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はじめに 

(公社)日本医業経営コンサルタント協会 

平成29年度海外視察研修 

団長 永山 正人 

 

平成 29 年度の海外視察研修はベトナムに決まり、10 月 25 日（水）から 29 日（日）の

日程で実施された。これは、ＯＤＡ（政府開発援助）の支援を受けている国の中で、その

支援により医療機関等のハード面の充実が知られているが、医療サービスを含めたマネジ

メント等のソフト面が知られていない国で、親日的で治安のよい国と判断し、決められた

ものである。 

ベトナムは、人口約9,270万人で南北に長く、北は中国、西にラオス、カンボジアに囲

まれた共産党一党支配による社会共産主義国家である。しかし、1980年からのドイモイ（刷

新）路線を継続し、市場経済システムの導入と対外開放化により、ＧＤＰの成長率は、６％

強と高い。日本も1973年より外交関係を樹立し、その後、世界有数の親日国となり、文化

的親和性、日本及び日本人に対する信頼が得られている国である。現在在留邦人数は約

16,000人となり、進出日本企業も1,660社弱となっている。このような現況から、在留邦

人や在留外国人に対する医療機関も進出を始めている。 

 

視察団は、平成29年 10月 25日（水）成田発午前10時のベトナム航空311便にて一路

ベトナムに向けて出発したものの、当時台風22号が日本本土に近づいており、心配してい

たが影響を受けることなく目的地ハノイに到着した。視察団は、団長、副団長及び協会職

員１名を含め、総勢24名にて結成された。その内４名は現地合流の会員であり、約３分の

１は海外視察のベテランの方々で、色々な面でサポートしていただいた。 

ベトナムと日本の時差は２時間（マイナス２時間）あり、ハノイ到着は午後１時20分で

約５時間半のフライトであった。ハノイに着いてまず驚いたことは、バイクの異常に多い

こと、靄がかかったような空気、そして日本円の5,000円が 100万ドン（ＶＮＤ現地単位）

と高度なインフレ状態に対してであった。 

 

第１日目の視察はホテルにチエックイン後、午後４時よりＪＩＣＡ（国際協力機構）の

ベトナム事務所で、ベトナムの状況についてレクチャーを受けた。内容は「ベトナムの保

健医療分野の概況と課題」と「ＪＩＣＡの保健医療分野への協力」で、詳しくは、後述の

レポートを読んで頂きたいが、50年前までは主要な死亡原因が感染症であったが、近年は

先進国と同じ状況が見られていることと、進む高齢化問題が浮上していることについてで

あった。 

夜は、現地のレストランでベトナム料理を全員で頂いた。 
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第２日目の26日（木）は、午前中に公的病院であるバック・マイ病院（ＯＤＡの資金が

投入されている）を視察する予定であったが、病院の都合で、午後に変更となったため、

急遽ホーチミン廟等の市内観光になった。このような現地での急な変更は団長として最も

心配するところである。午後は、当協会の梶原副会長のご尽力により、在ベトナム日本国

大使館での大使主催の昼食会に招待された。 

そこでは、梅田特命全権大使、中島参事官、中井参事官兼医務官、桃井一等書記官も出

席され、我々会員のテーブルに入って頂き久しくお話しをして頂いた。始めに、梅田大使

より約30分のベトナムの抱えている問題等についてお話しを頂き、昼食会に入った。印象

に残ったお話しは、ベトナムの高齢化問題や公的保険制度についての説明と、ベトナム人

は日本人を強く信用しているが、中国の南下政策には強い危機感を抱いているとのお話し

であった。昼食会では、食事もさることながら美酒に会い、お土産に買って帰りたいと言

ったら、「これは日本のお酒です」と笑われた。楽しい時間は「あっという間に過ぎる」も

ので、集合写真を撮り、午後２時15分に大使館を後にした。 

その後、公的病院であるバック・マイ病院を訪問し、10 分程度のビデオと約 30 分程度

の当協会からの質問に応じたレクチャーがあり、病院内の視察となったが、患者の多いこ

ともさることながら、患者の家族でごった返していた。約40年前の日本での状況に似てい

ると感じた。病院が広いせいか、空港などで見かける輸送カートで患者、家族を乗せて移

動しているのは、日本ではあまり見かけないこの病院の特徴と思った。夕食時には、現地

で活躍されているI－GLOCAL社ハノイ事務所所長である、税理士の福本氏に現地でのビジ

ネスの厳しさや可能性についてレクチャーを受けた。多忙の中、お話いただき、御礼を申

し上げたい。 

 

第３日目の27日（金）は、午前中東京インターナショナル・クリニックの視察で、日本

人医師の小林先生に対応して頂いたが、経営面には携わっていらっしゃらないため、マネ

ジメント部分の情報については、もう少し踏み込んだお話を聞きたかったところである。

この説明の中で在留邦人や在留外国人目当てのクリニックは、もはや飽和状態であること

がわかった。 

午後には、私立の病院であるヴィンメック・インターナショナル・ホスピタルを訪問し

た。この病院は、2012 年に設立され、ヴィンメックチェーンを作る事が計画されており、

近い将来には、チェーン病院の設立、医科大学の設立、大学病院を作る等の計画が立てら

れているとのことだった。 

病院設立に対しては、アメリカ、フランス、シンガポールのコンサルタント会社に相談

をし、結果的にはシンガポールのコンサルタント会社に依頼をして計画が進められてきた

とのことであった。この事から、当協会のコンサルタントによる世界進出は、今後の大き

な課題であるように思われた。この訪問で対応して頂いたKhanh医師は日本に留学した経

験を持つ方で我々には好感を持って接して頂いた。 

レクチャー後の病院視察においては、かなりの近代的設備と機器を揃えていることがわ
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かったが、かなり過剰である点やシステムの不備が散見された。今後の数年でより効率の

良い世界最先端の病院になると思われるが、その間に当協会のコンサルタントが関われる

機会があるように思われた。 

 

第４日目の28日（土）は、午前中ウエストコースト・インタ―ナショナル・デンタル・

クリニックを訪問したが、経営的なコメントがほとんど得られず、設備も参考になるもの

が全くなかった。クリニックで対応した方には、今回の視察の目的が伝わっていなかった

ものと思われた。 

午後は、自由時間となり、夕方には、団長主催の夕食会が市内のレストランで開催され、

最後のベトナム料理を楽しませて頂いた。ここでは、参加者同志が今まで以上に話しが弾

み、会員同志の絆が出来たように思われた。これが、海外視察研修の大きな成果と思われ

るが、残念ながら今回限りで「教育研修委員会」での海外視察研修は終わり、次回からは、

国際委員会が教育研修委員会とは異なる視点で海外視察研修を実施することになっている。 

夕食後、出発の時と同じように台風23号が日本に近づいているとの報道があり、影響を

受けないか心配していたが、ハノイ発０時40分のベトナム航空310便にて東京（成田）に

向け出発し、29 日（日）午前７時 15 分に成田に無事着き、帰国手続き後解散した。行き

も帰りも台風の危険に晒されたにも拘わらず影響を受けなかったのは、参加者全員の幸運

の賜と勝手に感謝している次第である。 

また、行くまではあまり気乗りしなかった海外視察旅行も、行った人にしかわからない

醍醐味と会員同志の絆が、将来それぞれの参加者の財産になるもの思われ、海外視察研修

の良さが再認識できた。それにしても頼りない団長であったが、佐久間副団長、石原係長

そして参加者全員に支えられて何とか任務を全う出来たことに対し、全員に敬意と感謝を

申し上げる次第である。 

 

 

【バック・マイ病院の前で】 
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(公社)日本医業経営コンサルタント協会 

平成 29 年度 海外視察研修（ベトナム）日程 

 月 日 曜 発 着 地 時 刻 交通機関 摘    要 食事

１ 2 0 1 7 年 

10 月 25 日 

 

水 

東京〔成田〕発 

ハ ノ イ 着 

 

10:00

13:45

 

V N - 3 1 1

 

成田国際空港集合。 

出国手続き後、一路ベトナムのハノ

イへ向け出発。 

 

昼：機

 

 

夕：○
■ＪＩＣＡベトナム事務所 （JICA VIET NAM OFFICE）（16：00～17：00） 
※ベトナムにおけるＪＩＣＡ事業等の展開等         【ハノイ泊】

２ 
 

10 月 26 日 木 ■市内観光 
 
■在ベトナム日本国大使館における大使主催昼食会（12：00～14：15）
 
■バック・マイ・病院 （Back Mai Hospital）（15：30～17：00） 
※医療の質の向上をベースとしたマーケティングと経営の変革 

バックマイ病院はハノイの南側のバックマイ地区にある総合病院で、1911 年

にフランス統治政府によって建設された歴史ある病院で、現在ではベトナム北

部地域の拠点病院でもあり、名実共にベトナムの医療を代表する機関となって

います。 

 
■I-GLOCAL ハノイ事務所 代表者（税理士）との夕食会（19：00～21：
00） 

【ハノイ泊】

朝：○

 

昼：○

 

 

 

 

 

 

 

 

夕：○

３ 
 

10 月 27 日 金 ■東京インターナショナル・クリニック（10：00～11：00） 

※クリニックの在り方。日本人医師との懇談。 

地域住民の皆様の健康を常に考えた安心・安全な医療活動を行い地域医療に貢

献する所存。さらにハノイを中心としたベトナム内外の病院や クリニック、

必要に応じて日本国内の大学病院や大病院と連携しながら、｢日越医療ネット

ワーク｣を構築。 

 

■ヴィンメック・インターナショナル・ホスピタル 

（Vinmec International Hospital）（14：30～16：30） 
※病院経営者との意見交換、組織体制の構築。医療データの活用について 

診療科目としては総合診療科、内科専門科、外科専門科、整形外科、脳神経外

科、小児科、腫瘍科、産婦人科、皮膚科、歯科など。 

【ハノイ泊】

 

朝：○

 

 

 

昼：○

 

 

 

夕：○

４ 10 月 28 日 土 ■ウエストコースト・インターナショナル・デンタル・クリニック 
（Westcoast International Dental Clinic） （歯科医院）（9：30～10：15） 
※歯科医院の経営状況、将来の展望について。 
ウェストコーストインターナショナル歯科医院では全ての設備を海外から輸

入しており、ベトナムにおいて初めての全設備海外輸入である歯科医院。当院

の歯科治療における長い経験および高い評判、品質の良いサービスを提供して

いる。 

 

午後：フリータイム 
◎夕食は団長主催のフェアウェルパーティ 

夕食後、ホテルにて休憩後、空港へ。             【機中泊】

 

朝：○

 

 

 

昼：○

 

 

 

夕：○

５ 10 月 29 日 日 ハ ノ イ 発 

東京〔成田〕着 

00:40

07:00

V N - 3 1 0 帰国手続き終了後、解散。 朝：機

VN=ベトナム航空 
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氏名 都道府県 所属等 備考

1 永山  正人 北海道
当協会　副会長
医療法人ファミリー会永山ファミリー歯科クリニック

団長

2 佐久間  賢一 東京
当協会　理事／教育研修委員会　委員長
(株)MMS 副団長

3 松田  紘一郎 東京 (株)グロスネット 相談役

4 小野瀬　由一 東京 特定非営利活動法人　東京ITコーディネータ
A班
班長

5 冨木  隆夫 石川 冨木医療器(株) A班

6 細見　真司 東京 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 A班

7 住友　麻野香 東京 ハンガリー国立デブレツェン大学 A班

8 山内　英嗣 東京 （株）シンプリスト A班

9 丸山  定夫 東京 MCSキュービック(株) B班
班長

10 赤松  和弘 大阪 Apro’s税理士法人 B班

11 砂川　裕佐子 沖縄 医療法人貴和の会　すながわ内科クリニック B班

12 橋口　明子 長崎 (株)内田会計事務所 B班

13 野田　一郎 兵庫 野田耳鼻咽喉科 B班

14 飛田  勝弘 東京 中央マネジメントサービス(株) C班
班長

15 赤木  重仁 東京 アイテック(株) C班

16 小久保　良一 埼玉 MeijiSeikaファルマ(株) C班

17 尊田  京子 東京 (株)東京医療コンサルティング C班

18 田中　幹夫 長野 あがたグローバルコンサルティング(株) C班

19 杉本  俊夫 新潟 (株)スギモトコーポレーション
D班
班長

20 佐藤  正雄 群馬 (株)湧志 D班

21 住友　麻優子 東京 新宿デンタルオフィス D班

22 古山　香織 東京 WHクリエイション(株) D班

23 砂川　佳慧 沖縄 医療法人貴和の会　すながわ内科クリニック D班

24 石原　珠実 東京 （公社）日本医業経営コンサルタント協会 事務局

（敬称略／報告用班別順）

参加者名簿
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Ⅰ．独立行政法人国際協力機構（JICA）ベトナム事務所 

所在地 ベトナム国ハノイ市（11th Floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu 

Trinh Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam） 

ホームページ：https://www.jica.go.jp/vietnam/office/ 

訪問日時 平成29(2017)年 10月 25日(水)16時～17時 

報告担当 (公社)日本医業経営コンサルタント協会 

事業部事業第二課 石原珠実 

  

施設側対応者 シニア・プログラム・オフィサー Ms.Chu Xuan、担当官 吉津智慧 氏 

 

１．はじめに 

 今年度の海外視察研修は、教育研修委員会において、ベトナムにおけるODA等による病

院経営の実態を考察することを主要テーマとして企画された。 

 そこで、各施設を訪問する前に、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の専門家から、

ベトナムにおけるＯＤＡ事業の概要や保健医療・社会保障分野での協力事業の経緯や今後

の方向性について話を聞いた。（現地訪問前の９月８日には、本研修の事前学習レクチャー

を実施し、ＪＩＣＡ東京事務所の東南アジア・大洋州部東南アジア第三課 主任調査役の菊

入香以氏より「ベトナムにおけるＯＤＡ事業全般について」の講義を受けた。） 

 事前に、ある程度の現地情報を得たうえで、成田を出発し、ハノイに到着した 10 月 25

日の夕方、ＪＩＣＡベトナム事務所を訪問し、シニア・プログラム・オフィサーのMs.Chu 

Xuan Hoaと担当官の吉津智慧氏に、「ＪＩＣＡの保健医療分野への協力」について話を聞

いた。 

 

２．講義内容 

 初めに、「ベトナムの保健医療分野の概況と課題」について説明があった。 

ベトナム保健省の発表によると、2000年以降の約15年で、平均寿命が約10歳延び、５

歳未満児の死亡率や低体重児比率が大きく減少している。また、健康保険の加入率は、2005

年は人口の 28％であったのに対し、2016 年には 81％まで上昇しており、2020 年までに

90％の加入率を目指しているという。妊産婦死亡率のさらなる減少の必要などの問題等は

あるが、保健事情は全体的に改善状態にあることがわかる。一方で、保険加入率の増加か

ら、保険医療費による財務的な圧迫もあり、ベトナム政府としても今後の大きな課題とし

て認識しているということであった。 

主な死亡原因としては、ベトナムは熱帯気候であるため、歴史的に感染症によるものが

多かったが、５年ほど前からは「がん」「糖尿病」「心臓病」などの非感染症の数が増加し

ており、これは、近年の生活スタイルの変化等が原因と思われるとのことであった。 
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また、現在のベトナムの人口は約９千人であるが、ベトナム保健省の統計によると、2019

年には、約 10 万人の人口に対し、65 歳以上の人口が７％近くとなり、確実に高齢社会に

なっていると予測している。ベトナム国としては、国民の所得財政が低いままであり、財

政的な問題を抱えている。また、医療提供サービス等が充実しないまま高齢社会になるこ

とを大きな問題として捉えている。 

 

医療提供体制としては、ベトナム国内の約８割が公的医療機関であり、残りの２割が民

間機関である。主な体制は次のとおりである。 

（ＪＩＣＡ資料より） 

レベル 所轄 病院種別 課題 

三次レベル 中央 

国立(中核)病院 

・保健省直轄病院。48の総合

病院および専門病院。約

31,777床 

患者集中による不適切

な医療サービスの体制(１

ベッドに２人の患者、高

度・緊急医療の手遅れ、院

内感染等) 

二次レベル 

省 

省病院 

・省管轄にあり、保健省の技

術指導を受ける。458 総合お

よび専門病院、242,466床(う

ち、療養・リハビリ病院は36

施設、3,740床) 

 地方政府の予算不足の

ため、医療機材・人材が質・

量ともに不足。上位病院へ

の申し送り、下位病院への

指導が実施できていない。

郡（県） 

郡病院 

・省管轄にあり、保健省の技

術指導を受ける。1,191 総合

病院、クリニック77,744 床。

郡予防センター 

一次レベル 

コミューン 

コミューン保健センター 

(ビレッジヘルスワーカー) 

・11,101センター、49,666 床

(医師の配置は全施設の70%)

郡市部では患者が大病

院へ流れ、未活用。地方で

は、能力、機材、医薬品不

足。 

その他 保健省管轄外公立病院758、私立病院169 

 

市民が もアクセスしやすい病院は「郡病院」であり、草の根レベルの施設は「コミュ

ーン保健センター」とのことである。 

 

 ベトナム政府は、医療提供体制の充実を図るために、次のような「保健セクター５か年
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計画」（2016－2020）を打ち出している。 

(１) 病院の混雑緩和、診療サービスとリハビリの質の向上、(２) 草の根レベルの予防・

啓発を中心とした保健Network強化、(３)母子の健康と家族計画サービスの強化、(４)保

健医療人材および技術の開発、(５)医療従事者の道徳観と行動規範の改善、(６)ＵＨＣロ

ードマップの実施と保健財政改革、(７)食、医薬品、ワクチンや医療機材の安全性の確保

およびこれらの強化と、自治体による保健行政の改善に資する保健システムにかかる組織

構造改革、(８)国際協力受け入れシステムの統合、完成、(９)適切な健康教育改善のため

の保健情報の開発。 

 特に、(１)の「病院の混雑緩和」は、長年に渡り解消できていない問題であり、市民は、

設備や医療従事者が揃っている中核病院（都市部）での診療を望む傾向が未だ強いため、

地方市部にある郡病院の充実を図り、患者の分散を図ることは第一の課題とのことであっ

た。 

 

 次に、「ＪＩＣＡの保健医療分野への協力」について、これまでの経緯から現在の支援に

関する概況説明があった。 

 これまで、ＪＩＣＡ等がベトナムの中核病院に焦点を置いて支援活動を行ってきた理由

として、前述したベトナムの医療提供体制の構造から、医療の各分野での指導体制が、三

次レベル→二次レベル→一次レベルと行われることが基盤となっていることにあった。 

 現在、ＪＩＣＡは、ベトナム政府が2020年までに達成することを目標としている「ＵＨ

Ｃ／ユニバーサルヘルスカバレッジ達成）」に協力するため、「保健財政」（健康保険制度の

改善・向上に係る基礎調査等）「医療サービスの質向上と地域医療システムの改善」（保健

行政レベル・医療従事者の能力強化や中央～省レベルの医療施設・機材の改善）「感染症予

防・対策」（診断能力とサーベイランス強化等）に重点を置いて支援活動を行っている。ま

た、円借款・無償資金協力以外に、日本の民間企業や民間機関等が独自の支援を提案する

事業も数多く活発に実施されているとのことである。 

 

 講演後、参加者との質疑応答が活発に行われた。 

 「既に８割もある加入率をさらに上げることを目標にしているが、大局的に保健財政と

してはどのような状況にあるのか」という質問に対しては、「保健政策は保健省が掲げてい

るが、基金管理等については財務省の管轄となっている。そのため、この２省間での調整

が難しい。また、基金管理の透明性、適正な分配ができているのか等についても問題が残

っている。」との回答であった。 

 「（事前の資料から）ベトナムの医療費の半分が薬剤費となっていることがわかったが、

ベトナムの薬価のあり方は改善の必要があるように思える」という意見があり、「ベトナム

保健省も、薬価の統一の努力はしているが、輸入薬剤が多い」現状であるとのことであっ

た。 

 その他、次のような状況を知ることができた。 
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「ベトナムには、仕事としての“介護”が存在していない」「バック・マイ病院のような中核

病院であっても、１ベッドを２～３人で共有している」「ＥＰＡに基づくベトナム人看護

師・介護士の受け入れは、外交政策の一つであるため、ＪＩＣＡは関わっていない」「都市

部と地方支部における医師の偏在の問題への対策としては、インターン医師を中核病院で

の勤務後に地方病院で一定期間、勤務することを義務付けるようにはしているが、長期的

な効果としては見えていない部分がある」「遠隔医療・ＩＴの活用としては、バックマイ病

院のような中核病院が郡病院等とテレカンファレンスを行う等のケースがある」「医師の

待遇はあまり良くない。給与面では、軍・公安関係者が良く、教師や医師の給与は、公的

発表では下位にある。但し、都市部の医師は、時間外手当や民間病院との掛け持ち等で収

入を得ることができる。地方部では、それが難しいため、待遇が良いとはいえない」 

 

３．おわりに 

 研修初日、現地に入った直後ではあったが、ベトナムの現状を学ぶことができ、各施設

を訪問する前の事前の情報を生で得ることができる良い機会となったと思われる。 

 

 

【講師の方を囲んで】 

 

【ＪＩＣＡ事務所受付】
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Ⅱ．バック・マイ病院（Bach Mai Hospital） 

所在地 ベトナム国ハノイ市（78 Giai Phong Road, Hanoi, Vietnam） 

ホームページ： 

(英語ページ) http://bachmai.gov.vn/images/stories/en/index.html

(ベトナム語ページ) http://www.bachmai.gov.vn/index.php/vi/ 

訪問日時 平成29(2017)年 10月 26日(木)15時 30分～17時 

報告担当班 小野瀬由一(班長)、住友麻野香、冨木隆夫、細見真司、山内英嗣 

執筆まとめ デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 

ライフサイエンス＆ヘルスケア アドバイザー 細見真司 

  

施設側対応者 国際協力部 部長 Mr. Do Van Thanh MD., PhD. 

国際協力部 副部長 Ms. Nguyen Thi Huong BA. 

経理部 部長 Ms. Trinh Thi Thuan MA. 

品質管理部 部長 Ms. Nguyen Thi Huong Giang MA. 

 

１．はじめに 

ベトナムにおける社会インフラは、日本のＯＤＡが深くかかわっている。 

ベトナム 大の国営病院であるバック・マイ病院は、日本のODA支援のもとで病棟建て

替え資金と医療機器を調達（約60億円）し、ＪＩＣＡがプロジェクトを担当して建設され

た。 

 

・第一印象 

バスで病院に到着して

驚いたのは、病院の入口

ゲートから建物入口付近

まで、患者なのか家族な

のか、たくさんの人であ

ふれていることであった。 

また、病院の敷地内を

多くのバイクが通り抜け

ており、バイクの騒音と

クラクションでとても安

静を保った病院といえる

環境ではない。 

【入口ゲート】 
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数少ない国立病院といえど

も、ここまで患者及び家族で

あふれている光景は、驚きで

あった。 

 

【病院敷地内にあふれる 

バイク】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【病院正面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・病院の中へ 

日本の支援で建て替えられた大規模病院であるが、当初の設計はフランスの設計士が担

当したようで、日本の病院のように外来受付から診察までの患者導線がなく、病院の中で

迷子になりそうな広い廊下が複雑に続いている。 

天井を見ると木枠で組まれた天井材に空調設備が配置されているが、ほこりだらけでと

ても病院基準の衛生環境とは思えない。 

日本で言えば地方の総合病院といった印象だが、衛生環境や医療オペレーションの導線

については、あまり考えられていない。 

 

 

－11－



【病院中央部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【病棟の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．施設について 

＜概要＞ 

バック・マイ病院は、ハノイの南側のバック・マイ地区にある総合病院で1911年にフラ

ンス統治政府によって建設された歴史ある病院で、現在ではベトナム北部地域の拠点病院

でもある。一般国民への保健医療サービス提供や年間1700名の学生実習を行っており、医

療従事者の教育研修に多大な役割を果たしている。ベトナムの医療を代表する機関となっ

ている。 

敷地内には２つの研究所、21の臨床部門他、付属の看護師養成学校を備えている。 

施設・機材の老朽化、病床数の不足、職員のトレーシング不足、管理能力の不備などの

問題を抱えていたが、ＯＤＡの協力で、同病院に対する施設機材の改善を目的とした無償

資金協力と組み合わせて、同病院の病院管理にかかる情報システムの改善や臨床技術、研

修能力の向上など技術移転を図った。 
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2020 年に入院患者 3,500 人を収容する病院になるために、21 階建てと 500 人分の新し

いベッドを備えたハイテクの国際医療センターの建設を予定している。 

 

＜病院施設の概要（研修会でのヒアリング）＞ 

病床数：3200ベッド、入院患者数：5000人、外来患者数：6000人 

スタッフ数：3000人 （医師：650人、ナース：1500人） 

平均在院日数：11日、手術室：20室、検査室：科別に設置 

年間入院数：15万人、年間外来患者数：160万人 

（オフィシャルホームページでは、病床数は1900ベッドとなっている） 

 

＜研修について＞ 

・北部地域の医療スタッフの継続的な訓練病院として位置づけ。 

・正式看護訓練（看護学校）において、メディカルユニバーシティと看護学校の卒業生、

新卒者、新しく採用された医師のためのローテーショントレーニングを実施。 

・ハノイ医科大学とハノイ薬科大学との共同研究では、看護学校、医科大学、大学院生の

学生のための実用的な研修体制を備えている。 

・数百のトレーニングコースを開催しており、低レベルの病院の研修生が、当病院で多く

の専門分野で活用されている技術を学ぶことができる。 

 

＜科学的研究＞ 

・毎年、何百もの科学研究プロジェクトを実施しており、その多くは国家レベルまたは閣

僚レベルであり、一部は国際協力を行っている。（「Journal Clinical Medicine」を毎月

発行） 

 

＜下位レベルの病院（ＤＯＨＡ）活動への指導＞ 

・病院の開発活動とともに、トレーニングや技術移転を通じて、専門分野で31の州を支援

している。 

・ＤＯＨＡ活動は、北部のほぼすべての州で広く実施されている。 2000年から2010年に

かけて、1081のトレーニングコースを44,691人の研修生と一緒に開催し、5,385人のス

タッフを派遣して低レベルの病院を支援した。 

 

＜流行予防＞ 

・2003年、新型肺炎と言われたＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）の世界的な流行のとき、

ＳＡＲＳ患者を受け入れ、成功裏に治療した。流行の拡大を予防しコントロールしたこ

とにより、ベトナムをＳＡＲＳコントロール世界初の国とした。 

また、鳥インフルエンザ、コレラ、デング熱および他の感染症を含む、多くの伝染病

の防除に成功した。 
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＜国際協力＞ 

・日本、アメリカ、フランス、シンガポール、中国などとの国際協力を拡大し、毎年 100

件以上の国際代表団の視察を受け入れている。 

・数多くのバック・マイ病院のスタッフが、日本、アメリカ、台湾、韓国などの海外の都

市で訓練を受けている。 

 

 

【内視鏡センター（日本からの援助）】 

 

３．主なヒアリング内容 

病院側の説明者（国際協力部長、経理部長、品質管理部長） 

 

 

 

 

 

 

【ヒアリング研修】 

 

 

＜質疑応答＞ 

・病院の特徴 

院内で外来から入院までの必要な手続

きをワンストップで提供できる体制をと

って、患者の待ち時間の短縮に努めてい

る。 
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・患者数の増大への対策 

ドクター、ナースの出勤時間を早めて、勤務時間を延ばすことで対応。 

検査結果の通知が以前は診断の後日であったが、現在は当日に診断結果を確認できる

体制を取っている。 

 

 

【ナースから説明を 

聞く様子】 

 

 

 

 

 

 

・ベトナムの医療制度について 

リファレルシステム（紹介状システム）をとり、公的医療提供体制は大きく分けて４

層の構造になっている。第１次（群レベル)→第２次（省レベル)→第３次（中央レベル）

といった段階的な紹介状システムを取るピラミッド構造になっている。 

・今後の目標について 

2020年にはアジアでトップレベルの病院になり、アジア標準と同一のレベルを獲得す

る。 

・今後の国際協力について 

国際協力では、日本が 大先である。大阪医科大学と研究や医療に関する協定書を締

結、民間企業の株式会社メディヴァと日本の健康診断に関する提携等で協力を推進して

いる。 

 

＜課題について＞ 

① 患者の集中 

3200 ベッドに対して、入院患者数は 5000 人ということで、一つのベッドに患者が２

名並んで寝ているという説明が病院側からあった。更に待合室も椅子が足りないために、

患者の家族は床に座って家族の診察が終わるのを待っている。しかし、患者満足度では

高いものがあると自負しており、少し違和感を覚えた。 

ベトナムでは、リファレルシステム（紹介状システム）を採用しているが、地方の病

院への信用度が低く、医師の信頼性の高い国立病院に患者が直接受診にくるために紹介

状システムが機能していないとのことである。 

② 医師の給与水準 

公務員なので給与が低く、勤務時間外に民間病院等で働いて生活を維持している。 
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【廊下に座って検査を待つ人

たち】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 調剤薬局 

院内で薬を処方しているが、窓口

での患者対応を見ていると、薬を箱

単位で渡していた。 

おそらく医師の処方箋が大まか

なもので、適正な処方量が記載され

ていないと思われる。 

 

 

【調剤の窓口】 

 

 

④ 院内感染リスク 

内視鏡室入口が解放されており、感染防止上の問題を感じる。 

同一ベッドで患者が隣接して寝ていて感染症のリスクは大丈夫なのかと聞いた回答

は、「患者が多すぎるので今のところ打つ手がない」との回答であった。 

 

４．おわりに 

・日本からのソリューション提供 

医療に質を求める段階まで至っていないと感じた。まずは、現状のあふれた患者に対

応できる医療インフラの整備が 優先の段階。インフラが整った段階で、アジア標準の

医療クオリティーの導入を目指すことになると思われる。 

日本からの莫大なＯＤＡの提供にも関わらず、アメリカやヨーロッパ資本がベトナム

の医療マーケットに参入しており、日本よりも事業提携が進んでいる。 

－16－



地理的にも近く同じアジア人としての生活習慣も近い日本がアジアの医療マーケッ

トへの進出では欧米より遅れている状況があるようだ。日本からのＯＤＡによって、ベ

トナムのインフラが大きく整備されている。これからの日本は、医療ビジネスのパート

ナーとして、日本の医療のクオリティーを責任もってベトナムに技術移転していくコン

サルティングが必要と思われる。 

 

 

 

【院内を走るカート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【窓口の机には、 

日越の国旗】 
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Ⅲ．東京インターナショナル・クリニック 

（Tokyo International Clinic） 
所在地 ベトナム国ハノイ市（10F, Tourist Building, 18 Ly Thuong Kiet 

Street Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam） 

ホームページ(日本語)：http://tokyo-clinic.tokyo/ja/ 

訪問日時 平成29(2017)年 10月 27日(木)10時～11時 

報告担当 丸山定夫(班長)、赤松和弘、砂川裕佐子、野田一郎、橋口明子 

  

施設側対応者 院長 小林 直之氏（消化器科、外科／大分医科大学医学部卒業） 

 

１． 院長メッセージ 理念・方針 

 このクリニックは開設して３年である。開設許可はコンサルタントに依頼したという 

ことだった。 

 

 

  

【
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
入
口
】 

【受付】  
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 ① ベトナム政府は現在、新たなニーズへの対応として健康保険制度に係る情報収集・

確認調査に力を入れること、健康保険基金の持続性強化及びベトナム政府のＵＨＣ政

策目標（健康保険加入者 2020 年までに 80％以上、健康保険が適用されるサービスの

質の改善と健康保険の給付改善、自己負担軽減）への貢献策を進めているようである。 

② このクリニックも、その方針に基づき、ベトナムで活躍する多くの日本人や日系企

業の皆様が安心して生活できるように日本と同水準の安全性を確保した医療を提供

したいという使命感から、ハノイ市の中心部のオペラハウスの近くで開業された。 

③ 内科・外科を中心に子どもから大人の方まで対応する。日本の 新の医療知識や医

療機器を駆使し、病気の早期発見・早期治療の体制を整えている。 

④ 総合内科、呼吸器科、消化器外科、整形外科など知識と経験が豊富な日本人医師が

診療、投薬、そして受付、会計も日本語対応で行っているということである。 

⑤ 医療通訳を介さずに微妙な体質の変化や症状について、医師に直接相談することで

適の治療を受けることができる。 

⑥ 採血・Ｘ線・超音波・ＣＴ・ＭＲＩなど日本の医療機関と同水準の医療を提供して

いる。 

⑦ 的確な診断と他専門病院との強力な連携体制、親身、安心の診療で患者の健康を 

支えることをモットーにしている。 

 

２．小林院長がベトナムに来たきっかけ 

東日本大震災や福島原発事故など日本は危機的状況にあり、それが今後一層悪化してい

くと考えられるためベトナムに避難してきたというのが実情である。ベトナムで働く医師

の一人として何ができるか模索しながら日々診療にあたっているとのことであった。 

 

３．ベトナム進出による勝算について 

ベトナムに進出することで、どのようなビジネスチャンスがあるかについては、既に国

際医療福祉大学などが進出しており、物価水準が１/３～１/４であるベトナムで、今後果

たしてビジネスになるのかは疑問だとのことであった。日本式のサービスが国際的にどの

程度認められているかはわからないが、ベトナムに対する日本のブランド力はまだある。

スペシャリティを呼んで、例えば臓器移植、ロボット手術、遠隔手術など超 先端医療ま

でいかなくとも、日本の標準的な診療を誠実に続けていれば良いと思っているとのことで

あった。 

また、日本人クリニックのなかでも競争があり、得意分野などで差別化は当然あってい

いと、小林院長は思われている。小林院長ご自身の専門は外科手術や内視鏡だが、他のク

リニックでも専門医ではなくても内視鏡などを行っている。そこは差別化になっているか

もしれない。 
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４．対象患者について 

ホームページには、ベトナム人向けに健康相談を実施すると掲載しているが、実際には

反応はあまり無いようである。しかし、リッチ層の方やベトナムの派遣エージェントが、

日本へ送り出す技能実習生が結核ではないことのお墨付きが欲しいために診断を求めてく

ることがあるとのことである。無料送迎サービスの活用もある。 

また、９割方が海外医療保険に加入されているため保険での診療が多い。 

 

【受付の案内】 

 

 

５．薬品仕入について 

薬は院内処方である。院外にすると、何を何錠飲めば良いのか患者がわからなくなる。 

小林院長ご自身が説明と処方を行っている。仕入は現地調達にしており、どうしても日

本でしか手に入らないもの以外、日本から取り寄せることはほとんど無いとのことである。 
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６．耳鼻科疾患について 

耳鼻科疾患の患者は診るが、聴力検査が多い。おおまかな難聴かどうかの診断を行って

いる。 

 

７．画像診断について 

ＣＴやＭＲＩなどが必要な場合、１ブロック先に画像センターがあり、そこでＣＴ、Ｍ

ＲＩ、レントゲンなどを撮っている。読影は、ピンキリではあるが、ローカルドクターが

行ってくれる。 

 

８．臨床心理士について 

臨床心理士は、学童であれば不登校、母親への育児相談、駐在の方でストレスを抱える

方などがホームページをご覧になって来院される方に対応する。他のクリニックにはいな

いので臨床心理士の存在は心強い。基本的には予約制だが、当日の方も受け入れる。 

また、心理カウンセリングに関しては150ドルである。自費の方もいるが、診察が付随

するような場合は、海外旅行保険が適用されることもある。 

 

９．家賃相場について 

クリニックの家賃は１ヵ月 30 万くらい。ハノイの中でもオフィス街で高めの家賃設定

がされているのではないか、とのことであった。 

 

10．現地医師との連携について 

セカンドオピニオンや逆紹介などのパイプは特になく、臨機応変に医師同士で行ってい

る。現地医師に対する言語は英語や、片言のベトナム語を使用している。 

小林院長ご自身も３年間滞在しているため、ある程度のベトナム語による会話ができる

とのことである。 

 

11．現地医師の医療技術レベルについて 

現地医師のレベルはピンキリであるとのこと。外科系だと手術に関してはすごく良い腕

を持っている。なぜかというと、数をこなしているからである。物資もない、医療のお金

もあまりないなりに工夫されているようだ。但し、トータル的にセオリーはどうなのか疑

問があるとのこと。例えば、がんの手術などはできない。リンパ節をとるということを知

らないようである。彼らはがん手術を単なる腫瘍切りのようにオペをしてしまうという話

であった。知識欲によるものか鎖国のような状態なのか、全くできていないと思われると

のことであった。それをキッチリ行ってもらうように働くのも自身の仕事かと思っている

と、小林院長は話していた。 

しかし、日本に学ぼうと思っているような現地医師は、既に日本を始めロシアやアメリ

カで学んでいる。このような医師は良いが、ベトナムではハノイ医科大学が全て仕切って
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いるため、ハノイ医科大学の流儀で全て行うという風習があるそうである。 

 

12．配置人員について 

電子カルテは利用されており、スタッフは２人体制である。たまに小林院長ご自身もレ

ジを行う。現在、ベトナムにおいても離職率が高いとのこと。また、サイクルは非常に早

い。どんなに完璧に快適な条件であっても、より良い条件のところに移るそうである。 

 

13．感想 

なんといっても院長先生である。患者さんは日本人がメインとはいえ、ベトナム語もま

まならない状況で、日々診療にあたっておられるのが印象的であった。 

ベトナム医療の矛盾（医師の医療技術レベルについて）に直面することも多いというこ

とで、ご苦労が偲ばれる。クリニック自体はこじんまりして、必要 小限の設備で効率的

に運営されていると思った。常に日本語が堪能なスタッフを定着させる努力は、経営を成

功に導く 良の秘訣ということであった。 

また、アンケートで日本語対応について、利用された交通手段、他の日系クリニックに

ついて項目を設けていたことが印象的であった。 

 

 

【小林院長に話を聞く様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小林院長とスタッフを囲んで】 
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Ⅳ．ヴィンメック・インターナショナル・ホスピタル 

（Vinmec International Hospital） 
所在地 ベトナム国ハノイ市（458 Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi, Viet Nam）

ホームページ：(英語) https://vinmec.com/eng/ 

訪問日時 平成29(2017)年 10月 27日(金)14時 30分～16時 30分 

報告担当 飛田勝弘(班長)、赤木重仁、小久保良一、尊田京子、田中幹夫 

  

施設側対応者 チーフ・メディカル・オフィサー(ＣＭＯ) Mr. Do Trong Khanh,MD.PhD

 

１．病院概要 

ヴィンメック・インターナショナル・ホスピタルは、突然現れた近代的なニュータウン

（高層マンション群）の中心地にある近代的な病院であった。 

設備的には、128列ＣＴ２機、３テスラＭＲＩ２機、Pet/ＣＴ、超音波診断装置、骨密度

計測装置等が配備されており、手術室も12室、検査センターも併設されている。 

診療科目は、総合診療科、内科専門科、外科専門科、整形外科、脳神経外科、小児科、

腫瘍科、産婦人科、皮膚科、歯科などである。 

 

医療スタッフは様々な採用であるが、定年で引退した国立病院の医師や引き抜きで採用

した若手等、契約形態もフルタイム、パートタイム等、様々である。医師は100名、看護

師は600名、検査、薬剤、事務職を入れて全体で1000名程度。 

 

患者数は、外来 800～1,000 人／日（日本人も 10 人程度／日）、病床稼働は未だに低く

60％程度であり、産科と小児科が多く、分娩は年間3000例程度ある。 

外来の診察風景は、日本と違いゆったりとしているようであり、患者１人当たりの診療

時間は30分が基本である。また医師１人当たりの１日の予約患者数は16人である。 

 

2012 年１月７日に開院。施設は 600 床７階建て（地下１、地上６）、延床面積は６万㎡

である。１～４階が外来、５～６階が病棟となっている。 

ベトナム国で初めてＪＣＩ（Joint Commission International）を取得した病院である

（2015年。ベトナムでは３か所の医療機関がＪＣＩを取得済み。内２か所がヴィンメック

の病院で、もう１カ所はハノイの眼科病院）。 
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ＶＩＮグループは本病院を含め、ベトナムの北部から南部まで広範囲に６か所の医療施

設を既に持つ。 

１. VINMEC INTERNATIONAL HOSPITAL – CENTRAL PARK（Address: 208 Nguyen 

Huu Canh Str, Ho Chi Minh City） 

２. Vinmec International Hospital – Phu Quoc（Address: Long Beach, Ganh 

Dau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province） 

３. Vinmec International Hospital – Nha Trang（Địa chỉ: 42A Trần Phú, P. 

Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang） 

４. Vinmec International Hospital – Ha Long（Address: 10A Le Thanh Tong 

Street, Ha Long City, Quang Ninh） 

５. Vinmec International Hospital – Da Nang（Address:Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Vinmec Đà Nẵng） 

本病院は専門科と一般科から成り立つ。 

本病院のマネジメントは、以下の３つのコミッティーが行っており、それぞれの長は医

師である。 

 プロジェクト・コミッティー 

 オペレーティング・コミッティー 

 メディカル・コミッティー 

設立に当たっては、フランス、シンガポール、米国の病院を参考とした。設計はフラン

スのメーカーであり、フランスベトナム病院（2003 年開業のホーチミンにある先進病院）

の影響を受けている。しかし、病室はフランス式の個室ではなく、ホーチミンにあるグル

ープ病院であるセントラルパーク病院がシンガポール式の大部屋も採用していたので、倣

うこととした。 
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【病院中央が吹き抜けの構造】 

 

２．はじめに 

ヴィンメック・インターナショナル・ホスピタルはベトナムの民間病院の一つであり、

不動産事業を主とするヴィングループが 2012 年に開院した。当該病院はヴィングループ

が開発した広大な住宅開発地の中にあり（タイムズシティと呼ばれており、総戸数 5,000

戸を超える高級マンションが立ち並ぶ）、富裕層をターゲットとして医療サービスの提供

を行っている。 

筆者は本病院の開院１年目頃に訪問したことがある。当時は外来・入院患者は殆どおら

ず、病床稼働率も数パーセント、開院前に採用した医療関係者、職員を大幅に削減するな

ど、経営は大丈夫だろうかという疑問を有した病院である。 

今回、数年を経て本病院を視察する機会に恵まれたが、外来患者もある程度見受けられ、

待合ロビーでは病院らしさを感じることが出来た。しかしながら、600 床規模の病院を考

えると患者数は依然足りないのではと感じられた。 

また、優秀な人材の確保の困難さなど、運営上の課題はまだ散見される。一方で、病院

収支については統計が得られなかったので実態は不明であるが、ＶＩＮグループとしては

病院を有するタイムズシティの不動産販売が好調であれば、短期的に病院経営が赤字であ

っても全体の収支上問題視しないという見方もできる。 

 

３．病院経営 

本病院が独立採算で経営が成り立っているかどうかは不明である。今後も患者を集客す

るためには、医療関係者の確かな技術、実績と評判が必要となる。外国人医師を採用する
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ことも視野に人材雇用を進めているが、人件費コストの率が高まることで、経営を圧迫す

ることは予測できる。患者の満足度を高めることは重要不可欠であるが、経営的な観点か

ら規模、診療科の見直しを行うことが必要なのかもしれない。しかしながら、ＶＩＮグル

ープが病院の赤字を埋めることでより良いサービスを提供し続け、将来的には診療単価を

上げ、患者増による収益率の増加が達成できれば良いのかもしれない。 

 

本病院のビジョンとしては、グループ内で存在感のある病院になること。安全文化の醸

成が 優先で、その為のリスク分析と評価システムを構築してきており、安心・安全な医

療を提供することで、患者満足度の向上を目指している。 

医師の評価を適切に行うこと、入院から退院までの患者への適切な医療の提供、健康教

育、個人情報の取り扱い、感染リスクの予防、緊急時への迅速対応などに注力している。 

具体的項目は以下である。 

 患者ケアと病院管理基準 

 患者の安全に関する国際基準 

 継続的な患者ケアの評価とフォロー 

 患者アセスメント 

 患者の権利 

 患者と家族の教育 

 手術及び麻酔のケア 

 薬剤の管理と利用 

 病院管理基準 

 感染予防 

 インフラ設備 

 安全確保管理 

 病院ガバナンス 

 スタッフ教育と資格管理 

 情報管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ヒアリングの様子】 
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４．将来計画 

今後のグループの計画として、2019 年から 2020 年には医科大学を設立し、Teaching 

Hospitalとして医師を育成する予定で、10年後には 初の自前の医師が働き始める。１学

年は100人程度。大学は臨床研究も行い、看護師の育成も行う予定である。医科大学とし

ての教育基準も検討中で、将来的には人材育成の為の奨学金制度も設立したいと考えてい

る。 

将来的にはベトナム以外のＡＳＥＡＮ諸国も視野に入れ、東南アジア全体をカバーする

ような病院グループになることを目指しており、その為の人材育成とインフラ設備に投資

を行っている。 

ハノイの本病院から、ホーチミンの病院へ技術移転を行うと共に、人材と機材も提供す

る。 

ホーチミンのヴィンメック・セントラルパーク・ホスピタルでは、心臓移植やロボット

手術の導入を計画中である。 

国内におけるリーディング病院になりたいと考えている。所得の低い層を受け入れる国

立病院の代替えではなく、所得の高いベトナム人への医療提供が主であり、ベトナム人に

対して医療の選択肢を増やしたい。 

ビジョンを実現する為には、実はリソースが不足しているとも感じており、外部との連

携を図ることで補う方向である。 

ＣＭＯの Mr. Khanh,MD.PhD はチョーライ病院から移籍した医師である。日本への渡航

も何度も行っている。この病院は多様な文化を持つ医療者が多く、国際的な病院になると

思う。個人的にはシンガポールの医療を尊敬している。 

 

ベトナムの富裕層（人口の５％程度）はベトナム国内で医療サービスを受けず、タイ、

韓国、シンガポールに行くことが多く、年間あたり 20 億～30 億ドル、１渡航あたり平均

で１万ドルが支出されている。これらの富裕層がベトナム国内で安心して医療を受けられ

ることがまずは 初の考え方である。高齢化は年６％程度とみている。循環器、癌、呼吸

器、消化器の４つを柱として、人材育成を行っている。今後は移植やロボット医療もハノ

イとホーチミンの病院に導入する予定である。病院の方針は政府の政策に逆らうものでは

なく、国民の選択を広げるものと考えている。 

病院を計画するにあたり、コンサルタントが米国クリーブランドやフランスの医療機関

を参考として調査し、フランス式の個室化を取り入れている。系列の他病院ではシンガポ

ール式の多床室を取り入れた。 

病院の医師の多くはフランスをはじめ、海外で学んだものが多い。医療スタッフはＶＩ

Ｎグループの他６施設での業務も含めて配置している。 

病院では、2018年４月にＪＣＩの再評価を受けるために、現在準備を進めている。ＪＣ

Ｉを取得した後、保健省は同等の83の基準を策定しており、国立病院の基準も変化をして

いる。ＪＣＩを取得した理由としては、World Classの病院を目指すというビジョンに従
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って、安全のために取り入れている。 

医療関係者（医師、看護師）の基準策定が非常に難しい。医療関係者の採用はベトナム

全体の問題であり、今後も対応が求められる。 

人件費の支出に対する比率は不明であるが、東南アジア（タイ、フィリピン）と同等位

とのことである。現在外国人医師が10％程度であるが、間もなく20％になる。外国人医師

は、コンサルティングや短期派遣の治療業務であれば政府の医療従事許可は不要である。

Full timeあるいは３ヶ月以上の業務を行うと、政府から労働許可が得られる。現在は歯

科医師がフルタイムで常勤している。 

外国人患者はそもそもターゲットにしておらず、ベトナム国内の富裕層をターゲットに

している。結果として外国人の患者も集まってきた。 

 

５．院内見学 

施設、設備については、民間企業である

不動産会社が設立者であるため、 先端の

医療機器が導入されている。一方で、医療

従事者、とりわけ、ベトナム医師について

はまだまだ 高品質とは言えないようであ

る。ヴィンメック・インターナショナル・

ホスピタルは、医科大学を設立し、ベトナ

ム人医師の育成に注力しつつ、現状では、

人材に投資を集中させ、外国人医師の採用を進めている。現状、従事する医師の10%が

外国人医師であるが、この割合を20%にまで引き上げることを目指しているようであ

る。外国人医師の受入れの形式としては、指導を受けるために１週間から２週間の短期

間、コンサルタントとしての受入れ、３カ月間の就労ビザを取得したフルタイムの医師

の２つのパターンがあり、フルタイムで日本人の歯科医師が勤務している。 

また、外国人医師を雇う場合には、その医師の本国の給与水準を上回る金額を出して

いると説明された。今回の視察の中

で、人件費に関する情報を入手するこ

とはできなかったが、視察した日の外

来患者の様子や入院病棟を視察する中

で、十分な稼働率が上がっているよう

には見受けられなかったことから、収

益に占める人件費の割合は非常に高く

なっているか、収益を上回っている可

能性もあると推察される。 

 

【同じ建物内にある幹細胞・遺伝子工学研究所】 
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富裕層をターゲットにしていることは、ミッションやビジョン、設備投資や人材投資

の状況から当然にうかがい知ることができるのであるが、このような病院であるため、

メディカルツーリズムの受入れも行っているものと思っていた。ところが、メディカル

ツーリズムはほとんどなく、積極的にこの分野の開拓も行っていないようである。これ

に関連して、ＣＭＯに質問した際には、「ベトナム人のために 高品質の医療を提供す

る」ことを目標としているということを強調されていた。 

 

ベトナム人の富裕層が、シンガポール等の先進医療を受けられる病院で治療に使う金

額は年間20億ドルから30億ドルある

ようで、この患者らの信頼・評価が得

られるように努力し、本病院で受診し

てもらえるようにしたいという願いが

あるようである。 

ベトナムも既に高齢化が始まってお

り、今後、心臓病、癌、呼吸器系疾

患、消化器系疾患が増加することが見

込まれている。 

 

 

【VIP用受付がある病院受付】 

 

６．おわりに 

今回訪問したヴィンメック・インターナショナル・ホスピタルは、富裕層をターゲッ

トにしている病院であったが、そのような病院はまだまだ少ない。保険加入は80％を

超えてきており、多くの国民が医療の提供を受ける体制になりつつあるが、国民全体に

対して提供されている医療の質はまだまだ低い。 

今後、高齢化の進展により医療費が増大することが予想されるが、国民全員が保険診

療を受けるようになるとすれば、その財源を確保するためにも、更なる経済成長が欠か

せない。現に、医師、看護師の数はある程度充足されているが、増員するための予算が

なく、１ベッドに２人の患者が収容されるような状況がある。 

ベトナムの医療提供体制は、十分に充実した状態とは言えず、今後の高齢化も考えると、

医療の品質を向上させつつ、国民全体にそれが行きわたるようになるには様々な障害があ

ると思われる。ベトナムはアジアの中でも親日が強い国である。引き続き、ＯＤＡによる

経済援助を続ける一方で、私たちの協会も、ソフト面での支援ができるようにしていかな

ければならないと感じる。 
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現在のベトナムは、社会主義国でありながら、中国同様に自由経済制度を導入し、外資

を受け入れ急激に経済成長を遂げつつある国である。今現在は国民生活に格差が相当にあ

るが、この国は今後ますます経済発展するであろうし、そのプロセスの中で格差の在り方

も変わってくるであろう。 

 

ＣＭＯが次のように語っていた。 

「自分たちは、東南アジアの医療を担うべく人材を育成し医療提供体制を国の政策に沿っ

て整備していく。そして、オピニオン・リーダーを目指し、国立病院と機能を補完し合い

ながら、ベトナム人のために医療水準を高めていく。」 

これがベトナム人の今の心意気なのかもしれない。 

 

 

【ＣＭＯを囲んで】 
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Ⅴ．ウエストコースト・インターナショナル・デンタルクリニック 

（Westcoast International Dental Clinic） 
所在地 ベトナム国ハノイ市（51 Xuan Dieu, 2nd Fl, Syrena Shopping Center, 

Tay Ho District, Hanoi, Vietnam） 

ホームページ：(日本語) https://westcoastinternational.jp/ 

訪問日時 平成29(2017)年 10月 28日(土)9時 30分～10時 15分 

報告担当班 杉本俊夫(班長)、佐藤正雄、砂川佳慧、住友麻優子、古山香織 

報告まとめ 新宿デンタルオフィス 院長 住友麻優子 

  

施設側対応者 デンタルクリニック受付担当者 

 

今回のベトナム病院視察の 終日となる2017年 10月 28日（土）にウエストコースト・

インターナショナル・デンタルクリニックを訪問した。 

 ここは中国系カナダ人が院長を務める近代的な歯科医院として全設備海外輸入で揃えた

新設備と経験豊富な外国人・ベトナム人歯科医師、そして歯科衛生士・歯科技工士とい

った専門スタッフとのチーム治療を強調している。更に歯科医師においては、インプラン

ト・麻酔科医・矯正科医といった専門医との連携も謳っている。 

 クリニックはホーチミンとハノイにあり、11 人の歯科医師と８人の歯科衛生士がおり、

ハノイには３名の歯科医師、１名の歯科衛生士が勤務しているという。 

過去の海外視察では、日本人経営による日本人向けの歯科医院が主であったが、今回は

その対象をベトナム在住の外国人および留学生とし、その割合が約７割、現地ベトナム人

が約３割という。そして、ヨーロッパ・オーストラリア・アメリカ・日本の各国から歯科

医師が集うことで、コミュニケーション言語も多義に渡り、より多くの外国人に対応でき

るとしている。 

このように国際色豊かな歯科医師が集う体制は、ライセンス取得の問題もあり日本では

ほとんど見られないが、医療ツーリズムではなく在住の外国人を治療するというスタイル

は、実際、日本在住の外国人が歯科医療に困っている現状と重なり何らかのヒントがある

ようにも思えた。 

また何よりこのクリニックにおいて特徴的だったことは、治療費には外国人民間保険を

適応している点とベトナム人孤児へのボランティア活動であった。 

つまり、日本のような国民皆保険制度のない自費診療ベースの民間保険による外国人へ

の対応であるが、その具体的な内容とベトナム在住の日本人はどうしているのだろう…と

言う点、またホームページには国際的なボランティア活動の記載もあり、通常あまり見受

けない内容に大変興味深く、上記２点について歯科医師である私には一番楽しみな訪問先

となっていた。 
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しかしながら、実際には視察を設定した旅行会社が事前の連絡を取り合っていたにも関

わらず、訪問時には私達について何も知らされていない受付スタッフ達がいるだけであっ

た。クリニック側の認識に行き違いがあったのか、あるいは内部の体制が不十分なのか、

と考えてしまう状況であった。仕方がないので少し内容がわかるスタッフに話を聞くだけ

で、事前に欲しいと言われて随分前に日本から送っていたという質問に対する返答のみ後

日頂くという形でしか情報が取れず、 も関心事の高かったボランティア活動の詳細につ

いても、質問内容に含まれていなかった為、情報は何も得られなかった。 

ちなみに、このボランティア活動とは、2016年実績として800人以上の孤児に歯科治療

を無料提供したというもので、ブリテイッシュコロンビア大学との提携などについてもホ

ームページに記載されている。残念ながら実際の活動やシステムの詳細はわからなかった

が、これは多くの発展途上国を抱える活気溢れるアジア圏において、現地にクリニックを

構えてのまさに 新鋭な活動であると同時に、これからの新たな一つの医療人の在り方だ

と感じた。 

興味のある方は、上記クリニック名で検索のうえ、関連内容から更に検索すると多少の

内容は出てくるということくらいしか言えないという点を、まずはご容赦いただければと

思う。 

 

【クリニックが入るショッピングセンターの外観】 

 

 

－32－



 

【同センター内の表示：同じ階に日本のイオングループのスーパーマーケットがある】 

 

 さて、次に外国人向け民間保険についてであるが、今回の視察では私達は素晴らしいチ

ームに恵まれ、現地でも何回かの打ち合わせを行なった経緯がある。 終的に歯科医師で

ある私が代表としてまとめている状況があるが、専門の内容に関しては保険と税務の各専

門家が各自の感想と共に詳細をまとめて下さった。以下、それを活用したいと思う。 

 

----------------------------- 

 患者の内訳としてはベトナム人が 30％、外国人が 70％（このうち観光客が 10％、ベト

ナム在住者が90％）のようで、その中で30％は民間の保険を使っての治療のようだったの

で保険について日本・アメリカについて調べてみた。 

 

日本の健康保険について・・・平成13年から制度が見直され、海外で治療を受けた場合

にも保険給付の対象となった。この場合は帰国後に申請すると支払った医療費の一部が払

い戻される。もちろん国内の給付対象となる治療と基準は一緒だが、金額的には為替変動

なども考慮されるようだ。なお保険が効かない治療や差額ベッド、美容、高価な歯科治療、

治療目的の渡航は対象外である。 

海外赴任者（ベトナム駐在者）は日本の健康保険証も持っている人が多いと思われるが、

それとは別に赴任者用の保険（海外留学生保険の赴任者版のような保険）に加入している

ので通常はこちらのほうを使っている。海外旅行保険にも突然の歯科治療は適用される（治

療途中だと適用外のこともある）。こういった保険での請求はエージェントがいてクリニ

ックと直接やり取りしてくれるのでキャッシュレスで支払いが済む。 

民間の日本国内の歯科の保険も調べてみたが、一部取り扱っている。チャブ損害保険で

ある。この保険は歯の保険として販売されている。 

また、日本国内の民間の医療保険は基本的には歯科を対象としていない。先進医療対象

になるようなインプラント治療は先進医療特約でカバーしているが、厚生労働省で指定し

ているため海外での治療はもちろん対象外であるし国内でも病院は決まっている。（医療
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保険は、海外で病気やケガで治療や入院した場合は給付対象としている。） 

 

アメリカについても医療保険と歯科保険は別々にある。保険会社により異なるが、歯科

については加入後の不担保期間が１年くらいあるそうだ。虫歯・定期検診・入れ歯やブリ

ッジは対象。インプラントは保険によって異なるようである。美容はやはり対象外であっ

た。…ということは、患者の外国人内訳からみると外国人であってもベトナム在住の人が

多いようなので、おそらく歯科の治療を目的としているということではないだろうか。他

の国もそうだが、日本人が受診するクリニックはきれいなところが多い。 

審美歯科をメインとしているのかと思っていたが、その部分は保険はあまり関係なく、

物価水準が安い＝治療費が安いということで、保険外で受診しているということなのかと

思った。 

 

なかなかこのクリニックの詳細については不明だったためレポートを書く材料が見つ

からなかったのだが、保険を調べていて、海外での歯科治療はお金が高いので保険には加

入しておいた方が良いということ、不担保もあるので海外で歯科治療をしなくても良い状

態に日頃から定期検診をしておくことは大切だと思った。 

訪問時に患者さんが少ないように感じたのだが、物価水準からみると患者さんが少なく

てもおそらく治療費としては経営ができる水準を維持できているということかと感じた。

治療の技術もある程度あり、同じ素材を安く使用できるのであれば日本国内とうまく連携

して広い範囲でのホワイトニングのような審美のツーリズムはあるのかと思う。実際、ホ

ームページでも欧米の３分の１の価格になると公言している。 

 

 ベトナムはまだまだこれから発展していく国、現地の人々の医療水準や歯科治療につい

て現在はまだあまり良いとは言えないと思う。審美や歯科予防についてもまだその水準に

はないのではないかと感じる。しかしながら、海外からの企業進出は増加しているので駐

在する外国人の増加はまだ続くことが想定される。歯科はその企業や社員の人たちを対象

として日本をはじめとする先進国の治療レベルのものが受けられるようにしていくこと、

連携をきちんとすることが経営成功のポイントであり、期待したいところである。 

 今回は新興国であるベトナムの医療現場の現状が垣間見ることができ参考になった。 

（記：古山香織） 

----------------------------- 

 

上記内容にもあったが、現在、国民健康保険または社会保険において海外療養費制度が

あるという記載がありリクエストしてこの点にも言及して頂いた。これは、いわゆる高額

療養費制度が海外で受診した場合でも日本での治療に換算し給付されるというものである

が、実際にはあまり知られていないと言う。先行きの不安はあるものの、日本の国民皆保

険制度の素晴らしさを改めて感じた次第である。 
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続いて、税務について追記で頂いたハノイの付加価値税の情報である。 

 

----------------------------- 

【ベトナムの付加価値税】 

課税範囲       ベトナムで消費された商品、サービス及び海外からの輸入商品 

付加価値税の非課税  26項目の商品、サービス  医療サービスは非課税 

付加価値税の税率   標準税率  10％ 

           必需品、必需サービスは５％（医薬品、医療機器が含まれる） 

 

ホームページには企業の契約可能と記載されており、ハノイでも可能かとの質問には可

能との返答があった。これからは日本からベトナムに進出する企業が増えるので、社員の

健康管理のためにはこのようなクリニックがあると心強いと思った。 

（記：佐藤正雄） 

----------------------------- 

 

後に、クリニック側からの返答内容を簡単にまとめてこの報告を終わりたいと思う。 

 

・資本は、株主資本からの投資資本 

・スタッフの平均給与は1,500ドル／人 

・医療ツーリズムについては、ベトナムの健康状態が評価されておらずあまりない 

・税金は、総利益の22％をベトナム政府に収める 

・治療日数は４日／月 

 

 翻訳の関係と内容の意味の整合性が取れず正直よくわからず、全ての紹介ができず、ま

た詳細を説明することは困難である。 

 現地ガイドの話では、平均給与が約３万円と言っていたようにも思うのだが、給与の

1,500ドルも歯科医師なのか、パラスタッフなのか、よくわからない。（多分、歯科医師で

はないと考える。）また治療日数も医療ツーリズムでなく平均月４回という数字は、審美歯

科などの自費診療の集中治療とは考えにくく、単なるクリーニングやホワイトニング、は

たまた虫歯治療なのかとも思ってしまう数字である。 

 

 今回の歯科医院視察は、ホームページの記載からだけでも注目すべき点がありながら、

その実体については何ら正確な情報がなく非常に残念なものとなった。 

 事前の連絡が取れていただけに、どこでどうおかしくなってしまったのかわからないが、

クリニック側に落ち度があるとするならば、有効なビジネスチャンスを逃したばかりか、

クリニック運営自体の問題も感じざるを得ない状況と言えるだろう。 
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末筆ながら、大々的に強調しているクリニック内の 新設備もＣＴがあるくらいで特記

すべき点はない。しかも写真撮影も不可であった為、この報告書における写真紹介はクリ

ニックエントランスのみとなっている点も報告しておく。 

 

 

【クリニックの入口】 
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おわりに 

 

(公社)日本医業経営コンサルタント協会 

平成29年度海外視察研修 

副団長 佐久間賢一 

 

 今回の視察は日本のＯＤＡ（政府開発援助）による技術協力、資金協力により、社会イ

ンフラ構築作りが進み、発展を遂げているベトナムの医療機関視察を目的として企画実施

した。 

今回の視察先として、ＯＤＡを実施する特殊法人であるＪＩＣＡベトナム事務所を初日

に訪問し、医療機関に対するＯＤＡの実施状況についての説明を聞かせていただいた。 

翌日からの病院視察は、次の４医療機関に訪問した。 

・ベトナムの公的病院：ベトナムを代表するバック・マイ病院 

・企業立病院：ベトナム 大の財閥が運営するヴィンメック・インターナショナル・ホ

スピタル 

 ・日本人医師が運営する診療所：東京インターナショナル・クリニック 

 ・大手の歯科医院：ウェストコースト・インターナショナル・デンタル・クリニック 

 

ベトナム医療体制の特色は、レファラルシステムが構築されていることにある。 

 

                 経済産業省 医療国際展開カントリーレポートより 

 

 ベトナムを代表する３大中央病院の一つであるバック・マイ病院では、経営幹部による

病院の発展と現状についての説明があった。 

100 年前に伝染病院として創設された病院が、現在では病床 3,200 床、医師 650 人、看

護師 1,500 人、年間で 90 万人以上の患者、10 万人の入院患者を診る大病院に急成長出来

たのには、日本の技術協力、資金協力があったことに感謝するとの言葉があった。 

 レファラルシステムにも関わらず、多くの患者が医療技術力の高いバック・マイ病院に

集中し、朝３時から診察待ちの患者が溢れ返っている状況とのことである。 

職員の努力より、当日中の診断ができるように改善が進んだと説明された。 

しかし、病床3,200床に対して、入院患者数が5,000人との説明が理解出来ず、再度確
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認の質問をしたが、やはりその数字は間違ってないとのことだった。 

その理由は病院内のツアーを行って、やっと理解出来た。 

一つのベッドに入院患者が二人、三人で寝ている姿を目の当たりにして、説明が決して

間違っていなかったことに再び驚いた。 

今回に限らず、日本では分からない実態は、現地に赴き見ることでしか理解できないこ

とが多く、海外視察を通して勉強させられる。 

 又、今回のベトナム視察では今迄の視察団では体験出来なかった特筆すべきことがあっ

た。 

それは、在ベトナム日本大使館において大使主催の昼食会に、我々が呼ばれるという栄

誉に預かったことである。 

これは偏に梅田特命全権大使と、当協会副会長である梶原先生との個人的な強い信頼関

係があって実現したことである。 

大使館主催の昼食会に参加するという初めての体験に、戸惑いながら参加したが、梅田

特命全権大使を始め、中島参事官、中井参事官兼医務官、桃井一等書記官が、我々視察団

24名の座る４つの各テーブルに同席され、気さくにベトナムの事情についてお話しくださ

り、美味しいベトナム料理を頂戴した。 

視察団にとって、とても有意義で充実した時間を過ごさせていただいた。 

 

 

【大使館公邸の庭にて、梅田大使を囲んで】 
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【ベトナム視察・雑感】 
 

松田 紘一郎 

 

１．はじめに 

 公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会（ＪＡＨＭＣ）主催の表記の５日間に

わたる海外視察研修に参加した。 

 私は第１回のアメリカ、第２回のドイツ・フランス病院視察を始め、ＪＡＨＭＣのほと

んどの海外研修に参加していてレポートを提出していた。今回は、ＪＩＣＡのベトナム医

療の支援ＯＤＡに興味を持ち参加したが、24名の参加者のうち最高齢（76歳）の「爺さん」

であり、義務レポートの提出を免れた。しかしペンネーム（Ｐ．Ｎ）木
き

公田
こ だ

 晋
じん

として、

11 冊の小説を発刊していることもあってか、「面白いもの：自由に…」であり、他の方々

と異なる視点、視野から次の４点に分けて、ベトナムに係る異論・愚論（？）を、近隣国

との関連も含めて示すこととする。 

 

２．視察の前、ベトナムの地政学的成り立ちのこと 

 私は中国・海南島三亜市の産まれ（念のため、両親は日本人）、今話題の西砂、南砂諸島

を睨む中国海軍の一大基地化され、中国の力によるシーレン（はるか昔、海のシルクロー

ド、現中国帝国主義の主張する根拠のない「核心利益」の一路）の軍事基地化による脅威

が現実化しているところであり、ベトナムやフィリピンとの領有権の争いに興味を持って

いた。 

 東南アジアの数ヵ国は、西洋からみて印度（インド）と支那（シナ）の間にありインド

シナと呼ばれていた。 

 1802年（日本では、松平定信の寛政の改革が終わり寺子屋（初等教育）が普及し、町人

文化が盛んになったころ）、フランスの援助により国内を統一したグエン王朝が中国に朝

貢（ちょうこう）し国名を決めてもらい、漢朝により決められたのが越南（ベトナム）、そ

れから「仏領インドシナ」となり、第二次世界大戦後は、ベトナム、ラオス、カンボジア

に分割された。 

 ベトナムが正式な国名となったのは、なんと独立宣言した1945年。わが国がポツダム宣

言を受諾、敗戦が決まった昭和20年であった。 

 ベトナムは、真の独立を求めてフランスと戦い、旧日本軍とも４年戦い、韓国も参戦し

たアメリカと戦い、その後、懲罰を与えるために侵略した中国軍とも戦った。そして韓国・

北朝鮮のような事大主義（事において力の強い大国に従う）をとらず…結果として全てに

勝利した偉大な国である。 

 そこに、後に「ホーお祖父さん」と国民に親しまれたホー・チ・ミンという建国の英雄

がいた。 
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３．視察中に感じたこと 

 (1) サムスン・韓国との関係について 

   私は、15年前にサイゴンから改名したホーチミン市やハノイ市を訪れており、ベト

ナムは２回目であるが、10月 25日（水）13時 20分 ハノイ国際空港に着いて新鋭の

国際空港に驚いた。 

   15 年前、あまり目立たなかった韓国のサムスンやヒュンダイ（現代）の広告の山。

空港バスターミナルには、サムスンの社旗のみが30数本、風を呼びはためいていて、

ここはサムスン空港か？ベトナムと韓国はそんなに仲が良い友好国なのか、不思議に

思った。 

   2015年 10月 アメリカの報道により、朴正煕（日本名、高木正雄 陸軍少将）元大

統領のとき、国内では反日教育をし、ベトナムへ３万人余（ 大で）の韓国軍（猛虎

師団など）の出兵。農民の虐殺のほか13歳から14歳の少女をふくむ、数千人のベト

ナム女性を連れ回す集団的な輪姦事件が表に出た。「肉便器」とよびこれにより妊娠・

出産した混血児が３千人から５万人、ライダーハン（大韓）として存在し、さらに、

その女性を韓国兵のために設置した慰安所（Turkish Bath）で慰安婦として売春を強

要したことが明らかにされている。 

   アメリカとイギリスの人権団体が激しく韓国政府に謝罪を要求－結果は、いつもの

とおり否定、だんまり、 近やっと反省？ 

   ライダーハン母子像を世界中の韓国大使館前に設置が呼びかけられ、ベトナム国内

にライダーハンを基にする嫌韓の慰霊碑が100くらいあるらしく、それを見て感想を

聞きたいと思っていたが日程がとれずに出来なかった。 

   この問題は、かなり根深くこのレポートを書くのに少し調べてみた。 

   わが国の旧軍が従軍慰安婦（金銭で解決する慰安婦：いわゆる世界 古の職業の一

つといわれる売春は確かにあったが、これも1965年の日韓基本合意解決済み）として

韓国人女性を強制連行したことが、世界中（？）で話題になり、日本批判の元になっ

ている。これは吉田清治という詐欺師がつくりあげた（本人は後で小説と弁解）、あの

朝日新聞が吉田の言うまま調査もせず記事にし韓国側が知った。 

   初は済州島で20万人、その事実がないとわかるや釜山に、京城であったことに変

わっていき、追い詰められた吉田は謝罪。フェイク・ニュースとわかり、「醜い良心的

日本人」といわれ始めた朝日新聞の社長は辞職、謝罪記事を出して納まったかに思え

た。しかし、反日（仮想敵国は、なんと日本）、その後も恨の国は、各地に慰安婦の少

女像を作っている。 

   これは、かなり前から話題になりかけた韓国側の「ライダーハン」隠しと思い至っ

た。「ウリジナル」（良いことは何でも自国発祥。例として紙、印刷、茶道、日本刀、

武士道など）に代表される韓国人のモラルの低さはわかっていたが、2015 年３月 26

日の「サムスン物産ベトナム工事現場」の手抜きによる14名の死亡、今年２月26日
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サムスンディスプレイのベトナム工場での韓国人保安員の暴行による死者も出た暴動

などもあったはず。ベトナムへの投資額第１位、それをこの国が、国民が許容するこ

とに驚かされたが、４回におよぶ大国との戦いに全て勝利。この国が「腰抜け」では

なく、「過去の恨みを引きずるのは恥」とする文化を持つ懐の深い「大人」の国と思う

べきかとも考えた。 

 

 (2) 薬師如来について 

   研修視察の合間に、建国の英雄ホー・チ・ミンの保存されている旧居跡（高床式の

家屋など）を訪問。質素・簡易な住居

にその人柄が忍ばれた。 

   その一角、観光名所の一柱寺（池に

建つ一本柱による小さな寺院）の近く

に在る小規模の延祐寺（えんゆうじ）

で四十九日の法要が行われていたが、

正面近くに、高さ約三メートルの石碑

があり薬師如来（やくしにょらい）が

刻まれていた。 

   「宗教はアヘンだ」として弾圧（韓

国も近年まで仏教弾圧をした）した中

国とは違い、国民の80％くらいが仏教

徒（わが国と同じ凡夫も仏修業により

未来世で成仏できる大乗仏教）という

ベトナムの現状がそこに在った。 

 

【ホーチミン首席が住んでいた木造高床式の住居】 

 

   薬師如来は、瑠璃光をもって人々の病苦を救い、無明の病を治す法薬を与え、現世

利益信仰を集める医薬の仏である。 

   ちなみに医師如来は無く、医療は薬師（くすし）から出たものとも考えられるが、

古
いにしえ

からのことを現世的に考えると呪術宗教的な呪医的機能（例、魏志倭人伝の卑弥

呼の鬼道）とともに伝承的民間療法があったのは事実であろう。 

   ヒポクラテスや曲直
ま な

瀬
せ

道三
どうさん

を語ることもできるが、少し前に読んだ「今こそ韓国に

謝ろう」百田尚樹著（飛鳥新社）94頁の朝鮮の民間療法だったものが示されており紹

介しよう。 

   ○ 長男の胎盤を煎じて日に三回飲む（神経衰弱に効くと言われています） 

   ○ 人肉の粥を食べる（肺病に効くと言われています） 

   ○ 美人の月経の血を飲む（精神病に効くと言われています） 
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   ○ 犬の糞水を一日二～三回飲む（内腫症に効くと言われています） 

   ○ 人糞を焼いて歯に含む（虫歯に効くと言われています） 

   ○ 人の陰茎を食べる（ライ病に効くと言われています） 

   ○ 雌犬と交接する（淋病に効くと言われています） 

   この非科学的民間療法は、日本併合（韓国のいう、植民地化ではない）による日本

総督府の指導により急速に姿を消した。しかし、朴槿恵（パク・クネ）前大統領の親

友といわれている崔順実（チェ・スンシル）が逮捕。崔は呪術師であり、呪術で国政

を決めていた（？）らしく追求

され大衆デモの心情「国民情

緒法」（国会で決めた成文法：

statuteではない）を基因に辞

職させられ、人はこれを民主

主義の具体化だという、民主

主義の考え方が根本的に違う

ことを示した。 

 

 

 

【延祐寺本堂】 

 

   東南アジアに、このような療法があったかどうかは知らないがＰ．Ｎで書いた「イ

ンタビュアー漱石」（熊日出版、352頁）で夏目漱石が、加藤清正を指名、インタビュ

ーすることを次のように示した。 

 

   「清正殿、サヤカ殿との対話のなかで中国、朝鮮に在り、わが国に入れなかったこ

との一つを吾輩の宿題にしましたが、よろしいでしょうか」 

   「おう、ワシは推測として、人肉食をあげたが、正しい知識はない。教えてくれん

か」 

   「人肉食（カニバリズム…cannibalism）は共食いであり、人として 大のタブーで

あり禁忌であると思います。中国では古代から『両脚羊』（ヤンシャオロウ…両脚で歩

く羊－つまり人－）の調理方法（レシピ）があり中国四千年の歴史になっています。 

   孔子はこれが好物であり、高弟の子路（子路編）が事件で殺され、屍は細かく切り

刻まれ、塩漬けの『醢』（タオ）にされ、孔子に届けられた。孔子はこれ以降、醢を食

べることを止めた…『礼記』や『荘子』に記されています。朝鮮にも伝わり、一例を

あげましょう。朝鮮の『三国史記
サムブクサギ

』で扶余
ぶ よ

豊
ぶん

と記されている百済王子は唐・新羅の戦

に敗れ日本に亡命。中大兄皇子（のち天智天皇）が百済王子に軍をつけて扶余豊を百

済王にした。しかし、そこで働いた功臣の将軍・鬼室福信
クイシルボクシン

と対立、福信を殺し、その
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肉を塩漬けにして食った。－朝鮮の人肉食は犬肉食より下級料理とされ、この後に禁

じられて、なくなっていると思いますが－」 

   「うーん、そうか。ワシは朝鮮の捕虜だった金官殿を先生にして孔孟の教えを学ん

だが、そのようなことは学ばなんだ、反吐がでるのう」 

 

   わが国には、このような「民間療法」は古代の呪医術を除いてなかったと信じてい

るが、韓国では未だに、先に示した呪術があることがわかっている。 

   わが国は、山紫水明・豊かな四季のある豊穣のヤマトウ（ヘブライ語で神の民）の

国。古来から八百万神（やおよろずのかみ）がおられ、人の立ち入ることの困難な山

や森に霊気・神が宿り（近年はこれをパワースポットという）、それ自体が信仰の対象

となり、穢（けが）れを嫌い清水による清め（キリスト教の洗礼と同じ）がなされて

いた。 

   わが国は、和の心のもと全ての生物に「一切衆生悉有仏性」（いっさいしゅじょうし

つうぶっしょう）が基盤に在り、中華主義が儒教と結びついた弊害、族 誅
ぞくちゅう

（権力闘

争で敗れた者の一族全員を虐殺すること）や外患誘致もなく、科挙
かきょ

、宦官
かんがん

、纏足
てんそく

など

を食い止め、2600年余にわたり権威と権力を分ける（一部、混乱はあったが）法治に

よる統治組織を持つ国である。全く理論的根拠のない独りよがりの中華主義・事大主

義により、罪刑法定主義や法不遡及原理（例・親日反民族法）も無視する近代法治国

家でない中国や朝鮮と異なる価値観を持つ国であり、その意味で恨
はん

（うらみ）を克己

する文化を持つベトナムと近いのかなとも考えた。 

 

 (3) ＪＩＣＡ・ＯＤＡについて 

   政府が開発途上国に行う資金や技術の協力を政府開発援助：Official Development 

Assistance（以下、ＯＤＡ）は、次の３つの要件を備えているものとされている。 

 

イ 政府または政府機関によって供与されるものであること 

ロ 開発途上国の経済開発や福祉の向上に寄与することを主たる目的としている

こと 

ハ 資金協力については、その供与条件のグラント・エレメント（※）が25％以上

であること 

 （※）グラント・エレメントとは、借款条件の緩やかさを示す指数をいい、金利

が低く、融資期間が長いほど、グラント・エレメントは高くなり、借入人（開

発途上国）にとって有利であることを示す。贈与の場合のグラント・エレメン

トは100％となる。 

 

   ＯＤＡは、その形態から、二国間援助、国際機関への出資・拠出（多国間援助）に

分けられ、ＪＩＣＡはこのうち二国間援助の形態である技術協力、有償資金協力を行
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い、無償資金協力を2008年 10月１日から、次の図のようになっている。 

 

  

（※）外交政策の遂行上の必要から外務省が引き続き自ら実施するものを除かれる 

 

   独立行政法人となった国際協力機構（ＪＩＣＡ）は、図で示したわが国の政府開発

援助（ＯＤＡ）を発展途上国に一元的に行う実施機関である。そのミッションは「開

発協力の下、人間の安全と質の高い成長を実現」、「信頼で世界をつなぐ」ことをビジ

ョンにしている。 

   わが国のＯＤＡ支出は225億ドル余で世界第二位の実績があり、ベトナムでも無償

資金協力（ホアピン総合病院改善計画、人材育成など）や有償資金協力などをしてい

る。 

   まさに、ＪＩＣＡの「世界でいきる。日本がいきる。」が実践されていると思ったが、

ＯＤＡの、その中にベトナムを加えると「自分（日本）よし、相手（ベトナム）よし、

世間（世界）よし」となるであろう。つまり1630年ころ、琵琶湖の東で生まれた近江

商人の商人道「三方よし」の国際版（もっとも、これもウリジナルで韓国発祥と言わ

れるかもしれないが。）であると思った。これは私が本名19冊目で示した地域包括ケ

アの基盤的な担い手となることが期待されている「地域医療連携推進法人（の実務）」

の基本的思想（自院よし、連携医療機関よし、地域医療よし）、つまり「Win:Winの展

開」につながると思っている。 

 

   わが国の国家的課題は、少子高齢化の極みとなる「2025年問題」であろう。これは、

いわゆる「団塊の世代」が全て後期高齢者になり、人口の絶対的減少とともに、さま

ざまな弊害が指摘されているが、これは始まりにすぎない。 

   これらの解決法として、特殊合計出生率の向上（子育て支援など）、高齢者の社会参

加（100歳社会の構築）、生産性向上・サービスの効率化、そして移民の受け入れがあ

る。平成30年度診療報酬改定は、画期的なもので「中長期に準備すること」として、

連携推進法人による地域医療構想の実現を暗に促しているが、外国人技術職（看護・

介護など）のベトナムなどからの雇用も促進しようとしており、これには賛成をする

が、価値観の異なる「反日」国の移民受け入れは、その国の混乱をわが国に広げるだ

 

ＯＤＡ 
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けで、反対である。 

   例をあげよう。１つはドイツ・メルケル政権の失敗、ヨーロッパの混乱。もう一つ

は、中国の「国家動員法」（2017年７月施行。戦争・有事の判断により、民間のヒト・

モノ・カネをすべて強制接収できる法で、中国国内の外国企業、それに外国に移住す

る中国人にも適用が可能）中国首脳指導部の判断でできるのだ。 

   これを恐怖と思わないのは、平和ボケの痴
・

性人だけであると思っている。 

 

４．むすび 

 帰国は、10月 29日（日）午前７時に成田国際空港に無事到着。台風21号の通過した後

の土砂降り雨の中であった。 

 翌朝、絵に描いたような秋の日本晴れ。 

 例によって、早朝約30分、近所を歩き回ったが、気が晴れ、ベトナム・ハノイ市の排気

ガスを主因とする空気の悪さ（？）で咳が出ていたのが止まり、ふと、明治天皇の次の御

製（ぎょせい）を思い出した。 

「あ さ み ど り   す み わ た り た る   大 空 の  

ひ ろ き を お の が   心 と も か な」 

 わが国は災害は多いものの、その風水害などに逆らわず、心を合わせジッと耐え、協力

し合って人々が鍛えられ復旧（興）を繰り返して、あさみどりの大空の下の風土をつくっ

て来て、先に示した500年前からの「三方良し」（Win:Winの展開）の思想が発現しており、

来たる国難を、医療・福祉の側面からではあるが、地域医療連携推進法人で乗り越えよう

としているのだ。 

 

 この５日間、正直言って体調が悪く、他の参加者に迷惑をかけないように外出を避け、

部屋にこもったりして、海外研修の醍醐味である意見交換が少なかったことを反省してい

る。そこで昭憲皇太后の御歌（みうた）を一つ紹介したい。 

「み が か ず ば   玉
たま

 も 鏡
かがみ

 も   何 か せ む  

             ま な び の 道 も   か く こ そ あ り け れ」 

 宝石も鏡も磨かねば、単なる素材であり、人と人との交流（気付き、学び、シナージ）

により磨いていくことによって、その真価が発現していくのだ。教育はこのようにあるべ

きだ。このベトナム病院視察で、海外に出て「みがく」ことを改めて近隣諸国の比例の中

で考えることができ、この国に生をえてよかったことを実感している。団長、副団長、参

加者の皆様、見学先のスピーカーなどを努めていただいた諸氏と、この出逢いができたこ

と、「袖振り合うも多生の縁」、つまり過去世、現世、未来世の三世の御縁を確かめたと考

えている。この出逢いに感謝しております。 

 

（了）
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【 終日のフェアウェルパーティー】 

 

 

【ハノイの道路事情】 
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