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第１章 本事業の全体概要 

 

１－１．事業の背景と目的 

ASEAN の医療水準の向上、健康増進及び病気の予防の推進等を目指して、2014 年日・ASEAN

首脳会合において、安倍総理大臣より「日・ASEAN 健康イニシアチブ」として、多様な政策資

源を活用し、今後 5 年間で 8,000 人の人材育成をすることが表明された。 

厚生労働省では、「日・ASEAN 健康イニシアチブ」の一環として、ASEAN 加盟国の保健省の

関係者や医療関係者を日本に招聘する、「日・ASEAN 保健医療分野招聘プログラム事業」を平成

28 年度より実施している。 

本事業は、医療技術等国際展開推進事業の一つとして各国の医療に関する課題について、

ASEAN 諸国のキーパーソンを招聘し、日本の知見・経験の共有や意見交換を通して、保健医療

人材の育成を目指すものである。 

 

 

１－２．招聘国 

厚生労働省は、ASEAN 諸国に対し今年度事業への応募を呼びかけ、各国より応募書類を受領

した。これらを厚生労働省内で精査し、今年度の招聘国を下記 3 ヶ国に決定した。 

 

 インドネシア共和国 

 カンボジア王国 

 シンガポール共和国  （五十音順） 

 

上記 3 ヶ国を対象に、個別の招聘プログラムを企画し、準備・運営を行った。 

 

 

１－３．本事業の実施項目 

招聘国ごとに、プログラム企画、国内訪問先との事前連絡・調整・プログラム詳細化、事務事項

の調整（航空券・宿泊先・国内移動手段・通訳の手配等）、当日運営、事後フォローという手順に

沿って事業を実施した。 

プログラム企画と国内訪問先との事前連絡・調整・プログラム詳細化にあたっては、各国の希望内

容を受けて、訪問先、見学内容、講演・説明内容、意見交換の議題等を、厚生労働省が中心とな

って検討し、事務事項の調整にあたっては、野村総合研究所(NRI)が航空券、宿泊先を始めとして、

手配全般を行った。 

これらの全体的な実施概要と、厚生労働省、NRIの役割分担は次の図表の通りである。 
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図表 1：本事業の実施項目 

  
出所）NRI作成 

 

 

１－４．実施スケジュール 

本事業は下記の全体スケジュールに沿って実施した。 

 

図表 2：実施スケジュール 

  

出所）NRI作成 
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１－５．実施体制 

NRI の実施体制（担当者と役割分担）は下記の通りである。 

 

図表 3：NRI の実施体制 

NRI メンバー 所属・役職 主な役割 

プロジェクトマネージャー 

小松 康弘 

社会システムコンサルティング部 

グループマネージャー 

− 総括責任者、品質管理 

− 招聘時の同行 

プロジェクトリーダー 

霜越 直哉 

社会システムコンサルティング部 

主任コンサルタント 

− 事業進捗管理、事務管理 

− 国内訪問先との事前連絡・調整 

− 招聘時の同行 

− 報告書の作成 

メンバー 

谷本 敬一朗 

社会システムコンサルティング部 

コンサルタント 

− 招聘国との事前連絡・調整 

− 招聘時の同行（主担当） 

− 報告書の作成 

メンバー 

岡野 翔運 

社会システムコンサルティング部 

コンサルタント 

− 招聘国との事前連絡・調整 

− 招聘時の同行（主担当） 

− 報告書の作成 

メンバー 

原田 直樹 

社会システムコンサルティング部 

コンサルタント 

− 招聘国との事前連絡・調整 

− 招聘時の同行 

− 報告書の作成 

メンバー 

葉山 真 

社会システムコンサルティング部 

コンサルタント 

− 各種準備の補助 

− 招聘時の同行 

出所）NRI作成 
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第２章 インドネシア招聘の実施内容 

 

２－１．プログラムのテーマ 

インドネシアからの要望は、主に「がん対策」であった。 

現在、インドネシアでは、感染症が主流であった疾病構造から、がんを含めた非感染性疾患へ

移行してきている。今後、がんに関連した医療費の増大も予想され、インドネシア保健省は、が

んの罹患率・死亡率低下に向け、国家がん対策委員会（National Cancer Control Committee）を

設定、2019 年までに、国内外における効果的なパートナーシップの確立、がん研究、国家がん治

療ガイドラインの作成、医学教育におけるがん教育の改善、効果的かつ効率的なリファラルシス

テム、ホスピス・自宅でのケアシステムの強化を目指している。 

今回のインドネシア側参加者は全員、インドネシア・ジャカルタの Dharmais Hospital（ダルマ

イス病院）の職員であった。ダルマイス病院は保健省管轄の国立がん病院であり、国家がん対策

委員会の一翼を占める。メンバーは、院長、医学看護部長（病院管理部門メンバー）、病院マスタ

ープラン・リーダー、病院管理情報システム長であった。 

これを受けて、厚生労働省とNRIで協議し、またインドネシア側参加者への確認を進めながら、

具体的なテーマを下記の通り設定した。 

 

 日本におけるがん対策の概要紹介 

 先端的ながん診療施設等への見学（スマート手術室、陽子線治療、内視鏡等） 

 日本における院内がん登録、全国がん登録の紹介 

 民間企業（医療機器メーカー・医薬品メーカー）とのネットワーキング 

 国立がん研究センター訪問、MOU 締結、意見交換 

 

最後の国立がん研究センターにおいては、今回の招聘プログラムに時期を合わせて、インドネ

シア・ダルマイス病院との MOU 締結が行われた。このため、本プログラムで招聘した 4 名に加

え、インドネシア保健省 Untung Suseno Sutardjo 事務次官ら、多数の保健省関係者が来日された。 

 

 

２－２．実施概要 

今回のプログラムにおけるインドネシアからの参加者は以下の 4 名である。 

 

Prof. Dr. Abdul Kadir, PhD, SpTHT-KL, MARS 

President Director of Dharmais Hospital, Ministry of Health 

 

Dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS 

Director of Medical and Nursing, Dharmais Hospital, Ministry of Health 

 

Dr. Kardinah, SpRad(K) 

Leader of Dharmais Master Plan Program, Dharmais Hospital, Ministry of Health 
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Dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH 

Head of Program and Hospital Management Information System Division, Dharmais Hospital, 

Ministry of Health 

 

 

前述のテーマ設定を受けて、1 週間（祝日を除く 4 日間）のプログラムを次の通り設計した。 

 

図表 4：インドネシア保健医療分野招聘プログラムの概要 

 

出所）NRI作成 

 

 

２－３．個別プログラムの内容 

 

１）オリエンテーション 

日時  ： 2017 年 10 月 10 日（火）11:00～12:00 

場所  ： 厚生労働省 仮設第 3 会議室 

参加者 ： 厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 徳本史郎室長 

          木多村知美専門官 

主な内容： ①双方の挨拶・自己紹介 

 ②スケジュールの確認 
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 ③厚生労働省による歓迎の挨拶 

 ④ダルマイス病院による挨拶 

 

厚生労働省より今回のプログラムのスケジュールと内容の説明を行い、本プログラムがイン

ドネシア側の要望に基づき、日本のがん対策の概要が把握できる構成になっている旨をお伝え

した。続いてインドネシア側より挨拶があり、ダルマイス病院は、がん治療センターを新設予

定であり、そこに日本のがん治療技術の機器・システム・人材育成を含む一環のプロセスを導

入したい旨が述べられた。 

 

図表 5：記念撮影の様子 

 

出所）NRI撮影 

 

 

２）厚生労働省 がん・疾病対策課 

テーマ ： 日本・インドネシアにおけるがん対策の概要 

日時  ： 2017 年 10 月 10 日（火）14:00～17:00 

場所  ： 厚生労働省 仮設第 3 会議室 

参加者 ： 厚生労働省 健康局 がん・疾病対策課 丹藤昌治推進官  

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 木多村知美専門官 

主な内容： ①がん・疾病対策課による日本のがん対策に関する説明 

 ②ダルマイス病院によるインドネシアのがん対策に関する説明 

 ③意見交換 

 

厚生労働省がん・疾病対策課より日本のがん対策に関する経験・知見が共有され、日本のが

ん対策の概要、がん診療連携拠点病院、全国がん登録、ゲノム医療、緩和ケア、がん患者の就

労支援に関する説明を受けた。これを受けてインドネシア側より、早期発見の普及のための費

用負担、がん検診の受診率向上に向けた施策、IT 活用による情報の正確性の担保、国立がんセ

ンター設立前後での状況などについて質問が出た。 

続いてインドネシア側より、インドネシアのがん対策について紹介があり、保健医療体制、

医療支出の動向、がん対策、ダルマイス病院の概要について説明がなされ、意見交換が行われ

た。 
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図表 6：説明、記念撮影の様子 

 

   
出所）NRI撮影 

 

 

３）東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 

テーマ ： スマート治療室「SCOT」の見学 

日時  ： 2017 年 10 月 11 日（水）11:00～12:30 

場所  ： 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 

参加者 ： 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 先端工学外科学分野 脳神経外科 

      教授 村垣善浩 

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 木多村知美専門官 

主な内容： ①スマート手術室の説明・見学 

 ②スマート手術室の紹介動画の視聴 

 ③質疑応答 

 

スマート手術室「SCOT（Smart Cyber Operating Theater）」の見学、説明を受け、その後、

実際に臨床で稼働中の術中 MRI もモニターで見学した。インドネシア側からは、SCOT の適応、

プログラミング、また、術中 MRI の導入経緯や日本以外での使用経験に関する質問が出た。ま

た、術中 MRI をダルマイス病院に実際に導入した場合の詳細な導入コスト・稼働に必要な医療

人材の研修についての議論もなされた。 

 

図表 7：説明、記念撮影の様子 

  
出所）NRI撮影 
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４）名古屋陽子線治療センター 

テーマ ： 陽子線治療施設の見学 

日時  ： 2017 年 10 月 11 日（水）17:00～19:00 

場所  ： 名古屋陽子線治療センター 会議室 

参加者 ： 名古屋陽子線治療センター日立事務所 所長 山田雅史 

主な内容： ①施設に関する概要説明（紹介ビデオ視聴を含む） 

 ②施設見学 

 ③質疑応答 

 

名古屋陽子線治療センターより、説明資料と紹介ビデオを用いた施設に関する概要説明、施

設設立の経緯、診療内容、経営状況等に関して説明を受け、続いて治療室や陽子線照射装置等

の視察を行った。インドネシア側からは、患者の負担額、各治療の照射回数、国内外での導入

実績、施設規模の小型化、他メーカー機器との比較、陽子線治療と重粒子線治療の違い、建設

費用・維持費、放射性廃棄物発生の有無、乳がんへの適用可否などの質問が出た。 

 

図表 8：名古屋陽子線治療センター 

  
出所）名古屋市 撮影 

 

 

 

５）東京都立駒込病院 

テーマ ： がん登録システム 

日時  ： 2017 年 10 月 12 日（木）09:30～12:00 

場所  ： 東京都立駒込病院（東京都地域がん登録室併設） 

参加者 ： 東京都立駒込病院 医事課 病歴担当 課長代理 杉乃真澄、 

東京都福祉保健局 保健政策部 健康推進課 課長 田渕健 

（東京都地域がん登録室長 兼 東京都立駒込病院小児科医長） 

主な内容： ①院内がん登録システムの説明・見学 

 ②日本におけるがん登録システムに関する説明 

 ③全国がん登録システムの説明・見学 
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東京都立駒込病院より、院内がん登録システムについて、がん患者の詳細な登録情報項目、

登録のプロセス、システムの操作方法、統計結果の医師へのフィードバックの方法などについ

て説明がなされ、実際の電子登録システムの画面操作も見学した。これを受けてインドネシア

側からは、駒込病院の院内がん登録体制、「院内がん登録実務者」資格、生死不明患者の確認方

法、登録内容の品質管理などについての質問が出た。 

続いて、東京都におけるがん登録に関し紹介され、日本におけるがん登録発展の経緯、東京

都がん登録室の役割、がん登録システムについて説明を受けた。説明後には東京都がん登録室

を訪問し、実際の登録システムを見学した。これを受けてインドネシア側から、プログラム言

語の種類、全国規模でのデータ収集方法、組織体制などの質問が出た。 

 

図表 9：見学・意見交換の様子 

  
出所）NRI撮影 

 

 

６）オリンパス株式会社 石川事業場 

テーマ ： オリンパスの事業・製品の概要 

日時  ： 2017 年 10 月 12 日（木）15:00～17:00 

場所  ： オリンパス株式会社 技術開発センター石川 

参加者 ： メディカルアフェアーズ本部  課長 手塚利明 

                           課長 松下真澄 

 医療マーケティング本部  課長代理 細川靖之 

                                中島梓 

主な内容： ①オリンパスによる事業の概要及びに製品機能説明 

 ②オリンパスによる内視鏡製品の現品供覧 

 ③オリンパスの製品博物館・瑞古洞の見学 

 

オリンパス株式会社より、オリンパスの医療事業の概要と、同社最新の上部消化管ビデオス

コープ「GIF-HQ190」と大腸ビデオスコープ「CF-HQ190」、内視鏡処置具（止血クリップ）「EZ 

Clip」の機能について説明を受けた。また、最新技術を搭載した外科手術用内視鏡システム「3D 

Imagining System」、「4K Imagining System」、外科技術用エネルギーデバイスについて説明を
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受けた。 

その後、説明を受けた内視鏡機器によるデモンストレーションが行われ、医療研修用のマネ

キンを使い、インドネシア側も実際に内視鏡機器の操作を体験した。デモンストレーションの

傍らでは質疑応答がなされ、止血クリップの特徴や、内視鏡機器に付随するトレーニングやサ

ポートの体制について質問があがった。 

最後に、オリンパスの製品博物館「瑞古洞」の見学を行い、オリンパス製の内視鏡の歴史、

顕微鏡の歴史について、解説を受けた。 

 

図表 10：機器説明・デモンストレーションの様子 

  
出所）NRI撮影 

 

 

７）ラップアップ・セッション 

テーマ ： プログラムの振り返りと今後について 

日時  ： 2017 年 10 月 13 日（金）09:00～09:40 

場所  ： 厚生労働省 仮設第 3 会議室 

参加者 ： 厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 木多村知美専門官 

主な内容： ①事務連絡 

 ②参加者の感想 

 

今回のプログラムに関し、インドネシア側から、今後インドネシアのがん対策・がん登録を

考えていく上で、日本の施策を参考にしたい、普段は、情報開示の観点から、具体的な技術は

見られないことが多いが、今回は、色々な技術を実際に見せていただく事が出来たという振り

返りがあった。今後は、日本におけるがん患者のリファラルシステム、上位の病院が下位の病

院を指導する体制を知りたいという希望があった。 

 

 

８）ネットワーキング・セッション 

テーマ ： インドネシア保健省関係者と日本企業とのネットワーキング 

日時  ： 2017 年 10 月 13 日（金）10:00～12:00 

場所  ： TKP 新橋カンファレンスセンター ホール 3A 

参加者 ： 別表の通り 
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主な内容： ①徳本室長によるオープニングスピーチ 

 ②インドネシア保健省 Untung Suseno Sutardjo 事務次官の挨拶 

 ③インドネシア大使館 Rachmat Gobell 特命大使の挨拶 

 ④参加者全員による自己紹介 

 ⑤ダルマイス病院によるインドネシアのがんの状況、ダルマイス病院の説明 

 ⑥国際協力機構によるインドネシアとの協力事業の説明 

 ⑦国立国際医療研究センターによるインドネシアとの協力事業の説明 

 ⑧参加者同士の交流 

 ⑨徳本室長によるクロージングスピーチ 

 

図表 11：インドネシア側参加者 

氏名 所属・役職等 

Dr. Untung Suseno Sutardjo,  
M.Kes 

Secretary General, Indonesian Ministry of Health 

Prof. Dr. Abdul Kadir,  
PhD, SpTHT-KL, MARS 

President Director of Dharmais Hospital 

Dr. Lies Dina Liastuti,  
SpJP(K), MARS 

Director of Medical and Nursing, Dharmais Hospital 

Dr. Kardinah, SpRad(K) 
Leader of Dharmais Master Plan Program,  
Dharmais Hospital 

Dr. Ockti Palupi, MPH 
Head of Program and Hospital Management Information 
System Division, Dharmais Hospital 

Mr. Rachmat Gobell 
Special envoy Indonesian government for Japan,  
Chairman Panasonic Gobell international 

Mr. Gabriel Sudarman 
Asisstance special envoy Indonesian government for Japan 
(healthcare specialist), CEO and founder Indo Medika Utama 

出所）NRI作成 
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図表 12：日本側参加者 

氏名 所属・役職等 

日下 博之 
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

海外営業本部 アジア・オセアニア統括担当 主任 

金子 彩香 
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

海外営業本部 アジア・オセアニア統括担当 

須賀 秀徳 
パナソニック ヘルスケア株式会社 

医療政策渉外部 医療政策渉外課 主席 

西村 和哲 
株式会社日立製作所 

ヘルスケアビジネスユニット グローバル事業統括本部 企画部 担当部長 

熊澤 康 
株式会社日立製作所 

ヘルスケアビジネスユニット グローバル事業統括本部 企画部 

和田 賢治 
株式会社日立製作所 

ヘルスケアビジネスユニット 経営戦略室 渉外部 部長代理 

長岡 秋広 
アステラス製薬株式会社 

アジアオセアニア事業本部 専任理事（渉外担当） 

小越 健史 
エーザイ株式会社 

理事兼アジア・中国 BD部長 

井上 裕史 
大塚製薬株式会社 

業務管理部 国際部長 

大塚 具幸 
武田薬品工業株式会社 

CCPA パブリックアフェアーズインターナショナル グローバルヘッド 

渡部 晃三 
国際協力機構 

人間開発部次長、保健第二グループ長 

仲佐 保 
国立国際医療研究センター 

国際協力局 運営企画部長 

岸本 堅太郎 
経済産業省 

商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 国際展開推進室 室長 

丹藤 昌治 
厚生労働省 

健康局 がん・疾病対策課 がん対策推進官 

徳本 史郎 
厚生労働省 

医政局 総務課 医療国際展開推進室 室長 

永松 聡一郎 
厚生労働省 

医政局 総務課 医療国際展開推進室 課長補佐 

木多村 知美 
厚生労働省 

医政局 総務課 医療国際展開推進室 医療人材専門官 

 注）通訳、NRI除く。キヤノンメディカルシステムズは、開催時は「東芝メディカルシステムズ」。 

出所）NRI作成 

 

 

厚生労働省、インドネシア保健省、インドネシア大使館による挨拶の後、今回の招聘プログ

ラムの参加者より、インドネシアにおけるがんの状況・ダルマイス病院の紹介が行われた。続

いて、国際協力機構（JICA）より、JICA の保健分野での協力概要とインドネシアでの保健セク

ターへの協力方針、国立国際医療研究センター（NCGM）より、スリアンティ・サロッソ感染

症病院を始めとするインドネシアと NCGM による協力の紹介が行われた。続いて参加者同士

の交流があり、名刺交換や意見交換などが活発に行われた。 
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図表 13：Untung Suseno Sutardjo 事務次官挨拶、交流の様子 

  
出所）NRI撮影 

 

 

９）国立がん研究センター 

テーマ ： ゲノム診療とがん登録、MOU 締結と今後の協力関係について 

日時  ： 2017 年 10 月 13 日（金）14:30～16:30 

場所  ： 国立研究開発法人 国立がん研究センター 

参加者 ： 国立がん研究センター 理事長 中釜斉 

国立がん研究センター中央病院 病院長 西田俊朗 

国立がん研究センター  企画戦略局 国際戦略室 室長 山本精一郎 

     中央病院 遺伝子診療部門長 吉田輝彦 

     がん対策情報センター 全国がん登録室長 松田智大 

                      企画戦略局 国際戦略室 室員 鈴木早希子 ほか 

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室  徳本史郎室長 

                        木多村知美専門官 

主な内容： ①病院 小ツアー 

 ②中釜理事長による挨拶 

 ③Untung Suseno Sutardjo 事務次官による挨拶 

 ④国立がん研究センターの紹介 

 ⑤ダルマイス病院の紹介 

 ⑥ディスカッション 

 ⑦MOU 覚書調印、記念撮影 

 ⑧国立がん研究センターによる説明 1：ゲノム診療について 

 ⑨国立がん研究センターによる説明 2：がん登録について 

 ⑩西田院長より挨拶 

 

病院見学の後、国立がん研究センター、インドネシア保健省による挨拶、続いてそれぞれの

施設の概要を紹介した後、今後の協力分野などについて意見交換が行われた。 

引き続き、国立がん研究センターとダルマイス病院により MOU 覚書の調印が行われた。そ
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の後、「ゲノム診療」「がん登録」について、それぞれ日本での知見に関する紹介があり、説明

内容についての意見交換が行われた。 

最後に、国立がん研究センターより、国立がん研究センターとダルマイス病院の間の共同研

究や人的交流など幅広い連携を推進していきたいとの意向が述べられた。 

 

図表 14：MOU 調印、記念撮影の様子 

  
出所）NRI撮影 

 

 

２－４．全体総括 

 

１）インドネシア側参加者からの事後レポートの概要 

全行程終了後、インドネシア側参加者から本プログラムに関する事後レポートを受領した。

その概要については以下のとおりである。 

 

 帰国後、当プログラムを通して得られた知見を、インドネシア保健大臣と保健サービス

局長（Director General of Health Services）に報告し、今後の施策検討に活かすよう助言

を受けた。 

 得られた知見を、今後インドネシアにおけるがん対策の強化に向けて反映していくため、

以下の取り組みを中心に進めていく予定である。 

 「がん検診」や「がん登録」についての取り組み 

 高度な医療サービスを提供していくための、PPP を利用したインフラ整備 

 IT システム整備と、インドネシア国内の各種病院との連携強化 

 ダルマイス病院の機能強化に向けた、国際的なネットワークの形成 

 上記に加え、ダルマイス病院医師のキャリアパスの再検討に取り組んでいる。一部の医

師については、日本に短期で研修のために派遣することを検討する。 

 2018 年 3 月には、日本の国立がん研究センターより専門家を迎え、がん登録に関する知

見の共有をして貰い、交流を図る予定である。ダルマイス病院と連携関係にある 14 の病

院も参加する予定である。 

 医療産業に関連する日本企業との連携について、現在検討を進めているところである。 

 PPP を通したダルマイス病院の新棟（A 棟と B 棟）の建設計画について、帰国後の 2017
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年 12月にスキームに関する説明会を実施した際、日本企業数社の参加があり、LOI（Letter 

of interest：関心表明書）の提出があった。 

 

 

２）成果と課題 

今回の参加者は全員がダルマイス病院関係者であった。ダルマイス病院は、保健省管轄の国

立がん病院、かつ、国家がん対策委員会のメンバーとして、インドネシアのがん対策を牽引す

る立場にある。また、新しいがんセンターの建設を予定しているとのことで、日本のがん対策

の知見や人材育成・技術に関する支援を具体的に要望している状況であった。そのため、各訪

問先との意見交換・質疑応答は具体的かつ活発に実施され、予定された時間を超過することも

しばしばであった。例えば、インドネシアにおいて、がん検診を進める為に、日本の検診シス

テムの利点・問題点に関する具体的な質問が出たり、ある医療機器メーカーに対して、インド

ネシアにおける代理店の名前を尋ねたりするようなシーンもあった。 

最終日のラップアップにおいても、プログラム全般が有益であり、大変満足されている発言・

感想が多かった。インドネシアのがん対策が更なる発展に向けて、本プログラムが一定の貢献

を果たしたのではないかと考えられる。 

一方で、ラップアップでは、日本における国立がん研究センターのような高次医療施設の他

施設への指導方法や、地域のクリニック・医療機関から高次医療機関へのリファラルシステム

を学びたいという要望もあった。 

ダルマイス病院における新しいがんセンター建設という事業機会があることが確認され、そ

れを念頭に各医療機関・民間企業等と意見交換できたことも一つの成果といえる。また、日本

企業によるインドネシア保健省やダルマイス病院へのアプローチについても、日本政府・関連

機関による適切な支援が重要になると考えられる為、厚生労働省により適宜フォローアップを

行う予定となっている。 

 

 

３）実施概要と成果のまとめ 

日 時： 2017 年 10 月 10 日～13 日 

インドネシア側参加者： ダルマイス病院 院長、医学看護部長など 4 名 

テーマ： がん対策 
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図表 15：主な招聘プログラム（インドネシア） 

 

出所）NRI撮影・作成 

 

 

図表 16：主な成果（インドネシア） 

 スタルジョ インドネシア保健省事務次官と、池田総括審議官とのバイ会談の実施 

 インドネシア保健省と厚生労働省の覚書の締結に向けた取組みを加速化 

 

 インドネシア ダルマイス病院と、国立がん研究センター（NCC）とのMOU締結の場の

提供 

 ダルマイス病院と NCCの協力体制確立を支援 

 

 ダルマイス病院の新たながん治療センター建設に関する情報収集、ならびに日本企

業とのネットワーキングの場を提供 

 日本企業の技術・機器のインドネシアへのさらなる展開を支援 

出所）NRI作成 

 

  

東京女子医科大学「スマート治療室」視察 名古屋陽子線治療センター 視察

東京都立駒込病院 視察 日本企業等とのネットワーキング

インドネシア保健省事務次官の
厚生労働省への表敬

ダルマイス病院と国立がん研究センター
とのMOUの締結
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第３章 シンガポール招聘の実施内容 

 

３－１．プログラムのテーマ 

シンガポールからの要望は、「日本の感染症の予防対策とサーベイランス」であった。シンガポ

ールは世界中から人が集まり、また、物流の結節点ともなっているグローバルハブであり、シン

ガポール保健省は感染症対策を継続的に強化してきている。例えば 2016 年 8 月にはジカウィルス

の大流行があったものの、症例検出や患者隔離、媒介生物駆除などの対策を速やかに実行するこ

とで、約 5 週間で事態の収拾につなげた実績を持つ。一方で、結核や HIV への対策等、日本と同

様にまだ多くの課題に直面している状況である。 

また、シンガポール保健省は、2017 年 11 月に薬剤耐性（AMR）対策アクションプランを策定

し、2018 年には新たな国立感染症センターを開設する予定である。感染症対策においては、国際

協力が今後ますます重要になっていくことから、シンガポールからは、日本の経験を学ぶだけで

なく、今後の協力関係強化についても協議したいとの要望を受けた。 

本招聘では、双方向の意見交換を重視することを主眼としつつ、具体的には下記のような内容

を設定した。 

 

 日本の感染症対策の概要紹介 

 感染症対策の主要機関への訪問、意見交換 

 国立国際医療研究センター（NCGM）：HIV、結核、薬剤耐性（AMR）について 

 国立感染症研究所（NIID）：感染症サーベイランス、大流行（アウトブレイク）対策、

予防接種について 

 成田空港検疫所：国際空港における検疫業務について 

 結核予防会結核研究所：日本の結核疫学・対策について 

 感染症分野における日本の医薬品・医療機器メーカーへの訪問、意見交換 

 シスメックス株式会社：検査機器について 

 塩野義製薬株式会社：感染症対策、AMR について 

 

 

３－２．実施概要 

今回のプログラムにおけるシンガポール保健省からの参加者は以下の 4 名である。4 名全て、

シンガポール保健省の感染症課（Communicable Diseases Division, Ministry of Health）課員が来

日した。それぞれ政策立案、結核・薬剤耐性（AMR）、麻疹等担当に分かれていた。 

  

 

Prof. Dr. Vernon Lee, MBRS, PhD, FAMS, MPH, MBA 

Director, Communicable Diseases Division, Ministry of Health 

 

Mr. Ethan Goh 

Deputy Director (Policy and Control), Communicable Diseases Division, Ministry of Health 
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Ms. Yingqi Lai, MSPH (Epidemiology) 

Senior Public Health Officer, Surveillance and Response Branch,  

Communicable Diseases Division, Ministry of Health 

 

Ms.Georgina Lim 

Public Health Officer, Surveillance and Response Branch,  

Communicable Diseases Division, Ministry of Health 

 

 

前述のテーマ設定を受けて、1 週間のプログラムを次の通り設計した。 

 

図表 17：シンガポール保健医療分野招聘プログラムの概要 

 

出所）NRI作成 
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３－３．個別プログラムの内容 

 

１）オリエンテーション 

日時  ： 2017 年 11 月 6 日（月）8:30～9:00 

場所  ： TKP 新橋カンファレンスセンター カンファレンスルーム 4A 

参加者 ： 厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 徳本史郎室長 

            永松聡一郎室長補佐 

           道菅良介専門調査員 

主な内容： ①厚生労働省による歓迎の挨拶、シンガポール保健省による謝辞 

②双方の挨拶・自己紹介 

 ③スケジュールの確認 

  

オリエンテーションでは、まず厚生労働省より歓迎の挨拶を行い、シンガポール側の要望に

従い、日本における感染症対策の概要が把握できるようなプログラム構成を設計した旨を説明

し、プログラム全体の詳細なスケジュールについて確認した。 

 

図表 18：オリエンテーションの様子、厚生労働省・シンガポール保健省の集合写真 

  
出所）NRI撮影 

 

 

２）厚生労働省 結核・感染症課 

テーマ ： 感染症対策等に関する厚生労働省の取り組み 

日時  ： 2017年 11月 6日（月）9:00～12:00 

場所  ： TKP新橋カンファレンスセンター カンファレンスルーム 4A 

参加者 ： 厚生労働省 健康局 結核感染症課  野田博之室長      

                                 原澤朋史室長補佐       

                            吉井史歩主査 

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室  道菅良介専門調査員  

主な内容： ①日本の感染症対策の全体概要の説明 

②日本の結核・HIV 対策、AMR の説明 

 ③シンガポール保健省からの感染症の状況と取組内容に関する説明 

 ④両国間の意見交換 
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まず厚生労働省から日本の感染症対策の全体概要、結核・HIV 対策、AMR に関する説明が

行われ、その後、シンガポール側からシンガポールにおける感染症の状況と取組内容について

の説明が行われた。 

意見交換では、シンガポール側からは、全体概要に関連して医療費負担や政府機関の役割分

担について、結核に関連して直接服薬確認療法（DOTS）について、HIV に関連して啓発活動

や郵送検査についての質問があった。 

 

図表 19：説明・意見交換の様子 

  
出所）NRI撮影 

 

 

３）国立国際医療研究センター 

テーマ ： 感染症対策（特に結核、HIV 感染症、耐性菌、人事管理） 

日時  ： 2017 年 11 月 6 日（月）14:30～17:00 

場所  ： 国立国際医療研究センター3 階会議室 

参加者 ： 国立国際医療研究センター  國土典宏理事長  

                         難波吉雄企画戦略局長  

                         日下英司国際医療協力局長  

           大曲貴夫副院長 

           高崎仁医師 

           渡辺恒二医師 

           石金正裕医師 

           堀成美専門職 

 厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 徳本史郎室長 

         道菅良介専門調査員 

主な内容： ①双方の挨拶 

 ②センターの概要説明 

 ③「結核」の説明 

 ④「HIV 感染症」の説明 

 ⑤「耐性菌」の説明 

 ⑥シンガポール保健省からの感染症の状況と取組内容に関する説明 

 ⑦両国間の意見交換 
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国立国際医療研究センター（NCGM）を訪問し、日本における感染症の現状とその対策につ

いての説明を受けた。その後、各論として、結核、HIV 感染症、薬剤耐性菌について、日本の

現状を踏まえた感染症対策に関し、それぞれの担当者より説明が行われた。 

NCGM からの説明後、シンガポール側からは、結核発症者の属性や入国スクリーニング検査

について、HIV 感染症に関する両国の課題について、耐性菌に関するデータベースの活用法等

について等、多数の質問があった。 

 

図表 20：説明・意見交換の様子 

  
出所）NRI撮影 

 

 

４）国立感染症研究所 

テーマ ： 感染症対策（特に感染症サーベイランス、JANIS、感染症アウトブレイク対策） 

日時  ： 2017 年 11 月 07 日（火）09:50～17:00 

場所  ： 国立感染症研究所 

参加者 ： 国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター センター長 柴山恵吾  

         感染症疫学センター センター長 大石和徳 

                   第二室長  砂川富正 

                   主任研究官 山岸拓也 

                   主任研究官 神谷元 

                   研究員   佐藤弘 

                   研究員   福住宗久 他 8 名 

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 道菅良介専門調査員 

主な内容： ①国立感染症研究所の概要紹介（ビデオ視聴） 

 ②シンガポール保健省からの感染症予防に関する取組の説明 

 ③厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業の説明 

 ④実地疫学専門家養成コースの説明 

⑤日本の感染症サーベイランスの説明 

⑥感染症アウトブレイク対応の説明 

⑦麻疹・風疹対策、日本の予防接種の説明 

 ⑧両国間の意見交換 
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最初に感染症研究所の概要紹介のビデオを視聴し、続いてシンガポールにおける感染症予防

の概要について、シンガポール保健省から説明が行われた。 

国立感染症研究所からは、合計 4 つのテーマ（厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業

(Japan Nosocomial Infections Surveillance: JANIS)、感染症サーベイランス、感染症アウトブレ

イク対応、予防接種）について説明が行われた。 

各テーマにおいて、日本とシンガポールの気候の差に起因する状況の違い、実地疫学専門家

養成コースの感染症アウトブレイク対応と人材育成への貢献、感染症サーベイランスの実行主

体、麻疹を排除できた要因など、様々な観点から質疑応答や意見交換が行われた。 

 

図表 21：説明・意見交換の様子 

  
出所）NRI撮影 

 

 

５）成田空港検疫所 

テーマ ： 成田空港検疫所における各種取り組み状況の実態 

日時  ： 2017 年 11 月 8 日（水）10:00～17:00 

場所  ： 成田空港 

参加者 ： 成田空港検疫所 所長 福島靖正 

        次長 山本晃嗣 

        企画調整官 本間善之 

        総務課 岡崎政明課長補佐、岡本和智課長補佐 

        検疫課 嶋田武文課長、成田孝上席空港検疫管理官、 

            谷友紀看護師長 

        衛生課 島村博課長、芝田修検疫専門官、 

            山形晃明輸入動物管理室長 

        検査課 加藤雅英課長、齋藤邦宏媒介動物検査室長 

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 道菅良介専門調査員 
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主な内容： ①双方の挨拶 

 ②検疫所の概要の説明 

 ③検疫課の業務の説明 

 ④空港衛生業務の説明 

 ⑤動物の輸入届出制度の説明 

 ⑥検査課の業務の説明 

 ⑦業務視察 

 ⑧両国間の意見交換 

 

成田空港検疫所の各課（総務課、検疫課、衛生課、衛生課輸入動物管理室、検査課）の順に、

各々の業務概要と成田空港の感染症対策の状況について説明が行われた。シンガポール側から

は、黄熱ワクチンの対象者や空港における隔離の法的強制力、気温設定の基準、動物の輸入届

け出制度、MERS 検査についての質問が出た。 

説明の後、午後のセクションでは、前半で説明を受けた内容について実際に現場で確かめる

ことを目的として、成田空港構内の業務視察を行った。視察では、検疫検査場、健康相談室、

感染症情報コーナー、空港のエプロン・場周道路、輸入動物一時保管場所の順に、実際に各課

における感染症対策の現場を確認した。 

最後に、シンガポールと日本では類似の課題を抱えていることから、今後の協力関係の構築、

情報共有の重要性について、成田空港検疫所とシンガポール保健省の間で確認がされた。 

 

図表 22：説明・意見交換、視察の様子 

  
出所）NRI撮影 
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６）シスメックス株式会社 

テーマ ： シスメックスの感染症（マラリア）への取り組み 

日時  ： 2017 年 11 月 09 日（木）10:30～11:30 

場所  ： シスメックス株式会社 東京支社 

参加者 ： シスメックス株式会社 

 グローバルサポート本部 中国・AP 部  蛭田嘉英 

                    中村由紀子 

 第一エンジニアリング本部 細胞技術グループ 小西綾 

                       鈴木裕義 

 厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 道菅良介専門調査員 

 

主な内容： ①シスメックス株式会社による説明 

 ②質疑応答および意見交換 

 ③ショールームの見学、意見交換 

 

まず、シスメックスより企業概要ならびに感染症対策への取り組み内容について、マラリア

の例を中心に紹介が行われた。続いて、質疑応答および意見交換が行われ、シンガポール側か

らは、シスメックスの持つ技術とその活用先等について質問が出た。 

意見交換後、ショールームに移動し、実際の機器等を見学しながら、シスメックスの持つ機

器・技術についての説明が行われた。 

 

図表 23：視察、記念撮影の様子 

  
出所）NRI撮影 
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７）公益財団法人結核予防会 結核研究所 

テーマ ： 結核対策全般 

日時  ： 2017 年 11 月 09 日（木）14:00～17:00 

場所  ： 公益財団法人結核予防会 結核研究所 

参加者 ： 公益財団法人結核予防会 結核研究所 

 所長 加藤誠也 

 国際協力・結核国際情報センター センター長   山田紀男 

                 国際研修科長  平尾晋 

                 企画主幹 医師 吉山崇 

 臨床・疫学部長、疫学情報センター長 大角晃弘 

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 道菅良介専門調査員 

主な内容： ①結核研究所の組織･活動紹介 

 ②日本の結核疫学対策についての説明 

 ③所内見学 

 ④シンガポール保健省からのシンガポールにおける結核の状況に関する説明 

 ⑤両国間の意見交換 

  

結核研究所より 2 つのテーマについて説明が行われた。一つ目は、結核研究所の組織と活動

についてであり、二つ目は、日本の結核の疫学と対策についてであった。 

続いて所内見学が行われ、研究室や資料室を見学した。所内見学の後、シンガポール保健省

より、シンガポールにおける結核の状況について説明が行われ、最後にこれまでの内容を踏ま

えた質疑応答・意見交換が行われた。質疑応答では、シンガポール側より特定都市で結核の発

症率が高い理由や 1980 年以降に結核発症数・死亡数の減少割合が滞った理由に関しての質問が

出た。 

 

図表 24：所内見学、意見交換の様子 

  
出所）NRI撮影 
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８）塩野義製薬 

テーマ ： 塩野義製薬の感染症対策関連についての取り組み 

日時  ： 2017 年 11 月 10 日（金）09:30～10:30 

場所  ： 塩野義製薬株式会社 東京支店 

参加者 ： 塩野義製薬株式会社 

 医薬研究本部 感染症領域 シニアフェロー 山野佳則 

 渉外部 専任部長 山口栄一 

 海外事業本部 感染症薬適正使用推進ユニット 専任次長 有吉祐亮 

                       課長補佐 中嶋拓也 

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 道菅良介専門調査員 

主な内容： ①製薬業界における感染症対策の概要説明 

 ②両国間の意見交換 

 

塩野義製薬東京支店への訪問と意見交換を行った。塩野義製薬からは、説明資料を用いて製

薬業界における感染症対策の概要についての説明が行われた。質疑応答は適宜行われ、シンガ

ポール側からは、塩野義製薬が持つ技術・商品に関して（具体的には、cefiderocol の効果や塩

野義製薬の開発候補品である S-033188（2018 年 2 月に製造販売承認を取得）の臨床効果等）の

質問が出た。 

 

図表 25：説明、記念撮影の様子 

  
出所）NRI撮影 

 

 

９）ラップアップ・セッション 

テーマ ： プログラムの振り返りと今後について 

日時  ： 2017 年 11 月 10 日（金）11:30～12:00 

場所  ： TKP 新橋 カンファレンスセンター ミーティングルーム 4H 

参加者 ： 厚生労働省医政局 総務課 医療国際展開推進室  徳本史郎室長 

                       道菅良介専門調査員 

主な内容： ①厚生労働省からの挨拶とプログラムに関する所感 

 ②シンガポール保健省からのプログラムに関する所感 

 ③両国間の意見交換 
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最後に、プログラム全体の振り返りとしてラップアップを実施した。厚生労働省より、プロ

グラム終了の挨拶と、帰国後の報告書提出の依頼などの事務連絡を行った後、シンガポール参

加者全員より、今回のプログラムの感想を得た。特に各メンバーの担当分野で関心が高かった

内容に言及されたが、総じて、両国の類似課題と今後の協力意向を確認しつつ、シンガポール

になく日本が有する仕組み等については、日本を参考に新たな対策を検討したいという意見が

聞かれた。また、今後の連携の可能性等について、双方意見交換が行われた。 

 

図表 26：ラップアップの様子 

  

出所）NRI撮影 

 

 

３－４．全体総括 

 

１）シンガポール保健省からの事後レポートの概要 

全行程終了後、シンガポール保健省から本プログラムに関する事後レポートを受領した。そ

の概要については以下のとおりである。 

 

 感染症の予防、管理、対応については、日本の体制が非常に参考になった。例えば日本

においては、感染症の診断は、自治体レベルでその住民に対して実施され、結核研究所

において、伝達された結果に基づき、政策や基準選定の検討を行っている。一方で感染

症研究所は、統計データの収集や研究、分析に特化している。こうした明確な役割分担

は、シンガポールの保健省と NCID（National Centre for Infectious Diseases）の役割分

担構築のモデルになり得る。 

 日本は麻疹の排除を 2015 年に実現したが、シンガポールでも排除に向けた検討を進めて

いる。日本の経験を踏まえると、センチネル検査において、陰性も含めて麻疹の発病が

あった全ての個体に対して調査研究を行い、非麻疹率の割合も把握する必要があると考

えている。 

 日本では、DOTS（直接監視下短期化学療法）の種類・頻度は、リスク評価ツールによ

って詳細に評価されている。自治体などの公共機関によって患者の DOTS の治療計画等

がレビューされており、シンガポールにおいてもそうしたリスク評価ツールの導入を検

討すべきと考えている。 
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 日本は 2017 年 4 月に、国立国際医療研究センター内に AMR 臨床リファレンスセンター

を設立し、当施設が日本国家戦略の AMR 分野における施策の実行を担っている。シン

ガポールでも国家戦略の AMR 分野において、同様の AMR に特化した実行主体となる

組織の設立を検討しており、日本の AMR 臨床リファレンスセンターは、その参考にな

ると考えている。 

 

 

２）成果と課題 

最終日のラップアップにおいては、プログラム全般が有益であり、大変満足されている旨の

感想をいただいた。シンガポールにおける感染症対策の更なる発展に向けて、本プログラムが

一定の貢献を果たしたのではないかと考えられる。 

シンガポールは先進国かつグローバルハブということもあり、感染症対策は継続的に強化さ

れてきており、日本側からの一方的な説明というよりは、双方向の意見交換が多くなった。シ

ンガポールにおける取り組みに日本側参加者が強く関心を示したり、学んだりすることもあり、

日本・シンガポール双方にとって学びの多いプログラムとなった。 

本プログラムは、2017 年 7 月に厚生労働省とシンガポール保健省が、保健・医療分野におけ

る協力に関する覚書（MOC）を締結して以来、初めての協力・交流案件となった。シンガポー

ル側からは、「両国の環境は類似しており、直面するリスクと対策について共通点が大きいため、

技術協力は非常に重要」とのコメントも出ており、引き続き両国の連携をさらに強化していく

ことが求められる。 
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３）実施概要と成果のまとめ 

日 時： 2017 年 11 月 6 日～10 日 

シンガポール側参加者： 保健省感染症課 課長、課長補佐など 4 名 

テーマ： 感染症対策 

 

図表 27：主な招聘プログラム（シンガポール） 

 
出所）NRI撮影・作成 

 

 

図表 28：主な成果（シンガポール） 

 厚生労働省 結核感染症課、各関係機関、企業との協議の場を設けて日本の知見・

経験を共有 

 2017年 7月の、シンガポール保健省と厚生労働省のMOC署名以降、本件が最

初の具体的な協力案件 

シンガポールにおける健康水準向上に向けた政策形成を支援 

 

 感染症分野に強みを持つ日本企業（シスメックス、塩野義製薬）との協議の場を提供 

 日本企業の研究開発の状況や、日本製品の有効性・安全性等を紹介 

認知度向上を支援し、日本企業の国際展開の推進に繫がることを期待 

出所）NRI作成 

 

  

国立国際医療研究センターとの意見交換 国立感染症研究所との意見交換

成田空港検疫所 視察 結核予防会結核研究所との意見交換

シスメックス 視察、意見交換 塩野義製薬との意見交換
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第４章 カンボジア招聘の実施内容 

 

４－１．プログラムのテーマ 

カンボジアからの要望は、日本の医療保険制度、医療提供体制などであり、日本におけるユニ

バーサル・ヘルス・カバレッジ（Universal Healthcare Coverage：UHC）に関連する項目であっ

た。 

カンボジアでは、内戦終了後の環境下において保健セクター改革を進め、近年は、およそ 5 年

ごとに保健戦略計画（Health Sector Strategic Plan）を策定しており、2017 年度現在は 2016 年～

2020 年の 5 ヶ年計画である第 3 次保健戦略計画（Health Sector Strategic Plan 2016-2020：HSP3）

の期間に含まれる。 

これらの政策により、乳幼児死亡率や妊産婦死亡率、マラリアによる死亡率などの指標は継続

的に改善してきているものの、カンボジア国内の医師数は 1 万人当たり 2 名弱と少なく、また公

的医療保険制度が整っていないなど、UHC に関する課題が数多く残っている状況である。 

本招聘では、カンボジア側からも同国の保健医療分野の現状や課題について共有いただいた上

で意見交換を行う機会も設けつつ、具体的には下記のような内容を設定した。 

 

 日本の医療政策の概要紹介（厚生労働省より） 

 医療保険制度 

 医療提供体制 

 医療従事者の養成・供給体制 

 関係機関への訪問、意見交換 

 大田区国保年金課：地方自治体における国民健康保険業務について 

 NTT 東日本関東病院：医療の質の向上に向けた取組み等について 

 日本看護協会：看護師の人材確保・質の向上について 

 テルモメディカルプラネックス：企業が行う医療従事者の手技トレーニングについて 

 日本医療機能評価機構：病院機能評価について 

 日本の医療機器企業との面談 

 キヤノンメディカルシステムズ株式会社：医療機器（主に画像診断機器）について 

 富士通株式会社：医療 ICT システム（主に電子カルテシステム）について 

 

 

４－２．実施概要 

今回のプログラムにおけるカンボジア保健省からの参加者は以下の 4 名である。 

 

Dr. Sok Kanha 

Deputy Director, Department of Planning and Health Information, Ministry of Health 

 

Dr. Sam Sina 

Deputy Director, Department of Human Resource Development, Ministry of Health 
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Dr. Kong Narith 

Chief of ASEAN Affairs Bureau, International Cooperation Department, Ministry of Health 

 

Dr. Voeurng Vireak 

Chief of Quality Assurance Bureau, Hospital Services Department, Ministry of Health 

 

前述のテーマ設定を受けて、1 週間のプログラムを次の通り設計した。 

 

 

図表 29：カンボジア保健医療分野招聘プログラムの概要 

 

出所）NRI作成 

 

 

  



 

 34 

４－３．個別プログラムの内容 

 

１）オリエンテーション 

日時  ： 2017 年 12 月 4 日（月）13:00～13:40 

場所  ： 厚生労働省 20 階 共用第 9 会議室 

参加者 ： 厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 徳本史郎室長 

          柴山葉奈係員 

          佐藤道夫専門調査員 

主な内容： ①挨拶・自己紹介 

 ②スケジュールの確認 

 

プログラムの最初では、双方の自己紹介やプログラムの流れの確認を行うため、オリエンテ

ーションを実施した。 

まずは、厚生労働省より、挨拶に加え、カンボジア側の要望に基づいたプログラム構成にな

っていることや、本事業を通して相互理解を深めることの重要性等についての説明があった。 

その後、厚生労働省・カンボジア保健省双方から自己紹介を含めた簡単な挨拶を実施したの

ち、厚生労働省・NRI より、詳細な日程について説明を行った。カンボジア保健省からの参加

者は、それぞれの所属部局の立場から関心・期待が示された。 

 

図表 30：オリエンテーションの様子 

  
出所）NRI撮影 

 

 

２）厚生労働省 保険局 総務課 

テーマ ： 医療保険制度について 

日時  ： 2017 年 12 月 4 日（月）14:00～15:30 

場所  ： 厚生労働省 20 階 共用第 9 会議室 

参加者 ： 厚生労働省 保険局 総務課 尾﨑拓洋係長 

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 柴山葉奈 

主な内容： ①厚生労働省による日本の医療保険制度の概要についての説明 

 ②質疑応答 
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厚生労働省保険局より、日本の医療保険制度の概要と歴史、直近の課題について説明があっ

た。その後、説明内容について質疑応答、意見交換を行った。カンボジア側からは、医療保険

制度の運用の観点から、財源の割合や診療報酬、保険料の事業主負担、保険者による健診・保

健指導の仕組み等について質問があった。また、カンボジアが特に関心を持っている医療保険

制度における貧困層の取扱いについて、生活保護制度等の他の制度との関係を含め、どのよう

に対応すべきかについても、議論が行われた。 

 

図表 31：説明、意見交換の様子 

  
出所）NRI撮影 

 

 

３）厚生労働省 医政局 地域医療計画課 

テーマ ： 医療提供体制について 

日時  ： 2017 年 12 月 5 日（火）10:00～12:00 

場所  ： 厚生労働省 20 階 共用第 9 会議室 

参加者 ： 厚生労働省 医政局 地域医療計画課 伴正海専門官 

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 柴山葉奈係員 

主な内容： ①厚生労働省による日本の医療提供体制についての説明 

②カンボジア保健省によるカンボジアの医療提供体制についての説明 

③質疑応答・意見交換 

 

まず、厚生労働省医政局地域医療計画課より、日本の医療提供体制について、医療計画や地

域医療構想、在宅医療等の説明が行われた。その後、カンボジア保健省から、カンボジアの医

療提供体制に関連し、カンボジア保健省の組織概要や保険システムの役割等の説明が行われた。 

厚生労働省の説明に対してカンボジア側から、日本における医療提供体制の確立のための効

率的な計画と予算の組み方に関しての質問があり、現在の日本の医療提供体制がどのように確

立されてきたのかについて関心をもっていることが伺えた。具体的な関心事項としては、政策

の効果を着実に上げるための仕組みや財源確保の方法、社会保障制度改革を進める上で国民会

議がどのような役割を担ったか等が挙げられる。 

また、カンボジア保健省の説明内容に関連しては、カンボジアにおける医療機関のレベル区

分や、公的医療機関と民間医療機関の違いに関する質疑応答、意見交換が行われた。 
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図表 32：説明、意見交換の様子 

  
出所）NRI撮影 

 

 

４）厚生労働省 医政局 医事課 

テーマ ： 医療従事者の養成・供給体制について 

日時  ： 2017 年 12 月 5 日（火）13:30～15:30 

場所  ： 厚生労働省 20 階 共用第 9 会議室 

参加者 ： 厚生労働省 医政局 医事課 櫻本恭司専門官 

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 柴山葉奈係員 

主な内容： ①厚生労働省による日本の医療従事者の養成・供給体制に関する解説 

②カンボジア保健省によるカンボジアの医師養成制度についての説明 

③質疑応答・意見交換 

 

まず厚生労働省医政局医事課より、日本の医療従事者の養成・供給体制に関して、医師偏在

対策のポイント等について知見の共有が行われた。その後、カンボジア保健省から、カンボジ

アにおける医師の供給状況や医師養成制度を踏まえ、現時点でカンボジアが直面している課題

やこれまでの政策の実績について説明が行われた。 

日本の医療従事者の養成・供給体制については、制度の基本的な仕組みに関して質疑応答が

行われた。具体的には、医師のキャリアパスとしての臨床研修後の資格の位置づけや、その研

修内容、地方で働く意思のある学生に対する医学部進学の奨励策について特に関心が示され、

質疑応答が交わされた。また、地方における医療人材の確保に関しての意見交換があり、日本

では強制的な地方への派遣措置は現時点でないが、カンボジアでは医師に対して 6 年間の地方

従事命令を出すことができるとカンボジア保健省よりコメントがあった。 

 

 

  



 

 37 

図表 33：説明、意見交換の様子 

  
出所）NRI撮影 

 

 

５）企業との面談 

テーマ ： キヤノンメディカルシステムズ株式会社と富士通株式会社の取組 

日時  ： 2017 年 12 月 5 日（火）16:00～17:30 

場所  ： 厚生労働省 20 階 共用第 9 会議室 

参加者 ： キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

  海外営業本部 アジア・オセアニア統括担当グループ長 田中政己 

富士通株式会社 

  ヘルスケアシステム事業本部 ビジネス戦略統括部長 雨宮祐之 

  ヘルスケアシステム事業本部 ビジネス戦略統括部  山本嗣雅 

  グローバルビジネス支援統括部 アジアビジネス支援部長 小川勝則 

  グローバルビジネス支援統括部 アジアビジネス支援部  安村成彦 

  政策渉外室 シニアマネージャー 中島徹二 

  政策渉外室           藤井宏紀 

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 佐藤道夫専門調査員 

主な内容： ①キヤノンメディカルシステムズによる説明、質疑応答 

②富士通による説明、質疑応答 

③全般的な質疑応答・意見交換 

 

キヤノンメディカルシステムズ（実施当時は東芝メディカルシステムズ株式会社）、富士通の

日本企業 2 社との面談を実施した。まずキヤノンメディカルシステムズより事業概要や画像診

断機器などの製品に関する説明が行われた。その後、富士通からは、ヘルスケア ICT 事業の取

り組み概要と電子カルテシステムについての説明が行われた。日本企業側が説明をしていくな

かで、カンボジア保健省と日本企業の担当者との間で活発な質疑応答が行われた。 

キヤノンメディカルシステムズからの説明については、カンボジア保健省から健診プログラ

ムに関心が示され、現在カンボジアにて民間企業の従業員に対して、日本と同様に健康診断を

義務付けるべきか否かについて、カンボジア国内で議論がなされていることが紹介された。 

富士通からの説明については、カンボジア保健省は電子カルテシステムに注目し、システム

の導入方式及び診療情報を共有することによる効果や課題等について質疑応答が交わされた。 
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図表 34：説明、意見交換の様子 

  

出所）NRI撮影 

 

 

６）大田区 国保年金課 

テーマ ： 地方自治体における国民健康保険業務 

日時  ： 2017 年 12 月 6 日（水）09:00～11:30 

場所  ： 大田区役所 2 階 202 会議室 

参加者 ： 大田区 副区長、 

    国保年金課長、国保資格係主事、国保給付係主事、国保料収納担当係長 

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 柴山葉奈係員 

主な内容： ①大田区副区長による挨拶 

 ②国保資格係による国民健康保険制度の概要と資格賦課事務についての説明 

 ③国保給付係による国民健康保険の給付事務についての説明 

 ④国保料収納担当による国民健康保険料の収納事務についての説明 

 ⑤国保料収納担当による保険料滞納者への具体的対応についての説明 

 ⑥国保年金課による大田区国民健康保険の財政と特定健康診査・特定保健指導 

 についての説明 

 ⑦大田区区民部長による挨拶 

 

大田区 国保年金課を訪問し、日本の地方自治体において国民健康保険制度がどのように運用

されているのかについて説明を受けた。 

冒頭では大田区副区長より挨拶があり、本招聘事業がカンボジアにおける医療保険制度の確

立に資することを期待している旨が述べられた。これに対しカンボジア保健省より、カンボジ

アにおいては国民皆保険制度の立案を進めている段階であり、具体的には、今年 4 月から、日

本を含めた各国の事例を学びながら制度の策定を進めていることが説明され、また、日本で地

方自治体における医療保険制度の運用を学ぶことができることへの謝辞が示された。 

その後、国民健康保険制度の概要から始まり、資格賦課業務、給付業務、収納業務、保険料

滞納者への対応、そして大田区における国民健康保険の財政と特定健康診査、特定保健指導に

関して、大田区の各担当者より順次説明が行われた。 
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図表 35：説明の様子、集合写真 

  
出所）NRI撮影 

 

 

７）NTT東日本関東病院 

テーマ ： NTT 東日本関東病院における医療の質向上に向けた取組と医師研修体制、看護職

教育体制 

日時  ： 2017 年 12 月 6 日（水）13:00～17:00 

場所  ： NTT 東日本関東病院 健管棟 6 階 A1 会議室ほか 

参加者 ： NTT 東日本関東病院 精神神経科 部長 秋山剛 

           精神内科 部長 吉澤利弘 

           看護部 教育支援開発部門 看護長 湯川多美子 

           総務担当 粟屋正信 

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 佐藤道夫専門調査員 

主な内容： ①精神神経科部長による医療の質の向上についての説明 

 ②精神内科部長による医師研修体制についての説明 

 ③病院紹介 DVD 視聴 

 ④看護長による看護職教育体制についての説明 

 ⑤院内見学 

 

NTT 東日本関東病院より、同病院における医療の質の向上と医師研修体制についてそれぞれ

説明が行われた。次に、同病院に関する紹介 DVD を視聴した。また、同病院の看護部教育支

援開発部門より、看護師の教育体制についての説明が行われた。説明のなかでは、同病院の基

本的なキャパシティや患者の受入体制、看護師の研修やキャリアパスの考え方について、活発

な質疑応答と意見交換が行われた。当日の視察の最後には院内見学を行い、VIP 病棟の入院用

個室やナースコールのシステム、外来患者の効率的な順番待ちシステムなどについて説明を受

けた。 
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図表 36：説明、意見交換の様子 

  
出所）NRI撮影 

 

 

８）公益社団法人日本看護協会 

テーマ ： 看護師の人材確保・質の向上について 

日時  ： 2017 年 12 月 7 日（木）09:30～12:00 

場所  ： 公益社団法人日本看護協会本部 

参加者 ： 公益社団法人日本看護協会 

 常任理事 中板育美 

 国際部長 輪湖史子 

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 柴山葉奈係員 

          佐藤道夫専門調査員主な内

容： ①日本看護協会、カンボジア保健省の双方による挨拶 

 ②カンボジア保健省によるカンボジアの看護師資格制度、育成等の現状に 

 ついての説明 

 ③日本看護協会による日本の看護師等資格制度・育成等の現状についての説明 

 ④質疑応答・意見交換 

 

カンボジア保健省よりカンボジアの看護師等に関する資格制度や運用状況、育成等の現状に

ついて説明が行われた。日本看護協会からは、カンボジアの看護師協会および看護師の位置づ

けや、人材配置の仕組みについて質問があり、活発な意見交換が行われた。 

続いて、日本看護協会からも同様に、日本の看護制度に関して、日本の保健医療における課

題、特に少子高齢化が看護師等に及ぼす影響や日本看護協会の役割と機能についての説明が行

われた。ここで、日本における制度の運用状況について、日本とカンボジアを比較する視点か

ら、免許の発行や保健師助産師看護師法の規定の管理をどの部署が所管しているのか等に関し

て質疑応答が行われた。カンボジア保健省は、特に看護師等と他職種との違い、免許の発行や

業務遂行上の規制等について、関心度が高い様子であった。 
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図表 37：説明の様子、集合写真 

  
出所）NRI撮影 

 

 

９）テルモメディカルプラネックス 

テーマ ： 企業が運営する医療従事者向け総合医療トレーニング施設（テルモメディカルプ

ラネックス）の視察 

日時  ： 2017 年 12 月 7 日（木）14:00～17:00 

場所  ： テルモメディカルプラネックス 

参加者 ： テルモ株式会社 

テルモメディカルプラネックス 副センター長  桧山義雄 

テルモメディカルプラネックス 企画推進チーム  中村義博 

国際部 課長      林健二 

 厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室  柴山葉奈係員 

          佐藤道夫専門調査員 

主な内容： ①テルモ、カンボジア保健省の双方による挨拶 

 ②テルモおよびテルモメディカルプラネックスについて概要説明 

 ③施設見学 

 

冒頭、テルモおよびカンボジア保健省双方から挨拶と自己紹介があった。続いて、テルモよ

り会社創設以降の歴史、テルモメディカルプラネックスの概要や特徴について、動画を交えた

説明が行われた。その後、施設内を巡りながら、同社の製品や研究開発に関する説明があった。

トレーニング施設においては、血管内へのステント留置シミュレーショントレーニングの体験

も行われた。質疑応答は施設見学中に都度行われた。 

テルモが開発・販売している最先端の医療機器（薬剤溶出型ステント、血管内塞栓用コイル、

ホローファイバー型人工肺、遠心型血液成分分離装置等）について、各医療器材・機器の対応

能力や使用目的、カンボジアにおける販売状況等に関して質疑応答が行われた。 
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図表 38：説明、施設見学の様子 

  
出所）NRI撮影 

 

 

１０）日本医療機能評価機構 

テーマ ： 日本医療機能評価機構の取組 

日時  ： 2017 年 12 月 8 日（金）09:30～11:00 

場所  ： TKP 新橋 6 階カンファレンスルーム 6A 

参加者 ： 日本医療機能評価機構 参与 今村元美 

           副部長 神保勝也 

 厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 永松聡一郎室長補佐 

          柴山葉奈係員 

          佐藤道夫専門調査員 

主な内容： ①日本医療機能評価機構による日本医療機能評価機構の取組に関する説明 

 ②質疑応答・意見交換 

 

日本医療機能評価機構より、簡単な挨拶と同機構に関する紹介があり、その後、病院機能評

価の取組に関して、日本における病院機能評価の進め方や評価項目の内容等について説明が行

われた。カンボジア保健省の参加者の中には、医療サービスの品質管理を担当する方もいたこ

とから、活発な質疑応答と、医療サービスの品質評価とその改善に向けた組織的な取り組みに

ついて多くの意見交換が行われた。例えば、日本では評価結果が出るまでに要する期間が長い

のではないかとカンボジア保健省よりコメントがあった。カンボジアで医療機関の評価制度を

導入する場合には、評価の正確性を高めつつ、評価認定に要する期間の短縮も念頭に置いて取

り組むことになるだろうとのコメントがあった。 
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図表 39：説明の様子、集合写真 

  

出所）NRI撮影 

 

 

１１）ラップアップ・セッション 

テーマ ： プログラムの振り返りと今後について 

日時  ： 2017 年 12 月 08 日（金）11:00～12:00 

場所  ： TKP 新橋 6 階カンファレンスルーム 6A 

参加者 ： 厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室 永松聡一郎室長補佐 

         木多村知美専門官 

柴山葉奈係員 

佐藤道夫専門調査員 

主な内容： ①厚生労働省より挨拶 

 ②カンボジア保健省による病院の評価システムについての説明  

 ③カンボジア保健省による皆保険制度の概要についての説明  

 ④プログラムの振り返りならびに意見交換 

  

本プログラムの最後にラップアップ・セッションを実施した。初めに、厚生労働省より挨拶

があり、今回の交流を将来の更なる協力体制構築に繋げていきたい旨が述べられた。続いて、

カンボジア保健省からは、カンボジアの現状に関する 2 つのテーマについて報告が行われた。

一つ目はカンボジアにおける病院の評価システムについてであり、二つ目はカンボジアにおけ

る UHC 達成に向けた社会保障制度に関する施策の方向性についてであった。 

続いて、プログラムの振り返りとして、カンボジア保健省から、日本の事例を学んだ上で、

カンボジアとしては段階を踏んで、着実に規制や法律等の制度を構築していきたいといった趣

旨の発言や、本プログラムを通して日本における医療提供体制の実態を把握できたが、今後は、

その体制を導入するに至った政治的な決断についても話を聞きたいとのコメントがあり、適宜

厚生労働省との意見交換が行われた。カンボジアでは国民皆保険制度の検討・導入が進展しつ

つあり、日本の制度も参考にしているとのことだったが、両国共に、制度の導入や維持に関し

て対処しなければならない課題を抱えていることについて、認識の一致がみられた。 
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図表 40：ラップアップ後の集合写真 

 
出所）NRI撮影 

 

 

４－４．全体総括 

 

１）カンボジア保健省からの事後レポートの概要 

全行程終了後、カンボジア保健省から本プログラムに関する事後レポートを受領した。その

概要については以下のとおりである。 

 

 全てのセッションにおいて暖かく歓迎していただき、非常に良く設計されたプログラム

であった。 

 今回の交流プログラムで扱ったトピックは、全てカンボジアからの参加者の関心に沿っ

たものであり、非常に有益な学びの機会となった。 

 医療保険制度は、医療の質を向上させるためにも、非常に重要である。しかし、高齢化

の進行、慢性疾患への対応、患者の自己負担率の設定など、検討を必要とする項目が多

い。 

 電子カルテの導入は医療提供システムにとって非常に重要である。しかし、カンボジア

のような経済水準の低い国で導入するためには、財政状況や人的資源について考慮する

必要がある。 

 

 

２）成果と課題 

最終日のラップアップならびに帰国後のレポートにおいては、プログラム全般が有益であり、

大変満足されている旨の感想をいただいた。カンボジアにおける UHC の実現に向けて、本プ

ログラムが一定の貢献を果たしたのではないかと考えられる。 

一方で、全ての制度・体制等を一度に改革・整備することは現実的ではないことから、UHC

の達成に向けて、日本の歩んできた経緯・経験を共有するのみならず、カンボジア固有の背景

事情や直面する課題についてもさらに深く理解した上で、どのような貢献をしていくかを検討

することが重要になると考えられる。 

また、厚生労働省とカンボジア保健省は、2013 年 11 月に、保健・医療分野における協力に
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関する協力覚書を締結しており、本プログラムは協力覚書に基づく具体的な協力案件として位

置付けられる。 

 

 

３）実施概要と成果のまとめ 

日 時： 2017 年 12 月 4 日～8 日 

カンボジア側参加者： カンボジア保健省 計画・医療情報部局次長、人材開発部局次長、他 室

長級など 4 名 

テーマ： ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ 

 

図表 41：主な招聘プログラム（カンボジア） 

 

出所）NRI撮影・作成 

 

 

  

大田区国保年金課との意見交換 NTT東日本関東病院 視察

日本看護協会との意見交換 日本医療機能評価機構との意見交換

テルモメディカルプラネックス視察 企業との面談（東芝メディカル、富士通）



 

 46 

図表 42：主な成果（カンボジア） 

 厚生労働省、関係機関への視察や協議の場を設け、医療保険制度、医療提供体制、

人材育成等に関する日本の知見・経験を共有 

 カンボジア保健省と厚生労働省は2013年11月に協力覚書を締結しており、本件

はこれに基づく具体的な協力案件 

 

 日本の医療保険制度に関して、厚生労働省保険局、大田区国保年金課より、制度・運

営の双方を説明・紹介 

 カンボジアの医療保険制度の検討を支援 

UHC達成にも貢献することを期待 

 

 日本企業（富士通、東芝メディカル、テルモ）への視察や協議の場を提供 

 日本企業の取組みや、日本製品への認知度向上を支援 

今後、日本企業の国際展開の推進に繫がることを期待 

出所）NRI作成 
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第５章 総括 

 

本事業は、ASEAN 各国が抱える医療に関する課題に対して、日本が培ってきた関連する知見

や経験を共有したり、意見交換したりすることを通じ、各国における保健医療人材の育成を目指

した取り組みであった。厚生労働省は平成 28 年度から本事業に着手し、今年度は 2 年目にあたる

が、事業の目的である保健医療人材の育成が実現されるまでは、引き続き、息の長い取り組みが

求められる。 

本章では、保健医療人材の育成をより効果的かつ効率的に実現することに向けて、我が国とし

て取り組むべき事項について提言し、もって、本事業の総括とする。 

 

第 1 に、事業全体が目指しているゴールを明確に意識することの重要性について述べる。 

今年度は 3 ヶ国を対象としたが、昨年度実施した 4 ヶ国を加えると、これまでに計 7 ヶ国を招

聘したことになる。各国とも置かれている状況や背景事情が異なることから、我が国と相手国と

で共に描くゴールイメージも各国各様である。それぞれの国とは、「何年後にどのような保健医療

制度を構築するか、どのような保健医療人材をどの程度生み出しているべきか」といったゴール

イメージを明確した上で、「今年度実施する事業がその途上のどこに位置するのか」についての共

通認識を持つべきである。そうした共通認識が醸成されることで、お互いの間で今年度すべきこ

とや 2 年後、3 年後に実施すべきことが見えてくるようになる。 

また、我が国への裨益という側面からは、事業のゴールに含む 1 つの要素として、親日的な人

材の育成といった観点も意識的に組み込んでおくべきであろう。 

 

第 2 に、受け入れる国内組織に対するインセンティブ付与の重要性についても指摘しておきた

い。 

各国のテーマは相手国のニーズを踏まえて検討した。これは日本に来てもらうという事業の性

質上、欠かせない観点である。一方で、国内で受入応対する機関や民間企業の協力も同様に不可

欠である。受入側のメリットを明確化し、それに応える内容を盛り込むことは、本事業を持続可

能なものにするために欠かせない要素である。今年度事業でも医療機関や民間企業の協力を得て、

施設見学やディスカッションの機会を作ることができたが、受け入れることの意義や蓋然性があ

ってこその協力であることを忘れてはならない。 

民間企業にとっては、事業進出や規模拡大を検討している国であることや、自社の強みが活か

せるテーマであることが重要視される。それらを束ねる業界団体においても同様の志向があるで

あろう。これらに対しては、相手国や招聘対象者が見えてきた時点で、把握したい情報やネット

ワーキングに対する関心、アピールしたい技術等に関する意見を聴取し、プログラムに反映する

ことで魅力向上を図ることが求められる。 

 

最後に、本事業を遂行するにあたっては、数多くの医療機関や研究機関、関係団体、民間企業

等による多大なるご協力をいただいた。ここに心より感謝の意を申し上げる。 

 

 


