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医療事情視察ツアーの目的
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(1)日本政府は東南アジア諸国に、国民皆保険制度の導入を働き

かけている。アジア諸国での国民皆保険の制度化は、医療・介護
施設、医療サービスの大きな伸長をもたらすであろう。これら地域
の住民はその地域経済の発展と共に、医療・介護施設の建設や
医療サービス拡大を熱く待ち望んでいる。
(2)地域の人々の食生活は西洋化しており(我々日本人以上かと
思えるほど)、ガン、心臓病、糖尿病等生活習慣病が3ヶ国でも顕
著であり、医療サービス拡大伸長は最重要の国家施策である。
(3)医療機器・医薬品メーカーに対しても現地への資本参加、業務

提携、人の交流など、日本とアジア各国間ではさまざまな取り組
みが進展しつつある。
(4)このような状況下、現地の病院を訪問し、安全/衛生管理事情、

業務実態を見学し、基本データを取集した。見学後半には、日本
から国内先進病院システム事例を紹介し、双方で情報交換を行
なった。



医療事情視察ツアーの目的
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(5)現地の病院向けセミナーでは：
●病院業務の発展のために、経営の改善のために
●患者の安全や安心の全体的向上のために、
●日本の病院のコンピュータによる情報の管理の仕方、
●医療スタッフの考え方、
●病院を支え助ける医薬品・医療機器メーカー側の支援方法、
サポート方法

などを現地の病院側に紹介した。セミナーは今後の業務改善や標
準化の導入採用のためのキッカケづくりとした。一番は、病院経営
者、病院スタッフに対する「気持ちの改善」、「意識の改革」をして
いただくためである。
(6)病院の見学に当たってはベトナム・インドネシア・マレーシアの
GS1職員に同行していただき、病院見学してもらい、病院業界へ
のコンピュータ管理標準の普及推進の啓発を行った。



海外の在留邦人数の推移

2000年以降、海外に生活し、短期滞在する在留邦人は増加一方。
現地での医療体制は？ 東南アジアの医療体制は？

さらに拡大増
加している



参加メンバー

テルモ株式会社 (1名)
小林クリエイト株式会社 (1名)
株式会社セントラルユニ (1名)
株式会社サトー(現地5名)
流通システム開発センター (2名)
GS1ベトナム (2名同行)
GS1インドネシア(3名同行)
GS1マレーシア(2名同行) 累計17名



日 程 表
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視 察 先

2月24日 ハノイ：バックマイ病院
ベトドク病院
在ハノイ日本大使館

2月26日 ジャカルタ： チプト・マングンクスモ病院

2月28日 クアラルンプール： マラア大学副学長 表敬訪問
マラア大学スペシャリスト・センター



○近隣アジア諸国と比較して医療水準は高くない。
先進諸国からの援助があるものの、低い状況。タイやシンガポールの水準に
達していない。

○一部の都市をのぞき、近代的な医療設備は未整備。
医療水準の地域格差が近年ますます拡大傾向にある。顕著である。

○ハノイ市は日系企業建設で日本人駐在員や加須が急増してるものの、日本
語で受診できる病院や診療所が少ない。
○しかしながら、ベトナム全体では公立病院のスタッフ不足、受容能力、医療機
器の絶対数が不足。地方から都市部、中核病院に集中。医療サービスの低下
につながっている。

○欧米からの帰国医師数も増えており、また最先端技術指導を受入れてはいる
が、全国的にカバーされるにはかなりの時間が必要。
○北部ハノイ市、南部ホーチミン市では外国資本の民間病院あり。日本人医師
勤務。海外経験済のベトナム人医師も在籍。
○救命処置が必要な場合、高度医療技術を必須とする重症疾患については、
バンコクやシンガポールへの移送が必要。 →「緊急時の海外移送ができる特
約」付き保険が推奨されている。

ベトナム 一般医療事情



ベトナム ハノイに日系医療機関が進出

出典：日本経済新聞電子版
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ハノイ バックマイ病院

○同国最大の医療機関である
○政府開発援助（Official Development Assistance)

ODA支援で病棟建設と医療機器を調達 約60億3800万円
→ 保健医療の量的、質的向上、年間1700名の学生実習

○ベット数： 2000床 → ベトナム全体で最大ベット数
○年間外来患者数： 約130万人
○年間入院患者数： 約12万人
○手術室数： 6室
○年間手術件数： 参考 一日当たり40～50件/日(データに疑問)

心臓カテーテル手術 約2000件/年(？？)
○リネン業務 外部委託
○医療機器・材料の在庫金額： 月間 約60bilion VTD

(約3億円/月)、年間約36億円

○第二バックマイ病院の建設計画があり、日本からの支援を期待。

日本の旗掲揚



ハノイ バックマイ病院

かつての日本のODA支援による設備。稼働中

病院施設というよりも昭和30年代の公団アパート 中央滅菌材料供給部での一次洗浄

手術機器は「土色」の布に収納される



ハノイ バックマイ病院

右側の医療器材の収納作業

紙テープに 洗浄滅菌日(左：2014年2月24日)と有効期限 (右：2014年
3月24日)をスタンプして管理。あくまで目視で期限管理する

GETTINGE高圧蒸気滅菌器 4台あるが３台が故障

ODA援助でありながら、装置は海外製品GETTINGE
在庫管理に疑問
期限管理に疑問12



ハノイ バックマイ病院

ファイバースコープ保管庫 絶対数が足りない？

ファイバースコープの手洗浄

ファイバースコープの手洗浄。
洗浄消毒装置はあるが処理が遅いため手洗浄

器材は同一種類をパック化。術式別のパッケージと
はなっていない
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ハノイ バックマイ病院

Computer 
Roomの表札

はありながらも、
机上にも棚に
もコンピュータ
見当たらず

医療材料倉庫：天井までの膨大な在庫量、先入先出
管理は不可能。積み上げたら終わり。在庫金額３億円

医療材料の納品明細伝票データの手入力：
外部との受発注オンラインや院内部門間ネットワークシステム無し 玄関にて集合写真
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ハノイ ベトドク病院

○1906年設立
○病院名Viet Duc Hospitalの「ベト」は越〈越南、ベトナム）の意味、ドクは
徳〈徳国、東ドイツ〉の意味。正確にはベトナム・東ドイツ友好病院である。
○結合双生児として産まれた乳児に、病院名のベトおよびドクが命名された。
○2013年度 ベット数： 1,010床
○年間受診者数： 146,264名
○年間外来患者数： 54,588名
○年間入院患者数： 44,988名
○年間手術件数： 39,680件
○スケジュール手術達成率： 67.2％(26658件)
○緊急手術件数： 13,022件
○平均在院日数： 9.5日
○X線撮影件数： 289930件
○CTスキャナー件数： 357336件
○内視鏡検査数： 17619件

相対的に、バックマイ病院より衛
生管理、業務管理は良い印象

湖、楼閣、やなぎの木
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ベトちゃん、ドクちゃんは枯葉剤散布地域で出生
ベトナム中部高原のコントゥム省で出生。この地域はベトナム戦争下で枯葉剤が多量に散布された地域。2人は上半身2つが1つの
下半身でY型に繋がった結合双生児として産まれた。母親フエは終戦の1年後に枯葉剤のまかれた地域に移住し、農業を行ってい
た。彼女は枯葉剤のまかれた井戸で水を飲んだという。
両親は2人をコントム病院に預けた後に離婚。2人は1歳の時にハノイ市のベトナム・東ドイツ友好病院（ベトドク病院、Viet Duc 
Hospital）へ移され、そこからベト（越〈越南、ベトナム〉）、ドク（徳〈徳国、東ドイツ〉）と名づけられた。

二人への支援
下半身がつながった結合双生児の写真は日本中に紹介され、ベトナム戦争の爪跡ととらえられ、日本で大規模な支援活動が起こっ
た。1985年6月2日、「ベトちゃんとドクちゃんの発達を願う会」が福井県敦賀市で結成され、募金を募って2人に車椅子を贈った。
1986年6月11日、ベトが急性脳症を発症、治療のために日本に緊急移送された。6月19日、東京の病院で手術が行われたものの
後遺症が残った。

分離手術
1988年3月に母親と再会。その後ベトが意識不明の重体となる。2人とも死亡してしまう事態を避けるため、10月4日にホーチミン市
立ツーズー病院（Bệnh viện Từ Dũ）で分離手術が行われた。この手術は日本赤十字社が支援し、日本から医師団が派遣され高
度な医療技術が提供された。ベトナム人医師70人、日本人医師4人という医師団を編成しての17時間に及ぶ大手術は成功し、ベト
には左足がドクには右足がそれぞれ残された。ドクには日本から義足が提供された。

分離後
分離後ドクは障害児学校から中学校に入学。中学校は中退したが職業学校でコンピュータプログラミングを学び、ツーズー病院の
事務員となった。ボランティア活動も行っている。一方、ベトは重い脳障害を抱え寝たきりの状態が続いた。2006年12月16日、ドク
はボランティア活動の際に知り合った専門学校生のグエン・ティ・タイン・テュエン（Nguyễn Thị Thanh Tuyền）と結婚。このことは

日本でも大きく取り上げられた。結婚式では「将来は障害者も働ける旅行会社を設立したい」と語っており、簡単な日本語を話すこと
ができる。また、結婚後に兄ベトを引き取り夫婦で介護していた。

訃報 ベトナムの結合双生児・ベトちゃん
2007年10月6日1時（ベトナム標準時）、兄のベトが腎不全と肺炎の併発により26歳で死去。
2009年10月25日、ドクの妻テュエンがツーズー病院で男女の双子を出産。それぞれ富士山と桜にちなみ、男児はグエン・フー・シー
（Nguyễn Phú Sĩ）、女児はグエン・アイン・ダオ（Nguyễn Anh Đào）と命名された。

ベトちゃん、ドクちゃんとは？



ハノイ ベトドク病院

ベトナム共
産党のナン
バー2と言

われる人が
病院長

出張中のオリンパイメディカル 関さんも視察に一日同行



海外医療材料が大半の中で、輸出されたテルモシリンジ段ボール箱を発見

ハノイ ベトドク病院

装置の運用、メンテナンス状況は バックマイ病院より数段進化している印象



ハノイ ベトドク病院

同国では手術機器の使用回数を３回までとする通知(？)があり、ベトドク病院
では、器材に二次元シンボルを刻印して回数管理をしたいとのこと。
→下記の運用ガイドを帰国後提供済み

日本語版 英語版
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インドネシア 一般医療事情

○全体的な医療水準は高くない。
○心臓疾患等元手術を必要とする重篤なケースでは、シンガポールや日本に

緊急移送される場合もある。
○日本人クリニックはジャカルタにある。
○医療保健による支払保証が証明できない場合、1千～１万米ドルの保証金
要求もある。

○国民皆保険制度は無し。自由診療であって医療費用の基準は無い。基本的
にインドネシアの医療システムには市場原理が働いている。お金をかければ
かけるほど良質な医療サービスを受けられるが、お金がなければアクセスする
こと自体が難しくなる。「貧乏人は病気になれない」という言葉をよく聞く。
○ジャカルタの高級市立病院では医療費が高騰している。

○インドネシア富裕層のうち、年間１０万人以上が治療、健康診断でシンガ
ポールやマレーシアに出国する

○最新設備、専門医師はジャカルタに集中。地方の島嶼では医師、設備共に
十分な状況にない。
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インドネシア チプト・マングンクスモ病院

○病院名Cipto Mangunkusumoは
植民地時代に活躍した博士に由来す
る。
○病床数： 1400床
○小児病床： 400床増床中
○JCI認証医療機関
○その他詳細データなし

○今後、薬剤、手術器材、医療材料に
つていてバーコードや電子タグ、システ
ム管理を導入したいとの表明をいただ
いた。

JCI認証ホスピタルマネージメント
部門

チプト・マングンクスモ博士



インドネシア チプト・マングンクスモ病院

整理整頓されている薬剤棚。アイテム数：約4000

保管棚への薬剤追加や取り出しは、紙ミカードに数字
プラス、数字マイナスして在庫管理。月末に棚卸し。

オーダリングはPCで受信するが、それ以降は手作業管
理。システム化は未着手。マニュアルでセーフテイ確保。

有効期限が近い薬剤は 黄色の袋に入れ注意喚起



インドネシア チプト・マングンクスモ病院

読んでみると、ファーマシー薬
局 になる

廊下には ISO9001(品質マネ
ジメントシステム)認定の垂幕

ナースステーションの患者処置処方管
理ノート。×印と矢印で管理。手書き管
理でJCI認証はＯＫ？

患者向け薬剤を収納した
患者カート。ここでは最先端に
見える



インドネシア チプト・マングンクスモ病院

洗浄滅菌後の器材の取り出し作業中

スピーディなシーリング作業中央滅菌材料供給部CSSDは 清浄され、整理されていた



25

インドネシア チプト・マングンクスモ病院

手術器材の組立て作業

手術器材の組立て指示伝票 全て手書き

装置は正常稼働

器材組立て指示伝票



インドネシア チプト・マングンクスモ病院

薬剤倉庫と中央滅菌材料供給部との渡り廊下 渡り廊下の外(病院と敷地内)は 川面

病院の中庭 集合写真 左から5人目 物流オペレーションダイレクター



○比較的医療機関は充実。○旅行傷害保険加入であれ
ば、現金なしで受診可能。

○総合病院に診療科別に専門医がクリニックで入る。
○レントゲン室、手術室、ICU等々諸設備は病院が設置。
○国立病院は安価だが、待ち時間長い。処方薬が
粗悪である場合がある。

○厚労省がマレーシア厚生大臣と覚書交渉中。
内容は国民皆保険制度の経験の移転、先端医療
の紹介、先進医療機器・材料の紹介など。

○国として海外患者の取組み政策を実行し、
市場の育成を注視している。多言語国家で医療に有利。

○2010年に「マレーシアヘルスケアトラベル協会」
を設立。約６7万人の患者を獲得している。政府系
病院は先端病院を建設し患者受け入れ拡大。

○タイが獲得数１位、マレーシアはインドを抜き獲得
数第2位となっている。ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ未公表。
(参考：タイは２０１２年の海外患者受け入れ ２５３万人)

マレーシア 一般医療事情 1.

出典：日本経済新聞電子版



○厚労省がマレーシア厚生大臣と覚書交渉中。
内容は国民皆保険制度の経験の移転、先
端医療の紹介、先進医療機器・材料の紹介など。
○国として海外患者の取組み政策を実行し、
市場の育成を注視している。
○2010年に「マレーシアヘルスケアトラベル協会」
を設立。約６7万人超の患者を獲得している
とのこと。
○タイが獲得数１位、マレーシアはインドを抜き獲得
数第2位となっている。ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ未公表。
(参考：タイは２０１２年の海外患者受け入れ ２５３万人)

マレーシア 一般医療事情 2.



マラア大学本部 副学長 表敬訪問

マラア大学本部 副学長を表敬訪問

副学長であるが、学長は王族、名誉職であり、副学長が実質ナンバーワン。大学と
して日本のメーカー、システムベンダー、企業と産学連携で、製品開発、商業化、病院
業務のシステム化を進めたいとのこと。会議には政府系投資会社のマネージャーも
同席。日本の先進病院システム事例のプレゼンの後、先方から、5月に日本の病院
事例の視察希望が述べられた。

参加したメーカー・システムベンダーにとっても、名刺交換という入口レベルでなく、病
院側から具体的システム導入要望を聞いて、さらに日本側の果たすべき役割、
ACTIONを問いかけられる場面もあり、ビジネス展開の端緒が得られた。



マラア大学(UM)スペシャリスト・センター

○本部表敬訪問の後、マラア大学(UM)スペ

シャリスト・センターを訪問し、説明を受けた。
経営形態は企業スタイル。
○営業広報部長Brian Dayalan(インド系)は
海外患者受け入れ誘導を「営業」している。

○「専門医が居る病院」という意味からスペ
シャリスト・センター。教育、研修は行わず診
断治療手術を担当する。
専門診療科別に 細分化している。
○医師・教授219名が在籍し、その傘下に診
療所、クリニックのGeneral 
Practitioner:GP(かかりつけ医)が約4000名
登録している。

○このセンターは国内唯一臓器移植手術が
認可されている。
肝臓移植 平均3件/月。
○マレーシアの医師更新は 1年単位
○2018年に「ＵMメトロポリス病院」を完成させ
る。900床。国内海外同一料金を予定



ご清聴ありがとうございました

黒澤 康雄
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