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メディカル・ツーリズムにおける
推進戦略に関する考察

―日本と韓国の比較論―
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１．はじめに　

１－１　国際観光におけるアジアの重要性

　世界の国際観光人口は、近年増加の一途

をたどっており、世界観光機関（UNWTO）

は、1995年に5.4億人であった海外旅行者

数は、2020年までに年平均4％超で増加を

続け、2020年には15.6億人に到達すると予

測している。新興国の経済成長と可処分所

得の増加が観光人口を押し上げており、特

に中東、アフリカ、アジア太平洋地域の伸

び率は、他の地域のそれを大きく上回って

いる（経済産業省［2009］）。

１－２　国際観光が及ぼす経済への影響

　外国人旅行者の増加による経済効果や観

光産業の市場規模については、観光は各産

業が絡み合っており、観光関連部分を切り

取ることができないため観光産業の市場規

模については、観光客の消費額を参照する

ことが一般的であるが、経済産業省[2009]

によれば、2007年度の訪日外国人の旅行消

費額は、国内総生産（名目）の0.3％、国内

最終消費支出（名目）の0.5％に相当する1兆

4,800億円であった。また、同調査による

と日本人の国内観光消費も含めた日本国内

の消費総額は国内総生産（名目）の4.6％に

相当する23.5兆円になっている。少子化の

日本において、外国人観光客は重要な要素

になってきている。

２．メディカル・ツーリズムの定義と現状

２－１　定義

　メディカル・ツーリズムの定義は、まだ

定まっていないが、一般的に「歯科治療や

美容整形などの軽度な治療から、がん治療

や心臓バイパス手術など高度な手術を含み、

海外へ病気を治療しに行くこと」を意味す

るといわれている。

　日本においても、まだ、メディカル・ツ

ーリズムの定義は定まっていない。例えば、

国土交通省観光庁は「医療観光」、経済産

業省は「サービス・ツーリズム（高度健診

医療）」、厚生労働省は「医療ツーリズム」

と呼んでいる。現状では、治療や検診の受

診者および同伴者が治療・検診後に観光す

ることを「医療観光」と表現し、受診者が

治療や検診に来ることを「（狭義の）メディ

カル・ツーリズム」と呼んでいるケースが

多い。本論文では、これら二つを合わせて

広義の「メディカル・ツーリズム」と呼ぶ

ことにする。

２－２　現状

　市川［2010］によれば、英誌「国際メディ

カルトラベルジャーナル（IMTJ）」は2008

年時点での全世界のメディカル・ツーリス

トは500万人から600万人と推測しており、

また、米国の国立政策分析センター

（NCPA）によれば、メディカル・ツーリズ

ムの市場規模は2006年の600億ドルから

2012年には1,000億ドルと年平均9％の成長

が見込まれている。

　それでは、なぜメディカル・ツーリズム

がアジアで勃興したにかについて少し触れ

ておきたい。アジア地域においてメディカ

ル・ツーリズムが急速に発展した理由のベ

ースには、次の3点があげられる。まず、

第1に英語である。欧米の植民地や統制下

にあった国が多く、英語が不自由なく通じ

ることが大きい。第2に医療技術が進んで

いることである。アジアの多くの医師やス

タッフが、欧米で先進医療技術を学んだの

ち帰国して、母国で医療に従事していた。

そして第3はコストであり、物価が安く、

そのため医療コストも先進国に比べて割安

であった。これらのアジアの環境のもとで、

さらに次の2件の歴史的事件によりメディ

カル・ツーリズムが急速に発展した。

・1997年のアジア通貨危機

　通貨危機が瞬く間にアジアを駆け巡り、

多くの企業、輸出が大打撃を受けた。私立
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病院も同じ状況で、外国人投資家を引き付

けるためと医療サービスを輸出するために、

官民がメディカル・ツーリズムに力を入れ

始めた。

・2001年911テロ事件（ニューヨーク）

　911以降、米国の入国審査が非常に厳し

くなり、多くの外国人が、手術・治療のた

めに米国へ行くことができなくなった。特

に、中東イスラム諸国の富裕層は行き場を

失い、東南アジアに治療先を求めてシフト

してきたのである。

３．メディカル・ツーリズムにおける日本

と韓国の政策

　図－２は、アジアのメディカル・ツーリ

ズム先進国といわれるタイ、シンガポール

と韓国、日本の動きを人員ベースで表した

ものである。韓国においても2007年はま

だ、実績は少なかったが、それ以降のグラ

フが急速に右肩上がりになっている。

　日本、韓国両国のメディカル・ツーリズ

ムにおいて、前章第2節に挙げた911事件は

影響を及ぼしていない。それでは、日本と

同じ“メディカル・ツーリズムの後発国”で

あった韓国がどのようにして、急速に、“推

進国”に変貌を遂げたのであろうか。政策

面と医療現場の動きから検証してみる。

３－１　日本

　日本では、まず、経済産業省が2009年1

月に「サービス・ツーリズム（高度健診医療）

研究会」を設置、同年6月に国土交通省観

光庁が「インバウンドに関する研究会」を

設置した。前者は、2009年8月に「同研究

会のとりまとめ」を発表、2010年2月から

3月にかけては9医療機関で同研究会実証

事業を実施し、2010年4月「国際メディカ

ル・ツーリズム調査事業報告書」を取りま

とめた。後者は、2009年7月から2010年3

月にかけて3回研究会を実施、2010年3月に

は4医療機関で実証実験を行った。2010年

6月には新成長戦略が決定され、強みを生

かした成長ということで健康（医療・介護）

で新規市場、新規雇用を創出することを明

らかにしている。しかし、国として、全国

の医療機関にどれだけの外国人患者が、治

療のために訪れているかを把握できていな

い現状である。

３－２　韓国

　韓国保健産業振興院[2010]によれば、

2005年 11月に海外外国人患者誘致活性化

ワーキンググループを設置し、2006年 4月

に外国人患者誘致事業推進が医療産業先進

化委員会の主要課題として採択された。

2007年 3月に「韓国国際医療サービス協議

会（現韓国国際医療協会）」が発足し、メデ

ィカル・ツーリズムへの本格的な取り組み

がスタートした。さらに2009年 1月に、大

統領新年演説で、17の新成長動力課題に

「グローバル・ヘルスケア産業」が含まれ、

推進が加速されることになった。2009年 5

月には、外国人患者誘致あっせんを許容す

る医療法改定をおこない、海外での広告解

禁が解禁となり、同じ時期に、外国人患者

のビザ発給を開始したC-M-3ビザは短期

（90日）、G-1-Mビザは長期（91日以上）で入

国後延長可能）。そして、2009年12月には、

韓国医療ブランド“Medical Korea”を発表

し、あらゆる媒体メディアで広告・宣伝を

スタートさせた。

　韓国の推進力として2つの組織が大きく

かかわっている。そのひとつ、韓国保健産

業振興院は、保健バイオ産業を高付加価値

の核心戦略産業として育成し、国民の健康

増進や国家経済発展に貢献させるために設

立された政府機関で、1999年に設立され

た。2000年からR＆Dの支援事業や技術支

援を開始し、2006年には、コンベンション

“Bio Korea”を実施し、2010年4月には、メ

ディカル・ツーリズムのコンベンション

“Global Healthcare & Medical Tourism 

Conference Korea 2010”をソウルで開催

して成功裡に終わらせている。

　もうひとつの韓国国際医療協会は、2007

年の3月に韓国国際医療サービス協議会と

図－１　各地域から他地域へのメディカル・ツーリストの流れ

図－２　各国の国際患者受け入れ数の推移（単位：万人）

（注：各地域からの30％以上の動

きを図に示した。□の大きさは各

地域発のメディカル・ツーリスト

の人員（推定）の多少を表している。

⇨は各地域からの比率の大小を表

している。）　

出所：McKinsey［2008］より筆

者作成

出 所： タ イ 国 政 府 観 光 庁

（TAT）、2007通商白書、観光庁、

Singapore Medicine、デロイト、

韓国保健産業振興院　（注：日

本の数字は推測）
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してスタートして、2010年、韓国国際医療

協会となった。主たる目的は、韓国の医療

サービスを海外に広報し、外国人患者に医

療水準と安全を保証して信頼できるインフ

ラを構築することである。現在40機関が参

加しているが、韓国保健産業振興院および

韓国観光公社が特別会員として登録してお

り、韓国保健福祉部がバックアップしてい

る。　

４．韓国の事例と現状

４－１　事例（ヒアリング調査（１）による）

　すでに韓国は、医療機関も行政機関も自

らの特徴を生かした動きを行っている。

・韓国観光公社

　韓国観光公社では、3年前2007年からメ

ディカル・ツーリズムに力を入れはじめた

が、2010年から本社内に、独立したメディ

カル・ツーリズム・センター（医療観光セ

ンター）を立ち上げた。このセンターの仕

事は、マーケティング、広報にかかわり、

韓国保健福祉家族部、韓国保健産業振興院

と協力して、海外に広めることにある。

・延世大学セブランス

病院（国際医療機関認定

JCI（２）取得病院）

　延世大学セブランス

病院は、1885年に韓国

初の西欧医療機関とし

て設立され、2007年5月

には韓国で初めてJCI認

定を取得した。スタッ

フの構成は医師1,230人

をはじめ合計約4,300人である。外来が年

間で約200万人（1日当たり＠7,300人）、入

院は、年間約70万人（1日当たり＠1,850人）

で手術件数は年4万2,000件に及ぶ。2008年

には、2万8,000名の国際患者が「国際ヘル

スケアセンター」を訪問したが、センター

は24時間の治療に関するコール・サービス

を実施している。また、米軍と提携してお

り、米国大統領滞在中の公式病院となって

いる。各国語の通訳がいる。

・自生（チャセン）韓方病院

　自生（チャセン）韓方病院は、手術なしの

脊椎関節治療専門の韓方病院である。年間

50万件の治療経験を誇る約100名の専門医

療陣は最先端の検診を通じて正確な診断を

行ったうえで、漢方薬療法、漢方理学療法、

専門運動治療を通じて根本的な治療を行う。

問い合わせは、年間約5,500人で、35％は

日本人からであり、患者は1,000人に上る。

そのうち50％は紹介、口コミで、残りの50

％はソウルナビ、ウェブ、女性雑誌を見て

治療を受けに来る。メディカル・ツアーの

サイトにも登録をしている。

・ウリドゥル病院

　脊椎の専門病院で、技術力は高く評価さ

れており、メディカル・ツーリストをサポ

ートするMTQUA（３）の選ぶ、「2010年メ

ディカル・ツーリストのための病院、ベス

ト10」の8位に入った。（ちなみにベスト10

のうち、アジアからタイが２病院、シンガ

ポール１病院 、マレーシアとインドから

１病院ずつと合計6病院が含まれている。）

・アルムダウンナラ皮膚科・形成外科

　ソウル市内を中心に首都圏に7つの支店、

中国の北京に2つの支店を運営している。

皮膚科・形成外科、エステティック、化粧

品までビューティーに関するすべての医療

サービスが提供可能な「Total Beauty 

Care System」 を完成させた専門のネット

ワーク病院である。2009年の日本人患者は

1,400人に上る。日本で一般のエステで皮

膚の管理をするのと異なり、医師の処方に

より、医学的な知識と効率的な薬品の併用

で効果的で機能的なスキンケアができると

される。

・ソウル市江南区

　江南区には昔から富裕層が多く、美容整

形を中心に病院が多く集まった。現在は大

手病院も多いが、もともと中小病院が集積

していた。区として「医療観光地図」（120

の医療機関の場所を地図上にイラストで表

示、日本語）を作成している。それとは別に、

「Medical Korea Gangnam（日本語63ペー

ジの冊子、約50病院のカラー写真および観

光の情報を掲載）」を作成し広報活動に力

を入れている。

表－１　韓国の医療機関の特徴図－３　韓国のメディカル・ツーリズムの流れ

出所：ヒアリングにより筆者作成

出所：ヒアリングにより筆者作成

日本国際観光学会論文集（第18号）March, 2011



－52－

・釜山市は、医療観光ガイドブック「ゲン

キゲンキ釜山」（2009）という資料を作り、

日本人マーケットに取り組んでいる。

・大邱（テグ）市のテグ・コンベンションセ

ンター（EXCO）は、メディカルツアー・チ

ームを立ち上げてメディカル・ツーリズム

のプロモーションを担当している。「大邱

（テグ）」の知名度がまだ低いため、まず、

大邱（テグ）のメディカル・ツーリズムを知

らしめるために、EXCOで行われるコンベ

ンションには必ず、ブースを出して外国人

に案内している。ちなみに、大邱はコンベ

ンション誘致も積極的に行っているが、

2011年8月に「世界陸上」を誘致している。

英語、日本語、中国語、ロシア語のパンフ

レットを作成している。

４－２　現状

　韓国保健産業振興院［2010］によれば、

2009年の1年間の外国人患者誘致実績は、6

万201人であり、内訳は、米国13,976人、

日本12,997、中国4,725人などである。韓国

は外国人患者の定義をしっかり行っている

ため、患者数のデータの精度はかなり高い

と思われる。外国人患者のカウントに関し

ては、外国人患者誘致の登録医療機関およ

び誘致業者（ファシリテーター）は前年度事

業実績を毎年3月末までに報告する義務が

ある。ちなみに、現在は医療機関1,453機関、

誘致業者94社が登録（2009年12月31日現

在）している。

４－３　推進方法

　韓国がどのように推進しているかを検証

する。

　まず、はじめは、登録制度である。メデ

ィカル・ツーリズムのプロモーションでは

結果の数字の把握が最も大切な指標のひと

つであるが、韓国は、3種類の登録制度を

並立させて数字の把握に力をいれている。

登録数は、①韓国保健産業振興院に1,453

の医療機関と94のファシリテーター等が

登録、②韓国国際医療協会は40病院（総合

病院、専門病院が中心）、そして、③韓国

観光公社に120の医療機関、関係機関、商

社が登録している。それぞれ働きは異なる

が、韓国国際医療協会は会費制になってお

り、その会費で各国語のそれぞれの病院紹

介の冊子を作成している。

　2つ目はブランド戦略“Medical Korea”

である。国の方向性を示すために、統一の

テーマとなる韓国医療ブランド“Medical 

Korea”を2009年12月に立ち上げた。発表

以来、あらゆる関連パンフレットにこのブ

ランドを登場させている。ブランド・コン

セプトは“Safety & Quality”で「Safetyは

医療の本質価値、すなわち安全であり、

Qualityは韓国医療の頂点、すなわち高度

な先進レベル」を意味している。

　3番目はメディカル・コール・センター

である。これは外国人患者の韓国医療利用

のための医療相談サービスで、24時間体制

で6ヶ国語（韓国語、英語、日本語、中国語、

ロシア語、アラビア語）で対応する。外国

人患者の不便やクレームの処理、緊急状況

に関連した迅速な支援、韓国医療機関（病

院）の安全利用案内（日本語の通じる病院、

ビザの相談、入院や治療のプロセスの案内）

などを受けつけている。言語の不安を解決

するのに役立つと考えられる。

　4番目は、2か所あるワンストップ・サー

ビス・センターであり、外国人患者だけで

はなく観光客にも韓国のメディカル・ツー

リズム“Medical Korea”を理解してもらう

ために設置している。ひとつは、仁川国際

空港の「メディカル・ツアー（医療観光）案

内サポートセンター」で、医療観光客のた

めのミーティングポイントを設置して、医

療観光の情報及び一般の観光情報を提供し

ている。もうひとつは、「メディカル・ツ

アー（医療観光）広報センター」で、医療観

光を広報するために、ソウルの中心部にあ

る韓国観光公社本社の観光案内センターB

１に設けている。同じフロアのすぐ横には、

“韓流”スターの等身大のセットがたくさん

置かれており、スクリーンやテレビでの勢

いをそのままメディカル・ツーリズムに持

ち込みたい意向がある。

　そして、さらに重要なポイントは、これ

らの動きを法律・制度でサポートしている

ことである。2009年5月に導入された①医

療ビザ、と②海外での医療行為広告の解禁、

のふたつが、韓国のメディカル・ツーリズ

ムが“後発国”から“推進国”になる大きな動

きになったといえる。

５．日本の事例と現状

５－１　事例（ヒアリング調査（４）による）

・亀田メディカルセンター（国際医療機関

認定JCI取得病院）

　2009年8月に日本で最初のJCI認定を取

得した病院である。１日の外来患者数が約

3,000人で地域医療の核となっている総合

病院である。 2008年度事業報告によれば、

2008年に受け入れた外国人患者は186人

（国際関係部が関わった患者数）で、2006年

から2008年の3年間の外国人患者数は312

人で、国籍は15ヶ国に及ぶ。“医療はイン

フラ”を実現するため、“Always Say Yes!” 

を病院のキャッチフレーズとしている。

・徳島県と徳島大学病院

　徳島県は糖尿病での死亡率が全国1位の

不名誉な記録が続いていたが、逆転の発想

で「糖尿病予防検診」に活路を見出した。

2010年には、3月、5月、10月の3回計19名

の中国人を受け入れ糖尿病の予防検診を実

施した。新しいタイプの「予防検診」とし

て進行中であるが、国際患者受け入れを推

進すると同時に、日本の糖尿病予防の拠点

を目指している。

・兵庫県粒子線医療センター

　日本唯一の陽子線と重粒子線の2種類の

粒子線治療（５）を行うことができる医療機

関である。年間600人から700人が治療を受

けるが、外国人患者は2009年9名であった。

ただ、国際患者を積極的に受け入れるため、

英語と中国語のパンフレットを作製した。

粒子線治療は外科的手術を行わないため、

治療と治療の間は普段の生活はもちろんの

こと、観光もできる。日本の誇る先端医療

の可能性を強く感じた。

５－２　現状

　現在、日本での取り組みは、まず「予防

検診・健診」を中心に進められている。そ

の理由は、1．人の確保がしやすい、2．施

設の数が多く、人間ドック指定病院が620

か所ある、3．医療機器は充実している、4．
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徳島大学のように専門の「健診センター」

も強い、といえる。現状では、急性期（６）

患者が多い総合病院は、外国人患者を受け

入れるために、まず、スタッフの協力取り

付けと患者が納得できる説明等に時間がか

かると思われる。

６．提言

　これまで、政策と事例からメディカル・

ツーリズムの現状を検証したが、韓国にお

けるメディカル・ツーリズム推進の流れは、

日本にとって非常に示唆に富んでいる。

　まず、第1に、1999年

の韓国保健産業振興院

の設立がある。この機

関は、「医療産業の国際

化」に力を入れてきて

おり、それが、2007年

の韓国国際医療協会を

設立する原動力になっ

ている。2つ目は、登録

制度である。数値目標

管理を明確にできるの

と同時に、強制的に外

国人患者の医療に対す

る保険を掛けさせてい

る。1,500を超える医療

機関等が外国人患者を

受け入れ表明して登録

していること自体が、

韓国の推進状態の進展

を物語っている。そして、3つ目は、前節

で示したブランド戦略、コールセンター、

ワンストップセンター、を立ち上げ、それ

らを海外における外国人患者誘致広告の解

禁や、医療ビザの発給開始で支えている。

　さらに、これらのプロモーションにおい

て、韓国観光公社は医療観光的な分野（韓

方治療や形成外科、美容整形の伝統的に強

い医療）を推進して、韓国保健産業振興院

が高度医療、つまり、侵襲性の低い外科手

術やロボット手術などの先端医療を推進し

ている。2つの流れを、両輪のように前進

させていることも強みである。もちろん、

2009年は韓国保健産業振興院［2010］よれ

ば、外国人患者の入院は7％にとどまり、

93％が外来または日帰りのために、予防検

診や軽微な治療が中心であるが、高度な治

療へのシフトを狙っている。

　日本がメディカル・ツーリズムを推進す

るためには、早急に、権限を持った横断的

な組織、例えば「国際医療推進協議会（仮

称）」を立ち上げると同時に、国民に対し

て外国人患者を受け入れる理由を丁寧に説

明することが肝要である。（図－５参照）

図－５　韓国と日本のメディカル・ツーリズム推進の比較

図－４　徳島大学が描く日中医学交流及びメディカル・ツーリズム

出所：ヒアリングにより筆者作成

表－２　日本のメディカル・ツーリズム（医療観光）の分類

出所：筆者作成

出所：ヒアリングにより筆者作成
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41 ヶ国307機関が認定を受けている。

（日本は亀田メディカルクリニック

のみ）（JCIホームページ、2010年3

月24日参照）

（3） Medical Travel & Health Quality 

Allianceでメディカル・ツーリスト

のための米国の組織である。医療紹

介サイトではなく、メンバーは医師

が多いがメディカル・ツーリストの

リスク軽減のためにアドバイスや評

価を行う組織で、具体的に治療につ

い て の 討 論 な ど は 行 わ な い。

（MTQUAのホームページ、2010年

10月1日参照）

（4） ヒアリング：日本　2010年5月11日

千葉県鴨川市：亀田メディカルセン

ター、鴨川市役所、2010年7月30日

徳島県：徳島県庁、徳島大学病院、

2010年10月26日兵庫県たつの市：兵

庫県立粒子線医療センター

（5） 放射線の粒子線の粒子を用いた放射

線治療のことで、粒子線の特性を利

用してガン細胞以外への損傷を回避

でき、「切らずに治す治療」の実現

に期待されている。（（財）メディポ

リス医学財団、ホームページ、2010

年12月1日参照）

（6） 主に病気になり始め、つまり症状の

比較的激しい時期に行う医療措置を

指す。一般的に処置・投薬・施術な

どを行うと1カ月程度で治癒する場

合をいう。（介護110番HP、2010年

11月30日参照）

（7） 観光庁が2010年4月より3か月毎の調

査を行い公表している。（観光庁ホ

ームページ2010年11月20日参照）
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７．おわりに

　観光庁が行っている「訪日外国人消費動

向調査（７）」の2010年4月から6月の数字が

まとまった。この3カ月間に日本に入国し

た訪日外国人の平均旅行費用は20万4,057

円であった等の重要な情報が発信されたが、

この調査の中に興味深い数字があった。そ

れは、このアンケートの中で、①「今回の

訪日旅行で実施した活動」と②「次回実施

したい活動」を聞く設問があり、数字は小

さいが、治療・検診について①を挙げた人

が0.2％、そして②を挙げた人が0.8％あっ

た。実数に直すと、2010年の訪日外国人旅

行者数を850万（12月20日現在、11月まで

の合計は796万人）とすると、①治療・検診

を実施した人は約1万7,000人（0.2％）、②次

回に実施したい人は約6万8,000人（0.8％）と

推測できる。つまり、現在、外国人患者数

は正確に判明していないが、2010年に日本

で治療や検診を実施した訪日外国人患者が

約1万7,000人、次回に治療・健診を受けた

い訪日外国人は約6万8,000人という推測が

成り立つ。この合計約8.5万人の見込み患

者に対して、いかにして日本の優位性を発

信できるかにかかっている。課題は多く存

在するが、韓国が乗り越えた言語問題（通

訳問題）や、世論を盛り上げる仕掛けにつ

いては今後の研究課題とするとともに、日

本の優位性があり、世界に誇れる「メディ

カル・ジャパン」ブランドの今後に期待し

たい。

注

（1） ヒアリング：韓国　　2010年4月12

日～ 15日ソウル：韓国観光公社本

社、延世大学セブランス病院、自生

（チャセン）韓方病院、ウリドゥル病

院、アルムダウンナラ皮膚科・形成
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& Medical Tourism Conference 

Korea 2010 」、2010年8月23日大邱

（テグ）：テグ・コンベンションセン

ター（EXCO）

（2） ワシントンに本部のある国際的な医

療機関認定機関で、2010年3月現在、
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