行政法人 国際協力機構）プロジェクトとしては
2007 年 11 月～2011 年 10 月に実施された
「タイ王国 コミュニティにおける高齢者向け保健医療・
福祉サービスの統合型モデル形成」プロジェクトがある17。
これは日本の高齢者向けの保健医療・福祉サービスについて、日本の厚生労働省と高齢者医療
の民間の専門家が、タイ保健省（Ministry of Public Healthcare）と社会開発・人間の安全保障省
（Ministry of Social Development and Human Security）と協働で、モデルプラン策定の為、タイ国内
で特徴の異なる４つの県においてパイロットプロジェクトを行なったものである。
具体的な目的としては、高齢者向け保健医療・福祉の統合型サービスに関し、①組織的な枠組
み（Structure）②サービスの内容（Contents）③サービスの管理方法（Management）を国家・県・
郡・村々を束ねた統合体の各レベルでどのように実施するかのガイドラインを作成することとし
ている。
タイは今後、高齢者人口の割合が急速に増加することが見込まれている。1960 年に 65 歳以上
の高齢者人口は総人口比 2.9％（77 万人）であったものが、2000 年には 6％（530 万人）、2030 年
には 15％の（1,100 万人）になると予想されている。
「高齢化社会」とは一般的に高齢者の人口比率が 7％を超えた段階をさし、14％から 21％の段階
を「高齢社会」
、高齢者の人口比率が 21％超の段階を「超高齢社会」と定義されている。
日本が「高齢化社会」に入っていた 1997 年当時の GDP は 1 人あたり 41,964 ドルであったのに
対し、タイの 2027 年時点の１人あたり GDP は 15,540 ドルと予想されている。一般国民の所得水
準が低く、政府による社会保障や福祉財源にも限りがある中で高齢化を迎えるという極めて困難
な状況を迎えることが想定されている。
政府や民間それぞれの力を活用し、現段階から速やかに医療費の削減、20 年、30 年後の将来の
高齢者に対する健康管理への取り組みが求められている。
「日本とタイとの貿易の結びつき」
図 8 にある通り、タイの貿易輸入相手国は日本が第 1 位であり、輸入全体の約 20％もの割合を
占めている。
またタイの輸出相手国・地域は、ASEAN が第 1 位となっていることを鑑みると、タイは日本製
品を受け入れる実績や貿易上の強固な結びつきがあるだけではなく、タイを拠点に日本製品を
ASEAN に輸出できる環境もあることが想定できる。
2011 年のタイの洪水では、7～9 月の記録的な豪雨と中部・南部の平たんな地形が影響して被害
が拡大した。死者は 600 人を超え、日系 450 社を含む約 730 社以上が被災し、2011 年の実質国内
総生産（GDP）の伸び率は 3.5％～4％の予想から 1.5％と大幅に引き下げられた。18洪水の影響で、
2011 年 10 月期の日本の自動車メーカー5 社の海外生産は約 10 万台押し下げられ、
「売上高換算で
16

「日本とタイの経済協力・開発協力」在タイ日本大使館・JICA・国際協力銀行 資料より
独立行政法人 国際協力機構 タイ事務所（2007）
「タイ王国コミュニティにおける高齢者向け
保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成プロジェクト事前評価調査報告書」より抜粋
18
2011 年 11 月 21 日タイ国家経済社会開発委員会の発表
17
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1 か月につき計約 2,200 億円の減収見込み」19となった。「5 社合計の影響額が 2012 年 3 月期の予
想連結売上高の 0.5％に相当」20するなど、多くの日本企業がタイとの間でサプライチェーンを構
築しており、タイはアジアの拠点として、日本にとって極めて重要な存在であることがわかる。
図 8 タイの貿易相手国 （出所：JETRO、BBT 総合研究所資料）

世界銀行の 2011 年 11 月発表の経済見通しによると、東アジアの新興・途上国地域全体の実質
成長見通しは 2011 年が 8.2％、2012 年は 7.8％21であり、特に東アジア新興国の成長は、欧米など
の外需の弱まりでやや減速するものの、
「引き続き力強い」とされている。
日本とタイとの強固な信頼関係、経済的繋がりを生かし、ASEAN（東南アジア諸国連合）のハ
ブ拠点でもあるタイで、医療機器の輸出を伴う「健診システム」という新たな医療サービスをス
タートさせることで、将来的には ASEAN を視野にいれたビジネスエリアの拡大の可能性も期待
できる。

図 9 タイ保健省調査による「患者数の多い病気（上位 10 疾患）」としては、2007 年～2009 年時
点での患者数として最も多い疾患は急性下痢症で22、死者数が多い疾患とされているのは肺炎とな
っている。肺炎の死者数は毎年約 1,000 人、患者数は約 14 万人、結核の患者数は約 4 万人であり、
2007 年～2009 年の過去 3 年間で増加傾向にある。23
しかしこれらの数値は医療機関を受診しデータがとれている患者数のみであり、病院へのアク
セスが難しい地方の人々の状況を鑑みると、その患者数、死者数はさらに多いことが予想される。
19

日本経済新聞 2011 年 10 月 22 日付朝刊
日本経済新聞 2011 年 10 月 22 日付朝刊
21
世界銀行 2011 年 11 月 21 日発表「東アジアの新興・途上国の経済見通し」より
22
タイ保健省「Annual Epidemiological Surveillance Report」2010 のうち 2007－2009 データ
23
タイ保健省「Annual Epidemiological Surveillance Report」2010 より
20
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図 9 タイ保健省疾病統計（患者数の多い病気 上位 10 疾患）数字は患者数（

）内は死亡者数

順位／年

2007 年

2008 年

2009 年

1

急性下痢症

急性下痢症

急性下痢症

1,290,627（83）

1,256,711（49）

1,284,148（65）

2

不明熱

不明熱

230,212（23）
3

肺炎
142,250（1,043）

4

5

239,874（11）
肺炎
140,276（968）

食中毒

食中毒

123,577（7）

112,260（3）

出血性結膜炎

出血性結膜炎

104,364（0）
6

91,383（0）

デング熱

デング熱

65,581（95）
7

8

9

89,629（102）

水痘

水痘

63,094（1）

76,750（3）

結核

結核

33,849（197）

34,328（184）

マラリア

マラリア

30,889（38）
10

赤痢

28,902（36）
インフルエンザ

19,026（2）

20,881（2）

不明熱
306,650（7）
出血性結膜炎
217,384（0）
肺炎
146,605（1,156）
インフルエンザ
120,400（231）
食中毒
103,420（1）
水痘
89,246（3）
デング熱
56,651（50）
チクングニア熱
52,057（0）
結核
40,051（176）

（出典：タイ保健省「Annual Epidemiological Surveillance Report2010」より筆者作成）
WHO が 2011 年 4 月に発表した「非感染症に関する世界報告書」によると、特に発展途上国に
おいて「非感染症による死亡者」が増加傾向にあることがわかった。2008 年の最新データでは、
心臓病、脳卒中、慢性肺疾患、がん、糖尿病などが原因で年間に 3,600 万人が死亡しており、2425
心臓病、脳卒中、糖尿病による死亡の 80％以上、慢性閉塞性肺疾患による死亡の約 90％、がんに
よる死亡の 3 分の 2 は、低所得国と中所得国で生じている。
低所得国・中所得国・高所得国の分類の方法はそれぞれの国際機関によって複数存在するが、
一人当たりの GDP を基準に定めることが通常である。世界銀行は『世界開発報告 1997』の中で
1995 年の一人当たり GDP が 765 ドル以下の国を「低所得国」
、766 ドルから 3,035 ドルの国を「低
24

WHO：2008
政府開発援助（ODA）の対象となる開発途上国は援助をする国側の政策や外交戦略により決め
られるが、国際的には各援助機関間での共通の理解の促進等のため１人当たりの GNP の額によっ
て分類される。OECD の開発援助委員会（DAC）では、後発開発途上国、低所得国、中低所得国、
高中所得国、高所得国そして中東欧諸国及び旧ソビエト連邦からの独立国という分類で扱ってい
る。低所得国（LIC）は 2001 年の１人当たりの GNP が 745 ドル以下の国や地域を、低中所得国（LMIC）
は同じく 746 ドルから 2975 ドルの国や地域を、高中所得国（UMIC）は同じく 2976 ドルから 9205
ドル以下の国や地域をそれぞれ指す。
25
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位中所得国」、3,036 ドルから 9,385 ドルの国を「上位中所得国」
、9,386 ドル以上を「高所得国」
と分類している。
タイは現在、低所得国から中低所得国へ転換をはかっており、従来、先進国に多い病気とされ
ていた脳血管疾患や心疾患、糖尿病などの患者の増加が今後も予想されている。
タイ保健省によると、35 歳以上で糖尿病と高血圧を患っている人の数はそれぞれ 400 万人以上、
その予備軍もそれぞれ約 400 万人と増加傾向にあるとのことである。
平成 18 年の推計では日本全国で糖尿病が強く疑われる人は約 820 万人で、糖尿病の可能性を否
定できない人は約 1,050 万人である。タイの人口が日本の約半分であることを考えると、現在の
タイの糖尿病患者数の規模は日本とそれほど変わらない状況であることがわかる。26
これらのデータからも、今後生活習慣病の予防や早期発見の需要はタイ国内においてますます
高まってくると推測できる。

第２節 タイの医療保障制度ならびに予防医療への政府の取り組み
２－１タイの医療保障制度と、制度が抱える問題
タイは 2002 年に全ての国民を対象とした国民医療保障制度（通称「30 バーツ医療制度」27→現
在は自己負担無料）を創設し、国民皆医療制度を構築した。
国民全員が医療保障を受けることができるが、加入制度にはそれぞれの職業により所轄官庁と
患者一人当たりの支出額（支払い方法）、利用できる医療機関が異なる３つの制度がある。
（図 10
参照）
①公務員とその家族（420 万人）を対象とした「公務員医療給付制度」
②民間被用者本人のみ（920 万人）を対象とした「社会保障基金」
③自営業など①②以外（4,700 万人）を対象とした通称「30 バーツ医療制度」
タイの医療制度の優れた点は、国立病院においては自己負担なしで治療を受けることができる
点にある。
しかし、全体の 94％の国民が享受している医療制度には人頭払い方式がとられており、
一人あたりの年間予算は実質約 5,000～6,000 円で、利用できる医療機関も指定されている。その
為、各病院とも極めて限られた予算と人員の中で治療を行わなければならない。
その一方で、全体の約 6％にあたる公務員及びその家族に対する医療保障は手厚い。公務員医
療給付制度による医療機関への支払いは出来高払いであり、利用する医療機関も自由に選ぶこと
ができる。医療機関への一人当たりの支払い額は実質約 25,000 円から 30,000 円とされており、公
務員以外の人々が利用できる医療保障とは約 5～6 倍の格差がある。高度な医療技術とホテル並み
のサービスを持った株式会社の民間病院も、公務員は自己負担 3 割で利用することが可能である。

26
27

山下護「数字から見たタイの保健事情」第 1 回
制度設立当初は 30 バーツの自己負担があった名残で、この名称で呼ばれている。
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図 10 タイにおける社会保障制度（対象者と主管官庁）
医療保障制度と

① 公務員医療給付

② 社会保障基金

③ 30 バーツ医療制度

主管官庁

（財務省主計局）

（労働省社会保障基金

（国民健康保障事務局）

事務局）
対象者

公務員とその家族

民間被用者本人

自営業など左記以外

（420 万人）

（910 万人）

（4700 万人）

患者一人当たりの

Fee for Service

Capitation

Capitation

医療機関への支出

（出来高払）

（人頭払）

（人頭払）

約 1 万～12000 バーツ

予算）1938 バーツ

2202 バーツ

②③一人あたり予算

（約 2.5~3 万円）

（約 5000 円）

（約 6000 円）

利用できる医療機関

制限なし

登録医療機関のみ

登録医療機関のみ

①出来高

出所）河森正人（2009）
「タイの医療福祉制度改革」
、山下（2011）をもとに筆者作成

図 11 富裕層や外国人患者が利用するバムルンラード病院（バンコク）

（2011 年 7 月筆者撮影）
図 12 中東をはじめ 6 カ国の料理が提供されるバムルンラード病院のカフェテリア

（2011 年 7 月筆者撮影）
２－２ 予防医療への政府の取り組み
①HIV・AIDS 対策
タイはエイズ患者が 1984 年から 2009 年までの累積で 36 万 8,560 人、
HIV 感染者数は推定で 100
～120 万人いるとされ、その数は成人の約 2％に相当し、国を挙げてエイズ対策に注力をしてきた。
エイズ予防に関する教育活動、避妊具の配布など、タイ政府や WHO などの国際機関や NGO、現

17

地の医療関係者の取り組みにより、年間の新規感染者数は 1991 年の約 14 万人から 2006 年の約
14,000 人まで大幅に減少した。
②インフルエンザ対策
「国家インフルエンザ対策」各県に配置された医師などの専門家チーム（全国 1,030 チーム）
による監視体制の強化、家禽の管理徹底、農村部での普及啓蒙活動が行われている。
③置き薬の配布
一般家庭には、
「保健ボランティア」の手により、一般大衆薬の置き薬が配置されている。現状、
国民の間に HIV と AIDS 対策、インフルエンザ対策、置き薬の配布は浸透してきているものの、
財政上の理由などから日本の市区町村で実施されているような一般国民向けの健診制度創設に着
手するところまでには至っていない。
将来、政府が広く一般国民向けの健診をスタートさせたとしても、日本における市区町村の健
診と民間の検診センターのように、官民それぞれの手による健診の共存も可能であり、むしろ、
官民が協働して国民の健康管理に寄与することも必要と考えられる。
また、タイでは禁煙を呼びかける運動も盛んである。空調の入ったホテルやレストランでは終
日禁煙となっている。指定喫煙場所以外での喫煙には、観光客であっても 2,000 バーツの罰金が
課せられる法律もある。国立 SHIRIRAJ 病院の博物館には、肺がんで死亡した患者の、真っ黒に
なった肺のホルマリン漬けが多数展示されている他、タバコのパッケージにも健康を害する恐れ
があることが写真付きで表記されている。
図 13 Bangkok のタバコ店で購入したタバコ １箱 70 バーツ=約 175 円

（2011 年 7 月筆者撮影）

第３節 公立病院での医療と医薬品の現状（一般の人々向け）
前節で、国民の約 94％にあたる一般の人々向けの医療制度は人頭払いであり、彼らが利用でき
る公立病院の予算は一人あたり約 5,000 円～6,000 円であることを述べた。出来高払いで医療費が
支払われる公務員と比べると、一人あたりの予算には実質約５倍の格差が存在している。その背
景のひとつに、深刻な医師不足が挙げられている。
日本では人口 10 万人に対する医師の数は 210 人いるのに対し、タイの医師数はわずかに 37 人28
しかいない。またバンコクでは医師 1 人あたりの患者数は平均で 867 人、私立病院であるバムル
ンラード病院（500 床）における登録医師数は 1,500 人にも上るのに対し、首都以外の地方では、
28

2009 年時点の登録医師数（引退者も含む）
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医師 1 人あたり最大 7,015 人の住民をカバーしなければならない状況にある。
図 14 医療関連データ
平均入院期間

人口千人あたり

人口千人あたり

人口千人あたり

ベッド数

医師数

看護師数

日本

34.7

14.0

2.1

9.3

タイ

3.9

2.1

0.37

1.5

ドイツ

10.1

8.3

3.5

9.8

フランス

13.2

7.2

3.4

7.6

イギリス

8.7

3.6

2.5

11.9

アメリカ

6.4

3.2

2.4

10.5

（出典：JICA 資料 2011）
首都に医療者が集中する理由としては以下の 3 点があげられる。
①バンコクに人口が集中していること（人口約 6,300 万人のうち約 1,000 万人）
②外国人患者や国内の富裕層が利用する株式会社の民間病院がバンコクに集中していること
③医療者の給与は首都の私立病院と地方の公立病院では数倍もの格差があり、医療者はより高い
給与を求めてバンコクの私立病院での勤務を希望すること
診療放射線技師の給与を例にとると、公立病院勤務の場合が月 15,000 バーツ（約 37,500 円）に
対し、バンコクの私立病院勤務では月 80,000 バーツ（約 20 万円）と 5.3 倍にもなる。
不足する医療者の教育支援体制の拡充とともに、一般の人々に対する健康管理意識の向上を行
い、病院に治療に行く患者を少しでも減少させる工夫も必要とされている。
現国王が入院中の国立 SHIRIRAJ 病院など、公立病院の頂点にある基幹病院では高度な医療が
行われているものの、国の年間予算は経済危機以降、十分とはいえない状況が続いており、医薬
品等の使用には制限がある。
タイでも医療用の医薬品は医師が処方するのが原則である。しかし、本来医師の処方箋が必要
な薬であっても、その多くは処方箋がなくても薬局で購入することができる。冷房設備のない公
立病院の外来で 4～5 時間の診察待ちをすることが難しい人々の中には、薬局で症状を伝え、本来
は処方箋が必要な医薬品を入手し、患者自身の判断で服用しているという現状もある。
タイで使用されている医薬品には、タイ資本の製薬会社によるタイ製品と、欧米や日本などの
外資系の製薬会社（40 社以上）の製品（輸入品および現地生産品）とがある。
現地医療者によると、外資系有名メーカーの製品については、概ね良好な品質管理がなされて
いるが、タイ製の医薬品の中には品質に疑問のある製品もあると言われている。特に売れ筋の医
薬品には類似品が多く、中には成分の原末の原価をも下回るような粗悪品が売られているとのこ
とである。将来的には、一般大衆薬の市場としても魅力があると予想されるが、それ以前にまず
国民に対して医薬品の安全性に関する正確な情報提供も望まれるところである。

第４節 株式会社化された私立病院での医療の現状（富裕層向け）
タイには、世界から年間 200 万人の外国人が治療と検査の為に訪れる株式会社化された民間
病院が複数存在する。こうした医療を受けることを目的とした渡航は一般的に「メディカルツー
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リズム（医療ツーリズム）
」と呼ばれている。患者が自国ではなく他国で医療を受ける為に国境を
渡る理由には、大きく分けて以下の 3 点がある。
① 品質）臓器移植など最先端の医療技術や、自国より高い品質の医療を受けられること
② 待機時間）治療までの待機時間の長い国々からその待機時間の解消の為
③ コスト）渡航費・滞在費を含めても、自国で治療を受けるよりも医療費が安いこと
1997 年のアジア通貨危機後、タクシン政権は低迷する経済立て直しと外貨獲得の為の国策とし
て、医療機関や渡航者に様々な優遇措置を与え、国内外から優秀な医療者を誘致した。
図 15 にあるように、タイは米国の 20％29とも言われるほど、相対的に医療費が安く、株式会社
の私立病院のサービスの質も高い。国際的な病院品質の基準とされているアメリカの JCI（Joint
Commission International）の認証を受けた施設もタイ国内に９施設30を数え、世界中から患者を誘
致している。中東をはじめとする渡航者は家族を連れて治療に訪れるが、タイは歴史ある寺院や
リゾート地などの観光資源も豊富であり、「メディカルツーリズム」はタイの一大産業となった。
2008 年時点のメディカルツーリズム関連の収入は年間 640 億バーツ31（約 1,600 億円）、 医療産業
の伸び率は年率 15％～20％とされる。
図 15 医療費の国際比較
米国と東南アジアの手術・入院費用の比較（単位 USD）
手術の種類

米国

インド

タイ

シンガポール

心臓バイパス手術

130,000

10,000

11,000

18,500

9,000

心臓弁置換術

160,000

9,000

10,000

12,500

9,000

血管形成術

57,000

11,000

13,000

13,000

11,000

人工股関節置換術

43,000

9,000

12,000

12,000

10,000

子宮摘出術

20,000

3,000

4,500

6,000

3,000

膝関節置換術

40,000

8,500

10,000

13,000

8,000

脊椎固定術

62,000

5,500

7,000

9,000

6,000

マレーシア

（出典：「メディカルツーリズム 国境を越える患者たち」Josef Woodman（2008）

29
30
31

日本政策投資銀行「進む医療の国際化」2010
2011 年 11 月現在、日本で JCI の認証を受けている医療機関は３施設。
タイ保健省データ
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図 16 タイに渡航する医療ツーリストの居住地域（2008）

医療ツーリストの居住地域別シェア

その他
15%

その他アジア
12%

UAE
44%

北米
3% 日本
5%
ヨーロッパ
6%

オマーン
6%

カタール
9%

（出典 management&travel service internaitional,日本政策投資銀行産業調査部 2010
「進む医療の国際化～医療ツーリズムの動向」より筆者作成）

株式会社化された民間病院を利用することができるのは、海外からの医療渡航者とタイ全国民
のうち、わずか 3％と言われる富裕層のみである。日本人の患者は、約 45,000 人の在留邦人の他
にも、日本では認められていない混合診療（保険適用と自由診療を同時に受けること）や、割安
な視力矯正手術、性転換手術などを目的とした人もいる。
こうした株式会社の民間病院がタイの経済の発展に寄与する一方で、医療者の地域的、質的な
偏りをもたらし、一般の人々に対する医療格差にも繋がっている。

第５節 タイ国現地調査１－医療者へのインタビュー、技術者養成の必要性
タイの富裕層と中間所得層が受けられる医療のアクセスの違いと現場の医療者が抱えている問
題を調査する為、筆者は以下の日程と内容でバンコクでの現地調査を行った。
第 1 回目）2011 年 7 月 14 日～19 日
インタビュー対象者）
・タイ国放射線技師協会の SALA 会長
・AMPHAI 前会長（国立 SHIRIRAJ 病院放射線技師長）
・現地在住の日本人医療者（仲座氏、高橋氏）
AMPHAI 氏が勤務する国立 SHIRIRAJ 病院は、首都バンコクにあるタイ国内最大最古の病
院で、現国王のラーマ 9 世（プーミポン・アドゥンラヤデート国王）も現在入院をしている。
病床数 3,000 床、1 日の外来患者数 3,000 人、近隣の国々であるネパールやミャンマー、ブー
タンからも患者を受け入れている。
AMPHAI 氏が担当する放射線科の診療放射線技師は約 70 名いるが、外来は連日多忙を極めて
いる。検査に訪れる患者は 1 日に 600 人いて、
「MRI 検査の受け入れは 2 台の機器でそれぞれ 20
人ずつ、朝 8 時から夕方 4 時まで、フル稼働で合計 40 人の検査を行なっているが、患者が多い
為、検査は 3 か月待ちの状態がずっと続いている」とのことであった。2012 年にもう 1 台導入さ
れる予定の MRI がとても待ち遠しく、機器の増設によってより精度の高い検査の提供だけではな
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く、患者の待機時間の緩和にも繋がって欲しいという意見が聞かれた。
筆者からは医療者や医療機関の不足を補う為に、国立病院の数を増やすことはできないか尋
ねたが、現状、政府としては病院数を増やすよりも、高度医療の実施など、質的な面での充実を
図りたいという意向が窺えるとのことであった。
放射線技師協会会長の SALA 氏からは、主に医療者の不足と教育支援の必要性についての話を
聞くことができた。前述の通り、診療放射線技師（Radiological Technologist）はタイ国内にあと
4,000 人必要とされているが、現状では年間 300 人しか養成することができないとのこと。
資格試験は年に 2 回、タイ語のみで実施されている。タイの診療放射線技師のライセンスがな
くても、指導を担当することは可能であり、経験を積んだ日本の技術者による教育支援制度があ
れば、タイの診療放射線技師の増加にも寄与する可能性があるとの期待が寄せられた。
SALA 氏自身、研修や学会参加の為に幾度となく日本を訪れており、日本の医療機関や医療者
に対する評価や信頼が高く、協業への期待も寄せられていた。
筆者が国立 SHIRIRAJ 病院を訪れた際には、古い病棟の改築工事が行われ、新しい研究施設の建
設が進んでいた。
図 17 国立 SIRIRAJ 病院－古い建物と新棟

（2011 年 7 月筆者撮影）
医療者の声にもあった通り、タイでは自国の国民に医療を提供するだけではなく、ネパールや
ミャンマーなど、タイよりも相対的に医療水準の低い周辺諸国の医療者への教育、医療支援も行
なっている。自国民への医療環境の整備がまだ不足している状況において、隣国の医療支援をす
る現状に対し、医療者としての責任と様々なジレンマを感じている様子も窺えた。
筆者はまた元・大阪大学附属病院の診療放射線技師で JICA のシニア・ボランティアとしてタイ
に赴任し、現在はタイ人の夫人とともに現地に在住している仲座氏にもインタビューを実施した。
仲座氏によると、タイの医療者の間ではシーメンスや GE の医療機器に人気がある。それは医
療者が欧米で研修を受けた時に、シーメンスや GE の医療機器を使用した経験があり、勤務先で
の医療機器の選定にあたっても、実際に使ったことのある医療機器を希望する傾向があるからと
のことであった。
仲座氏に対し、タイの中間所得層向けの健診について意見を求めたところ、低価格で基本的な
健診を行うことで病気の予防や健康管理に役立たせることができるのではないか、最新式の高性
能なデジタル機器よりも、時折停電が発生する現地の電力事情を鑑みると、簡易型の X 線診断装
置などを利用する方が現地に即しているとの話であった。
また医療者の second career 創造に関して、自身のシニア・ボランティアとしての経験をもとに、
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以下のように述べた言葉が、筆者には大変印象的であった。
「50 代、60 代の人々を見ていると、燃え尽きていない人が多い。自分にはまだ何か出来るという
想いがある」仲座氏自身が今もタイの現地の人々に対し教育支援を行なっているのは「最後の奉
公というより、人間最後の反抗期、なのかもしれない」
仲座氏が現地のタイ人の中で教育者として活躍している様子を通して、筆者はこれからの日本
の医療者の second

career の一提案として、医療現場での 20～30 年に及ぶ経験を、中長期にわた

り途上国の医療者の教育に役立てるシステム構築の必要性を認識した。
元・静岡県藤枝市立総合病院で放射線技師として 15 年勤務し、日本人が多く住む地方都市シラ
チャに在住している高橋氏にもインタビューを行なった。高橋氏も、仲座氏と同様、最新型の医
療機器とともに、アナログ式で簡易型の医療機器を使える人が必要との意見であった。その理由
も同じく途上国における停電であり、アナログ式の医療機器の方が、電源が落ちた時にも補修し
やすいとのことであった。シラチャは日本人駐在者が 2,000 人以上住む都市であるが、検査に携
わる技師が不足していて、胃のバリウム検査も技師ではなく、医師が実施しているとのことであ
った。高橋氏の印象によると、タイ料理は塩分が高く、油脂の使用も多い為か、高コレステロー
ル、脳こうそく、心臓病の患者が多く、食生活の改善指導が求められるとのことであった。

タイ国現地調査 2－健診の現状と課題点
第 2 回目）2011 年 8 月 22 日～25 日
目的）私立病院で実施されている健診の受診調査
タイで行われている健診の内容や受診者の様子を調査する為、バムルンラード病院を受診した。
1980 年に開業したバムルンラード病院は、1989 年にタイの株式市場に上場した Bamurungrad
International 株式会社によって運営されている。東南アジア最大の民間病院で、アジアで初めて
ISO9001 と病院の国際的な認証機関の JCI
（Joint Commision

International）の認証を受けている。

外来患者数は東京の慶應義塾大学病院とほぼ同じ規模の年間 100 万人、そのうちの年間 40 万人
が海外から治療や健診に訪れる外国人であり、外来診療室は 250、1 日に 5,000 人が外来を受診す
ることができる。特に利用の多いアラブ人と日本人向けには、語学堪能なスタッフによる専用受
付が設置され、各国語による説明資料も用いられている。
図 18 バムルンラード病院のエントランス

（2011 年 8 月筆者撮影）
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筆者はこのバムルンラード病院で「Work Permit（労働許可）
」用の健診を受診した。
健診の流れは以下の通りである。
①予約）電話で健診受診の希望を伝える（24 時間対応、日本語直通電話）
②受付）日本人専用のカウンターにてタイ人のスタッフから日本語での病院案内
③ID カード作成）住所・氏名・生年月日・パスポートの情報などを記入、
その場で顔写真を撮影し、ID カードが即座に発行される。
④健診センター受付）問診カードに記入、料金を支払い（450 バーツ＝約 1,125 円）
⑤検査項目）身長、体重、血圧、脈拍、触診、問診（血液、尿、X 線診断なし）
日本人の医師が勤務する曜日であったが、筆者がリクエストをしなかった為かタイ人の女性医
師による英語対応の問診が行われた。受付から医師のサイン入りのデータの受け取りまで、わず
か１時間足らずであった。
今回は Work Permit 用の簡易型の健診受診であったが、健診のメニューは一般的な健診項目で
ある Regular から、日本の人間ドックに近い Comprehensive（総合）まで 11 種類あり、価格も 2,600
バーツ（約 6,500 円）から 17,000 バーツ（約 42,500 円）まで選ぶことが可能であった。バンコク
の都市部の世帯収入が 33,088 バーツ（約 82,720 円）
、北部タイ都市部の世帯収入が 19,222 バーツ
32

（約 48,055 円）とされることを鑑みると、こうした株式会社の民間病院での健診は、現状では

富裕層でなければ支払いが困難であると言える。
治療の際には一般内科を中心に日本語の可能な医師チームが 9 チームあり、日本語の通訳も
年中無休で常駐していた。医師や医療スタッフの対応は非常に丁寧で余裕があり、院内は利用者
用に無線ＬＡＮが完備され、世界 154 カ国から外国人患者が集まる病院として、サービスの充実
に注力している様子が理解できた。他に健診を受診していた人は中東からの夫婦、日本人の駐在
員であった。吹き抜けに竹がそびえ立つ受付フロア、スターバックスや各国の料理が並ぶカフェ
テリアはもちろん冷暖房完備であり、前回の滞在で筆者が国立病院で見た、一般の人々が数時間
にわたって空調のないフロアで待っている外来とは全く別の、ホテルのような環境であった。
図 19 日本人専用の受付カウンター案内版
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タイ国家統計局（NSO）の家計社会経済調査 2006 年版
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図 20 日本語対応の日本人専用カウンター

図 21 日本語、英語、アラビア語で順次表示される電子版

（2011 年 8 月筆者撮影）
図 22 各国語で書かれた病院の案内資料

（2011 年 8 月筆者撮影）
株式会社の民間病院での健診は外国人専用ではなく、タイの人々も多く利用している。しかし
コストの面で実際に利用できるのは、全人口のわずか 3％の富裕層とされているごく一部の人々
だけであり、中間所得層や貧困層は利用することが出来ない。一方でこうした民間病院の発展が、
タイの経済の向上や観光収入に寄与してきたことも事実である。
公務員とその家族が受ける出来高払いの医療と、国民の 90％を超える人々が受ける人頭払いの
制度下での医療サービスには金額面で 5 倍以上の格差が存在する制度に対しては政府や関連機関
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による見直しが望ましいと考えるが、タイや途上国が抱える健康問題は複雑であり、容易に制度
改革ができるものではない。官民が連携し、制度の見直しや新たな医療サービスの提供などを通
して、医療格差の改善に粘り強く当たっていくことが求められる。

第６節 タイが抱える二重の健康問題（公衆衛生と生活習慣病）
ここで途上国全体が抱えている健康問題ならびに、タイ国内の健康問題について検証する。
先進国である日本にも少子・高齢化や、生活習慣病の増加などの健康問題があるが、途上国に
おいても、それぞれ複数の健康問題が同時に存在している。33
現在の途上国における健康問題を考える時、特に「二重の負荷」と「健康（医療）格差」の問
題がある。
途上国が抱える「二重の負荷」とは、従来、先進国がその発展とともにひとつずつ解決してき
た、コレラやマラリアなどの感染症の対策のみならず、従来は先進国の人々に多い疾病と考えら
れてきた高血圧や糖尿病などの慢性疾患、生活習慣病への対応策も、同時に求められていること
を示す。図 23 にある 2002 年時点での死亡関連指標からみると、途上国では「感染症及び寄生虫
症」を死因とする死亡率が高く、全死亡の約 40％に上る。また「周産期及び新生児期の疾患」に
よる死亡の割合も、先進国が 2.5％に対し、途上国が 5.8％と倍以上になっている。
感染症が死亡原因の第 1 位を占める一方、糖尿病や高血圧などの生活習慣病患者も増加傾向に
ある。一点に焦点を当てた政策では解決ができず、多面的な対応を迫られている。そのためには
極めて多額の財政支出を必要とするが、貧困な国にはそれができない。途上国の現実の一面であ
る。途上国では、図 24 にあるような感染症と生活習慣病という健康問題での「二重の負荷」と、
都市と農村の格差、貧富の格差による「医療（健康）格差」の問題を同時に抱えていて、まだ十
分な経済力がない現状での対策が難しい大きな理由となっている。
図 23 先進国と途上国の死因

2002 年（単位 千人）

感染症及び寄生虫症
循環器疾患
がん
途上国

呼吸器疾患

先進国
周産期及び新生児期の疾患
妊産婦死亡
その他及び原因不明
0

4000

8000

12000

（出典 WHO“World Health Report2004”より筆者作成）
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丸井英二「標準公衆衛生・社会医学 第８章国際保健」2009（p348－351）
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図 24
途上国における健康問題の特徴
１．感染症や寄生虫症が多い。先進国よりも高率である。慢性疾患の率に比べて高い。
２．乳児死亡率が高く、平均寿命が短い。
３．慢性疾患の死亡割合が増加してきている。
４．「二重の負荷（double burden）」
従来抱えてきた感染症対策と、現代的課題である慢性疾患の両方を健康問題として
同時に抱えている→医療費の増大、医療インフラの不足
５．都市と農村の格差
６．貧困層と富裕層の格差（同じ都市の中でも起きている）
（出典：町田和彦・岩井秀明編著（2008）「21 世紀の予防医学・公衆衛生」より筆者作成）

タイで実施されている健診は日系などの外資系を中心とした企業と富裕層向けのものであり、
一般の人々の家庭には体重計すらないとされている。街中のコンビニやショッピングモールでは
料金を支払い利用する体重計が設置してあり、それを利用して楽しげに体重を計測する人々の姿
を目にした。
いわゆる健康診断を受けた経験のない途上国の市民に対して、どれほどの割合で健診のニーズ
があるかを事前に検証することは難しい。彼らの一部は自己の健康管理の為の健診という存在そ
のものを知らない可能性も考えられるからである。
しかし、マーケティングにおいて「顧客のニーズ」を考える時、そのニーズは必ずしも顕在化
しているものではなく、表出されずに潜在化している場合も多い。はっきりと顕在化されたニー
ズは wants に近く、そうした要望に対しては既にそれに見合う製品やサービスが、同業他社によ
って提供されているケースも多い。
イノベーションを伴う新規ビジネス、特に社会が抱える様々な問題の解決を目指す社会起業に
おいては、顧客の潜在的なニーズを見出すことが求められ、それを見出すことが出来た企業に新
たな価値と競争優位性が生まれる。
「健診システム」の輸出を考察するにおいても、受診者である途上国の中間所得層の潜在的な
ニーズと、縮小する日本市場からグローバル展開を目指す日本の企業のニーズを結ぶことで、新
たな価値創造の可能性を検討することが重要となる。
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図 25 顧客のニーズ （各種資料をもとに筆者作成）

第５章

中間所得層向け「健診システム」のビジネスモデル

第１節 ビジネスモデル
１－１ 健診対象者
本論文における健診のメインターゲット層としては、
「1 日 10 ドルの消費支出が可能な 30 代～
40 代のタイ法人勤務者・自営業者とその配偶者」を想定している。
前述の通り、タイの 35 歳以上の糖尿病・高血圧患者は合計で 400 万人、それらの疾病の予備軍
も 400 万人いるとされている。また 65 歳以上の高齢者が、2030 年には総人口比 15％（1,100 万人）
になることが予想されていることを鑑みると、30 代～40 代の今から生活習慣病の予防と早期発見、
健康管理に寄与することは潜在的なニーズも高いと想定できる。
「1 日 10 ドルの消費支出が可能な中間所得層」に焦点を当てた理由は、2 点ある。
①富裕層でも最貧層でもない、中間所得層に対する医療サービスが国際的にも不足している。
彼らは病気にかかっても、医療制度や経済的な理由から十分な治療受けることの難しい環境
にあり、そこにビジネスの機会と取り組むべき社会的課題が存在すると考えられること。
②発展するアジア諸国においては特に、今後中間所得層の増加が想定されており、将来的にも
市場の拡大が見込まれること。
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図 26 バンコクの中間所得層の住宅街

（2011 年 7 月 筆者撮影）
図 27 健診対象者と BOP

①高所得者層）年20,000ドル超 1.75億人

②中間所得者層）年
中間所得者層）年3,000
中間所得者層）年3,000ドル超
3,000ドル超
（1日8ドル超）

約14億人
14億人

③低所得者層）
低所得者層）BOP
低所得者層）BOP‐
BOP‐Upper
（1日2～8ドル）約11
ドル）約11億人
11億人
④低所得層 BOP‐Middle
（1日1～2ドル）約16億人
⑤最貧困層 BOP‐Lower
（1日1ドル以下）約10億人
出所）
「THE NEXT 4 BILLION(2007 World Resource Institute, International Finance Corporation)」
金堅敏（2011）「BOP ビジネスの戦略的展開」富士通総研をもとに筆者作成

健診対象者である中間所得層は、
「1 日 10 ドルの消費支出が可能な人々」、所得水準において年
3,000 ドル～4,000 ドルの上位 BOP（Base of the Economic Pyramid）層周辺を想定している。
BOP の定義は国際機関によっていくつか存在するが、一般的には「一人当たり年間所得が 2002
年購買力平価で 3,000 ドル以下の階層であり、全世界人口の約 7 割である約 40 億人が属する所得
層」とされている。
BOP 層を対象としたビジネスは、彼らが消費者、生産者、販売者のいずれかまたはその組み合
わせとして、途上国における様々な社会的課題（医療、福祉、水、生活必需品・サービスの提供、
貧困削減等）の解決に資することが期待される、新たなビジネスモデルとなっている。
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１－２健診項目と価格設定
検査項目
疾病の早期発見、予防の為のスクリーニング検査として以下の 8 ないしは 9 項目で健診を実
施する。①問診表の記入②身長③体重④体温⑤血圧⑥視力⑦血液（血球検査 9 項目）⑧尿検査（尿
糖）⑨胸部 X 線（※オプション）
重点項目として、生活習慣病の温床になる肥満状況の確認と増加傾向にある糖尿病のスクリー
ニング検査を行うものとする。肥満の判定は一般的に、体格指数 BMI（Body Mass Index）によっ
て行われる。
BMI＝体重（kg）÷ {身長（m）×身長（m）} 標準値は 22
標準体重（ｋｇ）＝身長（ｍ）×身長（ｍ）×22
図 28「肥満の判定基準」
判定

低体重

ＢＭＩ

18.5 未満

普通体重

肥満１度

肥満２度

肥満３度

18.5～
～

25～
～

30～
～

35～
～

25 未満

30 未満

35 未満

40 未満

肥満４度
40 以上

出典：第 20 回日本肥満学会「肥満の判定基準」より筆者作成

健診の価格設定
①～⑧の基本 8 点は 200 バーツ（約 500 円）
、⑨胸部 X 線を加えたものは 500 バーツ（約 1250
円）で提供することを想定している。物価水準の参考として、スターバックスのコーヒーは 70 バ
ーツであり、基本の健診 200 バーツは現地の女の子が T シャツ 1 枚を買う値段でもある。中間所
得層が年に 1 回受ける健診の価格として、支払い可能な範囲であると想定できる。
日本の大手検査会社の担当者によると、血球検査 9 項目に使用する機器は 1 台 200 万円のもの
で最大 1,000 人分の検査が可能であり、1 テストの所要時間は 3 分、スタッフ 1 名で検査可能との
ことであった。1 人あたりのコストは 600 円前後であるが、途上国の中間所得層向けであれば、
価格設定は現地の物価水準を考慮に入れて、円換算で 100～150 円程度で検討できる可能性がある
が、実際に利用するラボ（検査機関）によって、コストが変わってくることがわかった。尿検査
のコストは１人あたり 100 円程度である。その他、医療機器の輸出に関わる資金は医療機器メー
カーの負担とし、保守点検費・人件費などのクリニック運営費に関しては、健診クリニック運営
会社の負担とする。
１－３ 運営者と医療スタッフ
健診技術者は日本とタイの大学機関との連携をもとに、健診施設と医療機器メーカーの研修施
設にて技術者教育を行う。給与の目安としては、現地の医療者からのヒヤリングを踏まえ、公立
病院の医療者の給与水準34を想定する。
例）医師 8,000 バーツ／日（160,000 バーツ／月＝約 40 万円）
診療放射線技師 21,000 バーツ／月（約 52,500 円）
臨床検査技師 24,000 バーツ／月（約 60,000 円）
34

参考）タイの最低賃金制度−最低賃金は地域ごとに細分化されていて改訂も多い。2011 年 1 月
の労働省データではバンコク 215 バーツ＝約 538 円、チェンマイ 180 バーツ＝約 450 円／日額
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一般事務職（general）2,000～2,500 バーツ／日（40,000 バーツ／月＝約 10 万円）
健診センターにはタイの「保健ボランティア」にも参加を呼びかける。タイ国内に約 100 万人
いるとされる「保健ボランティア」は、国民に対しインフルエンザなどの感染症に関する情報を
提供したり、政府から配布される置薬を各家庭に設置したりするなど、国民の健康管理に重要な
役割を担っている。ビジネスの開始や存続にあたっては、それがどのような分野であっても社会
や地域との共存が求められるが、特に途上国において医療や健康に関するビジネスやサービスを
提供する時には、 地域のコミュニティとの信頼関係が非常に重要となる。JICA による途上国の
プロジェクトにおいても、地域のコミュニティとの関係や情報共有に心を配り、コミュニティの
中からリーダーを育成し、協力を求めているケースが多い。
タイにおいて「保健ボランティア」は地域に根ざした情報のネットワークを持っており「健診」
の実施について情報を共有する中で、自営業者や家庭の主婦にも健診を拡大していくことが期待
できる。また、医療者養成、地域住民の健康管理教育の観点から、現地の大学病院に対して研修
医や看護師などの医療者の派遣（出向勤務）や協力を求めることを想定している。

１－４ 医療機器の調達
「健診システム」の実施にあたり、医療機器の分野では、廉価版の機器の新規購入の他にも、
メーカーからの現物寄付も視野に入れる。その目的としては、企業の社会貢献と機器の導入を組
み合わせる形で新規参入を目指していることにある。
胸部 X 線診断装置に関しては、簡易、廉価版で持ち運びの出来るコンパクトな機器と医療機器
メーカーからの donation（寄贈）も検討する。
大手医療機器メーカーでは、東日本大震災の被災地支援の為、寄贈した 200 万円程度のポータ
ブル X 線診断装置が被災地の医療に効果的であり、医療者や地域住民に貢献することができたと
のことであった。
また尿検査では、日本の製薬会社から診断薬の提供を受け、糖尿病性腎症の疑いのある患者の
スクリーニング検査の実施も検討する。この検査は試薬に尿をかけて数分待つだけで結果が現れ
る簡易型のバイオマーカーを利用するもので、将来的に糖尿病患者に進行する可能性が高いと想
定される人々に対し、食生活などの健康管理教育を実施することを検討する。
製薬会社に対しては、自社製品での社会貢献ができるメリットがある他にも、検査のデータを
収集し、当該バイオマーカーの proof of concept を取ることで、将来的に、他の途上国や異なるタ
ーゲット層に対する販路拡大にもつなげるねらいもある。
同様に、身長・体重計、血圧計、体温計などについても、現物の寄付と購入の組み合わせを検
討する。タイの一般市民の住宅には体重計のある家庭はまだ少ないとされ、街中のコンビニやシ
ョッピングモールに設置されている有料の体重計に乗り、体重の増減を確認する人々の姿を見る
ことができる。日本もまだ家庭に体重計がなかった時代には、銭湯に設置されていた体重計で測
定する人々が見られたとのことであるが、タイにおける「コンビニでの測定」もそれと似た光景
とも考えられる。
中間所得層の購買力が増加し、体重計や体温計、血圧計などの家庭での購入につなげる為にも、
「健診システム」への日本の医療機器メーカーの積極的な参加にも期待したい。
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図 29 ビジネスモデル 概略図
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第２節 健診システムの運営にあたって
２－１ 資金調達
・健診施設（クリニック運営）→共同事業運営者資本による現地代理店の M&A
例）医療機器取扱い現地法人と合弁企業を設立
予算目安 1,000 万円（日本のクリニックが自己資金で出資）
現地の代理店との合弁のメリットとしては、当該企業がすでに現地で銀行口座を保有してい
ること、日本の大手企業とも既に代理店契約を結んでいる為、機器の調達・納入がスムーズ
に行えること、新規参入に比べ、準備資金が割安ですむことなどが挙げられる。
・「社会起業・BOP ビジネスへの助成・融資制度」利用
「健診システム」のビジネスモデルにおいては、立ち上げ期の資金としてクリニック運営者
による自己資金 1,000 万円の他、製薬会社からの治験実施に伴う 1,000 万円の資金提供、医療
機器メーカーからの現物寄付、社会起業支援の融資制度の利用を想定している。
例 1）国際協力銀行（JBIC）の融資制度の利用
6 ヶ月間のパイロットプロジェクト実施とその後の健診の本格稼働にあたり、国際協力銀行
からの資金調達を検討する。国際協力銀行は、日本政策金融公庫の国際部門35であり、その使
命は「日本及び国際経済社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与すること」とされ、
35

2012 年度の国際協力銀行の予算は 22,980 億円（前年度当初計画 15,525 億円）となっており、
今後も我が国の輸出産業、企業の海外事業展開等への支援を強化するとしている。
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以下の 4 つを主な業務としている。
①日本にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進
②日本の産業の国際競争力の維持及び向上
③地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業の促進
④国際金融秩序の混乱への対処
国際協力銀行は日本の中堅・中小企業が行う海外投資等にも積極的に支援をおこなっている。
経済のグローバル化が進む中で、日本の中堅・中小企業のタイへの進出支援体制の整備を図る為、
2011 年 5 月にはタイの商業銀行 KASIKORNBANK Public Company Limited（略称：カシコン銀行）
と覚書を締結している。これは 2010 年 12 月 21 日に金融庁、財務省、経済産業省が連名で発表し
た「本邦金融機関、国際協力銀行及び日本貿易振興機構等の連携による中堅・中小企業のアジア
地域等への進出支援体制の整備・強化について」に基づく第一号の案件とされ、中小企業のタイ
への投資、進出に対し、国や金融機関が積極的な支援体制を行なっていることがわかる。
国際協力銀行の調査によると、36タイ国内において企業の資金調達に関する規制はほとんどなく、
現地でのバーツ建て借入・ドル建て借入は制限なく自由に行え、海外からの外貨借入・親会社借
入も自由である。日系企業の資金調達の手段としては以下の 3 つが多数を占めている。
①親会社からの出資（増資等）
②親会社またはグループ会社からの借入
③親会社の保証を元にした邦銀からの借入
BOP ビジネスに関する融資には以下の制度もあり、比較の上、導入を検討する。
例 2）経済産業省「BOP ビジネス支援センター（英語名：Japan Inclusive Business Support Center）
平成 22 年 10 月 13 日設立。BOP ビジネスを総合的に支援する仕組み
企業・NGO/NPO・国際機関・支援機関等を会員とし、日本企業等による BOP ビジネスの
促進を目指す。37
例 3）独立行政法人 国際協力機構（JICA）
「民間連携室 連携推進課」2008 年 10 月設置。
2009 年 10 月からは、海外投融資業務を担う海外投融資課が加わり、連携推進課及び海外投融
資課の 2 課で構成。民間連携室は、民間企業、産業・経済団体、業界団体等の民間部門と政府関
係機関、そして JICA の連携を通じ、民間企業の海外直接投資、途上国産品の交易等の機会拡充や
環境整備、CSR 関連活動等を支援することにより、開発途上国の発展に貢献することを目的とし
ている。
JICA は「環境・気候変動、食料、資源などグローバルな問題を解決するには民間セクターの役
割が決定的な重要性を持つといっても過言ではない」38と認識し、開発協力のパートナーである民
間企業との連携の強化を進めている。民間連携室の主な業務は以下のとおり39である。
①民間連携に関する方針策定、制度の立案、情報収集及び必要な調査の実施
36
37

38
39

国際協力銀行 中堅・中小企業支援室「タイの投資環境」2011（p104）
参考 PDF）経済産業省「BOP ビジネス支援センター」
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/bop/pdf2/bopbusiness_japanese.pdf
JICA HP「JICA の民間連携について」
JICA HP「JICA の民間連携について」http://www.jica.go.jp/priv_partner/
（2012 年 1 月 7 日閲覧）

33

②民間部門からの相談等に関する窓口業務と関係部署との連絡調整
③民間連携の関係省庁や関係他機関との調整
④海外投融資業務
タイ政府はまた今後の経済発展を支えていく観点から、株式、債券といった資本市場の活性
化を目指しており、新規上場企業への法人税の軽減や、上場基準の緩和等の措置を講じてきてい
る。タイ国内には、バムルンラード病院や BNH など、株式会社の民間病院は多数あり、病院運営
の資金調達の手段として、株式が利用されている。
将来的には「健診クリニック」の運営会社による株式公開、上場による資金調達も検討できる。

２－２ パイロットプロジェクトの実施モデル
「健診システム」の導入を前提に、データ収集、検証の為のパイロットプロジェクトを実施す
る。現地企業の協力をもとに、給与や職階から対象者である「30 代‐40 代の 1 日 10 ドルの消費
支出が可能な男女」を抽出し、6 ヶ月−12 ヶ月の期間内で健診を実施。
パイロットプロジェクトの結果、どのような疾病の発見があり、すぐに治療を要する人々が存
在するか、被験者のデータ収集と課題の洗い出しを行い、その後の「健診システム」の本稼働に
役立てることとする。
パイロットプロジェクト期間内では受診者へ健診の実施に関するアンケート調査も行う。
健診実施場所は、教育施設を置く首都バンコクと、北部にあるタイ第二の都市チェンマイ40を想
定している。チェンマイを想定した理由は以下の 3 点である。
①首都バンコクと比較すると医療機関が少ない為、人々の健康管理のひとつとして「健診」を
利用する価値が高く、実施にあたっての競争優位が図れると想定できること。
②チェンマイはタイ北部にあり、海抜が約 300ｍと高く、海抜 3ｍ以下とされる今回のバンコク
の洪水被害のような影響も受けないと想定されること。首都バンコクからは 1 日に 20 便前後
就航している飛行機利用により約 1 時間で移動できることなど、環境面やアクセス面が良好
なこと。
③タイ第二の都市、チェンマイには国際空港・日本国総領事館・ホテル・各種観光施設があり、
健診に従事する日本人スタッフの滞在環境が整っていること。また現地在住の日本人が多く
「チェンマイ日本人会」や「チェンマイ・ロングステイライフの会」などもあり、情報提供
やネットワーク構築活動に協力を求めやすいこと。

２－３ 治療における地域病院との連携
「健診システム」は、受診者の病気の早期発見や、高血圧の人々に食生活の改善を促すなどの
「治療の実施が必要となる前段階における健康管理」を主な目的としている。健診により治療が
40

チェンマイはタイ北部にあり、古くは 1287 年にメーンライ王によって建国された「ランナー王
国」の首都として 280 年間に渡って栄えた場所であり、現在は「北部のバラ」と呼ばれるタイ第
二の都市へと成長した。
120 にも及ぶ多くの寺院があり、タイでも有数の信仰の場であり、「ドイ・インタノン国立公園」
「ドイ・ルアンチェンダオ国立公園」の 2 つの国立公園はトレッキングやバードウォッチングエ
リアとして多くの観光客が訪れる。
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必要な患者が見つかった場合には、現地の病院に紹介を行う仕組みを検討する必要がある。
治療の実施に加え、地域病院に勤務する医師と医療機器メーカーとの信頼関係を構築し、医療
機器を使った研修支援を実施することにより、将来的に現地の病院への機器の導入を目指す目的
もある。
以下は提携を検討する現地の病院例である。
選定にあたっては、日本の医療者との技術交流が行われた実績のある病院、日本語もしくは英
語が通じるスタッフが常駐し在タイ日本国大使館でも主な医療機関として在留邦人向けに紹介さ
れている病院など、健診や治療に際して医療者の協力が得られやすい環境が想定できる点を考慮
した。
・国立チェンマイ大学附属病院
香川大学医学部41と覚書を調印し人材交流が行われている。現在、香川大学医学部生の短期研
修、チェンマイ大学の看護師の日本での研修などを実施している。
「健診システム」においては、健診実施後の要治療者に対する支援体制の構築を想定する。
・タイ・サミティベート病院グループ（http://www.samitivejhospitals.com/home_inter/jp）
創設 1979 年 JCI 認証 日本語を含む 8 カ国語のウェブサイト
病床数：スクンビット病院（270 床）シーナカリン病院（400 床）シラチャー病院（180 床）
Facebook ・Twitter・YouTube などを使って情報発信を積極的に行っている。年間日本人患者来
院数約 11 万人（タイにおける登録在留法人数 47000 人）1 日あたり日本人患者数約 300 人、日本
の医療者との人材交流も行われている。サミティベート病院グループと日本の医療機関の人材交
流を通じ医療サービスの向上を目指すことを想定している。
図 30 サミティベート病院関連資料

（出典 サミティベート病院 HP より 2011/11 閲覧）
・チェンマイ・ラム病院（Chiang Mai Ram Hospital）http://www.chiangmairam.com/
病床数 250、ICU（集中治療室）や CCU（冠状動脈疾患集中治療室）がある。新生児専門医、
小児科医、産科医も常勤。CT、MRI の設備があり、血液透析も可能。ほとんどの医師は英語を
41

香川大学医学部・医学系研究科 HP（国際交流） http://www.kms.ac.jp/topics/international/
（2012 年 1 月 10 日閲覧）

35

話すことが可能であり、日本で研修を受けた医師、日本語通訳もいる。42
・ランナー病院（Lanna Hospital）http://www.lanna-hospital.com/lannanew/index.html
・マコーミック病院（McCormick Hospital）http://www.mccormick.in.th/
病床数 400、ICU（集中治療室）や CCU（冠状動脈集中治療室）があり、小児科医、産科医常
勤。CT 装置があり、血液透析も可能。ほとんどの医師は英語が可能。43

第６章

「健診システム」の輸出における課題と期待される波及効果

第１節 「健診システム」輸出における課題
「健診システム」の運営に関して、治療に対するフォローアップ体制（病院への紹介）をどの
ように強化するかという課題がある。治療が必要な患者数や疾病の種類は、健診の実施をしなけ
れば正確に予想することは困難ではある。仮に多くの受診者が可及的速やかな治療を必要とする
結果となった場合、それに対して医療機関で優先的に治療のフォローが可能であるか、高度な治
療が必要になった場合の費用をどう捻出するか、健診を受けずにその病院を受診している人との
間で生じる可能性がある不利益をどう解決するか、などの課題が想定される。タイの急速な高齢
化、生活習慣病の増加の予想を鑑みる時、現状の患者数の把握や人々への生活習慣に対する指導
は急務となっている。簡易型の健診は廉価版であり、収益構造が安定するまで時間を要する。参
加する医療機器メーカーや製薬会社にとって、将来的なマーケット拡大につながるネットワーク
づくりも同時に進めていく必要がある。企業にそうした「戦略的・社会貢献」の可能性を提示で
きる、より具体的な提携プランも「健診システム」の運営と合わせて進めていく必要がある。
健診実施にあたっては、広報や啓蒙活動への課題も挙げられる。ショッピングモールなどで
タイの芸能関係者の協力のもとに PR 活動を行うことや、現地の企業を訪問し、従業員向けに健
康管理の必要性や食生活の指導、健診の PR を行うことも検討する。電通タイランド44や電通 PR
社などの日本の広告代理店、PR 企業にも協力を求め、広報・啓蒙活動を実施することを想定して
いる。

図 31 バンコク・ショッピングモールでの企業の PR 活動

（2011 年 8 月筆者撮影）
42
43

在タイ日本国大使館ウェブサイト http://www.th.emb-japan.go.jp/mamechishiki/hospital.htm
上記 在タイ日本国大使館ウェブサイト
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第２節 期待される波及効果
「健診システム」の輸出に伴う将来的な波及効果として、特に以下の 7 分野が挙げられる。
①医療機器及び関連サービスの ASEAN 市場での展開
・X 線検査装置、画像診断、画像伝送、電子カルテ、遠隔医療関連
・体重体脂肪計、体温計、血圧測定器
②生活習慣病に関連する医薬品、体外診断薬の輸出
・生活習慣病が疑われる患者のスクリーニング検査用バイオマーカー、治療薬の販売
③乳がん、子宮がん健診など、健診項目の充実
④日タイ共同での医療者の研修施設の設置
・日本の医療者の second

career、JICA シニア・ボランティアの延長受け入れプラン

・現地の医療者の教育環境整備
⑤食生活の指導
・特定保健用食品、減塩食品などの健康食品の提案と販売
⑥健康産業の現地展開
・フィットネスクラブ、健康ランド（入浴、サウナ）
⑦企業による社会貢献の「場」の提供と異業種によるコラボレーションの提案
・直接的アプローチ）自社製品の現物寄付、社員の現地ボランティア研修実施
・間接的アプローチ）社会的課題の解決を目指す企業や NPO と協業でのキャンペーン
「日本経団連社会貢献活動実績調査（2009 年度 富士通総研）」によると、社会貢献活動実
績のある企業のうち、「本業との関連が強い社会貢献活動はわずかに 2％」で、財団や NGO
への現金での寄付が CSR（企業の社会的責任）活動の中心になっている。
図 32 は、ワイングラスメーカーの RIEDEL 社がピンクリボン運動45に協賛して発売したワイ
ングラスである。消費者は、こうしたコラボレーションの製品を通して、乳がん健診の必要
性を知ると同時に、RIEDEL 社の社会貢献活動にも賛同していることになる。その製品を購
入することで自分達もほんの少し社会に貢献できると感じた場合、同じような価格と品質の
他社製品が隣にあったとして、消費者はどちらを選ぶであろうか。企業の社会貢献への取り
組みは、消費者の信頼や購買意欲に影響を及ぼす時代となっている。

44
45

電通タイランド HP http://www.dentsu.co.th/
乳がん検診の必要性と早期受診を呼びかける世界規模の啓発キャンペーン。賛同する企業の製品
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図 32 「RIEDLE 社」による社会貢献活動例

（筆者所有、2012 年 1 月撮影）

今後、日本企業による国際協力・社会貢献のあり方を考える時「自社製品の寄贈」や「NPO・
社会起業家とのコラボレーション」によって、よりメッセージ性とインパクトのある社会貢献を
行い、企業のプレゼンスを高めることは企業戦略に繋がると考える。
途上国の中間所得層向けのビジネス、特に社会的な課題へのアプローチに際しては、短期的
な視点で収益を分配しようとする旧態依然の発想ではなく、現地の人々との信頼関係を構築しな
がら、中長期的な視野でのビジネスの継続性・成長性を目指す姿勢が極めて重要である。
ビジネスの成功の鍵は、
①現地の人々の生活の向上に寄与すること
②現地のビジネス・パートナーの育成を行い、規模を拡大していくこと
③ビジネスモデルに賛同する企業を増やし、
「協働の連鎖」を拡げること
であり、その実現の為には、得られた収益を再投資しビジネスの持続力を高める必要がある。
これからの企業においては、単に自社の利益を追い求めるのではなく、社会に貢献すること
も経営の目的としていくことが求められる。近江商人の「三方よし」の思想である「売り手よし、
買い手よし、社会よし」のように、自社と顧客と社会を同時に鑑み、それらの発展を目指すこと
を使命とする企業が、社会や消費者から選ばれる時代になっているのである。
医療支援が届きにくく、医療ビジネスの対象とされていなかったアジアの中間所得者に対し、
現地の医療者と協働で日本の「健診システム」を提供することにより、参加する医療機器、医薬
品メーカーのプレゼンスを高め、連携を強めながら、グローバル市場でのシェア拡大を図ること
は今後、新たなビジネスの創出に繋がる。
日本企業が持つサービスや品質に寄せる海外の人々の信頼は、相対的に高いといえるだろう。
今後、企業が自社のビジネスをグローバル展開しようと考える時には、自社の強みや弱点を分析
し、市場への参入方法や販売戦略を検討するだけではなく、他社や異業種とのコラボレーション
やアライアンス（提携）を念頭に置いた、より広い視点でのビジネスモデルの構築が重要となっ
てくる。
医療や福祉、環境の分野で社会が抱える諸問題の解決に取り組むことは、WHO や UNICEF な
どの国際機関や NGO・NPO に限定された使命ではない。これからの一般企業には、高度成長期に
にはピンクのリボンが付けられ、売上の一部が乳がん健診やがん患者の支援に寄付されている。
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多くみられたような、営利を追求することを至上命題とするような企業経営ではなく「社会の公
器」としての自身のあり方を鑑み、追求する姿勢も求められている。
医療に関連する人・技術・サービスが協働でグローバル市場に進出することを通して、縮小す
る日本市場の活性化とともに、地球規模の健康問題に寄与していくことを強く望み、筆者も微力
ながらその実現に向けて邁進していきたいと考えている。

おわりに
元・国連難民高等弁務官で、現在 JICA 理事長を務めている緒方貞子氏は 2010 年 5 月 1 日付の
読売新聞「論点」の中で、以下のように語っている。
「歴史を振り返れば、アジアの成長に最も貢献したのは日本であろう。この半世紀、日本は開
発協力を通じてアジアの基礎的なインフラを整備し、人々が自ら立ち上がる力を付けるための人
材育成に集中してきた。このことが民間投資や貿易の呼び水となり、高い経済成長の起爆剤にも
なった。他方、アジアの成長で最も利益を享受したのも日本である。東南アジア諸国連合（ASEAN）
の経済規模が 1 ドル拡大すれば日本にも 6 セントの利益があるとの報告もある。
日本は貿易（輸出の 37％、輸入の 48％）も鉱物資源（62％）の確保も途上国に依存している
という現実を忘れてはならない。このような世界では、日本だけが他国と切り離されて繁栄の孤
島をめざすことなどできない。日本人の安全のみを第一とする狭い意味での国益、いわば“一国
平和主義”を追求することも許されない・・・。
幸い、日本には世界トップ級の科学技術があり、技術革新による新たな挑戦も盛んである。環
境、防災等の分野での優れた経験・ノウハウもある・・・。自らの技術や経験を活用して世界と
の共存・共生関係を作っていくことが重要であり、そこにしか日本の生きる道はない」
21 世紀の社会においては、国際機関や NGO、一般企業が、それぞれ個々に活動するだけでは
なく、おのおのが強みとして持つ技術やサービスや情報力、稼働力をフルに生かし「協働する」
動きが活発化していくと筆者は確信している。
グラミン銀行46創設者で、ノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌス（Muhammad Yunus）はそ
の著書の中で、医療分野における新しいソーシャル・ビジネス47を考える上で重要な点を、以下の
ように述べている。48
『私たちの大半はうまれつきせっかちだ。なんでもすぐに解決しようとする。中でも、貧困、
病気、飢餓、ホームレス、迫害など、何世紀も人類を苦しめてきた世界規模の巨大な問題に対し
46

バングラデシュにある銀行で、主に農村部の貧困層を対象に「マイクロ・クレジット」と呼ば
れる少額無担保の融資を行っている。
47
「 1 環境・貧困などの社会的課題の解決を図るための取り組みを持続可能な事業として展開す
ること。低利融資を通じて貧困層の自立を支援、ノーベル平和賞を授与されたグラミン銀行が典
型例。２
２ 環境・地域活性化・少子高齢化・福祉・生涯教育など社会的課題への取り組みを、継続
的な事業活動として進めていくこと。地域の自立的発展、雇用創出につながる活動として有望視
されている」大辞泉より
48
ムハマド・ユヌス「ソーシャル・ビジネス革命 世界の課題を解決する新たな経済システム」
早川書房 2010（p145－146）
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ては特に焦りがちだ。このような問題を気にかける人たちは、時に悲惨な数字に目を向け、問題
を一夜にして解決できる方法を練ろうとする。
「貧困に苦しむ人は数十億人、飢餓、水不足、病気
に苦しむ人は数億人。人類はあまりにも長くこういった問題に苦しめられてきた。一日でも早く
解決すべきではないか」と。
この考え方は理解できなくもない。それどころか感心すべきだ。しかし、問題を一度に解決し
ようとするよりも、対処できる大きさに細分化する方が現実的な場合もある。私は世界を一変さ
せるような巨大計画を練るのではなく、一度に 2～3 人に手を差し伸べるような「小さな計画」か
ら始めるように伝える。そして、その計画の改良、構築、資金調達に数カ月や数年を費やすので
はなく、今すぐ実行に移し、実践しながら学びなさいと伝える。小規模なプロジェクトを実施す
れば、うまく機能している部分、まったく機能していない部分、改良できる部分が見つかるだろ
う。さらに、プロジェクトの実施中に、予想もしていなかった出来事が起こる場合もある。そう
したすべての経験を活かしながら、計画を改良していけばいいのだ。
』
今回の論文の中でも、まず小さな計画からスタートし、関係者の協力のもとパイロットプロジ
ェクトを実施する中で得られる経験やデータをもとに計画を改良し、より現地に立脚した「健診」
を提供するシステムの構築を目指した。そして、人や技術、機器や教育、サービスが一体となっ
た包括的な「健診システム」を、それを潜在的に必要としている途上国の中間所得層に提供する
必要性とその価値の提言を行なった。
本論文で想定した「健診システム」の実際の運営にあたっては、政府や企業、医療機関、現地
で活躍する NGO、NPO と連携をしながら、持続可能なビジネスモデルを模索し、構築していく
必要がある。実施にあたっては、資金面、健診後のフォローアップ体制、将来におけるビジネス
展開の方法など、クリアすべき課題も多く山積している。ビジネス実施にあたっては長期的な視
野に立ち、少しずつでも収益を上げそれを再投資し、現地の人々と協業できるようにしなくては
ならない。筆者が提案しているのは、一民間企業としてのビジネスの可能性ではなく、途上国の
健康問題に貢献する「社会起業体」としての日本の医療サービスの可能性である。

筆者は本研究を通し、実際に医療者や医療機関と協働で、途上国への「健診システム」の輸出
と、中所得層向けの医療サービスの提供を目指したいと考え、立教大学大学院ビジネスデザイン
研究科に在籍中の 2011 年 12 月、友人の医師と共に、株式会社 Medi Legato を設立した。
それはまだ小さな一歩ではあるが、専門家と専門家をつなぎ、日本の医療が途上国の人々の健
康管理に果たせる役割、新しい価値の創造の為に、一社会起業家としての歩みを続けていきたい
と考えている。
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