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１． 高取町医療ツーリズム基本計画策定の目的 

１－１．策定の背景・目的 

平成 27 年 7 月に奈良県と高取町が締結した「まちづくりに関する包括協定」を実現するた

め、県と町が連携、協力し、まちづくりの検討を進めている。本町が保有する資源を最大限に

活かし、更に磨き高めることで、魅力ある地域へ発展していくことを目的に、「土佐街道周辺及

び高取城跡周辺地区」「与楽古墳群周辺地区」「健幸の森周辺地区」の 3 地区において「まちづ

くり基本構想」を策定している。 

本町には、「人口減少・少子高齢化」、「産業の衰退」、「観光産業の伸び悩み」といった課題が

あるが、町の強みであるくすりの町の新たな価値として「健幸の森周辺地区」に次世代重粒子

線がん治療施設を誘致するとともに、本町が有する観光資源や伝統的な漢方を融合させ、医療

ツーリズムを実現する「健康・医療のまち」を目指している。 

そのため、「高取町 観光と医療を融合した医療ツーリズム基本構想」の実現を目指した具体

的な事業内容や事業スケジュールなどを定める「高取町 観光と医療を融合した医療ツーリズ

ム基本計画」を策定する。 

 

図表１ 医療ツーリズム策定の背景 
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２． 高取町医療ツーリズムの基本方針 

２－１．高取町医療ツーリズムの基本方針 

下図の通り、世界初の次世代重粒子線がん治療施設を擁する、国際医療拠点として整備し、

国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所（以下、放射線医学研究

所）と連携し、公立大学法人 奈良県立医科大学（以下、奈良県立医科大学）を中心とした研修

と治療を合わせたモデルを作ることで、日本の質の高い医療技術、日本発の重粒子線治療機器

を求め、医療従事者や患者が世界から訪れる地域を目指す。訪れた人が日本国創生の文化や飛

鳥ブランドに触れる機会を増やし、世界に発信してもらうことで、飛鳥地域の観光客数・滞在

時間を増やすことを、「高取町医療ツーリズム」の基本方針としている。 

目標実現のため、高取町、橿原市、明日香村の三市町村は、飛鳥地域として連携しており、

医療ツーリズムの実現と医療を中心としたまちづくりを実現させるために必要な規制緩和を行

うため、奈良県立医科大学を加えた四者で国家戦略特区の申請を行っている。 
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図表 2 観光と医療を融合した医療ツーリズム構想の全体像 
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２－２．たかとり健幸の森公園を核とした医療ツーリズム 

前述の医療ツーリズムの基本方針を実現する拠点として、たかとり健幸の森公園に重粒子線

がん治療施設を誘致することで、伝統的な漢方と最先端の医療を融合させた「健康・医療のま

ち」を目指している。 

重粒子線治療の特徴として以下のことが挙げられる。 

・「切らない」から体への負担が掛からず、副作用も少ない。 

・痛みを伴わない。 

・がん病巣を集中的に攻撃可能。 

・通院による治療が可能。 

・治療は 1 日 1 回の照射。 

・1 人当たりの平均照射回数は 8 回～10 回。 

・1～5 週間程度で治療が終わるが、1 回の治療時間は 15～30 分程度。 

これらのことから、遠方から治療に訪れ、数週間滞在しながら治療を行う患者やその家族に

とって、治療以外の時間を飛鳥地域の観光に使ってもらうことを予定している。 

 

２－３．飛鳥地域との連携 

近隣の橿原市や明日香村と連携し、飛鳥文化の歴史的資源を最大限に活用し、治療で訪れた

国内外の人が、地域の文化に触れながら、観光を楽しむことができる医療ツーリズムの流れの

形成を目指す。飲食店や宿泊施設などの観光インフラ整備や、点在する観光資源をめぐるモビ

リティ不足などの課題を解決し、滞在観光が可能となる基盤整備を目指している。 

 

２－４．他地域との差別化 

重粒子線がん治療施設は国内において 6 施設が稼働中であり、陽子線治療の 17 施設に比べ

ると少ないものの、平成 30 年 10 月に大阪府で開院しているため、安定的な経営のためには他

地域や施設との差別化が必要である。 

他地域との差別化として、本町には世界初の第 4 世代重粒子線治療機器の導入を予定してい

る。 

 

２－５．海外からの研修受入れ・海外展開 

世界初の第 4 世代重粒子線治療機器を設置する本町の重粒子線がん治療施設は、奈良県立医

科大学及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所との連携を活か

し、海外医師の研修場としても活用する予定である。研修で訪れた外国人医師に、日本の重粒

子線治療を学び、使い慣れてもらい、それをきっかけに、日本の重粒子線治療機器の海外輸出

につながることを目指している。 
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図表 3 国内の粒子線施設整備状況 
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図表 4 現行機器と設置を目指す機器の比較 
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３． 事業戦略（ビジネスモデル） 

３－１．事業の優位性 

粒子線治療は、外科手術や従来の放射線治療では、十分な効果が得られなかったがんに対し

ても良好な治療成績を示すものであり、保険診療・先進医療にも位置付けられている。重粒子

線治療は、粒子線治療の中でも治療効果が高く、陽子線に比べても照射回数が少なく、より多

くの患者の治療を行うことが可能と見込まれる。 

将来的にマルチイオン治療を導入し、小型化した回転ガントリーを搭載する世界発の次世代

重粒子線がん治療施設を整備することにより、がんの再発抑制、副作用軽減、照射回数の減少

や不自然な体位での治療が不要となるなど患者へのメリットが多く、他施設との差別化を図る

ことが可能となる。 

また、回転ガントリーの小型化により、施設規模を小さくすることができ、初期投資額の削

減も可能と見込まれている。 

平成 30 年の診療報酬改定により、重粒子線治療も一部保険適応となったことから、患者単価

は陽子線治療と変わらないが、重粒子線治療は照射回数が少ないため、より多くの患者を治療

できることになる。 

重粒子線治療は日本が誇る最先端の技術であり、今後の海外展開が見込まれ、陽子線と同等

の投資額でありながら、より収益性が見込めるため、陽子線治療に比べ優位な事業と言える。 

 

３－２．事業の運営体制 

（１） 民設民営 

国内外の患者に安全で質の高い医療の提供を実現するためには、奈良県立医科大学に加え、

奈良県内に限らず近隣府県や海外のがん診療拠点病院などとの積極的な連携による治療が必

要である。そのため、十分な実績を有し、様々な医療機関との連携がある民間運営事業者が

運営することが望ましい。 

このことから、民間のノウハウを活用しながら、より柔軟な運営を可能とし、安全で質の

高い医療を提供するため、民設民営により施設を整備、運営する。 

 

（２） 放射線医学総合研究所、奈良県立医科大学との連携 

重粒子線の治療実績が豊富な放射線医学研究所との連携により、治療計画のアドバイスや

医療従事者の研修が可能となる。 

また、奈良県立医科大学は、県域、地域医療の基幹であるため、連携することで効果的な

治療が可能となる。 

本町は、隣接する橿原市、明日香村と多様化する地域課題への対処や地域活性化を図るた

め、「飛鳥広域行政事務組合」を設置し、連携して取り組んでいる。この飛鳥地域三市町村と

奈良県立医科大学が、共に「観光と医療を融合した飛鳥地域医療ツーリズム特区構想」を提

出し、高度医療、先進医療の提供や医療を中心としたまちづくりの面でも連携した取組を推

進している。 
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３－３．集患策 

（１） 国内集患 

奈良県の重粒子線治療の対象患者数は 452 人、近隣府県を含めると 2,178 人である。ほか

の治療施設への流出を勘案すると、患者数は近隣含め最大 618 人と推計される。 

また、年間 600 人の集患を目標とすると、25,000 床の医療機関と連携が必要であるため、

奈良県だけでなく、近隣府県の医療機関との連携が求められる。 

 

（２） 海外集患 

より安定した収益を考えるには、国内の集患だけではなく、海外医療機関との連携やエー

ジェントの活用を想定した海外集患方法の検討が必要である。 

仮に海外から 100 人の患者を集患することを考えると、1,000 床規模の 4 病院と連携が必

要である。 

提携・連携に向けたアプローチ先の考え方は以下のとおりである。 

① 医療機関の機能 

海外医療機関の場合、病床規模だけでなく医療機能にも注目し、適応の確率が高いが

ん患者を多く集患している高機能な医療機関との連携を検討する。 

② 国内医療機関の活用 

海外医療機関との連携は、時間とコストが必要であるため、海外医療機関との提携・

連携関係にある国内医療機関との連携により、間接的に海外医療機関と連携する方法も

検討する。 

③ エージェント、紹介会社、民間保険会社の活用 

受入れ開始直後は、紹介ルートの確保やリスク軽減のため、エージェントや患者紹介

会社、民間保険会社の活用も視野に入れる 

 

また、飛鳥地域における重粒子線治療機器設置推進会議ワーキンググループ及び推進会議

で出された意見は以下のとおりである。 

・収支均衡の患者数にするためには、海外集患なしではビジネスモデルは成り立たない。 

・ターゲットとしては、まずアジア（中国中心）が考えられる。 

・連携については、シンジゲートを結んでいるような大規模な病院グループを対象とす

ることで、多くの医療機関から集患を行う 

 

なお、連携先として可能性のある医療機関を、参考までに以下に記載する。 

・マレーシア：IHH グループ（マレーシアを拠点に、シンガポール、ブルネイ、中国、

香港、マケドニア、マレーシア、インド、イラク、トルコ、ベトナム、

UAE）で民間病院を展開。 

・中国：鄭州大学第一附属病院（7,000 床）を始め、3,000 床以上の病院が 10 か所以上。 

・韓国：セブランス病院、延世大学校医療院（2,000 床）、ソウル峨山病院（2,680 床）。 
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３－４．事業収支計画 

（１） 事業費の算定 

設置予定の第 4 世代重粒子線治療機器は、小型化による建物本体の整備費用の削減及びマ

ルチイオン治療の導入による照射回数の減少による治療の効率化で、運用コストの低減が見

込まれる。 

平成 30 年度の診療報酬改定により、前立腺癌、骨軟部腫瘍、頭頸部悪性腫瘍は保険適用と

なったため、治療単価が 160 万円/人となった。先進医療として治療単価が 310 万円/人とな

ったため、これらを加味し、国内患者に関しては単価 200 万円/人で収支シミュレーションを

行った。 

これらを元に条件を設定し、投資コスト、運用コストについて以下のとおり設定した。 
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図表 5 収支シミュレーション前提条件 

 



11 

（２） 収支シミュレーション 

（1）を前提条件とした、平成 37 年開院（ターゲット金額）の経常損益・資金残高シミュ

レーション結果は以下のとおりである。仮に患者単価 200 万円の国内患者のみでの収支を前

提とすると、安定した経営のためには、年間患者数 590 人（≒単年度収益 11.8 億円）の確保

が目標となる。 

 

（３） 国内及び海外集患人数 

平成 37 年開院、約 73 億円の投資コストで、年間 11.8 億円の収益が必要であり、国内患

者だけでは不足する分を海外からの集患で確保する必要がある。 

国内患者の単価想定を 200 万円、海外患者を 450 万円としたときの国内及び海外の必要

集患パターンは以下の表のとおりである。なお、海外患者単価は、病院の収入に当たる金

額を想定しており、患者の渡航費やエージェント利用費用は見込んでいない。 

 

図表 6 国内患者と海外患者の患者割合シミュレーション 
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４． 事業計画 

世界初の次世代重粒子線がん治療施設をたかとり健幸の森公園に設置し、重粒子線治療を受

ける患者やその家族が滞在し、観光などができるよう事業を推進する。大きく分けると①先進

医療施設の誘致 ②観光メニューの充実 の 2 つの事業となる。各事業の内容を以下に記載す

る。 

 

４－１．先進医療施設誘致事業 

先進医療施設誘致事業の内容及びスケジュールは以下のとおりである。 

 

図表 7 先進医療施設誘致事業概要とスケジュール 

 

 

（１） 世界初の次世代重粒子線がん治療施設設置 

粒子線治療は、これまで外科手術や従来の放射線治療では十分な効果が得られなかったが

んに対しても、良好な治療成績を示すものであり、国における保険診療・先進医療にも位置

付けられている。重粒子線治療は、粒子線治療の中でも治療効果が高く、照射回数が少ない

ため、より多くの患者を治療することが可能と見込まれることから、世界初の次世代重粒子

線がん治療施設の誘致を目指す。 

 

① 開院スケジュール 

早期開院について議論がなされたが、他施設との差別化のため、第 4 世代の重粒子線

治療機器の開発、設置が欠かせないことから、平成 37 年の開院を目指すこととなった。 

なお、第 4 世代の重粒子線治療機器の第 1 号機を設置することから、機器開発や臨床

試験に掛かる期間や薬機承認期間の長期化のリスクがあり、機器開発メーカーとの連携

や国家戦略特区を活用した規制緩和を用いて事業を推進する必要がある。状況によって

は、スケジュールが変更になる可能性がある。 

 



13 

② 施設規模 

設置予定の次世代重粒子線がん治療施設の規模は 45ｍ×34ｍを予定している。 

 

図表 8 次世代重粒子線がん治療施設規模（予定） 
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③ 運営スキーム 

下図の運営スキームを予定している。 

 

図表 9 重粒子線がん治療施設運営スキーム（案） 
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４－２．観光メニューの充実 

重粒子線治療に訪れる患者やその家族は、治療以外の時間に余裕があり観光が可能である。 

飛鳥地域は、日本国創生の地であり、かつての政治、経済、文化の中心地であったが、現在、

９割以上が日帰り観光という状況である。観光と医療を融合した医療ツーリズムで、滞在時間

の増加を目指すため、新たな観光メニューやお土産品の開発が必要である。 

観光事業の内容及びスケジュールは以下のとおりである。 

 

図表 10 観光事業概要とスケジュール 
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（１）薬猟ツアー 

「くすりの町たかとり」の裾野を広げる取組として、本町と早稲田大学の医学を基礎とす

るまちづくり研究所及び奈良県立医科大学が連携し、薬猟ツアーを実施する。平成 31 年度

は、3 回実施予定である。 

 

写真 薬猟モニターツアー 

  

 

 

（２）くすりの町の漢方マルシェ 

平成 29 年度から「くすりの町たかとり」のブランド力向上や町内外への本町産生薬の PR

を目的として、「くすりの町の漢方マルシェ」を開催している。 

平成 31 年度以降も継続実施する予定である。 

 

写真 くすりの町の漢方マルシェ 
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（３）高取城チャンバラ合戦 

平成 30 年 6 月に放送された NHK のテレビ番組で、高取城が日本最強の城に選ばれた。全

国から注目されているなか、山城好き以外へもアプローチでき、愛着形成ができるチャンバ

ラ合戦を通して、全国的に本町の魅力を発信、PR することを目的に開催した。 

城まつりとのタイアップなども検討しながら、平成 31 年度以降も継続的に実施する。 

 

写真 高取城チャンバラ合戦 

  

 

 

（４）やまと健やか茶・大和当帰葉せんべい 

本町では、伝統的な強みである漢方を活用しながら、製薬業の強化と漢方の原料となる薬

草栽培による農業再生を目指し、漢方の 6 次産業化の取組を行ってきた。 

その一環として、２つの商品を開発した。本町による販売が終了した後は、民間に販売権

を移譲し、引続き本町のお土産品として販売する予定としている。 

 

図表 11 くすりのまち高取からの贈り物 やまと健やか茶 概要 

商品名 くすりのまち高取からの贈り物  やまと健やか茶 

商品内容 ハーブティー3 種 ティーバッグタイプ（1 袋約 2g 入り） 

原材料 

ハトムギ（国産）、レモングラス（国産）、ヨモギ（国産）、カ

モミール（エジプト産）、大和当帰葉（奈良県産）、ペパーミン

ト（エジプト産） 

製造者 ポニーの里ファーム 

販売者 高取町 

販売単位 3 種セット 

販売価格（税込） 780 円  

販売数量 3,000 セット 
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図表 12 大和当帰葉せんべい 概要 

商品名 大和当帰葉せんべい 

原材料  

・もち米 

・大和当帰葉粉末 

・味道楽「秀嶋」の万能たれ 

製造者 
株式会社 山香煎餅本舗 

（埼玉県草加市金明町 481） 

販売者 高取町 

販売価格（税込） 600 円 

販売数量 1,000 袋 

 

５． 今後の進め方 

５－１．事業推進に向けた概要 

５．事業計画で記載した、①先進医療施設の誘致 ②観光メニューの充実をまとめた事業推

進の全体イメージとスケジュールを以下に示す。 

なお、重粒子線がん治療施設設置のための民間事業者の公募は、国家戦略特区認定の有無な

ど、たかとり健幸の森公園への医療施設設置に伴う様々な要件が整った段階を予定している。 
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図表 13 事業推進の全体イメージ 
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図表 14 事業推進のスケジュール 
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