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7JST  中国総合研究センター（CRCC）

第1章　医薬品産業の動向

医薬品産業の動向

1.1　医薬品産業の概況
多年の発展を経て、中国の医薬品産業はすでにより成

熟した発展段階に進んでおり、生産規模の面でも市場出
来高（販売取引の数量）の面でも、中国におけるあらゆ
る産業の中で、近年急成長を遂げているものの一つであ
る。中国の医薬品産業は規模の急速拡大、産業配置の初
歩的形成に伴い、産業構造の最適化が課題となっている
段階を迎えている。
一方、医薬品の販売市場全体の規模が拡大し、販売

チャネルの多様化が進展している。生産規模と市場出来
高が拡大するにしたがって、中国の医薬品産業の国際的
地位が高まる一方、国際競争力がまだ弱いこと、産業の
付加価値が低いことなどから、国際分業体制の中での地
位は低いままであるのが現状である。次の時代におい
て、中国の医薬品産業の発展にとって、人口高齢化、都
市化の進展、農村部の医療条件の改善、国民所得の増加、
消費構造の急速なアップグレード、政府による医薬品業
界への政策面での支援など有利な諸条件が整ったように
見える。
これによって、中国医薬品産業の将来は、下記の見通

しとなる。ⅰ2020年に規模が10兆人民元に達して、世界
第二位の医薬品市場になる、ⅱ産業の発展過程における
集約化（各企業の実力の向上）が着実に進展し、主要な
製薬企業の市場集中度1がさらに低くなり、ⅲ医薬品産
業の生産総額に占めるバイオ医薬品分野の比率が増加傾
向にある一方で、化学医薬品2の比率が徐々に下がる傾
向にあり、他方漢方製剤の比率は安定した水準を維持し
続ける、ⅳこれと同時に、中国は2020年に米国に次いで
世界第二位の医薬品市場になる、ⅴ医薬品産業の総売上
に占める公立病院への販売額の比率は逐次下がるが、医
薬品産業の総売上に占める小売薬局、小型私立病院及び
保健センターなどの小売総額の比率は徐々に上昇する傾
向にある、ⅵ市場集中度がさらに高まるが、米国や欧州
の市場集中度とはまだ一定の格差がある、ⅶ医薬品産業
の総売上に占めるジェネリック医薬品の比率は高いレベ
ルを維持し続けるが、その比率は次第に下がる傾向を見
せており、一方で特許医薬品が市場成長の重要な原動力
となりつつある。

1.1.1　建国以来の各発展段階（1949年～現在）
これからの時代において、中国医薬品産業には、世界

の医薬品産業の発展に伴う市場の拡大、国内医療制度改
革の更なる推進を背景に良好な発展環境が見込まれて
いる。
計画経済時代3から市場経済への移行を実現した中国

の医薬品産業は、近年急速成長を遂げ、産業の規模と制

度体系がゼロから徐々に作り上げられて、規範化しつつ
ある。

(1)計画経済時代（1949～1978）
医薬品業界は中央から地方まで、「一つ一つの管理形式

を採用」を主とする計画管理体制を確立して、医薬品産
業の生産と販売を独占していた。中央政府は１級、２級、
３級の調達の仕組みによって医薬品の流通環境を厳格に
制御していた。

(2)市場改革初期（1979～1992）
原材料価格の変動と市場の自由化をきっかけに、製薬
企業が直売に乗り出した。1990年代初めにかけて、地方
政府は地域経済を発展させるため、大々的に製薬工場建
設に力を入れ、その結果、中国の製薬工場は計画経済時
代の数百社から全国で5,000社以上に発展、増加した。こ
の段階で、医薬業界は計画経済から市場経済への転換を
実現した。社会改革と発展を背景に多くの合弁企業は
中国の医薬品市場に進出し、「中美史克（GSKの合弁会
社）」、「西安楊森（ジョンソン・エンド・ジョンソンの合
弁会社）」、「輝瑞（ファイザー中国）」などが積極的に中
国市場に参入している。

(3)市場の急速発展期（1993～2000）
この時期は、海外の医薬品が大量に中国に輸入され、
健康食品市場も既に形成され、外国との合弁企業が台頭
してくる段階である。各地で医薬品、製薬原材料の自由
市場が相次いで形成されると同時に、偽薬や粗悪薬も出
回り始めた。中国政府は医薬品生産、流通、広告プロモー
ションに関する問題に対していくつかの政策や規制を公
布し、市場の粛正とコントロールに力を入れた。市場経
済の継続的な発展に伴い、ますます多くの外国製薬企業
が中国市場に進出し、MR（医薬情報担当者）チームが拡
大し続けた。それと同時に、国内の国営大、中企業と民
営企業は経営理念を変更し、合弁企業から新しいマーケ
ティングコンセプトとマネジメントシステムを学び、人
材導入、経営規模の拡大と事業発展に取り込んだ。この
段階では、「セルフメディケーション」というコンセプト
が中国に導入され、後期のOTC概念育成のための基礎
を築いた。1996年にOTCという概念が正式に確立され、
1996年末には小売とMRの医薬分業も明らかになって
きた。医薬品販売活動におけるMRの役割がますます顕
著となる中で、高利益を背景に医薬品市場への投資流入
が増加する一方、様々な形態の合弁製薬企業が次々と現
れて、また国内の製薬会社もイメージアップして再び市
場に入り込んできた。激しい市場競争、大規模な業界エ
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時間
生産総額 売上高 総利益

生産額（億元） 成長率（%） 総額（億元） 成長率（%） 総額（億元） 成長率（%）

2006 5,378 ̶ 4999.3 ̶ 393 ̶

2007 6,543 21.7 5,967.13 19.4 606 54.2

2008 8,434 28.9 7,402.33 24.1 844 39.3

2009 10,008 18.7 9,807 22.8 1,060 25.5

2010 12,427 24.2 11,417.3 25.6 1,407 32.7

2011 15,694 26.3 14,484.38 26.9 1,660 18

2012 18,255 21.7 17,337.67 19.7 1,833 20.4

2013 ̶ ̶ 21,681.5 18.8 2,197 13.1

平均成長率 ̶ 22.6 ̶ 23.3 ̶ 27.9
出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013) 

表1-1-1　2006年～2013年の医薬品産業の生産総額、売上高、総利益の状況

リートの移動、多種多様なプロモーション手段が活用さ
れる中、不健全な取引と市場混乱が起きた。

(4)市場規範調整期（2001～2005）
2000年以降、政府は医薬品市場の是正に取り組んでき

た。中国政府は、「国家薬品管理法」、「医療社会保険」、「大
病統籌4」、「医療保険」、「政府調達」などの政策と措置を
相次いで公布して、ソース（製薬工場）、アクセス（コマー
シャル）、ターミナル（病院と小売薬局）の三つの面から
医薬品市場を是正し、医療保険、社会保険及び病院への
支出の採用医薬品の対国民所得比を抑制した。中国が
WTOに加盟した後、既存投資の一部撤退と新規投資の
進出が起こる中、医薬品業界は、理性的発展段階に入り、
国際化への挑戦に直面するため、業界内の粛正ブームが
行われた。業界内管理の混乱を整理するため、中国衛生
部は地方の承認番号を廃止し、国家薬品標準5と承認番
号を統一することで、地方標準を国際標準に置き換えた。
そして、医薬品生産を規範化するため強制力のあるGMP
認証を導入し、医薬商事会社に対しては強制力のある
GSP認証制度を実施することにより、GMP／GSP技術
改造プロジェクトに着手した。

(5)改革の継続深化期（2006年～現在）
中国政府は、医療衛生体制を改善し、全国の都市部、

農村部を問わず全人口をカバーする医療ネットワーク構
築を図って、衛生医療体制改革を継続的に推し進めるた
めの文書を公布した。医療体制改革の実施は、全国民を
対象とした健康衛生保障体系の構築、中国医療健康体系
の発展に効果があり、また、医薬品企業に公正で規範化
された競争環境を提供するとともに、業界内の秩序を正
し、調和のとれた安定した社会環境を確立することに役
立っている。

1.1.2　医薬品産業及び市場
中国医薬品産業の生産総額が上昇し続け、売上高も
徐々に増加しているため収益性が着実に向上しつつあ
り、また、輸出が成長を続けていると言えよう。

(1)医薬品産業の生産総額
医薬品産業の生産総額は拡大を続けると同時に、比較
的速い成長率が維持されていることから、医薬品産業の
生産は高い増加傾向にあると言える。
2002年から、中国では全国医薬品産業（「全国医薬品産
業」とは、化学原薬、化学医薬品製剤、バイオ製剤、医療
機器、衛生材料、漢方製剤、中薬飲片6という7つのサブ
産業の総和を指している。この「７つのサブ産業」は医
薬品産業のすべての製品をほぼ網羅し、その生産総額と
医薬品産業の生産総額はほとんど一致し、生産総額は比
較的高い成長率を維持し続けている。2006年以降、中国
医薬品産業の生産総額は毎年18%以上の成長を維持し、
年平均成長率は22.6%（表1-1-1参照）で「工業」7全体の
年平均成長率より高く、世界で最も急速に成長している
医薬品市場の一つとなっている。このような高成長条件
下で、中国医薬品産業の生産総額は2006年の5,378億人
民元から2012年の１兆8,255億人民元にまで増加し、す
なわち、６年間で約４倍に急増した。医薬品産業の生産
総額の成長率は工業全体の中では中位よりもやや上位に
位置し、成長の特徴が比較的明らかな重化工業8である。
医薬品業界の成長速度は穏やかではあるが、20%以上の
年平均成長率はすでに相当なものである。関係機関の予
測では、今後10年間で中国医薬産業の規模成長率は着実
に上昇し続けると予測している。中国医薬品産業の規模
拡大に伴い、工業全体における医薬品産業の地位も徐々
に高まってきている。2006年に中国の工業生産総額に
占める医薬品産業の生産総額は5.89%であり、2012年に
9.14%に達した（図1-1-1参照）。
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業界規模の面については、2020年には中国医薬品産業
の生産総額は10兆人民元の規模に達して、世界第二位の
医薬品生産国になるとみられている。
PwC（プライスウォーターハウスクーパース）の予

測によると、中国医薬品市場の継続的な拡大、研究開
発（R&D）投資の増加と医薬品産業生産能力の向上に
伴い、2012年～2020年、中国医薬品産業の生産総額の

CAGR(複合年間成長率)は22.8%に達し、過去10年間の
CAGRより約20%増となる。そして、2020年に中国医
薬品産業の生産総額は10兆人民元の規模に達する見込
みである（図1-1-2参照）。世界の規模ランキングでは、
2015年頃に、中国は日本を上回り、米国に次いで世界第
二位の医薬品生産国になることが予想される。

図1-1-1　2006年～2012年中国工業全体に占める中国医薬品の産業総生産額の割合

図1-1-2　2012～2020年中国医薬品産業の生産総額の予測

出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)

出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)

(2)医薬品産業の売上高
中国医薬品産業の売上高は徐々に増えており、全体的

に売上高の伸びも加速傾向にあり、また、医薬品産業の
市場規模は増加傾向が加速している。
中国医薬品産業の売上高は急成長が続いており、2006
年の4,999.3億人民元から2013年の2兆1,681.5億人民元
にまで増加した（表1-1-1参照）。つまり、2006年以降年
平均23.3%の売上拡大を維持していた。中国医薬品産業
の売上高の連続増加に伴い、工業全体売上高に占める医
薬品産業売上高の割合も次第に大きくなっていき、2006
年の1.5%から2.0%にまで上昇した（図1-1-3参照）。医
薬品産業の売上高の高成長は医療保険の適用範囲の拡大

と個人負担分減少によるところが大きく、加えて政府か
らの財政投入の着実な増加も市場需要を動かした重要な
要因となっている。高齢化の加速、都市化の急速な進展、
都市部と農村部住民の所得の伸びに伴い、医薬品市場が
高成長を維持し続けることは間違いないであろう。

全体の規模から判断すると、中国医薬品市場の規模は
拡大し続け、2020年に米国に次いで世界第二位の医薬品
市場になることは間違いないと予想される。
中国内外の研究レポートを総合すると、2020年まで中
国医薬品市場の全体規模は拡大を続けるという結論に達
する。既存予測の比較分析により、2012年～2020年、中
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国医薬品市場の規模は15%の年平均成長率を保つ公算が
大きいと見られる。2020年までに、中国医薬品市場の全
体規模は2,220億米ドルを超える可能性が高い（図1-1-4
参照）。この期間中、2013年には、市場全体規模で英国・
フランス・ドイツ・イタリアを追い抜いて世界第三位の
医薬品販売市場になり、2020年に、日本を超えて世界第
二位の規模の市場となることが予想されている。

(3)医薬品産業の総利益
医薬品産業の総利益は成長傾向にあり、その成長を高
いレベルで維持し続けている。利益率の上昇に合わせ、
医薬品産業の生産性も上昇を遂げつつある。
総利益成長率は高いレベルで維持されている。2006年

以降、中国医薬品産業の総利益は増加し続け、より高い
成長な傾向を保っている。2011年と2013年には増加幅

はいくらか減少したものの、利益成長率は中国の工業全
体の平均水準よりも高くなっている。2006年に医薬品産
業の総利益は僅か393億人民元だったが、その後の７年
間に、年平均成長率27.9%で成長し、2013年に総利益は
2,197億人民元に達した（表1-1-1参照）。
総利益の連続増加に伴い、中国医薬品産業のコスト利
益率9も次第に上昇している。医薬品産業のコスト利益
率準が同時期の工業全体の利益率平均水準よりかなり高
く、近年では、その差は徐々に拡大する傾向にある（図
1-1-5参照）。これは、医薬品産業の生産性が徐々に向上
し、明らかに工業全体の生産性の向上幅を超えたことを
示している。しかしながら、2011年、2012年及び2013年
の利益増加幅は2010年の水準より顕著に低くなってい

図1-1-3　2006～2013年中国全産業に占める中国医薬品産業の売上高の割合について

図1-1-5　医薬品産業と工業のコスト利益率比較

図1-1-4　2011年～2020年 中国全産業に占める中国医薬品産業の売上高の割合について

張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)

出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)

出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)
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図1-1-6　中国医薬品産業の輸出の推移及び全工業の輸出状況との比較

図1-1-7　中国医薬品産業化学原薬の輸入と輸入成長率

出典：中国医薬統計ウェブサイト掲載「中国統計年鑑」2002年～2011年の各年度版

出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)

た。その主な原因は、基本医薬品10入札の「安徽方式」の
全国展開と実施にある。安徽省が推進した「量と価格の
連動」と「単一の供給源」の政策に応じて、各製薬企業が
競って安値で入札し、一定程度企業の利益を減少させた。
このような政策以外に、医薬品値下げ政策、抗生物質の
使用制限、原材料価格の高騰、人件費の増加などのコス
トアップ、インフレ悪化などの諸要因により、医薬品業
界の総利益の成長率は低下した。

(4)医薬品産業の貿易輸出入額
医薬品産業の貿易輸出入額は何度も記録を更新した。

全体的貿易輸出は比較的に高い増加の傾向を保ち、化学
原薬の輸入は堅調で、高水準の伸びを見せている。すな
わち、医薬品産業の国際化レベルが次第に高まっている。
2001年にWTO加盟した後、中国医薬品産業の輸出と

原薬の輸入は継続的増加し、貿易規模も拡大している。
2002年、中国の医薬品産業の輸出総額は僅か48.2億米ド
ルだったが、その後の10年間、年平均成長率27％で急
成長してきた。2011年、医薬品産業の輸出総額は史上最
高の445.2億米ドルを記録した（図1-1-6参照）。2002年

～2011年の間を全体で通してみると、医薬品産業の輸出
の伸び率（成長率）は同期間の全工業製品の輸出の伸び
率を追い抜いた。特に2009年以降、世界金融危機の影響
で、2010年に医薬品産業の輸出の伸びが小幅に下がった
後、2011年にまた2005年前後の約35%の高水準に戻っ
てきた（図1-1-6参照）。それと同時に、化学原薬の輸入
量は2000年には僅か12億米ドルであったが、2011年に
は70.24億米ドルにまで大きく増加し、年平均伸び率は
16.8%で、2006年以降は更に約20%の年平均伸び率を維
持してきた（図1-1-7参照）。貿易輸出額の急速な増加市
場規模の連続拡大により、中国医薬品産業は国際分業体
制の中により深く入り込んでいっており、国際化が急速
に進展していることが示された。

2000年以後の急成長を経て、中国医薬品経済は既に比
較的強い基盤を備えている。中国は現在、6,000社以上
の原薬と製剤メーカーに加え、1.69万社の医療機器メー
カーを擁しており、1,500種類近い化学原薬、34剤型4,000
余種類の化学製剤を生産する能力を備えている他、ワク
チンの生産量は10億単位を超えている。
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1.1.3　医薬品産業の構造変化と動向
中国医薬品産業の規模拡大に伴い、産業構造にもいく

つかの変化があった。以下は産業の組織構造、製品の生
産構造、事業の主体構造と生産の地域構造の四つの面か
ら、中国医薬品産業の構造変化と現状を述べる。

(1)医薬品産業の組織構造
産業の組織構造の点では、中国医薬品産業では一定の
規模を有する企業への集中度は全体的に低く、多くの先進
国や一部の新興市場国と比べるとまだ一定の格差がある。
長い間、中国医薬品産業における「多、小、散」の特徴

はまだ際立っており、医薬品産業の発展に対して、急を
要する問題の一つとされている。2010年には、中国の医
薬品メーカーは6,000社以上に達しているが、売上が5,000
万人民元以下の事業者は70%以上で、売上が20億人民元
の大手企業は60社未満で、全体に占める割合は僅か1.2%
であった（表1-1-2参照）。すなわち、業界では一定の規
模を有する企業への集中度が非常に低い。2005年、全製

薬メーカーの総売上に占めるトップ３社の割合は5.83%、
トップ5社の割合は8.17%、トップ10社の割合は13.88%
であった（図1-1-8参照）。近年では、中国の製薬企業は
多くの再編と統合を行っており、集中度は多少上昇した。
しかし、米国、英国、ドイツ、日本などの先進国及びイン
ド、ブラジルやロシアなどの新興市場国と比べると、集
中度が依然として低く（図1-1-8及び図1-1-9参照）、全体
的に業界構造の更なる統合を強化する必要があるとされ
ている。

集中度が低いため、医薬品業界には規模の経済要件を
満たしていないメーカーが多数存在している。2010年に
要求された規模以上の医薬品メーカーは3,700社、その
うち、売上5,000万人民元未満のメーカーは70%以上で
ある一方、売上20億人民元以上のメーカーは僅か62社
で、要求された規模以上のメーカー全体の1.7%であっ
た。2010年にファイザー社、ノバルティス社、メルク社
の売上はそれぞれ556億米ドル、468億米ドル、384億米
ドルだったが、それに比べて、中国製薬企業における規
模の経済を発揮している事例は多くの企業がコア技術、
ブランド商品、特許を持っておらず、特定の生産物の集
約化が行われておらず、70～80社のメーカーが同じ製品
を同時に生産するという現象はしばしば起こっている。

例えば、アモキシシリンの生産を行っているメーカーが
200社以上、ジピロンを生産しているメーカーが300社以
上、ノルフロキサシンを生産するメーカーが800社以上
にも達している。産業の集中度が低い状態にとどまって
いる要因は地方保護主義と市場セグメンテーションにあ
る。会社設立の審査認可権限は地方が持っているので、
地方保護主義による企業庇護の下で、医薬品生産経営企
業、特に国有企業は、コスト面の優位性、製品の差別化、
規模の経済など市場にアクセスするに当たっての重要な
要素を考えず、無闇に企業を興して、ある水準の医薬品
生産経営しか行わないことが集中度が低い状態に留め
ている理由とされている。現行の財政と税務体制及び有
形・無形の政府実績審査の下では、地方政府の投資衝動

図1-1-8　中国医薬品産業の集中度 図1-1-9　2010年各国製薬産業の集中度

注：全医薬品産業の総売上に占めるトップ3、トップ5、トップ10の医薬品メー
カーの割合で中国医薬品産業の集中度を示す。
出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)

注：CR3、CR5とCR10はそれぞれ全製薬業界の総売上に占めるトップ3、トッ
プ5とトップ10の医薬品メーカーの割合を示している。
出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)

表1-1-2　2010年中国医薬品産業の規模以上 11の企業数
規模（億元人民元） 社数（社）

70以上 6

30~50 30

25~30 6

20~25 20

0.5未満 3638
出典：中信証券報告書『中国医薬品産業の研究方法』、(2011)
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が強く、その上、医薬品産業が２／３の省（市・区）で基
幹産業となっており、また、地方政府の推進の下、投資
ブームが次々と起こり、医薬品分野での無闇な投資や低
水準の重複建設が行われている。このほかに、多くの地
方はGDP成長、税収、雇用などの実利益ばかりに注目し
て、財政、税収、融資及び市場介入（市場封鎖、域外から
の医薬品流入禁止）などの面から地元製薬企業にサポー
トを提供している。その上、地方政府は医薬品コード移
転を阻止することによって、経営不振地方企業の外部企
業による資産買収に干渉し、医薬品産業の再編・合併と
集中度改善の妨げとされている。
産業組織の面からみると、中国医薬品産業における市

場集中度はさらに低くなっているが、業界の視点及び集
約化のレベルは次第に向上するであろう。
中国医薬品業界の成熟と発展に伴い、高水準の産業利

益が続き、それと同時に国内市場も急成長を遂げている。
これを背景に、近年では医薬品産業におけるM&A案件
が続出し、海外からの投資家も続々と中国医薬品産業に
進出している。さらに、中国政府は、有力企業が実施し
た合併買収を奨励し、国有企業の体制機制の改革と経営
革新を進め、また、大中小製薬企業の協調的な発展を促
進するなどの措置をとることにより、継続的に業界の組
織構造を調整及び最適化する。次に取り込んでいる新医
療制度改革というかけ声の下で、「産業昇級＋政策駆動」
という中国医薬品業界自身のツイン・エンジンに牽引さ
れ、今後10年間で、中国医薬品産業の企業数は50%の減
少となる見込みである。中国の工業通信部の関連計画と
国際機関の予測を総合すると、2015年までに業界全体の
総売上に占める中国トップ100の医薬品メーカーの割合
は40%以上となり、2020年頃にはさらに50%前後に達す
ると予想されている。すなわち、中国医薬品産業におけ
る市場集中度はさらに上昇し、2030年から2040年の間に
は、世界医薬品産業分野のトップ100企業による集中度
が60%～70%の高水準に達するだろうと見込まれる。

(2)医薬品の製品構成
医薬品の製品構成の面からみると、ジェネリック医薬

品の割合は、特許医薬品の割合に比べ絶対的な優位を占
めている。また、化学医薬品の割合が大きく、バイオ医
薬品の割合は急増している。
特許医薬品とジェネリック医薬品の製品構成ついて

は、過去長期にわたり、中国医薬品産業総産出量に占め
るジェネリック医薬品の割合は95%以上である一方で、
特許医薬品は４%未満の状態である。ジェネリック医薬
品は特許医薬品と比べて、絶対的優位を占めている。し
かし、近年、中国政府は医薬品産業におけるR&D投資と
特許医薬品開発を重視しており、医薬品産業生産額に占
める特許医薬品の割合は、2005年の1.86%から2011年の
3.12%に増加している。
「ハイエンドの不足とローエンドの過剰」といった製
品構成は深刻とされている。研究開発と技術革新の能力

が弱いため、ハイテクと高付加価値の特許医薬品、バイ
オ医薬品などハイエンド製品の開発が立ち遅れ、これに
反して、ローテクのローエンド製品が過剰生産に陥って
いる。このような発展パターンの中で、医薬製品の製品
構成を「三多三少12」といった状況に陥らせた（表1-1-3
参照）。製品構成の面からみると、化学医薬品製剤の割合
は28%前後で推移し、その上、97%の化学医薬品が独自
の知的財産権を持っておらず、また、医薬品の進化を代
表しているバイオ医薬品の割合は2012年に10%に達し
た。さらに、重病、多発性疾患用薬品、また、希少疾病の
予防、治療、診断用医薬品（希少疾病用医薬品）はほとん
ど輸入に依存している。医薬品のバリューチェーンから
みると、中国API産業の競争力指数は、近年では、増加
しているにも関わらず、低い増加幅にとどまっている。
ハイエンド製剤の競争力指数が低く、近年では、ある程
度の減少もあった。同時に、ローエンド医薬品について、
生産能力過剰が問題となっている。多くのコア技術を
持っていない中小企業の中には、剤型、用量、包装、仕様
を変更することにより「偽新薬」を製造し、さらには場
合、高いリベートを病院、医師に支払って薬品販売を行
い、また、製造プロセスを変更することによって薬品の
品質を低下させて偽造医薬品を製造販売することなどの
手段で不正競争を行っているケースもある。

化学医薬品、漢方薬は規模の面で、主導的な役割を果
たしている。2006年以降、各サブ産業は成長の勢いを
維持し、生産額、主要事業による収入及び総利益の各項
目で、17%以上の成長を実現した（表1-1-4参照）。また、
化学医薬品と漢方薬は産業内で主導的な役割を果たし
ている。2012年、化学医薬品製剤の生産総額は8,394億
人民元に達してあり、全業界生産総額に占める割合は
46%である。内訳は、化学医薬品原薬は3,305億人民元
で、同割合が18%、化学医薬品製剤は5,089億人民元で、
同割合が28%である。また漢方薬製剤は5,156億人民元
の生産総額を実現し、業界全体に占める割合が28.5%、
内訳は、中薬飲片は1,020億人民元、割合が5.5%、漢方
製剤は4,136億人民元の生産総額を実現し、同割合が
23%である。バイオ医薬品バイオ医薬品化学医薬品は
1,853億人民元の生産総額を実現し、同割合が10%、医

表1-1-3　中国医薬産業に占める新薬（先発医薬品）と
ジェネリックの割合（％）

年 新薬（先発医薬品） ジェネリック その他

2005 1.86 98.04 0.1

2006 2.03 97.88 0.09

2007 2.31 97.64 0.05

2008 2.53 97.33 0.14

2009 2.64 97.08 0.28

2010 3.04 96.52 0.44

2011 3.12 96.36 0.52
出典：劉泉紅・劉方、「中国医薬品産業における発展と企業政策の現状、課題と
政策提言」(『経済研究参考』、(2014))
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療機器は1,573億人民元、割合が９%である。また、衛
生材料と医療用品は1,172.1億人民元の生産総額を実現
し、割合が６%である。また、製薬専用設備の生産総
額は37.6億人民元で、同割合が0.5%である。中でも、

2012年に全業界の生産総額に占める中薬飲片の加工、
バイオ化学医薬品、医療機器・設備、衛生材料と医療用
品などのサブ産業の割合は2006年より成長している（図
1-1-10参照）。

製品構成の点では、全業界の生産総額に占めるバイ
オ医薬品分野の割合が増加傾向にあり、化学医薬品の割
合が下がる傾向にあり、漢方製剤の比率は安定した水準
を維持し続ける。
今後10年間、世界のバイオ医薬品産業が発展の高速

チャネルに入るだろう。このトレンドを正確に把握する
ため、中国政府は、世界のバイオテクノロジー技術のフ
ロンティアと歩調を合わせ、また、国内の疾病予防の需
要に合わせて、ヒト化抗体・モノクローナル抗体医薬品、
ワクチン、遺伝子組み換え蛋白質、ペプチド薬、さらに
は、核酸医薬、遺伝子治療薬、幹細胞など細胞療法製品

に関する研究に力を入れ、バイオ医薬品の産業化への技
術的なボトルネックを解決し、独自の知的財産権を持つ
製品を開発することによって、バイオ医薬品分野の要地
となるよう要求した。化学医薬品分野において、中国は
独自の知的財産権を持つ化学新薬と新しいジェネリック
医薬品の開発を強化し、グローバルな競争優位を持つ新
しい医薬品原料を育成すると主張している。漢方製剤分
野において、中国は中医治療特性に適する新製品の開発
に大いに注力し、効果的な治療が可能で、安全性の高い、
また、高度な製剤化かつ安定した制御可能な品質確保型
の現代漢方薬を育成することとしている。この傾向と

表1-1-4　2006年、2013年中国医薬品産業の各サブ産業の生産総額、主要事業による収入と総利益

産業名称
生産総額（億人民元） 平均成長率

（%）
主要事業収入（億人民元）平均成長率

（%）
総利益（億人民元） 平均成長率

（%）2006年 2012年 2006年 2013年 2006年 2013年
全国 5,377.9 18,254.8 22.60 4,999.2 2,1681.5 23.32 3,933 2197.0 27.87

サ
ブ
産
業

化学製薬企業 2,790.1 8,393.7 20.15 2,646.2 9,550.8 20.12 187.8 924.1 25.56

種類
化学原薬 1,288.8 3,304.8 17.00 1,258.5 3,819.9 17.19 72 284.7 21.70

化学製剤 1,501.3 5,088.9 22.56 1,387.7 5,730.9 22.46 115.8 639.4 27.65

漢方薬製薬企業 1,444.3 5,156.1 23.63 1,284 6,324.3 25.58 108.7 632.6 28.61

種類
漢方薬薬 1,227.7 4,136.3 22.44 1,093.8 5065.0 24.48 98.3 538.4 27.50

中薬飲片 216.6 1,019.8 29.46 190.2 1,259.3 31.00 10.4 94.2 37.00

バイオ医薬品・
化学医薬品 422.5 1,852.7 27.94 390.6 2,381.4 29.47 41.3 282.4 31.61

医療設備・計器・機械 448.5 1,573.4 23.27 427.7 1,888.6 23.64 41.7 199.2 25.03

衛生材料及び医療用品 234.9 1,172.1 30.72 215.8 1,398.2 30.60 15.6 142.2 37.12

製薬機械 37.6 106.8 19.00 35.00 138.2 21.68 2.2 16.5 33.35
出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)
工業生産総額の数値が更新されていない

図1-1-10　2006年及び2012年中国医薬産業の各サブ企業の割合比較（生産額で算出）

出典：劉泉紅・劉方、「中国医薬品産業における発展と企業政策の現状、課題と政策提言」
(『経済研究参考』、(2014))
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図1-1-11　2012～2020年中国医薬産業製品構成の予測

注：数値は全業界の生産総額に占める各業種の割合を示したものである。
出典：工業信息部の公式ウェブサイト

政策を背景に、分析によると、2020年まで、中国医薬品
産業の製品構成における化学医薬品の割合は2011年の
65.2%から57.6%にまで下がり、バイオ医薬品の割合は
2011年の13.8%から22%に上がると予想されている他方、
漢方製剤は20%前後の安定したレベルで推移していくと
予想されている（図1-1-11参照）。
製品構成の点では、医薬産業の総売上に占めるジェネ

リック医薬品の比率は高いレベルを維持し続けるが、絶
対比率は次第に下がる傾向を見せ始め、特許医薬品がす
さまじい勢いで成長し、市場成長の重要な原動力となり
つつある。
長い間、ジェネリック医薬品は中国医薬品市場におい

て大黒柱としての役割を果たしていた。処方箋医薬品の
総売上に占めるジェネリック医薬品の割合は80%以上の
高水準を維持し続け、業界全体に占める割合も60%以上
の安定した水準を保ってきた。今後もしばらくの間、こ

れまで通りジェネリック医薬品を主導的立場に置かなけ
ればならない。しかし、中国特許保護メカニズムの改善
に従って、より多くの多国籍製薬企業は特許医薬品に対
する中国市場消費ポテンシャルを掘り起こすことに一段
と力を入れると考えられる。　
2015年時点において、処方箋医薬品の総売上に占め

るジェネリック医薬品の割合と全業界の総売上に占める
ジェネリック医薬品の割合はそれぞれ2011年の85%と
64%から80%と62%にまで下がり、2020年にはさらに
71%と57%にまで下がると予想されている。それに反し
て、処方箋医薬品の総売上に占める特許医薬品の割合と
全業界の総売上に占める特許医薬品の割合はそれぞれ、
2011年の15%と11%から20%と16%にまで上がり、2020
年にはさらに29%と21%にまで上昇し、特許医薬品市場
が急成長を迎え、中国医薬品市場の拡大と成長の最も重
要な原動力となることが予想されている。（図1-1-12参照）。

図1-1-12　中国医薬品産業の製品構成の推移

出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)

01_第1章.indd   15 15/07/21   17:06



16 JST  中国総合研究センター（CRCC）

中国医薬品産業の現状と動向

図 1-1-13 中国医薬品製造業の企業体制構造

図 1-1-14  中国医薬品製造企業の業種構造

注：比率は各業種の割合を示す。
出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)

注：比率は各業種の割合を示す。
出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)

(3)医薬品産業の所有構造
所有構造の面からみると、株式制企業は割合が大きく、

着実な成長を遂げている。三資企業13は急速に拡大し、
国有企業の割合が徐々に低下する傾向にある。業種別の
生産構造の面からみると、化学医薬品のメーカーが一番
多いが、その割合は次第に低くなっている。バイオ医薬
品のメーカーは成長が速く、その割合も増加傾向にある。
21世紀以来、中国医薬品製造業界の所有構造がさらに

調整され、公有制を中心に、各種所有主体が共同発展す
る基本経済制度が確立された。企業数で計算すると、全
業界企業数に占める株式制企業の割合は2002年の35.6%
から現在の41.2%にまで上がり、「三資」企業の割合は
20.3%から28.9%にまで上がったが、国有企業の割合は
36.1%から28.3%にまで下がった（図1-1-13参照）。医薬
品業界の所有制度構造がさらに調整され、業種別にみる
と、医薬品製造業界企業総数に占めるバイオ医薬品製造
企業の割合は2002年の４%から現在の13.8%にまで上
がり、漢方製剤企業は20%から21%と微増し、一方で、
化学医薬品のメーカーの割合は76%から65.2%にまで下
がった（図1-1-14参照）。これらの基本データは、中国医

薬品製造企業の所有構造が進化して多様なパターンが形
成されつつある一方、中国医薬品製造企業の中からハイ
エンドのバイオ医薬品に携わる企業が急速に成長してい
ることを示している。
改革の進展に伴い、医薬品生産企業の所有構造に変化
があった。医薬品生産の外資と民間への開放により、新
型製薬企業が次々と出現し、そして株式制企業と民間企
業が著しい勢いで発展しており、国有、民間、外資が共同
発展する局面となっている。2012年、医薬品製造企業の
総企業数に占める民間企業などの割合は42.5%、株式制
企業の割合は36.5%、台湾・香港・マカオ及びその他外
国企業の割合は18.5%、国有と国有系企業の割合は1.8%、
集団企業の割合は0.7%であり、また、全業界の事業所得
に占める株式制企業、外資系企業、民間企業の割合はそ
れぞれ40.6%、27.1%と27.4%であり、全業界の利益に占
める株式制企業、外資系企業、民間企業の割合はそれぞ
れ47.0%、27.8%と22.4%である（表1-1-5参照）。これら
の数値から、中国医薬品製造業界において株式制企業、
外資系企業、民間企業が既に主導的な役割を果たしてい
ることがわかる。
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表1-1-5　2012年中国医薬品製造業における所有構造別の成長状況
事業種類 企業数（社） 割合（%） 営業収入（億元） 割合（%） 利益総額（億元） 割合（%） 利益率（%）
国有企業 122 1.8 576 3.8 39.5 2.2 6.7

集団企業 48 0.7 175.3 1.1 10.7 0.6 8.1

株式制企業 2,415 36.5 6,202.5 40.6 862.2 47 11.1

外資企業 1,226 18.5 4,127.2 27.1 510.5 27.8 11.2

民間企業とその他 2,418 42.5 4,173.8 27.4 410.3 22.4 8.3

全部 6,625 100 15,254.8 100 1.833.2 100 10.2
出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)

(4)医薬品産業の地域分布構造
地域分布構造の面からみると、中国医薬品産業は東部

沿海地域をコアとして、内陸の有力地域が急成長してい
る局面となっている。
多年の市場選択と生産力最適化配置により、中国医薬

品産業では長江デルタ、渤海をコアとして、珠江デルタ、
東部沿海を含めてのクラスター型発展が既に形成されて
いる。その中でも、渤海エリアは豊富なバイオ医薬品産
業の人材資源、臨床資源、教育資源を擁し、北京を中心
にイノベーション力の強いクラスターが形成された。長
江デルタはバイオ医薬に関するイノベーション力と国際
交流力の評判が高く、上海を中心にバイオ医薬品産業ク
ラスターが形成された。珠江デルタは成熟した市場経済
体制、巨大な市場ポテンシャルを擁し、広州、深圳など
主要都市を中心に発達したビジネスネットワークを持つ
バイオ医薬品産業クラスターが形成された。また、中部
の河南省、湖南省、湖北省及び西部の四川省、重慶など
は産業の基盤が整っており、急成長する特色ある中西部
バイオ医薬品産業クラスターを形成している。中でも、
成都－重慶経済区は生体医学用工学分野で活躍し、バイ
オ医薬品の革新成果を事業化する拠点となっている。ま
た、長春を中心とする長吉図14エリアはアジアにおける
大規模なワクチン生産拠点となっている。「長沙高新区」
と「瀏陽生物医薬園」などバイオ医薬品産業拠点を擁す
る長株潭15エリアは強い産業基盤を作り上げた。武漢を
中心とするエリアは研究開発機関と300社以上の有名企
業を集め、イノベーション、産業化成長などをサポート
する環境が形成されている。全体的に、中国医薬品製造
業における生産力配置の枠組みは既に構築されており、
「東部沿海を中心に、中西部内陸の有力地域が勃興」と
いった局面となっている。

1.1.4　中国国内の主な医薬品企業の概況と動向
大手の医薬品関連企業は優位性を示している。全国の
統計調査により、2012年末までに医薬品産業の企業数は
6,559社にとなっている。内訳は、小型企業が5,111社、
中型企業が1,220社、大型企業が228社であった。小型企
業が多く、その企業数は全国の約77%を占めているが、
2012年のデータによると全企業の生産総額に占める割合
は僅か41%であり、中型企業の企業数は全国の18%で全
企業の生産総額に占める割合は28%、大型企業の企業数
は全国の４%弱で全企業の生産総額に占める割合は31%
であった。その他、2012年は全国で赤字企業は632社で、
そのうち小型企業が一番多く504社もあり、小型企業総
数の約10%を占めた（表1-1-6参照）。

営業総収入と利益の面からみると、すべての業種は成
長を遂げた。中でも、小型企業の成長率が比較的大きく、
それぞれ26.1%と38.3%を示した。大型と中型企業の成
長率は業界の平均水準より低い。利益の点では、小型企業
の利益総額が多く、利益率が8.8%で業界の平均水準より
低い。大型と中型企業の利益率はそれぞれ10.3%と12.3%
で、両者とも業界の平均水準より高い（表1-1-7参照）。
国内製薬企業が実践しているのはほとんど「模倣的革
新」であり、研究開発（R&D）能力の強化は急を要する。

表1-1-6　2012年各規模の企業の状況

企業の規模 企業数 /社 赤字企業数 /社 全業界に占める
赤字企業の割合 /%

小型 5111 504 7.7

中型 1220 119 1.8

大型 228 9 0.1

全部 6559 632 9.6
出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)

表1-1-7　2012年各規模の企業の収入と利益について
企業の規模 営業収入（億元） 同期比増（%） 利益総額（億元） 同期比増（%） 利益率（%）
小型 7,092.7 26.1 621.3 38.3 8.8

中型 4,841.9 17.4 596.0 20.2 12.3

大型 5,987.0 15.7 615.0 6.8 10.3

全部 17,921.6 20.1 1,832.3 20.4 10.2
出典：張暁強『中国高技術産業発展年鑑（2013）』、北京理工大学出版社 (2013)
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改革開放後の30年間、中国医薬品産業は海外から特許切
れ医薬品及び先進技術を導入し、消化吸収することによ
り模倣的革新を行ってきている。先進国や一部の新興市
場国と比べると、中国はオリジナル製品の開発において
ハード面及びソフト面とも立ち遅れ、技術革新力が弱く、
また、R&D投資の深刻な不足により、R&D強度指標（新
薬R&D投資額／製薬産業のGDP）は先進国に比べては
るかに小さいのみならず、一部の新興市場国よりも小さ
い（図1-1-15参照）。欧米先進国製薬企業は売上の15%～
25%をR&Dに投資しており、また隣接の発展途上国であ
るインドもR&D投資が売上の6%～12%に達している
（表1-1-8参照）。中国の大多数の製薬企業のR&D投資は
売上の５%未満で、R&D経費のほとんどを「短、平、快」
（技術の商品化期間が短く、技術水準が中小企業で採用で
き、投資が早く回収できる）のジェネリック医薬品に投入
している。それ以外に、医薬品産業におけるR&D投資は
政府と研究機関の主導で推進され、新薬研究体制と市場
ニーズとの間にミスマッチが生じている。さらに、質の高
い人材の不足、不完全なイノベーション・システムなど

も、医薬品産業におけるイノベーション力が弱く、画期的
新薬創出が困難な要因の一部となっているといわれる。
近年の新薬審査許可から、中国新薬研究開発創出力

の弱さが今見える。新薬創出はターゲット・イノベー
ション、構造イノベーション、プロセス・イノベーション、
製剤イノベーションに分けることができ、中でも、ター
ゲット・イノベーションはオリジナル製品を創出するこ
とを指している。中国の新薬創出のほとんどは構造イノ
ベーション、プロセス・イノベーション、製剤イノベー
ションの範囲に属し、ターゲット・イノベーションは非
常にまれである。2009年～2011年の間に登録審査された
新薬の中にはターゲット・イノベーションで創出された
新薬が一つもなかった。今まで登録、上市承認を得た中
国のオリジナル製品とみられる新薬の多くは漢方薬から
有効成分を抽出し、または、有効成分を構造最適化して開
発したものである。技術革新力の不足などの原因で、医
薬品産業の生産総額に占めるジェネリック医薬品の割合
は95%以上の水準を保ち続け、一方特許医薬品の割合は
５%未満の水準にとどまっている（2011年時点で3.12%）。

(1)中国の国内医薬品企業トップ100（2013年）
2013年の評議審査ルールに従い算出したところ、中国

製薬業界（化学原薬メーカー、化学医薬品製剤メーカー、
バイオ製剤メーカー、漢方製剤メーカーと中薬飲片メー
カーなどの５つのサブ産業）の総売上に占める中国医薬
品企業トップ100の総売上げの割合は45.1%であった。

内訳は、化学医薬品メーカーは52社含まれており、総売
上に占める割合は36.1%、漢方薬メーカーは41社含まれ
ており、総売上に占める割合は52.1%、バイオ製剤メー
カーは７社含まれており、総売上に占める割合は4.2%で
あった。2013年度中国医薬品企業トップ100のリストは     
右の表に示すとおりである（表1-1-9）。

表1-1-8　外国製薬企業のR&D投資の割合
多国籍企業 R&D投資の割合（%） 多国籍企業 R&D投資の割合（%）

ジョンソン・エンド・ジョンソン 31.00 ファイザー 17.30

ロシュ 25.30 バイエル 17.20

メルク 21.30 GSK 15.80

イーライリリー 19.80 サノフィ・アベンティス 15.60

ノバルティス 19.40 アストラゼネカ 13.40
出典：各社の年次報告書のデータを基に作成。

出典：劉泉紅・劉方、「中国医薬品産業における発展と企業政策の現状、課題と政策提言」(『経済研究参考』、(2014))

図1-1-15　中国と外国のR&D強度指数の比較
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順位 企業名

1 広州医薬集団有限公司

2 天津市医薬集団有限公司

3 上海医薬集団股份有限公司

4 華北製薬集団有限責任公司

5 哈薬集団有限公司

6 修正薬業集団

7 石薬集団有限責任公司

8 歩長製薬

9 康美薬業股份有限公司

10 天士力控股集団有限公司

11 江西済民可信集団有限公司

12 斉魯製薬有限公司

13 杭州華東医薬集団有限公司

14 上海複星医薬（集団）股份有限公司

15 太極集団有限公司

16 輔仁薬業集団有限公司

17 四川科倫薬業股份有限公司

18 華潤三九医薬股份有限公司

19 雲南白薬集団股份有限公司

20 江蘇恒瑞医薬股份有限公司

21 江蘇豪森医薬集団有限公司

22 瑞陽製薬有限公司

23 陝西必康製薬集団控股有限公司

24 連邦製薬（中国）有限公司

25 北京同仁堂股份有限公司

26 悦康薬業集団有限公司

27 浙江医薬股份有限公司

28 山東羅欣薬業股份有限公司

29 麗珠医薬集団股份有限公司

30 先声薬業有限公司

31 天聖製薬集団股份有限公司

32 華潤双鶴薬業股份有限公司

33 人福医薬集団股份公司

34 江蘇康縁集団有限責任公司

35 済川薬業集団有限公司

36 中国医薬品産業有限公司

37 浙江新和成股份有限公司

38 東北製薬集団股份有限公司

39 広西梧州製薬（集団）股份有限公司

40 神威薬業集団有限公司

41 馬応龍薬業集団股份有限公司

42 山東東阿阿胶股份有限公司
43 浙江海正薬業股份有限公司

44 辰欣薬業股份有限公司

45 江蘇蘇中薬業集団股份有限公司

46 迪沙薬業集団有限公司

47 成都地奥集団

48 緑葉製薬集団有限公司

49 四川好医生薬業集団有限公司

50 康恩貝集団有限公司
出典：各社の年次報告書のデータを基に作成。

順位 企業名

51 李時珍医薬集団有限公司

52 武漢健民薬業集団股份有限公司

53 江蘇亜邦薬業集団股份有限公司

54 貴州益佰製薬股份有限公司

55 石家荘以嶺薬業股份有限公司

56 重慶科瑞製薬（集団）有限公司

57 深セン信立泰薬業股份有限公司

58 山東新華製薬股份有限公司

59 浙江華海薬業股份有限公司

60 浙江仙琚製薬股份有限公司

61 山東魯抗医薬股份有限公司

62 山東斉都薬業有限公司

63 宜昌東陽光薬業股份有限公司

64 上海現代製薬股份有限公司

65 天津紅日薬業股份有限公司

66 遠大医薬（中国）有限公司

67 吉林敖東薬業集団股份有限公司

68 金陵薬業股份有限公司

69 昆明製薬集団股份有限公司

70 北京天壇生物製品股份有限公司

71 仁和薬業股份有限公司

72 長春高新技術産業（集団）股份有限公司

73 山西振東製薬股份有限公司

74 江中薬業股份有限公司

75 深セン市海普瑞薬業股份有限公司

76 北京嘉林薬業股份有限公司

77 貴州百霊企業集団製薬股份有限公司

78 深セン致君製薬有限公司

79 桂林三金薬業股份有限公司

80 上海凱宝薬業股份有限公司

81 北大医薬股份有限公司

82 漳州片仔癀薬業股份有限公司
83 亜宝薬業集団股份有限公司

84 広州市香雪製薬股份有限公司

85 広東天普生化医薬股份有限公司

86 株洲千金薬業股份有限公司

87 上海神奇製薬投資管理股份有限公司

88 通化東宝薬業股份有限公司

89 華欄生物工程股份有限公司

90 北京双鷺薬業股份有限公司

91 上海科華生物工程股份有限公司

92 江蘇恩華薬業股份有限公司

93 広東衆生薬業股份有限公司

94 浙江海翔薬業股份有限公司

95 河南省宛西製薬股份有限公司

96 哈爾濱誉衝薬業股份有限公司

97 海南海薬股份有限公司

98 西蔵奇正蔵薬股份有限公司

99 西蔵海思科薬業集団股份有限公司

100 浙江京新薬業股份有限公司

表1-1-9　2013年度中国製薬工業の上位100社
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表1-1-10　中国国内の医薬品企業上位10社の概況

順
位 企業名

上場
企業
(社 )

販売量（2013）
所有制 企業グループの構

造 主な業務 企業沿革販売額
(億人民元 )

前年比増加率
（%）

1
広州医薬集団
有限公司 2 545 27.3

国営
単独投資

上場企業2社及び
グループ企業約
30社

医薬品研究開発、生
産、販売

1951年設立。1993年白雲山製薬
股份有限公司が深センA株に上場。
1997年広州薬業股份有限公司が
香港に上場し 2001年上海A株に
回帰。

2
天津市医薬集
団有限公司 2 / /

国営
単独投資

上場企業2社及び
子会社及び関連会
社100社以上

化学医薬品と漢方
製剤の製造を主な
業務とする

1997年正式に天津市医薬集団有
限公司として組織改編。傘下の中
新薬業は 1997年及び 2001年に
それぞれシンガポール、上海証券
取引所に上場。傘下の力生製薬は
2010年 4月に深セン証券取引所
に上場。

3
上海医薬集団
股份有限公司 2 782 14.9 国営持株 上場企業2社及び

子会社20社

化学及びバイオ医
薬品、現代漢方薬及
び健康食品、医療機
器

2010年3月9日、上海医薬集団股
份有限公司が上海証券取引所で正
式に取引再開して上場。2011年
5月20日、上海医薬有限公司が香
港聯合証券取引所でメインボード
上場。

4
華北製薬集団
有限責任公司 1 124.38 11.8

国営
単独投資

子会社27社、
中外合弁 /合作企
業16社

抗生物質及び半合
成抗生物質、バイオ
テクノロジー薬品、
バイオ農薬及び動
物用医薬品、ビタミ
ン栄養サプリメン
ト、製剤

1992年華北製薬股份有限公司が
再編、設立される。1994年上海証
券取引所に上場。1996年1月、華
北製薬廠が正式に国有単独投資企
業――華北製薬集団有限責任公司
として改変される。

5
哈薬集団有限
公司 2 180.91 2.43 国営持株

上場企業2社、
子会社及び関連会
社、27社

抗生物質、化学医薬
製剤、非処方薬及び
健康食品、現代漢方
薬、バイオ医薬品、
動物ワクチン、医薬
品流通の七大産業
領域

1988年 5月 16日、哈爾濱医薬集
団股份有限公司が 31社の国有企
業を元に組織、設立される。1993
年 6月、哈爾濱医薬股份有限公司
が上海証券取引所に上場。2004年
哈薬集団三精製薬股份有限公司が
「裏口上場」を実現。

6 修正薬業集団 0 400 26.98 民間企業 グループ内で子会
社76社を管理

医薬品800種以上、
健康食品及び化粧
品約1000種

1995年5月、通化市医薬品産業研
究所製薬廠に設立。

7
石薬集団有限
責任公司 1 182.82 11.48 国営企業 関連会社30社

以上
医薬品の開発、生産
及び販売に従事

1997年 8月 21日、石薬集団有限
公司を組織。香港石薬集団有限公
司が香港証券取引所でメインボー
ド上場。2009年 9月 21日、石薬
集団遠大（大連）製薬有限公司が
正式に上場。

8 歩長製薬 0 85.92 22.10 民間企業

医薬研究所 2 か
所、製薬工場 10
か所、大学 1校、
病院2か所

医薬品産業を主と
し、同時にハイテク
産業、健康産業、教
育産業等多くの領
域を手がける

1993年8月28日咸陽歩長製薬有
限公司を設立。

9
康美薬業股份
有限公司 1 133.5 19.65 民間企業 下部組織に 14の

支社を有する

漢方薬煎じ薬、化学
原料薬及び製剤生
産を主とし、薬品生
産研究開発及び薬
品、医療機器のマー
ケティングを一体
とする

1997年広東康美薬業股份有限公
司を設立。2001年3月康美薬業A
株株式が上海証券取引所に上場

10
天士力控股集
団有限公司 1 110.98 18.80 株式制 /

現代漢方薬、化学医
薬品、バイオ医薬
品、健康食品、機能
性食品等を含む

天士力集団が 1994年 5月に設立
される。天士力製薬集団股份有限
公司が 2002年 8月に上海証券取
引所に上場

出典：上記各企業公式ウェブサイトのデータを基に作成。

(2)中国国内の医薬品企業上位10社の概況
2013年中国国内の医薬品企業上位10社の概況は以下

の表に示すとおりである（表1-1-10）。
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(3)中国国内の主な製薬企業上位10社の研究開発の概況
中国国内の主な製薬企業上位10社の研究開発の概況

は以下の表に示すとおりである（表1-1-11）。

表1-1-11　中国国内の主な製薬企業上位10社の研究開発の概況

順位 企業名 主な販売製品
研究開発投資
(億人民元 )
（2013）

対前年比
増加率（%） 研究開発状況

1 広州医薬集団有限公司
板藍根シリーズ、複方丹参片、
消渇丸、清開霊シリーズ、
夏桑菊顆粒シリーズ、華佗再造丸等

2.82 25.78
Ⅰ類新薬―セファチアミジン。合計で
特許 164、実用新案 12、デザイン特許
400を有する。

2 天津市医薬集団有限公司 速効求心丸、寿比山、
血府逐瘀カプセル等 / /

毎年50の新製品を申請し、特許319を
取得。

3 上海医薬集団股份有限公司

参麦注射液、タンシノン、IIA、Bifi co、
神象シリーズ、
注射用セフトリアキソンナトリウム、
ヒドロキシクロロキン、
セフォチアム等

4.55 8.34
累計189の特許を有する。既に277の
国家級新薬の研究開発に成功。

4 華北製薬集団有限責任公司
抗生物質及び半合成抗生物質、
バイオ医薬品、農薬及び動物用医薬品、
デンプン糖ビタミン、製剤

1.49 25.38

国内でいち早くバシトラシン、カスガ
マイシン、ブレオマイシン、アムホテリ
シンB等10種余りの製品の研究開発に
相次いで成功。

5 哈薬集団有限公司
抗生物質、化学医薬品、
非処方薬及び健康食品、現代漢方薬、
バイオ医薬品、動物用ワクチン等

2.51 12.49

哈薬集団は合計で新製品138の承認を
得、そのうち国家級三類以上の新薬は
19。国家の承認による特許を累計で83
取得し、そのうち特許 12、漢方薬保護
品種28である。

6 修正薬業集団 「斯達舒」、「修正牌消糜栓」、
「唯達寧噴剤」、「益気養血口服液」等 / /

自社で知的財産権を有する製品109を
有し、1,000以上の特許を有する。

7 石薬集団有限責任公司
抗生物質、ビタミン、
心臓血管及び脳血管、解熱鎮痛、
消化器系用医薬品等

/ /
現在石薬集団が研究している新薬プロ
ジェクトは 170、国家一類新薬だけで
25である。

8 歩長製薬 脳心通カプセル、穏心顆粒、
丹紅注射液等 / /

自社で知的財産権を有する国家新薬70
以上を有し、24が販売済。

9 康美薬業股份有限公司
シクロスポリン、ペニシリン類、
メタルスルホン酸ドキサゾシン、
塩酸プロピベリン等

0.62 -0.26

漢方製剤の保寧半夏顆粒が国家の特許
を取得し、西洋医学分野では絡欣平、培
寧、利楽、諾沙を代表とした国家級の新
薬の研究開発に成功。

10 天士力控股集団有限公司 復方丹参滴丸、養血清脳顆粒、
蒂清、水林桂 3.64 72.67

2006年末、235の特許を受理、11の特
許が登録される。16の新薬生産の承認、
7の健康食品生産の承認、40の新薬臨
床許可の承認を得る。

出典：上記各企業公式ウェブサイトのデータを基に作成

1.1.5　中国の主な外資系製薬企業の概況及び動向
中国の医薬品業界は早くから対外開放がなされ、多くの
競争が行われてきた。1980年に最初の外資系企業である
日本の大塚製薬が天津に拠点を構えてから現在に至るま
で、多国籍企業の中国医薬品分野における投資は拡大し続
けている。ファイザー、メルク、ロシュ、グラクソ・スミス
クライン、ノバルティス、バイエル等を含む世界上位20社
の製薬企業が既に中国で投資を行い、工場を建設してい
る。多くの外資系企業はさらに大規模な研究開発センター
を設けて医薬品卸売の分野にも手を広げており、大都市や
中規模都市での市場シェアは上昇を続けている。中国の
医薬品業界には外資の形式を利用した単独投資だけでな
く、合弁や提携もある。2009年時点で既に、合弁及び単独
投資（外資独資）企業数は中国医薬品企業の総数の30%を
占めている。その販売額は医薬品販売額全体の26～27%

を占め、中国医薬品市場の重要な役割の一つを担ってい
る。世界が新たな医薬品産業への進化を経験する状況に
おいて、外国の医薬品企業が中国で頻繁に投資行動を行う
ようになり、より深く、より広く発展し続けている。

(1)外資系企業の中国医薬品分野における投資の全体状況
商務部の2009年時点における統計によると、医薬品業

界で新たに設立された外国企業による投資企業は223社、
前年同期比で15.21%減少した。投資額は11.11億米ドル
で、前年同期比で33.66%増加した。香港、マカオ、台湾
及び外国企業の固定資産は957億人民元であり、前年同
期比で15.16%増加した。香港、マカオ、台湾及び外国企
業の持分は1,653億人民元で、前年同期比で24.38％増加
し、医薬品製造業出資者の持分に占める比率は31.1%で
ある。医薬品製造業の三資企業の生産総額は3,111億人
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民元、前年同期比で21.05%増加し、医薬品製造業の生産
総額に占める比率は31.1%であった。

(2)外資系企業が中国の医薬品分野で急速に拡大する状況
ここ数年、中国で業績を伸ばしている多くの医薬品企

業の大部分は特許医薬品の収入に依存している。一方、
特許医薬品の研究開発と市場での販売が困難になるに従
い、ワクチン、OTC、ジェネリック医薬品、健康食品等の
製品が外資企業の中国市場での「新兵器」となっている。
2009年6月、グラクソ·スミスクライン及び海王生物控股
子公司の海王英特龍が提携し、共同出資による合弁会社
を設立し、ワクチン及び関連製品の研究開発、生産、販
売に力を注ぎ、アジア最大のインフルエンザワクチンの
プロジェクトを立ち上げた。世界第二位のジェネリック
医薬品メーカーのサンド社は、中国のジェネリック医薬
品市場に素早く参入するのであれば、「国際品質、庶民価
格」をモットーとすべきであろうと語っている。関連状
況が示すように、多国籍企業は特許医薬品の分野で絶対
的な優位性を示すだけでなく、ワクチン、特許有効期限
切れの薬品、OTC等の分野でも大規模に展開している。
この他、医療機器分野においても、外資系企業は積極的
に展開しており、かつ奥行きのある発展に向かい始めて
いる。
2009年、シーメンス、ジョンソン・エンド・ジョン
ソン、メドトロニック等を含む多国籍医療機器企業の中
国での販売額は急速に増加し、平均増加率はいずれも
30%以上であった。2009年、フィリップスは蘇州にCT、
MR、及びX線設備の生産を主とする生産拠点を新設し、
また今後5年以内に累計で5,400万米ドルを投資する予
定であるとした。ドイツシーメンスも中国の基層医療機
関に適した製品ラインの研究開発を表明し、中低価格の
医療機器市場に進出している。
アメリカのIMS社の統計によると、中国外資系企業の

うち、ノバルティス中国（以下、ノバルティスという。）
はすでに業績の伸びが最も著しい企業となっており、こ
こ数年増加し続ける対中投資が主な要因となっている。
　2004年から2009年までに、ノバルティスは中国におい
て76%の複合成長率を成し遂げ、総投資額の累計は40億
人民元に達した。ノバルティスの販売額の増加率は2008
年には19.8%、2009年には32.6%に達し、そのうち特許
医薬品分野において、ノバルティスは2.6%の伸び率を得
た。次がロシュで、2008年にはその販売額の成長率はわ
ずか7.2%であったが、2009年には29.8%の成長を遂げ
増加幅は外資系企業中最大であった。バイエルの販売額
の成長率は2008年には30.9%、販売額のランクでは同年
の外資系企業の首位であり、2009年には第３位に下落し
たものの21.9%の成長率であった。この他、グラクソ·ス
ミスクライン、アストラゼネカ、ファイザー、イーライ
リリー、サノフィ・アベンティス等の外資系企業はいず
れもそれぞれ同期間において成長し続けている。

(3)外資の主な由来及び投資場所の分析
2009年、医薬品業界の外資の主な由来は中国香港、
デンマーク、英領ヴァージン諸島、米国、ケイマン諸島、
シンガポール等の国と地域であった。そのうち中国香港
から出資による新たな投資企業は83社、前年同期比で
20.19%減少した。実行ベース外資導入額は4.09億米ドル
であり、前年同期比で35.73%増加した。医薬品業界の外
国企業による投資は主に江蘇、天津、広東、浙江等の省
や市に集中している（表1-1-12参照）。

(4)外資系企業の中国医薬品分野での投資拡大の主な特徴
近年、外国企業、とりわけ多国籍企業は中国の医薬品
分野で次々に様々な投資行動を行っている。市場の主導
権を握る主な方法としては合併買収が最も注目されてお
り、その数と規模は年々増加している。その主な特徴は
以下のとおりである。

（a）メーカーを合併買収することでコストの優位性を
　　　勝ち取る

現在、多くの多国籍製薬企業はジェネリック医
薬品の生産においてコストを削減して大きな利益
を得る、合併買収を続けており、その主な対象は
中国の大手メーカーである。2005年９月、マレー
シアの製薬企業であるファーマ有限会社が569万
米ドルで無錫華源長富薬業有限公司の株式の40%
を買収した。同年、日本の抗生物質の企業である
明治製菓株式会社は30億円を投資して山東魯抗
医薬集団と合弁で医療用原薬と動物用抗生物質の
原薬生産を開始した。2007年10月、ドイツバイエ
ル社は10.72億人民元で東盛科技公司傘下の「白
加黒」等の3つの非処方箋ブランド薬を買収した。
東盛科技の収入の80%以上は、非処方箋薬業務に
よるものであったため、今回の合併買収によりバ
イエル社は東盛科技大部分を支配することとなっ
た。2008年 11月、イギリス最大の医療機器メー
カーのスミスメディカルは浙江大学医学儀器有限

表1-1-12　2009年医薬品業界の外資誘致における
上位10の省と市及び外資出資元の上位10の国（地域）

順位 外資誘致の
上位10の省と市

外資出資元の
上位10の国（地域）

1 江蘇 中国香港

2 天津 デンマーク

3 広東 英領ヴァージン諸島

4 浙江 米国

5 吉林 ケイマン諸島

6 上海 シンガポール

7 遼寧 バミューダ

8 山東 日本

9 福建 中国台湾

10 陝西 ドイツ
出典：商務部公式ウェブサイトより作成
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公司を合併買収し、それにより国内の医療用輸液
ポンプ市場の最大シェアを占めることになった。

（b）二級・三級都市にいち早く進出して商業の基幹企業
　　   を買収し、販売網を広げる

中国医薬品市場は潜在力が巨大であるが分散す
る傾向にあることから、医薬品販売分野の主導権
を確保するため多くの外資系企業は段階的な戦略
を講じている。北京、上海、広州等全国医薬品市
場の約21%のシェアを占める一線都市で継続し
て地盤を固め、市場のシェアの約37%を占める二
線都市に対しても拡張努力していくという取り込
みを続けている。一、二線都市においては、上は
500床以上の大病院から下は300床以下の中小規
模病院まで、頻繁に外資系企業のMRの姿が見ら
れ、かつセールスチームは増え続けている。現在、
外資系企業は重点的に発展させたい住民コミュニ
ティーの医療センターに目標を据えており、ター
ゲットを定めたセールストレーニングが始められ
ている。全国医薬品市場のシェアの約16%を占
める三線都市では、多くの外資系企業は一般に代
理店に委託する販売モデルを採用している。その
ため、病院に営業担当者を直接派遣することはな
く、長年病院の販売チャネルをコントロールでき
ずにいた。そこで、多くの外資系企業は次々に販
売モデルを調整し、直接営業担当者を派遣するよ
うにした。この傾向は比較的豊かな地域の三線都
市で顕著である。中国のWTO加盟時のコミット
メントにより、2004年12月11日から医薬品流通
分野が全面的に対外開放され、外資系企業は中国
で購買、貯蔵、運輸、小売り及びアフターサービス
を含むあらゆる経営活動に従事できるようになっ
た。外資系企業にとっては、細分化した市場内の
リーダー企業を合併買収し、参入の障害を避けて
参入コストを節約し、さらに販売チャネルを占有
するという目的を果たすことができる。2004年12
月、米国のメイファー医薬会社は100万米ドルの
株式で北京万維医薬有限公司を完全買収し、単独
資本で中国医薬品の小売分野に参入した最初の外
資系企業となった。2005年７月、米国のボシュロ
ム社は2億米ドルを出資し、中国最大の点眼薬生
産業者である山東正大福瑞達製薬有限公司の株式
の55%を買収した。ボシュロムのこの買収で、山
東正大の販売網とその眼科に強いブランドを再
構成し、ボシュロムの中国眼科市場における拡大
が大いに加速した。2005年４月、住友商事株式会
社、住友商事（中国）有限公司と河南最大の医薬
品流通企業の一つである天方薬業集団公司は「株
式買収契約」を締結した。日本側は天方薬業の厖
大な販売チャネルを利用して、河南という多くの
人口を抱える省の医薬品の小売分野に直接参入

することができることとなった。なお2008年、通
用集団が天方薬業を買収し、この後住友商事は撤
退を決めた。2007年１月、イギリス最大の薬品卸
売、小売企業の１つであるアライアンス・ブーツ
（A1liuriceBoots）は、中国第三の医薬品卸売会社
である広州医薬有限公司と合弁企業を設立するこ
とを宣言した。アライアンス・ブーツ社は50%の
株式を保有し、近年中国における販売網を急速に
広げている。2007年５月、上海医薬股份有限公司
は日本最大の病院用医薬品の販売代理店であるス
ズケン株式会社と合弁会社を設立した。日本側は
同社の株式の50%を保有した。2008年10月、北欧
最大の産業持株会社であるスウェーデンのインベ
スターグループ子会社のEQTアジア有限会社は
8000万米ドル以上を投資して湖南老百姓医薬連鎖
有限公司の株主となり、医薬品小売に参入した。

（c）バイオ医薬品企業にターゲットを定めて研究開発
　　　の優位性を掴む

現在、少数の先進国が世界のバイオ医薬品市場
で絶対的な割合を占めている。しかしバイオテクノ
ロジーの研究開発分野が細分化し続けるのに従い、
大規模な多国籍バイオ医薬品企業であっても単独
で研究開発の全ての業務を行うことは困難となっ
ている。研究開発のアウトソーシング等の形によっ
て共同で難題に取り組むことでようやく研究開発
のリスクを分散し、迅速に革新能力を高めることが
できる。中国はバイオ製薬業への開始は出遅れた
が、一流の科学研究の人材や成果、豊富な疾病資源
があり、また、臨床試験コストが低く、効率的な物
流と流通網がある。近年、外資系企業は既に合併買
収のポイントを研究開発能力が突出しており、製品
市場開発の将来が有望で持続的発展を可能とする
能力が高い新興のバイオ製薬企業に向け直してい
る。2003年７月、米国のバクスター社は1,500万米
ドルを投資して西安力邦製薬公司と合弁会社を設
立し、中国で現在一般的に使用されている静脈麻
酔薬プロポフォールを生産している。バクスター社
は世界的に有名な医療製品とサービスの企業であ
り、中国内では西安力邦製薬公司が自社開発したプ
ロポフォール注射液は国家「八五」、「九五」難関プ
ロジェクトに相次いで組み込まれた。合併買収に
より米国側は西安力邦の既に備える利点を利用し、
新製品の研究開発コストを下げて製品ラインを整
え、中国のバイオ医薬品市場に参入しやすくなる。

（d）現地での優位性とリンクするために中国に研究開発
　　　センターを設立する

近年、ロシュ、アストラゼネカ、グラクソ·スミ
スクライン、イーライリリー、バイエル等の多国
籍企業はそれぞれ中国に研究開発センターを設立
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した。その利点は中国の人材、臨床試験の優位性
の活用と密接に関わっている。多国籍企業の研究
開発センターの主な特徴は現段階では以下のよう
になっている。１つ目はコア技術開発に向かう通
過点として段階的に非コア技術の開発を行って
いるという点である。長期にわたり、多国籍企業
の研究開発センターは中国医薬品市場に対して適
応型の、専用技術型の非コア技術の研究開発を主
に行ってきた。それを利用して中国市場を開拓し
やすくするためであり、革新的な研究の比率は相
対的に低かった。ただしこの現状は近年徐々に変
わりつつあり、一部の多国籍企業は既に中国でコ
ア技術の研究開発プロジェクトを開始している。
二つ目は研究開発センターが主に北京、上海、天
津、無錫等の科学研究の実力が集中するエリアに
集まっていることである。三つ目は多くが非独立
法人を主としていることである。多国籍企業の多
くは中国に非法人の研究開発センターを設立す
る傾向にあり、それにより管理とコントロールを
行いやすくし、研究開発成果の迅速な商業化に有
利している。四つ目としては技術流出の影響がま
た、あまりないことが挙げられる。外資の研究開
発センターのスタッフは流動が少なく、少量の人
員が動いても外資系企業間に限られる。特許の保
護が厳格で、その研究成果は国内企業に流れるこ
とが少ない。2008年10月、サノフィ・アベンティ
スは中国において研究開発センターを拡張し、研
究規模を拡大した。北京に拠点を構えるその研究
開発センターは同社の世界第四位の研究開発セン
ターである。業務は薬物の基礎開発、臨床研究、
生物統計及びプログラム、臨床データの管理と登
録等に及び、中国科学院上海生命科学研究院、中
国科学院天津血液学研究所等との協力を強めてい
る。2009年初め、バイエル・シェーリングは北京
で１億ユーロを投入して世界研究開発センターを
設立し、同センターをバイエルヘルスケアの世界
第四位の研究開発拠点とした。８月、ノバルティ

ス社は降圧剤の革新的な新薬であるCibadrexを
中国市場に投入した。主なターゲットは中国の基
層医療市場であり、2.5億米ドル以上を投資して
江蘇省常熟市に原薬の研究開発と生産を行う拠点
を設立した。９月、アストラゼネカの新センター
が上海張江高科技園区に設立された。革新的な新
規薬物の研究開発に従事するとともに、今後10年
の中国での事業の年間成長率を22%に定めること
を表明した。10月、以前から低調であったドイツ
ベーリンガーインゲルハイムグループは１億ユー
ロを追加して中国での投資を拡大し、生産能力の
拡大と新たに建設する研究開発センターに活用す
ることを表明した。

（e）迂回形式で伝統的な漢方薬市場に参入する
漢方薬は中華文明の精華であり、中国が最も独
自の知的財産権を持つ医薬品でもある。近年、欧
米の代替療法の広がりと植物薬独特の作用が改め
て認められるに従い、次第に多くの外国製薬企業
が新たな市場へのセールスポイントを備えた伝統
薬製品を中国で探し求めるようになった。中国政
府は外資の漢方薬分野への参入に厳格な規制を設
け、国家が保護する資源である漢方薬材の加工や、
伝統漢方薬の煎じ薬、加工技術及び漢方製剤の秘
伝の処方による製品の生産等を禁じた。そのため
多くの多国籍企業は、漢方薬企業に対する投資型
の合併買収を行って希少な漢方薬資源を入手し、
伝統的な漢方薬市場のシェアを占めることを試み
た。2004年５月、米国のオリエンタルバイオ有限
会社は720万米ドルで漢方薬生産を主とする黒竜
江松花江薬業有限公司の株式の100%を買収した。
2009年７月、グラクソスミスクラインは天津中新
薬業傘下の達仁堂中薬廠と提携し、漢方製剤の販
売分野に乗り出した。

中国の主な外資系製薬企業の基本的な概況は以下の表
のとおりである（表1-1-13）。

表1-1-13　中国の主な外資製薬企業の概況

順
位 企業名 本社

所在国
中国本社
所在地

設立
時期

世界販売量 (2013)

主な業務

主な販売製品
（販売名は一般名とし、和名
が存在しない品目は英名と
した）

中国での投資状況

販売額
(億米ドル )

対前年比
増加率 (%)

投資額
(億米ドル )

投資志向

1
グラクソ・
スミスクラ
イン

イギリス 北京 2001 441.46 10.57

抗感染、中枢神経系、
呼吸器科、胃腸／代
謝、腫瘍及びワクチ
ン領域等

サルメテロール･フルチカ
ゾン、rosiglitazone、ラモ
トリギン、オンダンセトロ
ン、bupropion、等

0.63
ワクチン及
び合弁会社

2 ファイザー 米国 大連 1989 515.84 -12.55

心臓血管系薬物、抗
感染薬物、糖尿病薬
領域及び皮膚生殖健
康用薬物領域等

アムロジピン、スルバクタ
ム・セフォペラゾン、フル
コナゾール、アトルバスタ
チン、アジスロマイシン、
glipizide、等

1.45

ブ ラ ン ド
ジェネリッ
ク及び合弁
会社

01_第1章.indd   24 15/07/21   17:06



25JST  中国総合研究センター（CRCC）

第1章　医薬品産業の動向

1.2　医薬品卸売業界の概況
中国の医薬販売市場において、数多くの卸売業者が存

在しており、医薬販売業界では、一部の業者への集中度
は低い。中国は国土が広く、人口が非常に多いのが原因
だが、一方で、中国の医薬品販売の卸売市場が「分散型」
で「バラバラ」だという特徴も表している。全体から見
ると、中国の医薬品販売市場の市場集中度は比較的に低
く、つまり、中国の医薬品販売市場において、現存の資
源を統合する余地が大きいとも言える。
中国には、医薬品の卸売企業は1.39万社あり、世界的

に見ても驚くべき数字である（図1-2-1参照）。統計によ
ると、2013年全国の医薬品流通業者の直報企業16数は、

第三者への医薬品の物流資格17を有する卸売企業は80
社ある。2012年、中国トップ３の卸売業者の市場シェア
は28.8%で、米国やイギリス、オーストラリア、日本、フ
ランス等の先進国より遥かに下回っていた。また、イン
ドやブラジル等の新興市場での同様の市場シェアより
も低く、更にベトナムやタイ、フィリピン等の経済水準
の低い国や地域よりも低い（図1-2-2、図1-2-3参照）。卸
売企業が多数存在しているため、企業１社ごとの経営規
模は非常に小さく、規模の経済（Economies of scale）の
実現難しくなる。「2013年医薬流通業界における運営統
計分析のレポート」のデータによると、2012年に、主な
事業内容の收入が100億人民元を超える卸売企業は10

順
位 企業名 本社

所在国
中国本社
所在地

設立
時期

世界販売量 (2013)

主な業務

主な販売製品
（販売名は一般名とし、和名
が存在しない品目は英名と
した）

中国での投資状況

販売額
(億米ドル )

対前年比
増加率 (%)

投資額
(億米ドル )

投資志向

3 メルク ドイツ 北京 1993 127.82 4.2

生殖領域、腫瘍領域、
心臓血管領域、外科
及び急症重症領域、
甲状腺領域、糖尿病
領域、その他内分泌
領域、アレルギー性
領域等

ホリトロピン アルファ（遺
伝子組換え）、lutropin alfa、
choriogonadotropin alfa）、
セツキシマブ（遺伝子組換
え）、ビソプロロール、ニコ
ランジル、somatostatin、レ
ボチロキシン、チアマゾー
ル、メトホルミン、等

15
ワクチン、
糖尿病及び
合弁会社

4 ロシュ スイス 上海 1994 523.07 9.43

抗腫瘍（免疫調整
剤）領域、抗感染領
域及び消化器系疾患
領域等

モフェチル、カペシタビ
ン、セフトリアキソン、リ
ツキシマブ、等

4.1
研究開発及
び診断

5
アストラゼ
ネカ イギリス 無錫 1993 257.11 -8.14

消化器系及び代謝領
域、抗腫瘍及び免疫
調整剤領域、心臓血
管脳血管分野及び呼
吸器系領域等

オメプラゾール、ゲフィチ
ニブ、フェロジピン、ブデ
ソニド、メトプロロール

2

ブ ラ ン ド
ジェネリッ
ク及びCRO
合弁

6 バイエル ドイツ 北京 1995 259.69 6.87

消化器系及び代謝薬
分野、全身用抗感染
薬分野及び心臓血管
系薬物領域等

アカルボース、モキシフロ
キサシン、ニフェジピン、
Nimodipine、シプロフロキ
サシン、アスピリン、等

/ /

7
サノフィ・
アベンティ
ス

フランス 杭州 1995 450.78 -5.63

心臓血管類、血栓
類、中枢神経類、抗
腫瘍類及び内科用薬
領域等

クロピドグレル、オキサリ
プラチン、ドセタキセル、
イルベサルタン、エノキサ
パリン、バルプロ酸、イリ
ノテカン、等

0.9 糖尿病

8 メルク 米国 杭州 1994 440.33 -6.84

抗感染、心臓血管、
脳血管及び尿生殖器
系及び性ホルモン薬
物領域等

イミペネム、ロサルタン、
フィナステリド、シンバス
タチン、ビソプロロール、
アレンドロン酸、モンテル
カスト、カスポファンギン、
レボチロキシン、等

/ /

9
イーライリ
リー 米国 蘇州 1993 231.13 2.27

抗腫瘍及び免疫調整
剤、抗感染、神経系
用薬（うつ病等）、糖
尿病用薬領域等

ゲムシタビン、セファク
ロル、バンコマイシン、
Fluoxetine、オランザピ
ン、単一成分インスリン、
インスリン、ペメトレキセ
ド、等

0.8
糖尿病とブ
ランドジェ
ネリック

10
ノバルティ
ス スイス 北京 1996 579.2 2.20

抗腫瘍及び免疫調
整剤、心臓血管系薬
物、全身用ホルモン
製剤及び筋肉骨格系
領域等

シクロスポリン、ベナゼ
プリル、バルサルタン、オ
クトレオチド、ジクロフェ
ナク、フルバスタチン、テ
ルビナフィン、イマチニ
ブ、等

12.5
研究開発及
び原薬

出典：上記各企業公式ウェブサイトのデータを基に作成
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社、50億～100億人民元の企業が７社、10億～50億人民
元の企業が74社あった。中国医薬品商業協会の統計に
よると、その他の大量卸売の平均販売規模は3,000万人
民元で、年売上高が5,000万人民元以上の企業は５%に

届かない。それに比べ、米国の卸売業者の売上高は平均
39億米ドル、フランスは42.5億米ドル、ドイツは32.1億
米ドルとなっている。

図1-2-1　代表的な国家での医薬市場における医薬品の卸業者数（社）

図1-2-2　代表的な国家医薬市場におけるトップ３の卸業者の市場シェア

図1-2-3　その他の東南アジア医薬卸市場におけるトップ３の市場シェア

出典：国家発改委経済研究所課題組、臧躍茹・孫学工・郭春麗、
「中国医薬品生産流通の体制現状及び存在する主要問題」(『経済研究参考』、(2014))

出典：国家発改委経済研究所課題組、臧躍茹・孫学工・郭春麗、
「中国医薬品生産流通の体制現状及び存在する主要問題」(『経済研究参考』、(2014))

出典：国家発改委経済研究所課題組、臧躍茹・孫学工・郭春麗、
「中国医薬品生産流通の体制現状及び存在する主要問題」(『経済研究参考』、(2014))
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1.2.1　医薬品の卸売業の産業構造
薬品は複雑な流通過程を経て、末端市場に届く。現在、
メーカーが製造した医薬品が末端市場に辿りつくまで、
主に２つのルートがある。
１つは「底値代理」の販売形式である。これは、医薬

品企業にもっとも一般的に採用されている販売形式であ
る。通常の場合、末端販売価格は工場渡し価格の数倍、
高い場合は数10倍もしくは100倍にも上る。工場渡し価
格の中には、原料、添加材料、加工費と少量の利益しか
含まれておらず、これと販売価格との差額には、各種の
市場コストや販売店の販売利益が含まれている。
もう１つの形式はメーカーが自ら営業・販売チームを

設立して販売を行う形式である。この形式での工場渡し
価格には、販売とマーケティング費用が含まれているた
め、工場渡し価格は遥かに高くなり、これと末端販売価
格との間には、僅かな差しかないのが特徴である。その
後、レベル１のベンダー 、レベル２のベンダー、更にレ
ベル３のベンダーを経て、最終的に末端市場に辿りつく。
（図1-2-4参照）

2000年から、中国医薬品流通体制に対して、医薬品の
入札と調達を一元化するという大きな改革が行われて
きた。医薬品の調達に関する規範を制定し、薬品売買の
不正を撲滅することと国民の医薬品の負担を軽減する
ことが目的である。医薬品の入札と調達を一元化すると
は、複数の医療機関がその一元化した組織を経由して、
入札の形で医薬品を調達する方式である（図1-2-5参照）。
都市労働者の基本医療サービスの臨床用医薬品が、医薬
品の入札と調達を一元化する対象である。一般使用及び
大量使用される医薬品に対して、医薬品の入札と調達の
一元化を実施する。医薬品の入札と調達を一元化するに
あたって、安全第一、品質を優先的に考え、価格も考慮
し、ルートを明確にし、プロセスに従って順次普及させ
るのが守るべき原則である。また、医薬品管理の法律や
規定を守ること同時に、実際の状況も考慮して、医薬品
売買の規範化を実現させ、国民の利益を守ることが目的
である。

図1-2-4　医薬流通業界における産業チェーンのイメージ（改革前）

図1-2-5　医薬流通業界の産業チェーンイメージ図（改革後の補足）

出典：渤海証券医薬チーム「医薬流通業界の詳細な分析レポート」、（2010）

注：図は、基本薬品の生産・供給の保障制度についての分析で、上記の入札企業は、薬品メーカーもしくは配送企業である。　  は入札企業を表す。
出典：渤海証券医薬チーム「医薬流通業界の詳細な分析レポート」、（2010）
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1.2.2　2013年卸売業者の主要事業の事業所得トップ100
2013年卸売業の主要事業者の所得トップ100の概況は、
以下の表に示すとおりである（表1-2-1）。

順位 企業名称 売上高 (万人民元 )

1 中国医薬集団総公司 18,660,406

2 華潤医薬商業集団有限公司 7,354,395

3 上海医薬集団股分有限公司 7,100,239

4 九州通医薬集団有限公司 3,334,667

5 広州医薬有限公司 2,464,551

6 重慶医薬 (集団 )股分有限公司 2,095,114

7 南京医薬股分有限公司 1,868,931

8 華東医薬股分有限公司 1,668,175

9 四川科倫医薬貿易有限公司 1,476,244

10 中国医薬健康産業股分有限公司 1,253,710

11 浙江英特薬業有限責任公司 1,233,491

12 天津天士力医薬営銷集団有限公司 1,121,538

13 雲南省医薬有限公司 957,200

14 康徳楽 (上海 )医薬有限公司 827,819

15 中国北京同仁堂 (集団 )有限責任公司 760,304

16 哈薬集団医薬有限公司 701,501

17 山東海王銀河医薬有限公司 684,439

18 山東瑞康医薬股分有限公司 592,366

19 鷺燕 (福建 )薬業股分有限公司 554,101

20 同済堂医薬有限公司 532,691

21 天津医薬集団太平医薬有限公司 529,507

22 天津中新薬業集団股份有限公司医薬公司 517,913

23 石薬集団河北中誠医薬有限公司 511,090

24 重慶桐君閣股份有限公司 460,925

25 広西柳州医薬股份有限公司 454,391

26 四川省医薬集団有限責任公司 413,316

27 東北制薬集団供銷有限公司 391,092

28 陜西医薬控股集団派昂医薬有限責任公司 371,076

29 江蘇省医薬公司 345,142

30 江西匯仁集団医薬科研営銷有限公司 333,679

31 浙江省医薬工業有限公司 333,075

32 江西南華医薬有限公司 321,493

33 重慶長聖医薬有限公司 319,274

34 常州薬業股份有限公司 315,000

35 武漢人福医薬有限公司 304,857

36 雲南東駿薬業有限公司 300,402

37 広州中山医医薬有限公司 292,649

38 陜西華遠医薬集団有限公司 288,608

39 嘉事堂薬業股份有限公司 255,107

40 汕頭市創美薬業有限公司 250,074

41 修正薬業集団営銷有限公司 249,363

42 湖南博瑞新特薬有限公司 234,001

43 山東瑞中医薬有限公司 228,719

44 安徽省医薬 (集団 )股份有限公司 225,233

45 河北東盛英華医薬有限公司 221,874

46 羅欣医薬集団有限公司 215,318

47 山東省医薬集団有限公司 213,384

95 四川本草堂薬業有限公司 104,209

96 貴州科开医薬有限公司 103,812

97 深圳中聯広深医薬 (集団 )股份有限公司 101,372

出典：商務部の公式ウェブサイト

順位 企業名称 売上高 (万人民元 )

48 遼寧省医薬対外貿易公司 212,517

49 北京美康永正医薬有限公司 206,646

50 浙江震元股份有限公司 200,048

51 回音必集団有限公司 194,988

52 礼来貿易有限公司 194,023

53 江蘇先声薬業有限公司 183,704

54 浙江珍誠医薬在線股份有限公司 181,756

55 連雲港康縁医薬商業有限公司 179,915

56 浙江来益医薬有限公司 175,812

57 河南省康信医薬有限公司 172,659

58 重慶科渝薬品経営有限責任公司 172,137

59 浙江嘉信医薬股份有限公司 168,410

60 上海康健進出口有限公司 162,666

61 南京華東医薬有限責任公司 160,293

62 青島百洋医薬科技有限公司 159,866

63 康徳楽 (中国 )医薬有限公司 157,609

64 福建省福州市恵好薬業有限公司 155,049

65 昆明制薬集団医薬商業有限公司 154,538

66 広東広弘医薬有限公司 153,943

67 西安藻露堂薬業集団有限責任公司 151,338

68 陜西華信医薬有限公司 150,826

69 江蘇省潤天生化医薬有限公司 149,935

70 山東康諾盛世医薬有限公司 146,159

71 上海外高橋医薬份銷中心有限公司 144,212

72 蘭州西城薬業有限責任公司 144,067

73 杭州凱侖医薬股份有限公司 143,250

74 西蔵神威薬業有限公司 141,320

75 江蘇恩華和潤医薬有限公司 137,717

76 合肥康麗薬業有限責任公司 135,141

77 吉林省天和医薬科技有限公司 132,448

78 海南天祥薬業有限公司 131,558

79 海爾施生物医薬股份有限公司 128,227

80 浙江華通医薬股份有限公司 124,038

81 上海市医薬保健品進出口公司 121,581

82 山東康恵医薬有限公司 120,895

83 寧波市鄞州医薬薬材有限公司 116,050

84 蘇州恒祥進出口有限公司 114,682

85 貴州康心医薬有限公司 114,381

86 常熟建発医薬有限公司 114,272

87 江蘇澳洋医薬品物流有限公司 113,217

88 成都市蓉錦医薬貿易有限公司 110,738

89 山西亜宝医薬経銷有限公司 109,894

90 上海虹橋薬業有限公司 108,263

91 海南魯海医薬有限公司 108,257

92 山東新華医薬貿易有限公司 107,425

93 山西康美徠医薬有限公司 106,545

94 福建中鷺医薬有限公司 106,187

98 合肥市迪邁医薬有限公司 100,519

99 蘭州強生医薬有限責任公司 96,788

100 上海復星薬業有限公司 96,749

表 1-2-1　2013年卸売企業売上高トップ100
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1.2.3　主要医薬品卸売企業トップ10の概况（2013年）
2013年主要医薬品卸売企業トップ10の概况は、以下の

表に示すとおりである（表1-2-2）。

表1-2-2　中国主要医薬品卸売企業トップ10の概况

順
位 企業名称 所在地

上場企業
(社 )

売上高
(万人民元 )

(2013)
所有制 企業グループの構造 主要業務 企業沿革

1
中国医薬集団
総公司 北京 5 18,660,406 国有企業 11社全額出資または

持株子会社

予防的治療や診断看護等に
よる健康関連製品の流通、
小売、研究開発及び生産を
主な業務とする

中国医薬集団は1998年11月に
成立し、その後、共有国薬控股・
国薬股分・天壇生物・現代制薬・
一致薬業等の5社が上場。

2
華潤医薬商業
集団有限公司 北京 0 7,354,395 国有企業 華潤医薬集団有限公

司に所属

医薬製品のマーケティン
グ、物流配送及びサプライ
チェーン関連サービス

2003年4月9日、北京医薬股分
有限公司が成立し、2012年3月、
さらに名称を華潤医薬商業集団
有限公司とする。

3
上海医薬集団
有限公司 上海 2 7,100,239 民間企業 10社持株会社

涵盖化学薬・生物学的製
剤・漢方薬や医薬流通等の
様々な分野

1996年10月、上海医薬管理局
及び所属企業が組織編成され
る。2002年9月さらに三元投資
構造に編成される。

4
九州通医薬集
団有限公司 武漢 1 3,334,667 民間企業 23社省クラス

子会社

薬品、医療機器、生物学的
製剤、健康食品等の製品卸
売、チェーンストア、薬剤
生産及び研究開発

1999年3月に会社成立、登記資
本金は 16.43億元で、2010年
11月2日上海証券取引所に上場
する

5
広州医薬有限
公司 広州 1 2,464,551 中外合資 子会社17社を所有 医薬品流通

広州医薬有限公司が1951年に
成立。広州薬業股分有限公司H
支店が上場（2001年上海にA
支店を増資），会社をメンバー企
業の一つとする

6
重慶医薬(集団)
股分有限公司 重慶 0 2,095,114 国有持株 支社15社、

子会社29社

薬品、医療機器、化学試薬、
ガラス計器の四カテゴリー
の医薬商品

1950年に成立した西南区医薬
公司で、1994年に株式制に変更
し、一つの大企業となる

7
南京医薬股分
有限公司 南京 1 1,868,931 国有持株 支社や子会社50社余

り 医薬品流通
南京医薬股分有限公司が1951
年に成立。1996年上海証券取
引所に上場する

8
華東医薬股分
有限公司 杭州 1 1,668,175 国有企業 メンバー企業16社

研究開発・生産及び販売・
医薬分野全プロセスを一貫
して行う

華東医薬股分有限公司の前身は
杭州医薬站股分有限公司で、部
門は1993年3月に成立。2000
年 1月 27日より深圳証券取引
所に上場取引する

9
四川科倫医薬
貿易有限公司 成都 1 1,476,244 民間企業 四川科倫薬業股分有

限公司に所属

信頼的で先進的な自動選択
システム等の物流設備・技
術及び医薬品物流情報シス
テムのマーケティングチャ
ネルの上下流資源の整合に
有効であり、薬品配送を行
う

科倫薬業は 1996年に創立し、
2010年6月3日、科倫薬業は深
圳証券取引所で上場に成功する

10
中国医薬健康
産業股分有限
公司

北京 1 1,253,710 国有持株 約40社余りの
メンバー企業

研究開発・植栽加工・生産・
流通・物流・輸出入貿易・
学術振興・技術サービス等
の全サプライチェーン

1984年、中国医薬保健品進出口
総公司が北京で成立。2005年、
上海証券取引所に国有持株の上
場企業として上場する

出典：各企業の公式のウェブサイトのデータを基に作成

1.2.4　医薬品の卸売産業の現状
(1)医薬品流通市場の成長の安定傾向
中国総人口は持続的に増加しており、2013年には自然

増加率は前年比で4.92%で、60歳以上の人口に占める割
合は14.9%に達した。この人口構造の変化は医薬品流通
市場を成長させ安定的な市場環境を提供した。2013年に
は、同時に各級の政府は都市住民に対して医療保険や新
型農村合作医療保険の被保険者の每年１人当たりの補助
基準を2012年の240人民元より280人民元にまで引き上
げて、一部の経済的弱者の医療保障水準を拡大し、医薬

品使用の成長の基礎を提供した。基層医療制度改革では
基本薬物制度の実施と総合的な改革とその組み合わせが
進行させ，当初の段階で基層医療衛生機関運行新規制を
制定し、医薬品業界の健全な発展に有利となる。同時に、
医薬衛生費用支出に対する医療保険の制御政策を一層厳
格化にし、基層医療機関で使用する医薬品の規模増大も
次第に医薬品末端販売の安定的な成長段階に進展する。
2010～2013年における医薬品販売の市場規模は全体的
に成長しているが成長率はすでに24.6%から16.7%にま
で減少している。
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(2)大型薬品卸売企業の売上高の急成長
医薬品卸売企業トップ100の売上高の成長速度を見る

と前年同比期成長率は20.1%であり、その中のトップ10
の売上高の前年同期比成長率は22.9%、トップ50の企業
の売上高の前年同期比成長率は20.9%で、これらはすべ
て業界成長率の平均水準を超えている。
年間売上高100億人民元以上の医薬品卸売企業は12社

で、前年よりも2社増加した。売上高50～100億人民元の
企業は11社で、前年よりも4社増加しており、売上高10～
50億人民元の企業は75社で、前年よりも1社増加している。
業界市場の占有率を見ると、2013年の上位100位までの

医薬品卸売企業の売上高は同時期の全国医薬品市場全体
規模の64.3%を占め、前年よりも0.3ポイント上昇した。そ
の中のトップ3の医薬品卸売企業は市場全体の29.7%を占
め、前年よりも0.9ポイント上昇した。売上高100億人民元
以上の卸売企業の売上高は同時期の全国医薬品市場全体
規模の44.5%を占め、前年よりも3ポイント上昇し、売上
高50～100億人民元の卸売企業の売上高は全体市場の6.4%
を占め、前年と基本的に同じ水準を保っている。売上高10
～50億人民元の卸売企業の売上高は全体市場の13.1%を
占め、前年よりも3ポイント下降した（図1-2-6参照）。

図1-2-6　異なる規模の薬品卸売企業の売上高が同時期の全国市場の全体規模に占める状況

出典：商務部、「2013年薬品流通産業運行統計分析報告」、(2014)

(3)現代の医薬品物流の建設投資の拡大
政府関連の主管部門により次々と医薬品物流産業基準

や新版GSPが発布され、2013年は、各々の医薬品流通企
業が物流建設人員を投入したことにより現代物流18及び
第三者物流業務の発展が加速し増大し続けている。統計
によると、自社配送センターを持つ直報企業数は前年同
期比8.4%増で、自社配送センターの倉庫保管面積は前年
同期比9.9%増えた。最新のユビキタスネットワーク技
術及び高層物品棚では、PTL（Pickingtolight－デジタル
ピッキングシステム）、自動仕分けシステム等のハイテ
ク製品が広く応用されている。代表的中国医薬集団総公
司、華潤医薬商業集団公司、上海医薬集団股份有限公司、
九州通医薬集団有限公司は全国医薬品物流小売配送ネッ
トワークを設立した。ある地域のリーディング企業は同
様に中核的地域物流センターや地域配送センターのネッ
トワークを保有して、最終的に一キロ毎の薬品供給保障
システムをさらに完全なものにしている。

(4)革新的なビジネスモデルの出現と多様化
高度均質化する市場の競争局面に直面し、薬品流通企

業の果敢なイノベーション、多種のマーケティング及び
サービスモデルを積極的に探求発展している。上流サプ
ライヤーに対しては、個別化や差別化サービスを提供し、

共同で市場開発を行い、下流の顧客に対しては、医薬品
サプライチェーンの革新的サービスの病院への展開，付
加価値サービス提供の採用、二次元コードの作成、薬局
との連携等のモデルを採用する。同時に自身も専門的物
流、ハイエンドの医薬品直送、深みのある物流等の商業
モデルを発展させた。
統計によると、2013年に全国医薬品流通直報企業で、

第三者への医薬品の物流資格を有する卸売企業は80社
で、第三者への医薬品の物流資格を有する専門医薬品物
流企業は62社で、物流拡張サービス展開を有する企業
は51社で、薬局を管理委託を請け負う企業は48社で、病
院の薬品倉庫を外部設置を請け負う企業は14社である。
2013年８月商務部の専門組織が47の比較的代表性が高
く有効な医薬品物流サービスの拡大項目を選択し、第一
の医薬品物流サービス拡張の模範項目として業界全体に
普及させ、さらに医薬品物流サービス拡張の高レベルな
発展の手引とした。

(5)電子商取引プラットフォームの急速な発展
2013年には医薬品電子商取引プラットフォームが加速
的に発展した。条件を満たしたいくつかの企業は電子商
取引プラットフォームのサポートを通じてビジネスチャ
ネルを調整し、サプライチェーン内の顧客向けにより多
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くの付加価値サービスの提供を行い、オンライン及びオ
フライン業務運営の共同開発により運用コストの削減、
取引効率の向上を実現した。
統計によると、2013年末までに、全国で医薬品のイン

ターネット取引資格19を保有する企業は合計202社とな
り、前年末と比較して85社増加しており、その中での
B2B（他の企業間取引）は53社、B2C（個人消費者向け
の医薬品提供）は138社、第三者プラットフォームは11
社である。医薬品流通直報企業において、インターネッ
ト医薬品取引サービス資格証書を有する企業は53社で、
2013年オンライン取引額は1千億人民元を超えており、
その中でのB2Bの取引額は90%以上を占めている。

1.2.5　医薬品卸売産業の発展と今後の動向予測
2014年に入ると、国内外のマクロ経済環境は成長緩和

の圧力に直面し、医薬品流通業界の売上高の伸び率は減
速し、業界は利益率縮小の特徴が常態化すると予測して
いるが、政府による医療や医薬品及び衛生に対する資金
投入の増加・全国民医療保険・人口老齢化・単独二胎政
策の開放・慢性疾患の需要増大・一人当たりの医薬品
使用の増加及び健康分野での消費のアップグレード等の
プラス要因が、医薬品流通業界に対する発展を支える。
2014年、これまで継続してきた医薬品流通業界の販売総
額の増加には基本的な変化はなく、大中企業の吸収合併
や再編の歩調が加速し続ける中卸売と小売が一体化した
医薬品流通の業態構造は次第に医薬品市場を主導するよ
うになった。同時に、医薬品物流やインターネット技術
の間断ない発展に加え、薬品電子商取引モデルと従来の
商業モデルが融合する速度は加速すると予想される。医
薬品市場は均質化が相当程度進んだ競争状態にあり、医
薬品流通業界の発展は全面的にソフトパワーが上昇する
時代にならざるを得ない。

(1)企業の吸収合併や再編の続行
2014年に見られた構造調整はいまだに産業改革発展の

メインストリートとなっている。これまで医薬品流通業
界の主管部門は「国務院のさらなる優良企業吸収合併再
編及び市場環境に関する意見」（国発[2014] 14号文）の徹
底的な実行を謳い、企業が吸収合併や再編により大きく
強くなることを奨励して、企業が産業集中度を高め、医
薬品流通企業の産業基金利用を活用して・上場による資
金調達・外資導入等の多様な方式により吸収合併や再編
の歩調が加速することを奨励し、産業組織水準の改善努
力、規模の拡大化、経営の集約化がみられている。
同時に、2013年６月１日より実施された新版「薬品経
営質量管理規範」（GSP）は、企業経営品質管理要求を高
めるだけではなく、流通上のポイントである医薬品品質
に対するリスクコントロール能力を増強させ、また大型
医薬品卸売及び小売チェーン企業に零細企業を対象とす
る吸収合併や再編を促進した。いくつかの零細企業が吸
収合併され、または経営規模を削減され、または生活・

生産サービス企業に変換され、更には淘汰排除され、医
薬品流通領域において散・小・乱等の現象がかなりの抑
制を受けた。

(2)現代の医薬品物流ネットワークのさらなる健全化
商務部の「全国薬品流通業界発展計画綱要（2011～
2015年）」の指導下で、産業集中度のさらなる向上と新版
GSPの全面実施に従って、現在では、医薬品物流設立シ
ステム・ネットワークはその形成と発展段階に突入して
いる。実力を有する企業は物流建設方面への投入を増加
し続け、広範囲で先進的な物流設備と技術を採用し、流
通効率を向上させ、物流サービス能力を上昇させている。
国内企業または地域のリーディング企業の中には現代医
薬品物流システム及びマルチ倉庫協同配送ネットワーク
を形成し、現代医薬品物流のアップグレード版管理モデ
ルを創造している所がある。同時に、医薬品流通業界及
び情報・金融・交通運輸・設備製造等の産業の横断的に
融合して、新たに医薬品循環エコシステムを構築し、医
薬品産業チェーン間のサービス拡張と連携の展開、共同
化による安全・高速・アクセスしやすい現代医薬品物流
保障システム及び革新的経営サービスモデルへの転換、
第三者医薬品物流を迅速に発展させ、専門化した管理を
実現する。

(3)電子商取引により産業構造に生じる比較的大きな影響
現在、インターネットによる医薬品の電子商取引が急
速な発展を呈している。各大手医薬品流通企業が取り込
む流通・物流・電子商取引の集成サービスモデル及び
データ処理の近代化や普通性のあるインテリジェント
サービスプラットフォームの構築や集成整合は、医薬品
流通の付加価値サービスを促進する新しいキャリアとな
るとみられている。小売薬局分野の中で、オンライン薬
局の販売が年々拡大していることに加え、モバイルイン
ターネットテクノロジーの普及及び応用は、まさに電子
商取引と従来の小売薬品店のサービスモデルの相互融合
を促進している。
インターネット医薬品販売をサポートする為、国家食
品薬品監督管理局は研究に着手し「インターネットによ
る食品や薬品の経営監督管理方法」を公布し、インター
ネット医薬品電子商取引及び従来の薬品小売業態の発
展と構造調整に係る比較的大きい影響について述べて
いる。

(4)人材の人員配置や構成で生じる対応や変化
医薬品流通業界の吸収合併や再編及び変遷やアップ
グレードのペースが絶え間なく加速し、業界における人
材需要の構造にも調整と変化が生じている。業界の人材
や人員は、高い素質・高い技能・複合型人材の配置モデ
ルに転換してきている。医薬品卸売企業は従来の組織構
成の基礎として、現代物流の管理人材、特に医薬品コー
ルドチェーン物流管理人材のニーズが高まっており、さ
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らにはサプライチェーン管理に対する意識の高いマネー
ジャー、調達マネージャー及びAI（人工知能）によるソ
リューションを提供するIT人材が待望されている。

1.3　医薬品小売業界の概況　
1.3.1　医薬品小売業界の構造
医薬品の小売とは、医薬品または医薬品に付随して提

供するサービスを最終消費者へ直接販売する販売活動を
指す。中国の市場経済の発展に伴い、医薬品小売業は国
民経済の中でますます重要な役割を担い、小売業界に更
なる活力をもたらしている。
「薬品管理法」第10章附則によれば、「医薬品生産企業」

の定義は「医薬品の生産に携わる専門経営企業または兼
営企業」とされている。そのうち、小売活動に携わる中
間業者及び基本的な構成単位及び具体的な場所として、
総代理店、地域の卸売業者（一級商）、二級卸売業者及び
小売薬局、病院がある。（図1-3-1）
国の規定は、医薬品の生産企業に対し、医薬品を末端
の小売市場に直接供給すること認めていない。したがっ
て、医薬品生産企業は中間業者（医薬品卸売企業）を通
じて医薬品を販売する。医薬品生産企業は各地に一級代
理店と二級販売代理店を設置し、それぞれの級の医薬品
代理店がその地区の医薬品販売を担当する。医薬品生産
企業も総代理店として全国の販売代理を行う。

図1-3-1　医薬品小売業界の構造図

出典：北京華研中商経済情報センター「2009-2013年　中国医薬品流通業界の市場の態勢と発展の趨勢に関する分析報告」(2009) 

生産企業

エンドユーザー（患者）

小売薬局、病院

総代理 地域の卸売業者（一級商）

二級販売代理

1.3.2　医薬品小売業の概況
中国の小売薬局の基本的なパターンは、単体店 20と

チェーン店である。
21世紀以降、中国の薬局チェーンは規模、質ともに急

速な発展を遂げており、薬局の集中度が上昇した。小売
薬局は厳しい経営環境に置かれているにもかかわらず、
新医療制度改革の更なる進展に伴い、新規店舗の開店数
は依然として増加し続けている。2013年11月時点の店
舗数は2012年と比較して増加傾向にあるが、１店舗あた
りの人口は3,088人にまで減少している。
チェーン店と単体店の店舗数は共に増加傾向にある

が、チェーン店の増加スピードは単体店と比較してやや

遅く、チェーン店舗の増加数は単体店舗の増加数を大
きく下回っている。店舗数の観点からみると、単体店は
チェーン店を未だに上回っており、都市部でも農村部で
もチェーン店が単体店に短期間で取って代わることは難
しい。従い、チェーン店の店舗数が全体の60％以上に達
するには、まだ相当の時間を要する。
競争力を高め、厳しい市場環境に対応するために、
チェーン店と単体店はともに「グループ化」戦略を取っ
た。2013年末までに、省レベルの薬局連盟が全国で17設
立され、21の省（自治区、直轄市）をカバーしている。こ
れらの連盟の年度販売総額は422.34億人民元に達し、前
年比19.6％の成長を遂げている。
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(1)医薬品小売薬局の店舗数
国家食品薬品監督管理総局の資料によると、2013年11

月時点における中国の薬局店舗数は、チェーン店と単体
店を合わせて433,873店で、対2012年比で10,150店増加し、
成長率は2.4％であった（表1-3-1）。

(2)利用者数と薬局数
第６回全国国勢調査による総人口（13億3,972万人と
する）に基づき計算すると、2013年11月時点において、
平均3088人毎に一店舗の薬局があることになる。一店舗
あたりの人口は減少し、店舗間の競争が激化している。
（表1-3-2）

表1-3-1　2006-2013年11月　中国小売薬局の総数と成長率
年度 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

薬局総数（件） 319,655 344,931 365,578 387,870 392,317 423,788 423,723 433,873

成長率 7.91% 5.99% 6.10% 2.87% 6.10% -0.02% 2.40%
注：2010年と2011年の年間成長率に陝西省は含まれない。
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-3-2　2006-2013年11月　中国　1店舗当たりの人口と成長率
年度 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
人口 4,112 3,831 3,633 3,441 3,359 3,161 3,162 3,088

成長率 -6.83% -5.17% -5.28% -2.38% -5.89% 0.02% -2.30%
注：2010年と2011年の年間成長率に陝西省は含まれない。
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

(3)チェーン店型薬局の店舗数
現在の医薬品消費市場において、価格は依然として

消費行動に最も敏感に影響を与える要素である。大規
模チェーン店型薬局はそれぞれ得意な販売地域を持ち、
メーカー側との交渉に強いカードを持つ。また、規模の
面で優位に立つため、仕入れ時に複数のメーカーから選
択することができるので、大規模チェーン店型薬局の小
売価格の競争力は更に強化される。単体の薬局と比較し
て、チェーン店型薬局は規模のメリットがある。病院の
薬局と比較して、チェーン店型薬局はサプライチェーン
が短く、コスト面で有利である。現在の中国のチェーン
店型薬局は、ディスカウント型、全国規模型、複数地域
型及び単独都市型21の４つに分けられる。
2013年11月現在、中国のチェーン店型薬局企業は3,376

社である。2013年／ 2012年増加比の数字を2012年／
2011年増加比の数字と比較すると、成長スピードが鈍
化していることが分かる。また、2013年のチェーン店店
鋪数の成長率は4.9%に留まる（表1-3-3、表1-3-4）。こ
れらの数字により、市場環境が徐々に悪化する中で、企
業のチェーン化は進むものの、各チェーンの力や規模
はそれほど拡大していないことがわかる。チェーン店
型薬局企業においては、利益を確保するため、黒字化し
ない店舗やマイナス成長の店舗を閉鎖する傾向に拍車
がかかっている。チェーン店型薬局企業は、過去のよう
に「他に先駆けて土地を確保し、単純に店鋪数を増やす」
手法から、「店舗の質と利益の追求」へと、徐々に方向転
換している。

表1-3-3　2006-2013年11月　中国のチェーン店型薬局企業数と成長率
年度 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

チェーン店
企業数（件） 1,826 1,853 1,985 2,147 2,260 2,607 3,107 3,376

成長率 1.48% 7.12% 8.16% 7.67% 12.65% 19.18% 8.70%
注：2010年と2011年の年間成長率に陝西省は含まれない。
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表 1-3-4　2006-2013年11月　中国のチェーン店型薬局店舗数と成長率
年度 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

チェーン店
店舗数 121,579 121,070 129,346 135,671 135,300 146,703 152,580 160,064

成長率 -0.42% 6.84% 4.89% 0.93% 7.06% 4.01% 4.90%
注：2010年と2011年の年間成長率に陝西省は含まれない。
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
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表1-3-5　2006-2013年11月　中国の単体薬局数（件）と成長率
年度 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

単体薬局の
店鋪数（件） 198,076 223,861 236,232 252,199 257,017 277,085 271,143 273,809

成長率 13.02% 5.53% 6.76% 3.92% 5.60% -2.14% 1.00%
注：2010年と2011年の年間成長率に陝西省は含まれない。
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

図1-3-2　2006-2013年11月　中国の単体薬局店舗数とチェーン店型店舗数の比率

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

(4)単体薬局
2013年11月現在、中国の単体薬局の店舗数は273,809

店で、2012年より1.0%増加した（表1-3-5）。これはチェーン
店型企業が経営戦略を転換したことと、各種の単体薬局
が連盟を創設し普及を推進したことと関係している。単
体薬局は、チェーン店型薬局の行き届かない都市と農村
に多く分布し、チェーン店型薬局が提供するサービスを

効果的に補っている。単体薬局は、「団結」により競争力
を持ち、より有利な発展のチャンスを得たのである。

(5)薬局の構造
2013年11月時点において、総店舗数に占めるチェーン
店型店舗数の比率は36.89%で、単体薬局店舗数の比率は
63.11%である。（図1-3-2）
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(6)医薬品小売企業の地域状況
2013年の上半期における企業の地域分布情況を見る
と、開発が進んでいる沿海部地域の薬局店舗数が最多
で、薬局間の競争が最も激しい。西部地域のチェーン店
率が最も高く、内陸部は単体薬局の店舗数が数量の面で

優勢である。2012年に比べ、西部地域の薬局数が減少
し、しかもチェーン店の店舗数に集中している。これは、
西部地域はチェーン店企業が、さらなる発展をめざし、
企業の体質強化を目指していることを示すものである。
（表1-3-6）

表1-3-6　2006-2013年上半期　中国小売企業の地域分布情況
地域 医薬品店総数 チェーン店店鋪（%） 単体薬局（%） １店舗当たりの人口

沿海部開発地域（9省・市） 164,642 30.3% 69.7% 2,785

内陸部（12省・市） 155,060 24.4% 75.6% 3,515

西部地区（10省・市） 135,297 51.7% 48.3% 2,434

総計 164,642 30.3% 69.7% 2,785
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
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図1-3-3　中国医薬品の小売末端規模 （2007-2013年）

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
図注：「中国医薬品の小売末端市場規模」は、医薬品の平均小売価格で計算したもので、すべての都市と農村の薬局の小売総額である。
「小売末端」とは、食品薬品監督管理部門が審査・発行した医薬品経営許可証を持ち、かつ薬剤師または薬剤師以上の技術員を配置するすべての都市・農村部の薬局を指す
（但し乙類非処方薬販売の承認のみを得た一般の小売商業企業は含まない）。

図1-3-4　中国医薬品の小売末端市場の地位（2007-2013年）

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
図注：「その他末端」とは、県及び県以上の病院、社区 22（コミュニティ）衛生サービスセンター及びサービス・ステーション、郷・鎮 23（行政区域）の衛生院、村の衛生室と
診療所等の医療機関における医薬品の小売総額を指す。
「小売末端」とは、食品薬品監督管理部門が審査・発行した医薬品経営許可証を持ち、かつ薬剤師または薬剤師以上の技術員を配置するすべての都市・農村部の薬局を指す
（但し乙類非処方薬販売の承認のみを得た一般の小売商業企業は含まない）。

1.3.3　医薬品の小売末端規模
(1)中国の医薬品の小売末端規模（2007-2013年）
CFDA南方医薬経済研究所の中国医薬品小売監視測定

分析システム（RDMシステム）によると、2013年の中国
医薬品の小売末端規模は2,558億人民元で、前年同期比
12.8%の成長、2007-2013年の年平均成長率は15.1%であっ
た（図1-3-3）。

(2)中国の医薬品小売末端市場の地位（2007-2013年）
新医療制度改革、医療保険、新GSP（医薬品品質管理
経営基準）の実施、値下がり等といった政策的要因の影
響を受け、2013年には医薬品市場の販売額全体において
小売末端の占める割合は23.3%に下落し、小売薬局の情
勢は厳しいものとなっている。（図1-3-4）
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図1-3-5 中国医薬品小売市場　製品の構造変化（2007-2013年）

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
図注：「その他」は、日用化学用品等、小売薬局が販売する非医療用品などを含む。

(3)中国の医薬品小売市場の商品構造分析
2013年、医薬品小売市場の売上高における化学医薬品、
漢方製剤及び健康食品類の比率は、それぞれ2012年同時
期より0.53％、0.23％、0.12％下落した。漢方材料、医療
機器及びその他日用化学品類の売上高の比率は、それぞ
れ0.69％、0.13％、0.17％上昇した（図1-3-5）。化学医薬品、
漢方製剤の売上高が下落したのは、主に病院のコスト削
減、「基本医薬品零差率24」政策及び医薬品の値下がりな
どの要素の影響を受けたためだ。
医薬品の政策環境が医療末端25に有利に働き、しかも

小売市場の競争が益々厳しくなる中で、小売薬局は多角

化経営を試みながら、より多くの利益を得ている。多角
化経営の一環として、漢方材料は最も医薬品に近く、一
方で政府による価格コントロールをを受けることも少な
く、比較的利益が高い分野である。それと同時に、漢方
薬の材料の格上昇に伴い、漢方材料も医薬品小売市場の
中で拡大する割合が最も大きい。健康食品は製品の品質
に関するトラブルが絶えず、消費者の信用を得られず、
また国家の監督・管理が強化されている。健康食品市場
が規範化される過程では、多くの苦難を経験すると予想
される。ここ数年健康食品の販売は低迷し、売上高第４
位まで落ち込んでいる。
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1.3.4　小売業界の集中度
(1)医薬品の集中度
（a）チェーン店型薬局総合実力ベスト100

2013年、国薬控股国大薬房有限公司が順位を２
つ上げ、総合実力ベスト100中第１位の栄誉に輝
いた。以下、２位と３位は広東大参林連鎖薬店有
限公司と雲南鴻翔一心堂薬業（集団）股份有限公
司であった。ベスト100中、華東地域の企業が27
企業で、これは前年より２企業減少、華南地域は
前年より１企業増えて20企業となり、西南地域は
前年と同じ13企業、華北地域で名を連ねた企業は
2012年より4企業減少し７企業だった。中南、東

北、西北と華中地域のチェーン店企業数は、それ
ぞれ８企業、９企業、10企業と６企業だった。

（b）薬局店舗数ベスト100（直営店舗数）
直営店舗数ベスト100の薬局チェーンについて、
2013年の店舗総数は55,012店で、全国の薬局総数
の12.68%を占め、前年から0.57ポイント増加して、
集中度がさらに上昇した。直営店舗数ベスト100
の薬局チェーンが擁する直営店の総数は33,406店
で、直営店舗数ベスト100の薬局チェーンの全店
舗数の60.72%を占めた。（表1-3-7）
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表1-3-7　2013年　中国 薬局直営チェーン店舗数ベスト100

順位 ベスト100チェーン店企業名 直営店数 加盟店数 店舗総数

1 雲南鴻翔一心堂薬業（集団）股份有限公司 2,389 0 2,389

2 中国海王星辰連鎖薬店有限公司 2,066 0 2,066

3 重慶和平薬房連鎖有限責任公司 1,820 790 2,610

4 国薬控股国大薬房有限公司 1,599 488 2,087

5 広東大参林連鎖薬店有限公司 1,400 0 1,400

6 重慶桐君閣大薬房連鎖有限責任公司 1,306 7,000 8,306

7 広東省東莞国薬集団有限公司 1,137 0 1,137

8 雲南健之佳健康連鎖店股份有限公司 1,025 0 1,025

9 黒竜江金天医薬集団 809 0 809

10 ハルピン宝豊医薬連鎖有限公司 800 0 800

11 成大方園医薬連鎖投資有限公司 716 169 885

12 益豊大薬房連鎖股份有限公司 660 0 660

13 修正堂連鎖集団 612 1,397 2,009

14 江西黄慶仁桟華氏大薬房有限公司 605 0 605

15 吉林省益和大薬房有限公司 597 0 597

16 吉林大薬房薬業股份有限公司 511 0 511

17 西安怡康医薬連鎖有限責任公司 499 183 682

18 上海華氏大薬房有限公司 451 294 745

19 深圳中聯大薬房控股有限公司 425 0 425

20 山東立健医薬城連鎖有限公司 405 0 405

21 済南漱玉平民大薬房有限公司 398 0 398

22 甘粛衆友健康医薬股份有限公司 392 5 397

23 貴州一樹連鎖薬業有限公司 364 0 364

24 安徽豊原大薬房連鎖有限公司 348 0 348

25 四川徳仁堂医薬連鎖有限公司 331 278 609

26 赤峰栄済堂大薬房連鎖有限公司 330 0 330

27 哈薬集団医薬有限公司（元「人民同泰」） 326 0 326

28 山東燕喜堂医薬連鎖有限公司 320 0 320

29 北京同仁堂連鎖薬店有限責任公司 300 0 300

29 沈陽東北大薬房連鎖有限公司 300 0 300

31 重慶万和薬房連鎖有限公司 291 0 291

32 南京国薬医薬有限公司 283 121 404

33 江西萍郷市昌盛大薬房連鎖有限公司 282 126 408

34 好薬師大薬房連鎖有限公司 280 620 900

34 河南張仲景大薬房股份有限公司 280 0 280

36 湖南懐仁大薬房連鎖有限公司 238 279 517

37 湖北同済堂薬房有限公司 227 4,535 4,762

37 福建惠好四海医薬連鎖有限責任公司 227 56 283

39 肇慶天天邦健医薬連鎖有限公司 224 0 224

40 遼寧天士力大薬房連鎖有限公司 221 82 303

41 新彊普済堂医薬零售連鎖有限公司 210 0 210

42 石家荘新興薬房連鎖有限公司 206 0 206

43 甘粛徳生堂大薬房連鎖経営有限公司 205 0 205

44 中山市中智大薬房連鎖有限公司 200 0 200

44 蘇州健生源医薬連鎖総店 200 0 200

46 湖南養天和大薬房企業集団有限公司 190 642 832

46 海南広安堂薬品超市連鎖経営有限公司 190 15 205

48 湖南千金大薬房連鎖有限公司 185 192 377

49 滁州市百姓縁薬品零售連鎖有限公司 180 0 180

49 深圳市万沢医薬連鎖有限公司 180 0 180

51 四川東升大薬房連鎖有限公司 179 3 182

52 先声再康江蘇薬業有限公司 173 3 176

53 盤錦天益堂大薬房連鎖有限公司 165 0 165

54 広東二天堂大薬房連鎖有限公司 156 56 212
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順位 ベスト100チェーン店企業名 直営店数 加盟店数 店舗総数

54 貴州吉大夫薬房連鎖有限公司 156 46 202

56 浙江瑞人堂医薬連鎖有限公司 152 0 152

57 広西一心医薬集団有限責任公司 149 251 400

58 雲南白薬大薬房有限公司 146 0 146

59 青島医保城薬品連鎖有限公司 140 0 140

60 清遠百姓大薬房医薬連鎖有限公司 139 0 139

61 廊坊市一咲堂医薬零售有限公司 138 0 138

62 常州市恒泰医薬連鎖有限公司 136 0 136

63 新彊康寧医薬連鎖有限公司 130 0 130

64 赤峰人川大薬房連鎖有限公司 129 0 129

65 江西萍郷天順大薬房 124 6 130

66 吉林省永新大薬房連鎖有限公司 123 0 123

67 江蘇大衆医薬連鎖有限公司 122 0 122

68 上海復美益星大薬房連鎖有限公司 121 415 536

69 柳州桂中大薬房連鎖有限責任公司 120 0 120

70 常州中誠医薬連鎖有限公司 118 10 128

71 厦門鷺燕大薬房有限公司 116 0 116

72 天津医薬集団敬一堂連鎖股份有限公司 115 0 115

72 武漢馬応竜大薬房連鎖有限公司 115 0 115

72 山東利民大薬房連鎖有限公司 115 0 115

75 河北華佗薬房連鎖有限公司 112 0 112

76 蘭州恵仁堂薬業連鎖有限責任公司 108 0 108

77 新郷市佐今明大薬房連鎖有限責任公司 105 0 105

78 新彊済康医薬連鎖有限責任公司 104 0 104

79 北京金象大薬房医薬連鎖有限責任公司 103 215 318

79 貴州芝林大薬房零售連鎖有限公司 103 65 168

81 珠海市嘉宝華健康薬房連鎖股份有限公司 101 0 101

82 煙台中医世家医薬連鎖有限公司 95 55 150

83 唐山市唐人医薬商場有限公司 94 0 94

84 重慶市聯誠医薬有限公司 93 0 93

84 温州一正薬房連鎖有限公司 93 0 93

86 重慶鑫斛薬房連鎖有限公司 89 685 774

86 山東益寿堂薬業有限公司 89 0 89

88 湖南九芝堂零售連鎖有限公司 85 75 160

89 黒竜江泰華医薬連鎖銷售有限公司 81 1 82

90 恵州市大川薬業連鎖有限公司 80 555 635

90 深圳市南北医薬有限公司 80 380 460

90 恵州百姓大薬房連鎖有限公司 80 0 80

93 江蘇百佳恵蘇禾大薬房連鎖有限公司 78 0 78

94 広東金康薬房連鎖有限公司 76 20 96

95 浙江滋福堂得心医薬零售連鎖有限公司 72 0 72

96 広東本草薬業連鎖有限公司 70 1,232 1,302

96 寧波彩虹大薬房有限公司 70 0 70

96 咸陽百姓楽大薬房連鎖有限公司 70 0 70

99 河南焦作藍十字医薬連鎖有限公司 69 1 70

100 CAMORE(康顧多 )医薬連鎖 68 260 328

100 陜西衆信医薬超市有限公司 68 0 68

100 陜西省楡林市広済堂医薬科技有限責任公司 68 0 68

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
表注：老百姓大薬房連鎖股份有限公司などの企業は、資本市場の制限またはその他の要素により関連データを積極的に提供しなかったため、ランキングに加わっていない。
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(2)医薬品種類別集中度
（a）化学医薬品市場の集中度

CFDA南方医薬経済研究所広州標点医薬情報有
限公司のRDMシステムによると、2013年、売上
高上位四品目の市場集中度（CR4）は下落から上
昇に転じ、前年同期比1.25ポイント増加の33.61%
であった。（図1-3-6）

上位４種のうち、抗菌薬だけが前年同期比で下落した
が、これは主に抗菌薬を管理する「抗菌薬物臨床応用管
理弁法」が強化された影響による。ここ数年、薬局の多
角的発展と市民の消費水準及び健康意識の向上に伴い、
栄養補助剤の分野が引き続き上昇する傾向を見せ、前年
同期比で0.66ポイント増加している。

（b）漢方製剤の市場集中度
CFDA南方医薬経済研究所広州標点医薬情報
有限公司のRDMシステムによると、2013年、各
種漢方製剤の内、売上高上位４分野の市場集中度
（CR4）は何度も最高値を更新し、前年同期比で0.6
ポイント増加し46.4%となった。（図1-3-7）

生活レベルの向上に伴い、人々の健康に対する意識が
高くなり、漢方製剤中の補益養生類26の販売が継続的に
良好である。販売額のシェアも継続的に上昇している。
サプリメント類はすでに漢方製剤の販売額第２位となっ
ており、前年同期比1.44ポイント増加している。これら
が要因となって漢方製剤市場の集中度は継続的に上昇し
ている。

図1-3-6　化学医薬品売上高上位4品目の市場集中度（CR4）変化状況（2004-2013年）

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

図1-3-7　漢方製剤売上高上位トップ4分野の市場集中度（CR4）変化状況（2004-2013年）

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
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表1-3-8　2013年　感冒薬小売市場ブランドトップ10ランキング

順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア

1 999感冒霊顆粒 三九集団 3.24% 6 連花清瘟膠嚢 河北石家荘以嶺薬業 2.12%

2 太竜双黄連口服液 河南太竜薬業 2.87% 7 白加黒片 拝耳医薬保健
Bayer Healthcare Ltd 2.12%

3 三精双黄連口服液 哈薬集団三精製薬 2.66% 8 感康片 吉林呉太集団 1.36%

4 新康泰克片
中美天津史克製薬
Sino-American Tianjin Smith 
Kline French Laboratories Ltd

2.42% 9 兆康金蓮花膠嚢 河北百善薬業 1.35%

5 泰諾片
上海強生製薬
Johnson & Johnson Ch ina 
(Shanghai) Ltd

2.40% 10
天士力穿心蓮内酯
滴丸 天津天士力製薬 1.28%

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

図1-3-8　2013年風邪薬市場の小売価格指数変化

CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

1.3.5　医薬品小売末端の主要分類別　ブランドトップ
10の分析
CFDA南方医薬経済研究所広州標点医薬情報有限公司

のRDMシステムにより、全国31か所のサンプル都市27

における4500余のサンプル薬局の統計28で得られた結果
によると、中国の主要分類別トップ10のブランド集中度
はそれぞれに特徴があった。具体的な分析は以下の通り
である。なお、以下のデータは全国31か所のサンプル都
市における約4500余のサンプル薬局の調査状況であっ
て、全国の市場全体を反映するものではない。

(1)感冒薬 
感冒薬ブランドトップ10の市場集中度は21.81%であっ

た。その内、外資合弁系ブランド３件、国産ブランド7件
であった。また種類別では、化学医薬品ブランド4件、漢
方製剤ブランド６件であった。（表1-3-8）
2013年、感冒薬の小売価格指数は変動が大きかった
が、下半期には上昇の趨勢を示した。同年度最高月度（１
月）の価格指数と最低月度（６月）の価格指数との差は、
27.92%であった。（図1-3-8）

(2)抗感染症薬
2013年、抗感染症薬ブランドトップ10の市場集中度は
20.38%であった。その内、外資合弁系ブランド３件、国産ブ
ランド７件であった。また成分別では、ペニシリン系ブラン
ド４件、セファロスポリン系ブランド３件、マクロライド系
ブランド２件、抗真菌薬ブランド１件であった。（表1-3-9）
2013年、抗感染症薬の小売価格指数は全体的には上昇
の傾向を示したが、２月度は下落した。同年度最高月度
（12月）の価格指数と最低月度（２月）の価格指数との差
は、37.21%であった。（図1-3-9）

(3)ビタミン剤
ビタミン剤ブランドトップ10の市場集中度は39.81%
であった。外資合弁系ブランドが市場のトップランナー
となり６件を占め、その内拝耳（Bayer）と恵氏（Wyeth）
がそれぞれ２件を占めた。国産ブランドは４件のみで
あった。（表1-3-10）
2013年、ビタミン剤の小売価格指数は上昇の傾向を示
したが、１、２月度の価格は30人民元を下回り、下半期
は緩やかな上昇を示し、12月度に最高値に達した。同年
度最高月度（12月）の価格指数と最低月度（１月）との価
格指数の差は、29.41%であった。（図1-3-10）
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表1-3-9　2013年抗感染症薬小売市場ブランドトップ10ランキング

順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア

1 阿莫仙膠嚢 珠海聯邦製薬 3.04% 6 斯皮仁诺膠嚢 西安楊森製薬
Xi'an Janssen Pharmaceutical Co.Ltd 1.87%

2 天立威分散片 浙江莎普愛恩薬業 2.71% 7 希舒美干混悬剂 輝瑞製薬　Pfi zer, Inc. 1.73%

3 希刻劳干混悬剂 礼来蘇州製薬 2.41% 8 欧健膠嚢 石薬集団 1.67%

4 阿莫西林膠嚢 石薬集団 2.24% 9 阿莫西林膠嚢
昆明貝克諾頓製薬
K u n m i n g  B a k e r  N o r t o n 
Pharmaceutical Co., Ltd

1.48%

5 维宏片 石薬集団 1.91% 10 阿莫西林膠嚢 哈薬集団製薬総廠 1.32%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

図1-3-9　2013年抗感染症薬小売市場の価格指数変化

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-3-10　2013年ビタミン剤小売市場ブランドトップ10ランキング

順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア

1 力度伸片 拝耳医薬保健
Bayer Healthcare Ltd 6.30% 6

天然維生素 E軟膠
嚢 海南養生堂薬業 3.47%

2 善存片 恵氏製薬
Wyeth Pharmaceutical Co.,Ltd 5.98% 7

迪巧咀嚼片
（成人）

美国安士製薬
Aventis Behring Ltd 2.28%

3 伊可新膠嚢 山東達因海洋生物製薬 5.57% 8 倍健維生素C片 広州市佰健生物工程 2.13%

4 愛楽維片 拝耳医薬保健
Bayer Healthcare Ltd 5.31% 9 21金維他 泰諾菲 -安万特製薬

Sanofi -Aventis 2.12%

5 善存銀片 恵氏製薬
Wyeth Pharmaceutical Co.,Ltd 4.71% 10 果維康含片 石薬集団 1.94%

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

図1-3-10　2013年ビタミン剤小売市場の価格指数変化

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
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表1-3-11　2013年胃腸薬小売市場ブランドトップ10ランキング

順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア

1 達喜片 拝耳医薬保健
Bayer Healthcare Ltd 5.07% 6 丁啉片 西安楊森製薬

Xian-Janssen Pharmaceutical, Ltd. 2.89%

2 洛泰克片 阿斯利康製薬
AstraZeneca plc. 4.05% 7 媽咪愛散 北京韓美薬品

Hanmi Pharmaceutical 2.52%

3 耐信腸溶片 阿斯利康製薬
AstraZeneca plc. 3.75% 8 999胃泰顆粒 三九集団 1.89%

4 健胃消食片 江中薬業 3.22% 9 碧生源常润茶 北京澳特舒爾 1.54%

5 藿香正気口服液 太極集団 2.98% 10 思密達散剤 天津博福益普生製薬　IPSEN 1.37%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

図1-3-11　2013年胃腸薬小売市場の価格指数変化

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

(5)心循環・脳循環器用薬（血圧降下剤を含まない）
心循環・脳循環器用薬（血圧降下剤を含まない）ブ

ランドトップ10の市場集中度は37.42%であった。そ
の内、国産ブランドが明らかに優勢で８件を占め、外資
合弁系ブランドは２件のみであった。種類別では、化学
医薬品ブランド３件，漢方製剤ブランド７件であった。
（表1-3-12）
2013年、心循環・脳循環器用薬の小売価格指数は緩や
かな上昇傾向を示し、平均価格は21人民元を突破した。
同年度最高月度（12月）の価格指数と最低月度（２月）の
価格指数との差は、7.19%であった。（図1-3-12）

(6)鎮咳去痰薬
鎮咳去痰薬ブランドトップ10の市場集中度は30.24%
であった。その内、外資合弁系ブランドが６件、国産ブ
ランド４件であった。種類別では、化学医薬品ブランド
4件、漢方製剤ブランド６件であった。液剤が絶対的地
位を占め、錠剤は２件のみであった。（表1-3-13）
2013年、鎮咳去痰薬の小売価格指数はいったん上昇し
た後下落し再度上昇し、８月度が最低値を示した。同年
度最高月度（12月）の価格指数と最低月度（８月）の価格
指数との差は、8.62%であった。（図1-3-13）

(4)胃腸薬
胃腸薬ブランドトップ10の市場集中度は29.30%で

あった。その内、外資合弁系ブランド６件、国産ブラン
ド４件であった。種類別では、化学医薬品ブランド５件、
漢方製剤ブランド３件、健康食品及び生物学的製剤ブ

ランド各１件であった。（表1-3-11）
2013年、胃腸薬の小売価格指数は比較的安定しており、
11月度に最高値に達した。同年度最高月度（11月）の価
格指数と最低月度（２月）の価格指数との差は、8.80%で
あった。（図1-3-11）
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表1-3-12　2013年心循環・脳循環器用薬小売市場ブランドトップ10ランキング

順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
1 復方丹参滴丸 天津天士力製薬 6.86% 6 藿香保心丸 上海和黄薬業 3.21%

2 立普妥片 輝瑞製薬
Pfi zer Pharmaceuticals 6.52% 7 同仁堂安宮牛黄丸 北京同仁堂 2.91%

3 歩長脳心通膠嚢 歩長製薬 4.06% 8 歩長穏心顆粒 歩長製薬 2.53%

4 速効救心丸 天津中新薬業集団 3.33% 9 万爽力片 施維雅（天津）製薬　Servier 2.49%

5 可 片 深圳海玉薬業 3.24% 10 阿楽片 北京嘉林薬業 2.26%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

図1-3-12　2013年心循環器用薬小売市場の価格指数変化

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-3-13　2013年鎮咳去痰薬小売市場　ブランドトップ10ランキング

順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
1 復方丹参滴丸 天津天士力製薬 6.86% 6 藿香保心丸 上海和黄薬業 3.21%

2 立普妥片 輝瑞製薬
Pfi zer Pharmaceuticals 6.52% 7 同仁堂安宮牛黄丸 北京同仁堂 2.91%

3 歩長脳心通膠嚢 歩長製薬 4.06% 8 歩長穏心顆粒 歩長製薬 2.53%

4 速効救心丸 天津中新薬業集団 3.33% 9 万爽力片 施維雅（天津）製薬　Servier 2.49%

5 可 片 深圳海玉薬業 3.24% 10 阿楽片 北京嘉林薬業 2.26%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

図1-3-13　2013年鎮咳去痰薬小売市場の価格指数変化

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
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図1-3-14　2013年皮膚薬小売市場の価格指数変化

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

(7)外用薬
外用薬ブランドトップ10の市場集中度は25.54%で

あった。その内、外資合弁系ブランドは６件で、西安楊
森（Xian－Janssen）が４件を占めた。国産ブランドは
４件であった。トップ10はどれも化学医薬品であった。
（表1-3-14）
2013年、外用薬の小売価格指数はいったん上昇した後

下落し、３-12月度の価格指数はいずれも13人民元以上で
推移した。同年度最高月度（７月）の価格指数と最低月度
（１月）の価格指数との差は、30.86%であった。（図1-3-14）

(8)血圧降下剤
血圧降下剤ブランドトップ10の市場集中度は45.21%

であった。その内、国産ブランドが市場のトップラン
ナーとなっているが、数としては２件のみであった。残
り８件は外資合弁系ブランドであった。錠剤主導の市場

となっており、９件を占める。トップ10はいずれも化学
医薬品であった。（表1-3-15）
2013年、血圧降下剤の小売価格指数の変動幅は小さく、
20～21人民元の間での動きであったが、３月度と９月度の
み下落した。同年度最高月度（12月）の価格指数と最低月
度（１月）の価格指数との差は、3.57%であった。（図1-3-15）

(9)婦人科用薬
婦人科用薬ブランドトップ10の市場集中度は23.26%
であった。その内、国産ブランドが優勢で、外資ブラン
ドは１件のみであった。外用剤と経口剤で二分された。
（表1-3-16）
2013年、婦人科用薬の小売価格指数は緩やかな上昇を
示し、価格は23～25人民元の間で変動した。同年度最高
月度（９月）の価格指数と最低月度（１月）の価格指数と
の差は、3.29%であった。（図1-3-16）

表1-3-14　2013年外用薬小売市場ブランドトップ10ランキング

順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア

1 金達克寧 西安楊森製薬
Xian-Janssen Pharmaceutical, Ltd. 4.13% 6 亮甲擦 哈爾濱楽泰薬業 2.26%

2 百多邦軟膏
中美天津史克製薬
Sino-American Tianjin Smith 
Kline French Laboratories Ltd

3.82% 7 艾洛松軟膏 上海先霊葆雅製薬
Schering-Plough 2.12%

3 康王洗剤 昆明滇紅薬業 3.07% 8 派瑞松乳膏 西安楊森製薬
Xian-Janssen Pharmaceutical, Ltd. 2.11%

4 999皮炎平軟膏 三九集団 2.71% 9 採楽洗剤 西安楊森製薬
Xian-Janssen Pharmaceutical, Ltd. 1.52%

5 克 乳膏 西安楊森製薬
Xian-Janssen Pharmaceutical, Ltd. 2.36% 10 唯達寧噴剤 吉林修正薬業集団 1.43%

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
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表1-3-15　2013年血圧降下剤小売市場ブランドトップ10ランキング

順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
1 施慧達片 施慧達薬業集団 6.53% 6 北京降 0号片 北京双鶴薬業 4.49%

2 絡活喜片 輝瑞製薬
Pfi zer Pharmaceuticals 6.36% 7 安博維片 泰諾菲 -安万特集団

Sanofi -Aventis 3.33%

3 拝新同片 拝耳医薬保健
Bayer Healthcare Ltd 6.10% 8 倍他楽克片 阿斯利康製薬　

AstraZeneca plc. 2.60%

4 波依定片 阿斯利康製薬　AstraZeneca plc. 5.76% 9 科泰亜片
杭州黙沙東製薬
Hangzhou Moshadong
Pharmaceutical Co., Ltd.

2.60%

5 代文 北京諾華製薬
Beijing Novartis Pharma Ltd. 4.85% 10 洛汀新片 北京諾華製薬

Beijing Novartis Pharma Ltd.） 2.59%

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

図1-3-15　2013年血圧降下剤小売市場の価格指数変化

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-3-16　2013年婦人科用薬小売市場ブランドトップ10ランキング

順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
1 潔爾陰洗液 四川恩威製薬 4.40% 6 静心助眠口服液 深圳太太薬業 1.87%

2 達克寧陰道軟膠嚢 西安楊森製薬
Xian-Janssen Pharmaceutical, Ltd. 3.39% 7 桂枝茯苓膠嚢 江蘇康縁薬業 1.68%

3 気血和膠嚢 陝西摩美得製薬 2.96% 8 消窦栓 通化通薬製薬集団 1.64%

4 婦科千金膠嚢 株洲千金薬業 2.17% 9 宝麗婷陰道片 浙江仙琚製薬 1.56%

5 保 康栓 海南碧凱薬業 2.14% 10 仲景逍遙丸 河南宛西製薬 1.44%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

図1-3-16　2013年婦人科用薬小売市場の価格指数変化

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
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1.3.6　医薬品販売業界の発展
(1)医薬品小売業界の集中度が上昇
2010年の全国人民代表大会及び中国人民政治協商会議

（以下「両会」という）の開催期間中、「医薬品流通業界の
管理を強化し、急速な発展を促進する」方針が提案され
た。一連の施策により、ⅰ「薬局開設の距離制限」を撤廃
する一方で、その他の参入条件を引き上げ、レベルの低
い企業の淘汰を促し、市場競争を活発化させる、ⅱ「薬
局の等級管理基準」を制定し、医薬品小売業界の大規模
な発展を促進する、ⅲ、関連政策の策定、院外処方の奨
励を進めることで、新医療制度改革における小売薬局の
役割を強化する、ⅳ「小売薬局経営サービス規範」を制
定し、医薬品小売業界の拡大と強化を促進する、として
いる。この提案は医薬品小売業界を十分に調査した上で
なされたもので、多くの医薬品小売企業、特にチェーン
店の声を代表している。

(2)多様化発展の道
多くの業界関係者は、薬局が価格競争の悪夢から脱出
し、健全な競争を行うために、多様化発展の道へ進むべ
きことを明確に認識している。2010年の両会期間中に提
案された「小売薬局経営サービス規範」は、「薬局は健康
サービスを強化し、健康管理センターの地位を勝ち取る
べきである」とする。上記規範が提案する内容は以下の
とおりである：健康管理センターは、患者と半健康状態
の人々に対する服薬指導、食事及びヘルスケア、リハビ
リテーション、健康管理など、一連のサービスを組織的
に提供でき、また服薬履歴などを管理できる薬局である。
健康管理を受けている人々が抱える健康リスクを全面的
に管理し、個別の健康管理計画を作成し、さらに一連の
健康改善プロセスをサポートする。個人の健康状態や体
質に応じた健康管理基準及び計画によって、各種の資源
を有効活用し、会員の健康管理意識を高め、健康状態を
改善・回復し、心身の健康維持を図ることができる。ま

図1-3-17　2013年口腔用薬小売市場の価格指数変化

出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-3-17　2013年口腔用薬小売市場ブランドトップ10ランキング

順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
順
位 品名 生産メーカー 市場

シェア
1 金嗓子喉片 広西金嗓子薬業 7.03% 6 泰片 北京華泰製薬 2.34%

2 慢厳舒寧清喉利咽顆粒 桂竜薬業 4.95% 7 黄氏響声丸 無錫済民可信山楽薬業 2.15%

3 藍苓口服液 江蘇揚子江薬業 3.43% 8 京都念慈庵枇杷糖 京都念慈庵総廠 2.14%

4 三金桂林西瓜霜噴剤 桂林三金薬業 3.31% 9 三金西瓜霜清咽含片 桂林三金薬業 1.81%

5 江中 方草珊瑚含片 江中薬業 3.10% 10 意可貼 深圳太太薬業（中港合資企業） 1.72%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

(10)口腔用薬
口腔用薬ブランドトップ10の市場集中度は31.98%で

あった。その内、国産ブランドが全体的に優勢で、外資
合弁系ブランドは1件のみであった。漢方製剤ブランド
が優勢で合計７件、化学医薬品ブランド２件，健康食品
ブランド１件であった。（表1-3-17）

2013年、口腔用薬の小売価格指数は上昇の趨勢を示し、
８月度・９月度は小幅ながら下落し、12月は徐々に上昇
し最高値を示した。同年度最高月度（12月）の価格指数
と最低月度（１月）の価格指数との差は、10.19%であっ
た。（図1-3-17）
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た、専門薬局として、無料のカルシウム量検査、ヘルス
ケアサービス、理学療法、骨密度測定サービスや健康指
導講座などを展開する。
一部の有名な小売企業はすでに多様化発展の道を模索

している。例えば、薬局チェーンの「海王星辰」は、専門
型薬局、「社区便利型」（地域密着型）薬局、ヘルスケア・
スキンケア薬局を相次いで設置し、上海華氏大薬房は、ロ
レアルグループと提携して薬局内にメディカルスキンケ
ア相談コーナーを設置し、消費者に肌質チェックや専門家
によるアドバイスなどのサービスを提供している。このよ
うな多様化の動きは、業界に大きな影響を与えている。

(3)専門化発展の道
中国国内においても、専門性の高い薬局サービスへの

ニーズが増加傾向にある。2008年、衛生部は全国を対象
とする第四回国家衛生サービス調査を実施した。調査結
果より、調査地域の住民総数に対する慢性疾患患者の割
合（症例数で計算）は20.0％（都市部では28.3％、農村部
では17.1％）、2003年の調査に比べ4.9％増加した。この
データに基づき推計した2008年の全国総症例数は2.6億
件で、2003年の調査時から0.6億件の増加となった。慢
性疾患の患者は薬局で医薬品を購入する割合が高く、し
かも慢性疾患の患者の多くは高齢者である。高齢者は、
健康や医薬品に関する知識へのニーズが他の年齢層より
大幅に高く、ファーマシューティカルケア（薬剤師によ
る医療ケア）へのニーズはとりわけ高い。
また、同調査では、調査地域の住民が医療サービスを

受ける割合が低下したことも分かった。発病後２週間以
内の未受診率は38％であり、2003年より6％減少してい
る。未受診者の70％は薬局で医薬品を購入し自身で治療
する方法を取っている。
この結果に相反し、中国国民の健康に関する知識レベ
ルは低下傾向にある。2009年12月18日、衛生部は初めて
国民の健康に関する知識について調査を行ったが、その
結果、質問項目全てに正解したのはわずか6.48％だった。
正解率が20％以下の６項目のうち、２項目は薬品の使用
に関する項目で、鎮痛剤の正しい理解（正解率13.95％）、
添付文書に関する知識（正解率18.70％）であった。
健康に関する正しい知識が著しく不足しているにも関

わらず、多くの国民が薬局で医薬品を購入し、専門家に
頼らず自ら健康管理を行っているため、当然のごとく、
医薬品の安全性の問題が日増しに顕著になっている。医
薬品小売業界の第一線で働く薬剤師からも、医薬品の服
用回数過多、危険な医薬品の併用、処方箋の不備、処方箋
医薬品の過量投与など、業務中に発見した様々な不適切
な医薬品の服薬状況とその危険性が報告されている。従
い、OTC医薬品販売の際に患者の状態や現在の症状など
に基づき、専門的な観点から適切な医薬品を選択し、医
薬品の特徴と機能を詳しく説明すること、また処方箋医
薬品の販売の際に医薬品の安全な使用方法と注意事項を
丁寧に説明すること、更に慢性疾患・医薬品の使用方法

の知識・血圧や血糖値の測定など周辺サービスを提供す
ることができれば、消費者のニーズを満足させるだけで
なく、ファーマシューティカルケアにより消費者との距
離を縮めることができる。これは医薬品の販売に資する
だけでなく、サービス競争を通じて市場と消費者から承
認を勝ち取り、激しい市場競争の中で確固たる地位を築
くことにつながる。

(4)学校と企業が連携し、ファーマシューティカルケア
の実務型人材を育成する
薬局従業員の専門性は全体的に低く、知識体系に不備
があり、専門的なサービスの能力が不足しているため、
ファーマシューティカルケアの発展ニーズに対応できて
いないという問題がある。
その根本的な原因は、中国の薬学教育体系における科
目設置の深刻なアンバランスにある。薬品の研究・開発・
生産を主とする薬学理科29、薬学工科30、薬学ビジネス企
業管理など、生産技術科目と経営管理科目のみが重視さ
れており、ファーマシューティカルケアに関する専門科
目が少ない。
病院や薬局で勤務する薬剤師は、ファーマシューティ

カルケアに関する教育をほとんど受けておらず、かかる
ニーズを満足させることができない。伝統的な薬学専門
課程は医薬品を中心に置くもので、化学・実験・技術を
重視する一方、医学・実践・人間を軽視する等、多くの問
題を抱えている。このような課程で学んだ卒業生は、臨床
知識に乏しく、医薬品服薬に関する指導力やコミュニケー
ション能力が不足し、消費者に対する関心が薄く、ファー
マシューティカルケアのニーズに対応できないのである。
医薬品小売企業の巨大な発展規模と人的資源の現状、
及び薬学の高等職業学校の教育の規模に鑑み、短期間で
薬品小売業界の人材のレベルを上げるために比較的現
実的で有効な手法は、高等職業学校と医薬品小売企業と
の間に提携の関係を築き、相互に信頼しあうパートナー
シップを構築し、医薬品小売企業の薬学人材の需要に
基づき、学校が必要なカリキュラムを設置し、ファーマ
シューティカルケア人材を育成することと考えられる。
高等職業学校は合理的な手法により、医薬品小売企
業の専門資格及び能力ニーズについて調査研究・分析
を行い、新しいカリキュラムを開発し、学生のファーマ
シューティカルケア能力向上に努める必要がある。ま
た、教育改革の過程において、教材の編纂、教員の配置、
教室での教育など多くの側面において学校と企業は連携
すべきであり、教育、学習、実践の間に有機的つながり
を持たせるべきである。

1.4　医療用医薬品（処方箋薬）市場の動向（薬効群、各
医薬品の動向など）
1.4.1　中国医薬品の医療末端市場規模（2007-2013年）
2003年以降、医薬品の医療末端市場31規模は、年10%
以上のスピードで成長している。2009年から2011年ま
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では、新医療制度改革推進の影響により、市場規模の成
長率はいずれも20％以上を保った。2011年、「抗菌薬物
臨床応用分級管理弁法（討論稿）」が発表され、また医薬
品の価格制限政策が強化されたことにより、医療末端市
場規模の成長は鈍化し、2012年の成長率は20％以下とな
り、市場規模は7,287億人民元となった。

2013年、医薬品の価格下落や、反商業賄賂そして新
GMPなどの影響を受け、中国の医療末端市場規模は引き
続き増加の傾向を示したがそのスピードは鈍化した。医
薬品の医療末端市場全体規模は8,427億人民元に達し、
前年同期比で15.64%増加した。（図1-4-1）

1.4.2　中国病院末端市場における化学医薬品と漢方薬
それぞれの市場占有状況
(1)中国の病院末端市場における各化学医薬品の市場
シェア（2007-2013年）
国民の生活水準と健康意識の向上、そして新たな医療

技術の発展に伴い、国民の受診率も向上し、医薬品市場
に繁栄をもたらしている。中国の病院末端市場32におい
ては、化学医薬品の市場が一定の成長を見せており、疾
患スペクトラムと薬剤服用習慣の変化に伴い、各種薬剤
の市場ポジションにも一連の変化が見られる。
中国の病院末端市場における化学医薬品の使用状況

を種類別に見ると、抗腫瘍剤及び免疫調節剤の市場ポジ
ションは常に上昇を続け、2012年には初めて第１位と
なった。2013年、当該医薬品の市場シェアは対前年比で
0.7％上昇し、18.86％に達している。
病院末端市場における最も顕著な変化は、全身性の抗

感染症薬の市場ポジションの低下傾向である。抗生物質
の乱用に対する問題意識の向上、抗生物質の値下げ政策、
並びに「抗生物質臨床応用分級管理弁法」施行の影響に
より、市場における当該医薬品のシェアは低下を続け、
2013年は15.31％で、2007年から９％、対前年比で1.32％
の低下となっている（表1-4-1）。2012年には下落幅がや
や縮小したものの、抗感染症薬市場は依然として中止す

べき状況にある。
心血管治療薬の市場シェア及び消化器系治療・代謝
系治療薬の市場シェアも低下傾向にある。2013年の両
者の市場シェアは、それぞれ14.47％、14.11％であった。
この2種類の医薬品の治療領域においては漢方薬が好
調であることから、漢方薬との市場競争によって、心血
管治療薬と消化器系治療薬及び代謝系治療薬の売上増
にブレーキがかかり、市場シェアが低下していると見
られる。
2013年、病院での化学医薬品のトップ10の市場集中度
は10.70%で、前年の10.62%より0.07ポイント増加した。
この内、血液・造血系薬と心臓血管系薬が３件、神経系
薬が２件、抗腫瘍及び免疫調節剤と神経系薬がそれぞれ
1件であった。
前年と比べて、新しくトップ10に入ったものは、胸
腺五肽（ペンタプチド）、蘭索拉唑（ランソプラゾール）、
奥拉西坦（オキシラセタム）であった。トップ10落ちし
たものは、紫杉醇（パクリタキセル）、多西他賽（ドセタ
キセル）、奥美拉唑（オメプラゾール）であった。トップ
5位までは変化がなかった。胸腺五肽（ペンタプチド）
は前年の11位から６位へ上昇し、磷酸肌酸（クレアチ
ニンリン酸ニナトリウム）は８位から７位へ上昇、蘭索
拉唑（ランソプラゾール）は12位から８位へ上昇、奥拉

図1-4-1　中国医薬品の医療末端市場規模（単位：億人民元）（2007-2013年）

出典：CFDA南方医薬経済研究所「中国医薬品病院調査分析システム（HDM）」(2014)
図注：本データは、各等級の公立病院、社区衛生サービスセンター（施設）、衛生院などすべての公立医療機関を含むが、都市農村部の各種薬局を含まない。
「病院」：衛生行政部門により決定された等級（一、二、三級）と、医療機構審議委員によって決定されたランク（甲、乙、丙など）があり、国有または集団所有の公立病院を
指す。総合病院、漢方医学病院、中西医学結合病院（漢方医学と西洋医学を共に取り扱う病院）、民族病院、各種専門病院、護理院（患者に長期医療養護、リハビリ促進、ター
ミナルケアなどのサービスを提供する医療機関）並びに母子保健センターを含む。専門疾病予防治療センター、老人ホームならびに非国有・非集団所有の病院は含まない。
「基層医療機関」：社区衛生サービスセンター（施設）、街道衛生院、郷・鎮の衛生院を含む。外来診療部門、私立の診療所と村の衛生室は含まない。
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西坦（オキシラセタム）は13位から10位へ上昇、阿託
伐他汀則（アトルバスタチン）は前年の7位から９位に
下がった。
2013年、トップ10の内、塩化ナトリウム注射液の市場

シェア増加が最も速く、1.37％で、0.1ポイントの増加と

なった。胸腺五肽（ペンタプチド）がそれに続き、0.99%
で0.09ポイントの増加、順位は前年より5位上昇した。
阿託伐他汀則（アトルバスタチンのシェアの下落が最も
速く、0.98%から0.90%へと下落し0.09ポイントの減少、
順位を２ランク下げた（表1-4-2）。

表1-4-1　中国病院末端市場　化学医薬品及び漢方製剤分野別シェア（2007-2013年）
分野 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

抗腫瘍及び免疫調節剤 16.70% 17.40% 17.72% 17.10% 18.36% 18.16% 18.86%

全身性抗感染薬 24.50% 24.04% 23.94% 23.10% 18.89% 16.63% 15.31%

心血管系薬 13.30% 13.39% 13.34% 13.41% 13.39% 14.69% 14.47%

消化器系及び代謝系薬 12.50% 12.52% 12.67% 12.75% 13.46% 14.15% 14.11%

血液・造血系薬 12.10% 10.95% 10.59% 11.04% 11.60% 11.53% 11.76%

神経系薬 7.80% 8.53% 8.68% 9.16% 10.00% 10.52% 10.89%

骨格・筋肉系薬 2.60% 2.83% 2.89% 3.10% 3.46% 3.40% 3.37%

呼吸系薬 2.60% 2.52% 2.57% 2.75% 2.71% 3.08% 3.14%

全身性ホルモン類製剤
（性ホルモンを含まない） 1.80% 1.84% 1.88% 1.83% 1.95% 1.80% 1.92%

生殖泌尿系と
性ホルモン薬 1.40% 1.30% 1.27% 1.26% 1.32% 1.41% 1.40%

皮膚病用薬 0.80% 0.76% 0.66% 0.64% 1.11% 0.73% 0.68%

感覚系薬 0.60% 0.57% 0.52% 0.51% 0.69% 0.51% 0.76%

抗寄生虫、殺虫剤と
駆虫剤 0.10% 0.08% 0.09% 0.10% 0.09% 0.11% 0.10%

原薬及び直接人体に
作用しない薬 0.10% 0.04% 0.03% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01%

その他 3.10% 3.22% 3.15% 3.22% 2.96% 3.26% 3.22%

総計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-4-2　中国病院末端市場　化学医薬品販売額トップ10シェア（2013年）

2013年
順位

2012年
順位 一般名 治療領域 2013年シェア 2012年シェア

1 1 塩化ナトリウム 血液及び造血器系に作用する薬 1.37％ 1.27％

2 2 神経節モノグリセリド 神経系に作用する薬物 1.30％ 1.25％

3 3 ヒト血清アルブミン 血液及び造血器系に作用する薬 1.16％ 1.14％

4 4 クロピドグレル硫酸塩 血液及び造血器系に作用する薬 1.13％ 1.09％

5 5 アルプロスタジル 心血管系に作用する薬物 1.09％ 1.09％

6 11 チモペンチン 抗腫瘍薬及び免疫抑制剤 0.99％ 0.89％

7 9 クレアチンリン酸 心血管系に作用する薬物 0.98％ 0.93％

8 12 ランソプラゾール 消化器系及び代謝系に作用する薬 0.90％ 0.89％

9 7 アトルバスタチン 心血管系に作用する薬物 0.90％ 0.98％

10 13 オキシラセタム 神経系に作用する薬物 0.89％ 0.83％
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

(2)中国病院末端市場の漢方製剤の分野別シェア（2007-
2013年）
心臓・脳・血管系疾患はその多くが長期にわたる慢性

疾患であり、漢方製剤が独自の優位性を持つ。したがっ
て、心臓・脳・血管系疾患の漢方製剤は漢方製剤の病院
市場において重要な地位を占めている。この分野はここ
3年でシェアをやや下げており、2013年は35.78%で、前

年より0.54ポイント下落した。
腫瘍は難治療疾患であるが、化学医薬品は治療上副作
用が大きく、治療効果がはっきりしないなどの欠点があ
るため、バイオ医薬品と漢方製剤が重要な働きをする。
腫瘍漢方製剤の2013年の市場シェアは16.02%で、前年
より0.67ポイント増加した。
呼吸器系は人体の各系統のなかで外界環境との接触
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が最も多く、最近では大気汚染や喫煙、高齢化等の影響
により、疾患発症率が高く、この領域の市場成長を促し
ている。呼吸器系疾患用薬では咳止め、喘息発作止め関
係が強く、中国病院市場では漢方製剤分野が通年でトッ
プ3位を保っている。2013年の呼吸器系疾患用医薬品
の市場シェアは12.13%で、前年より0.42ポイント増加
した。
2013年の消化器系と泌尿器系の漢方製剤は病院市

場で上昇傾向を示し、市場シェアはそれぞれ6.35%と
5.20%で、昨年比0.12ポイントと0.18ポイントの増加
であった（表1-4-3）。

2013年、病院市場漢方製剤のトップ10の市場集中度
は16.95%で、前年の16.26%から0.69ポイント増加した。
この内全てが漢方製剤の注射剤で、トップ10の内心臓・

脳・血管系疾患用薬が７件を占め、抗腫瘍薬が2件、呼
吸器系疾患用薬が１件であった。
前年と比べて、トップ10の内容に変化はなかったが、
市場シェアとランキングに変化が見られた。トップ２は
変化なく、丹参多酚酸塩注射液は前年の９位から３位へ
と大きく上がった。喜炎平注射液の順位は変化なし、疎
血通注射液は前年の３位から５位へ下落した。紅花黄
色素注射液は10位から６位へ上昇、その他は変化なく、
ランキングもそれに応じて下落した。
2013年、トップ10の内、丹参多酚酸盐注射液の市場

シェア増加が最も速く、1.26%から1.95%へと、0.68ポイン
トの増加で６位から３位へと上昇した。銀杏葉注射液の
市場シェア下落が最も大きく、2.98％から2.65%へと下
落したが、全体には１位を保った（表1-4-4）。

表1-4-3　中国病院末端市場　漢方製剤分野別シェア（2007-2013年）
分類 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

心臓・脳・血管系疾患用薬 37.34% 37.42% 37.40% 37.71% 37.12% 36.32% 35.78%

抗腫瘍用薬 15.41% 15.94% 16.02% 15.93% 15.23% 15.35% 16.02%

呼吸系疾患用薬 11.36% 11.15% 11.51% 10.95% 10.88% 11.715 12.13%

筋肉骨格系疾患用薬 8.11% 8.29% 7.92% 8.28% 9.19% 8.71% 8.19%

消化系疾患用薬 6.97% 6.47% 6.31% 6.19% 6.17% 6.23% 6.35%

泌尿系疾患用薬 4.16% 4.28% 4.30% 4.41% 4.90% 5.02% 5.20%

婦人科用薬 5.16% 5.49% 5.39% 5.30% 5.21% 5.45% 5.18%

神経系疾患用薬 3.53% 3.26% 3.41% 3.48% 3.70% 3.70% 3.74%

耳鼻咽喉科用薬 2.76% 2.47% 2.42% 2.52% 2.62% 2.60% 2.49%

皮膚科用薬 1.68% 1.72% 1.80% 1.91% 1.86% 1.79% 1.81%

補気補血類用薬 1.27% 1．25% 1.26% 1.31% 1.35% 1.41% 1.41%

小児科用薬 0.86% 0.82% 1.00% 1.06% 0.91% 0.96% 0.98%

その他用薬 1.41% 1.44% 1.27% 0.95% 0.88% 0.75% 0.72%

総計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-4-4　中国病院末端市場　漢方製剤販売額トップ10シェア（2013年）

2013年
順位

2012年
順位 一般名 治療領域 2013年シェア 2012年シェア

1 1 銀杏葉注射液 心臓・脳・血管系疾患用薬 2.65% 2.98%

2 2 康艾注射液 抗腫瘍薬 2.04% 1.89%

3 9 丹参多酚酸塩注射液 心臓・脳・血管系疾患用薬 1.95% 1.26%

4 4 喜炎平注射液 呼吸系疾患用薬 1.75% 1.55%

5 3 疎血通注射液 心臓・脳・血管系疾患用薬 1.55% 1.64%

6 10 紅花黄色素注射液 心臓・脳・血管系疾患用薬 1.53% 1.25%

7 5 丹紅注射液 心臓・脳・血管系疾患用薬 1.52% 1.50%

8 6 丹参川芎嗪注射液 心臓・脳・血管系疾患用薬 1.39% 1.42％

9 7 参芪扶正注射液 抗腫瘍薬 1.32% 1.39%

10 8 醒脳静注射液 心臓・脳・血管系疾患用薬 1.26% 1.38%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
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1.4.3　薬効群の状況
(1)中国の病院末端市場の化学医薬品分野別トップ10の分析
（a）抗腫瘍剤と免疫調節剤

2013年、抗腫瘍剤と免疫調節剤トップ10の市場
集中度は34.61％で、前年の36.39%より1.78ポイン
ト増加した。
2012年10月に国家発展改革委員会が「抗腫瘍、

免疫調整及び血液系統類等医薬品価格の調整なら
びに関連問題についての通知」を公布し、一部の
高額抗腫瘍剤の最高販売価格に対して値下げの調
整を行った。平均下落幅は17%に達した。この政
策の影響を受け、この2年ほどは抗腫瘍剤と免疫
調節剤の順位に調整が入った。新しくトップ10入
りしたものは替吉奥（テガフール）、トップ10落ち
したものとしては、嗎替麦考酚酯（ミコフェノー
ル酸モフェチル）がある。胸腺五肽（ペンタプチ
ド）は3位から1位へ上昇、紫杉醇（パクリタキセ
ル）は2位、多西他賽（ドセタキセル）の市場シェ
アは引き続き3位へと下落した。
トップ10の内、胸腺五肽（ペンタプチド）の市

場シェア拡大スピードが最も速く、2012年の4.84%
から2013年は5.38%へと、0.54ポイントの増加で
あった。胸腺肽α1（サイモシンα1）の市場シェ

アの下落が最も大きく、前年より1.12ポイントの
減少で2.82%となった（表1-4-5）。

（b）全身用抗感染薬
2013年、全身性抗感染薬トップ10の市場集中

度は32.99％で、前年の33.53%より0.54ポイント
減少した。新しくトップ10入りしたものは亜胺培
南／西司他丁（イミペネム／シラスタチン）、トッ
プ10落ちしたものとしては頭孢孟多（セファマン
ドール）があった。恩替卡韋（エンテカビル）は１
位で、これはトップ10中唯一のウイルス薬であっ
た。このほかに、抗真菌薬伏立康唑（ボリコナゾー
ル）も前年の5位から3位へ上昇した。この2つの
医薬品の動きは、「限抗令」（「抗菌薬物臨床応用管
理弁法」）により、抗肝炎ウイルス薬、抗真菌薬など
の市場地位が明らかに上昇したことを示している。
トップ10の内、恩替卡韋（エンテカビル）の市
場シェアの増加が最も速く、2012年の3.65%から
2013年には4.60%へ、0.95ポイント増加して、4位
から1位へ上昇した。哌拉西林／三唑巴坦（ピペ
ラシリン・タゾバクタム）の市場シェアの下落が
最も大きく、2012年の 4.91%から 3.42%で、1.49
ポイントの減少となった（表1-4-6）。

表1-4-5　病院末端市場　抗腫瘍薬及び免疫調節剤販売額トップ10シェア（2013年）

2013年
順位

2012年
順位 一般名 治療領域 2013年シェア 2012年シェア

1 3 ペンタプチド 5.38％ 4.84％ 2.98%

2 1 パクリタキセル 4.85％ 5.35％ 1.89%

3 2 ドセタキセル 4.42％ 4.95％ 1.26%

4 5 ペメトレキセド 3.70％ 3.23％ 1.55%

5 6
遺伝子組換えヒト顆粒球
コロニー刺激因子 3.05％ 3.23％ 1.64%

6 7 オキサリプラチン 2.83％ 3.11％ 1.25%

7 4 チモシンα1 2.82％ 3.94％ 1.50%

8 12 テガフール 2.60％ 2.27％ 1.42％
9 8 カペシタビン 2.52％ 2.67％ 1.39%

10 9 タクロリムス 2.44％ 2.57％ 1.38%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-4-6　病院末端市場　全身用抗感染薬販売額トップ10シェア（2013年）

2013年
順位

2012年
順位 一般名 治療領域 2013年シェア 2012年シェア

1 4 エンテカビル 4.60％ 3.65％ 2.98%

2 3 メロペネム 4.08％ 3.75％ 1.89%

3 5 ボリコナゾール 3.74％ 3.21％ 1.26%

4 2 レポフロキサシン 3.64％ 3.76％ 1.55%

5 1 タゾバクタム /ピペラシリン 3.42％ 4.91％ 1.64%

6 6 モキシフロキサシン 2.90％ 3.17％ 1.25%

7 10 セフォペラゾン /スルバクタム 2.88％ 2.52％ 1.50%

8 12 イミペネム /シラスタチン 2.59％ 2.37％ 1.42％
9 9 セフォチアム 2.58％ 2.72％ 1.39%

10 8 Cefathiamidine 2.55％ 2.80％ 1.38%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
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（c）心血管系薬
2013年、心血管系薬トップ10の市場集中度は

45.11％で、基本的に前年比横ばいを示した。2012
年及び2013年において市場シェアが最大のもの
は、いずれも８％未満であった。
新しくトップ10入りしたものは瑞舒伐他汀（ロ

スバスタチン）と川芎嗪（リグストラジン）で、
トップ10落ちしたものとしては硝苯地平（ニフェ
ジピン）、厄貝沙坦（イルベサルタン）があった。
前列地爾（アルプロスタジル）は2010年から連

続４年首位にランクされ、2013年の市場シェアは
上昇し、８％に近づいた。
トップ10の内、瑞舒伐他汀（ロスバスタチン）

の市場シェアの増加が最も速く、2012年の1.93%
から2013年には2.80%へ、0.87ポイント増加して、
13位から７位へ上昇した。缬沙坦（バルサルタン）
の市場シェアの減少が最も速く、2012年の3.36%
から2013年の2.74%へと0.62ポイント減少し、６
位から８位となった（表1-4-7）。

（d）消化器系薬
2013 年、消化器系薬トップ 10 市場集中度は

39.77％で、前年の41.89%より2.12ポイント減少
した。前年と比較して、新しくトップ10入りし
たものは核糖核酸（リボ核酸）で、トップ10落ち
したものとしては多烯磷脂酰胆堿（ポリエンホ
スファチジルコリン）があった。蘭索拉唑（ラン
ソプラゾール）の市場シェアは引き続き増加し、
2010年の32位から2011年には８位と大幅に上昇、
2012年には２位、2013年にはついに１位となり、
6.38%の市場シェアで、昨年より0.16ポイント増
加した。
2013年トップ10の内、埃索美拉唑（エソメプ

ラゾール）の市場シェアの増加が最も速く、0.6ポ
イントの増加で3.76%だった。また順位も2012年
の８位から2013年は６位へ上昇した。奥美拉唑

（オメプラゾール）の市場シェアの下落が最も速
く、2012年の7.03%から2013年の5.19%へと1.85
ポイント減少し、1位から2位となった（表1-4-8）。

表1-4-8　病院末端市場　消化器系に作用する医薬品販売額トップ10シェア（2013年）

2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 2 ランソプラゾール 6.38％ 6.22％

2 1 オメプラゾール 5.19％ 7.03％

3 3 パントプラゾール 5.08％ 5.41％

4 4 アカルボース 3.92％ 4.00％

5 5 脂溶性ビタミン 3.79％ 3.80％

6 8 エソメプラゾール 3.76％ 3.16％

7 7 L-カルニチン 3.43％ 3.27％

8 6 トロピセトロン 3.33％ 3.34％

9 9 Magnesium isoglycyrrhizinate 2.52％ 2.94％

10 14 RNA 2.35％ 1.85％
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-4-7　病院末端市場　心血管系に作用する医薬品販売額トップ10シェア（2013年）

2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 1 アルプロスタジル 7.93％ 7.89％

2 3 クレアチンリン酸 7.14％ 6.75％

3 2 アトルバスタチン 6.54％ 7.13％

4 4
コエンザイム
コンプレックス 5.43％ 5.59％

5 5 インベルターゼ 4.29％ 3.97％

6 7 アムロジピン 3.34％ 3.24％

7 13 ロスバスタチン 2.80％ 1.93％

8 6 バルサルタン 2.74％ 3.36％

9 11 テトラメチルピラジン 2.54％ 2.04％

10 8 シネパジド 2.37％ 2.56％
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
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（e）血液・造血系薬
2013年、血液・造血系薬のトップ10の市場集中
度は64.40％で、前年の60.01%より4.39ポイント
増加した。2012年及び2013年までの市場シェア
最大のものは、いずれも12％未満であった。
前年と比較して、新しくトップ10入りしたも

のは脳苷肌肽（cattle enceplalon glycoside and 
ignotin）で、トップ10落ちしたものとしては羟乙
基澱粉（ヒドロキシエチルデンプン）があった。
塩化ナトリウムは水、塩、電解質及び酸塩基平衡
を調整する一般基礎輸液で、幅広い応用基礎を持
ち、価格も安い。そのため病院における投与量が
非常に多く、血液・造血系薬で最も売れ行きのよ
い薬となっている。
2013年トップ10の内、アミノ酸化合物の市場

シェア増加が最も速く、2012年の4.37％から2013
年は6.60％と、2.22ポイントの増加だった。また
順位も2012年の７位から2013年は４位へ上昇し
た。N（2）-L-丙氨酰 -L-穀氨酰胺（N（2）-L-alanyl-
L-glutamine Injection）の市場シェアの減少が最

も速く、2012年の5.02%から2012年の4.56%へと0.46
ポイント減少し、2012年４位から、2013年は７位
になった（表1-4-9）。

（f）神経系薬
2013 年、神経系薬トップ 10 の市場集中度は

54.53％で、前年の55.32%より0.79ポイント減少
した。2012年及び2013年、市場シェア最大の神経
節苷酯（ガングリオシド）はいずれも12％を超え、
２位を約４ポイント離している。
前年と比較して、トップ10に変化はなく、市場
シェアとランキングのみに変化があった。エダラ
ボンとマウス神経成長因子は順位が入れ替わり、
デゾシンは前年の10位から８位へ上昇、その他
の順序に大きな変化はなかった。トップ10の内、
デゾシンの市場シェアの増加が最も速く、2012年
2.42％から 2013年 3.39％と、0.97ポイント増加
した。マウス神経成長因子の市場シェアの減少が
最も速く、0.59ポイントの減少で６位に下落した
（表1-4-10）。

表1-4-10　病院末端市場　神経系に作用する医薬品販売額トップ10シェア（2013年）

2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 1 ガングリオシド 12.50％ 12.83％

2 2 オキシラセタム 8.59％ 8.48％

3 3 幼牛血液抽出物 7.23％ 7.255

4 5 エダラボン 5.05％ 4.95％

5 4 マウス神経成長因子 4.41％ 5.00％

6 6 プロポフォール 4.05％ 4.47％

7 7 ビンポセチン 3.83％ 4.17％

8 10 デゾシン 3.39％ 2.42％

9 9 オランザピン 2.79％ 2.85％

10 8 セボフルラン 2.70％ 2.92％
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-4-9　病院末端市場　血液及び造血器系に作用する医薬品販売額トップ10シェア（2013年）

2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 1 塩化ナトリウム 11.65％ 10.77％

2 2 ヒト血清アルブミン 9.90％ 9.76％

3 3 クロピドグレル硫酸塩 9.57％ 9.34％

4 7 アミノ酸化合物 6.60％ 4.37％

5 6 脂肪乳 5.65％ 4.68％

6 5 ヘモコアグラーゼ 4.69％ 4.84％

7 4 N(2)-L-アラニル -L-グルタミン 4.56％ 5.02％

8 8 グルコース 4.16％ 4.19％

9 9 ヒト免疫グロブリン 4.11％ 3.99％

10 14 Cattle encephalon glycoside and ignotin 3.49％ 2.21％
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
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（g）筋肉骨格系薬
2013年、筋肉骨格系薬トップ10の市場集中度は

64. 64％で、前年の66.24%より1.60ポイント減少し、
市場シェアが最大のものも10％を下回った。
前年との比較では、阿侖膦酸（アレンドロン酸

ナトリウム）が2012年にはラング外であったのが、
2013年はトップ10入りし、三萜糖苷（3テルペン
グリコシド）は2012年の９位から2013年にはラン
ク外となった。トップ10の内、氟比洛芬（フルル
ビプロフェン）の市場シェアの増加が最も速く、
2012年の8.58％から2013年は9.34％で0.76ポイン
トの増加、順位も２位から１位へ上昇した。骨肽

（ossotide injection）の市場シェアの減少が最も速
く、2012年の11.53%から2013年には8.97％となり、
2.56ポイントの減少となった。順位は１位から２
位へと下落した（表1-4-11）。

（h）呼吸器系薬
2013年、呼吸器系薬のトップ10の市場集中度は

64.37％で、前年の65.27%より0.9ポイント減少し
た。市場シェア最大のものは第２位よりもはるか
に高く、両者の差は10％以上あった。
前年と比較して、トップ10に変化はなく、市場

シェアと順位のみに変化があった。氨溴索（アン
ブロキソール）は鎮咳去痰薬としてよく知られて
おり、2013年の市場シェアは1.63ポイント下がっ
たものの、22.76％のシェアで呼吸器系用薬の第1
位として、優位を占めている。トップ10の内、布
地奈徳（ブデソニド）の市場シェアの増加が最も
速く、11.22％で、前年より1.03ポイントの増加で
２位だった。
沙美特羅／氟替卡松布地奈徳（サルメテロー
ル・フルチカゾン）の市場シェアの減少が最も速
く、前年より1.01ポイントの減少で6.36%だった
が、３位を維持した（表1-4-12）。

（i）全身性ホルモン製剤（性ホルモンは含まない）
全身性ホルモン製剤の種類は少なく、市場の集
中度が高い。2013年、トップ10の市場集中度は
88.89％で、前年より0.32ポイント減少し、上位4
件の市場シェアはいずれも10％を超える。
前年との比較では、新たにトップ10入りしたも
のは左甲状腺素鈉（レボチロキシンナトリウム）
で、潑尼松竜（プレドニゾロン）はトップ10落ち
した。2013年のトップ10の内、奥曲肽（オクトレ
オチド酢酸塩）のシェアの増加が最も速く、2013

表1-4-11　病院末端市場　筋骨格系疾患医薬品販売額トップ10シェア（2013年）

2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 2 フルルビプロフェン 9.34％ 8.58％

2 1 Ossotide 8.97％ 11.53％

3 3 ゾレドロン酸 8.89％ 8.29％

4 5 アトラクリウム 8.61％ 7.87％

5 4 グルコサミン 7.91％ 7.98％

6 6 Cervus and cucumis polypeptide 6.13％ 6.13％

7 8 パレコキシブ 3.47％ 3.31％

8 7 ヒアルロン酸ナトリウム 3.99％ 5.30％

9 10 セレコキシブ 3.47％ 3.31％

10 11 アレンドロネート 2.87％ 3.14％
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-4-12　病院末端市場　呼吸器系に作用する医薬品販売額トップ10シェア（2013年）

2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 1 アンブロキソール 22.76％ 24.39％

2 2 ブデソニド 11.22％ 10.19％

3 3 サルメテロール・フルチカゾン 6.36％ 7.37％

4 5 モンテルカスト 6.14％ 5.78％

5 4 ドキソフィリン 5.46％ 6.13％

6 7 チオトロピウムブロミド 3.52％ 2.59％

7 9 ブデソニド・ホルモテロール 2.88％ 2.06％

8 10 デスロラタジン 2.15％ 1.81％

9 6 ブロムヘキシン 2.07％ 2.80％

10 8 ロラタジン 1.81％ 2.15％
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
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年は2.43ポイント増加し、15.66％で1位だった。
鲑魚降鈣素（サケカルシトニン）のシェアは減少
が最も速く、2012年の9.20％から2013年は7.44％
となり1.76ポイントの減少となった。順位は５位
から７位へ下落した（表1-4-13）。

（j）生殖泌尿系及び性ホルモン製剤
2013年、生殖泌尿系及び性ホルモン製剤のトップ

10の市場集中度は54.55%で、前年の55.21%より0.66
ポイント減少した。2012年及び2013年において市
場シェアが最大のものはいずれも10％を超えた。

前年との比較では、新たにトップ10入りしたも
のは克黴唑（クロトリマゾール）と甲地孕酮（メゲ
ストロール）で、トップ10落ちは舎尼通（セルニル
トン）と雌二醇（エストラジオール）であった。
トップ10の内、黄体ホルモンの市場シェア増加
が最も速く、2012年の5.41％から2013年の6.58％
へ1.17ポイントの増加で、５位から４位へ上昇した。
卵胞刺激ホルモンβのシェアは減少が最も速く、

2012年の4.09％から2013年の2.60％に1.49ポイン
トの減少し、7位から８位へ下落した（表1-4-14）。

表1-4-14　病院末端市場　泌尿生殖器系と性ホルモン製剤販売額トップ10シェア（2013年）

2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 1 フィナステリド 11.74％ 12.65％

2 2 タムスロシン 9.75％ 8.73％

3 4 ジドロゲステロン 6.82％ 5.73％

4 5 プロゲステロン 6.58％ 5.41％

5 3 ニフラテル 6.02％ 5.87％

6 6 オルニダゾール 4.07％ 5.19％

7 9 カルボプロストトロメタミン 2.95％ 2.21％

8 7 卵胞刺激ホルモンβサブユニット 2.60％ 4.09％

9 11 クロトリマゾール 2.13％ 1.94％

10 13 メゲストロール 1.88％ 1.80％
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-4-13　病院末端市場　全身ホルモン製剤販売額トップ10シェア（2013年）

2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 2 オクトレオチド 15.66％ 13.23％

2 1 ソマトスタチン 14.64％ 15.91％

3 4 メチルプレドニゾロン 11.31％ 11.67％

4 3 遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン 10.56％ 12.19％

5 6 ビカルタミド 8.96％ 8.53％

6 8 卵胞刺激ホルモン 7.93％ 6.57％

7 5 サケカルシトニン 7.44％ 9.20％

8 7 遺伝子組換えヒト成長ホルモン 7.15％ 7.01％

9 9 メノトロピン 2.96％ 2.69％

10 11 レボチロキシンナトリウム 2.27％ 2.05％
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

(2)中国の病院市場の漢方製剤分類別トップ10分析
（a）心臓・脳・血管系疾患の漢方製剤　

2013年、心臓・脳・血管系疾患の漢方製剤トッ
プ10の市場集中度は41.44%で、前年の39.48%に
比べ1.96ポイント増加した。
新しくトップ10入りしたものは脳心通膠嚢と大

株紅景天注射液で、トップ10落ちしたものは參芎
葡萄糖注射液と銀杏葉片があった。
この内、注射剤が10件中９件で、前年と変化が

なかった。丹参多酚酸塩注射液の市場シェアの増

加が最も速く、2012年の3.49%から2013年の5.45%
であり、わずか３年で17位から２位にランクアッ
プした。銀杏葉片注射液市場のシェアは引き続き
減少し、8.21%から7.41%となったが、順位は１
位を保った。市場シェアの増加が比較的速かった
ものは大株紅景天注射液で、市場シェアは前年の
1.69%から2.48%へ増加し、順位は2012年の15位
から2013年には10位に上昇した（表1-4-15）。
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表1-4-16　病院末端市場　抗腫瘍漢方製剤販売額トップ10シェア（2013年）

2013年
順位

2012年
順位 一般名 2013年

シェア
2012年
シェア

1 1 康艾注射液 12.74% 12.29%

2 2 参 扶正注射液 8.24% 9.05%

3 4 艾迪注射液 6.82% 6.61%

4 3 金水宝膠嚢 6.08% 6.81%

5 6 康萊特注射液 5.98% 5.27%

6 5 香菇多糖注射液 5.43% 5.73%

7 7 復方苦参注射液 4.45% 5.17%

8 8 鴉胆子油乳注射液 3.76% 3.87%

9 9 消癌平注射液 3.76% 3.45%

10 14 華蟾素膠嚢 3.34% 1.87%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-4-15　病院末端市場　心臓・脳・血管系疾患漢方製剤販売額トップ10シェア（2013年）

2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 1 銀杏葉注射液 7.41% 8.21%

2 5 丹参多酚酸塩注射液 5.45% 3.49%

3 2 疎血通注射液 4.34% 4.53%

4 7 紅花黄色素注射液 4.29% 3.44%

5 3 丹紅注射液 4.24% 4.14%

6 6 丹参川芎嗪注射液 3.88% 3.48%

7 4 醒脳静注射液 3.51% 3.80%

8 8 血栓通注射液 3.35% 3.29%

9 11 脳心通膠嚢 2.49% 2.32%

10 15 大株紅景天注射液 2.48% 1.69%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

（b）抗腫瘍漢方製剤
2013年、抗腫瘍漢方製剤トップ10の市場集中

度は60.60%で、前年の60.56%より若干増加した。
2012年及び2013年において市場シェアが最大のも
のはいずれも12％を超え、市場シェアは増加した。
前年と比較して、華蟾素膠嚢が新たにトップ10

入りし、小金膠嚢がトップ10落ちした。
トップ10の内、注射剤型が8件で、前年と同じ

であった。トップ５の順位は変化したが、その内

１位、２位には変化がなかった。艾迪注射液は１
ランクアップし３位となり、金水宝膠嚢は４位、
康萊特注射液は１ランクアップで5位、香菇多糖
注射液は６位となった。
2013年トップ10の内、康萊特注射液の市場シェ

ア増加が最も速く、5.27％から5.98％に増加し、
順位を１ランクあげて5位へ上昇した。参芪扶正
注射液のシェア減少が最も速く、9.05%から8.24％
に減少し、順位は２位を保った（表1-4-16）。

（c）呼吸系漢方製剤
2013年、呼吸系漢方製剤トップ10の市場集中度

は56.73%で、前年の54.56%より2.17ポイント増
加した。2013年の市場シェアが最大である喜炎平
注射液は14％を超えた。
前年と比較して、強力枇杷露が新たにトップ10

入りし、喘可治注射液がトップ10落ちした。注射
剤型と経口剤が二分した。
トップ10の内、血必浄注射液の市場シェア増

加が最も速く、2012 年の 8.63％から 2013 年の
10.19％に、1.56ポイント増加し、順位は３位から
２位へ上昇した。痰熱清注射液のシェア減少が最

も速く、2012年の8.88％から2013年の7.49％に減
少し、1.39ポイントの減少となり、２位から４位へ
下落した（表1-4-17）。

（d）骨格筋肉系漢方製剤
2013年、骨格筋肉系漢方製剤トップ10の市場集
中度は36.30%で、前年の38.04%より1.74ポイン
ト減少した。
前年と比較して、骨龙膠嚢と风湿祛痛膠嚢が新
たにトップ10入りし、強骨膠嚢と腫痛安膠嚢が
トップ10落ちした。外用剤が2件、経口剤が8件で、
膠嚢剤（カプセル剤）が主流であった。
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表1-4-17　病院末端市場　呼吸系漢方製剤販売額トップ10シェア（2013年）

2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 1 喜炎平注射液 14.40% 13.27%

2 3 血必浄注射液 10.19% 8.63%

3 4 百令膠嚢 8.82% 8.27%

4 2 痰熱清注射液 7.49% 8.88%

5 6 炎琥寧注射液 3.92% 3.57%

6 5 蒲地藍消炎口服液 3.61% 4.06%

7 7 熱毒寧注射液 2.50% 2.34%

8 10 蘇黄止咳膠嚢 2.49% 1.58%

9 11 強力枇杷露 1.69% 1.54%

10 9 復方鮮竹瀝液 1.63% 1.95%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-4-18　病院末端市場　骨格筋肉系漢方製剤販売額トップ10シェア（2013年）

2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 2 消痛貼膏 7.72% 7.33%

2 1 金天格膠嚢 6.21% 7.74%

3 3 仙霊骨葆膠嚢 3.96% 4.14%

4 6 風湿二十五味丸 3.13% 2.91%

5 4 活血止痛膏 2.78% 3.14%

6 8 虎力散膠嚢 2.72% 2.48%

7 5 通滞蘇潤江膠嚢 2.69% 2.93%

8 7 盤竜七片 2.57% 2.61%

9 11 骨竜膠嚢 2.29% 2.07%

10 30 風湿祛痛膠嚢 2.23% 1.06%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

トップ10の内、風湿祛痛膠嚢の市場シェア増加
が最も速く、2012年の1.06％から2013年の2.23％
に1.17ポイント増加し、30位から10位へ上昇した。
金天格膠嚢のシェア減少が最も速く、2012年の
7.74％から2013年の6.21％と1.53ポイントの減
少となり、１位から２位へ下落した（表1-4-18）。

（e）消化器系漢方製剤
2013年、消化器系漢方製剤トップ10の市場集中
度は27.48%で、前年の25.80%より1.68ポイント

増加した。2012年及び2013年において市場シェア
が最大のものは、４％に満たなかった。
前年と比較して、復方益肝霊膠嚢が新たにトッ
プ10入りし、便通膠嚢がトップ10落ちした。注射
剤が２件、その他８件は経口剤であった。
2013年、トップ10の内、復方鼈甲軟肝片の市場
シェア増加が最も速く、3.26%から4.77％に増加し、
３位から１位へ上昇した。苦参堿注射液のシェア
減少が最も速く、3.99％から2.15％に下落し、１
位から６位へ下落した（表1-4-19）。

表1-4-19　病院末端市場　消化器系漢方製剤販売額トップ10シェア（2013年）

2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 3 復方鼈甲軟肝片 4.77% 3.26%

2 2 邁之霊片 4.13% 3.68%

3 5 舒肝寧注射液 3.69% 2.40%

4 15 復方益肝霊膠嚢 2.53% 1.45%

5 4 枳術寛中膠嚢 2.49% 2.51%

6 1 苦参 注射液 2.15% 3.99%

7 6 雲芝胞内糖肽膠嚢 2.01% 2.18%

8 7 水飛蓟賓膠嚢 1.98% 2.03%

9 10 扶正化瘀膠嚢 1.86% 1.71%

10 8 蓉潤腸口服液 1.86% 2.02%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
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表1-4-20　病院末端市場　婦人科系漢方製剤販売額トップ10シェア（2013年）
2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 1 益母草注射液 3.43% 3.88%

2 8 復方清帯灌注液 2.71% 2.04%

3 2 固腎安胎丸 2.56% 2.67%

4 6 紅金消結膠嚢 2.26% 2.08%

5 7 散結鎮痛膠嚢 2.04% 2.07%

6 5 桂枝茯苓膠嚢 2.03% 2.18%

7 4 丹黄祛瘀膠嚢 1.99% 2.22%

8 3 葆宮止血顆粒 1.99% 2.22%

9 10 鮮益母草膠嚢 1.75% 1.81%

10 15 康婦炎膠嚢 1.72% 1.43%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

（f）婦人科漢方製剤
2013年、婦人科漢方製剤トップ10の市場集中度

は22.48%で、前年の23.04%より0.56ポイント減
少した。2012年及び2013年において市場シェアが
最大のものは、４％に満たなかった。
前年と比較して、康婦炎膠嚢が新たにトップ10

入りし、紅核婦潔洗液がトップ10落ちした。
2013年、トップ10の内、復方清帯灌注液の市場
シェア増加が最も速く、2012年の2.04%から2013
年の2.71％と、0.67ポイントの増加となり、８位
から２位へ上昇した。益母草注射液のシェア減少
が最も速く、2012年の3.88%から2013年の3.43％
に減少し、0.45ポイントの減少となったが、１位を
保った（表1-4-20）。

（g）泌尿器系漢方製剤
2013年、泌尿器系漢方製剤トップ10の市場集中

度は44.27%で、前年の42.95%より1.32ポイント
増加した。
前年と比較して、右帰膠嚢が新たにトップ10入

りし、河車大造膠嚢がトップ10落ちした。１位の
腎康注射液の注射剤以外は、経口薬であった。
トップ10の内、腎康注射液の市場シェア増加が

最も速く、2012年の9.35%から2013年の11.10％と、
1.75ポイントの増加となり、１位を保った。海昆
腎喜膠嚢のシェア減少が最も速く、2012年の5.89%
から2013年の5.38%に、0.51ポイントの減少となっ
たが、３位を保った（表1-4-21）。

（h）神経系漢方製剤
2013年、神経系漢方製剤トップ10の市場集中度

は64.01%で、前年の62.07%より1.94ポイント増
加した。2012年及び2013年において市場シェア
が最大のものは、いずれも16％を超えた。
前年と比較して、安脳丸が新たにトップ10入り

し、心神寧片がトップ10落ちした。１位の天麻素
注射液以外は、経口剤であった。経口剤は膠嚢剤
（カプセル剤）が主流であった。

トップ10の内、９位の天麻醒脳膠嚢の市場シェ
ア増加が最も速く、2012年の3.38%から2013年の
5.32％に、1.94ポイントの増加となった。烏霊膠
嚢のシェア減少が最も速く、2012年の7.83%から
2013年の7.27%に、0.56ポイントの減少となった
が、３位を保った（表1-4-22）。

（i）耳鼻咽喉科漢方製剤
2013年、耳鼻咽喉科漢方製剤トップ10の市場集

中度は51.74%で、前年の48.97%より2.77ポイン
ト増加した。2012年及び2013年の市場シェアが最
大のものは、いずれも20％を超えた。
前年と比較して、開喉剣噴霧剤と芩翹口服液が
新たにトップ10入りし、清咽滴丸と鼻淵舒口服
液がトップ10落ちした。揚子江の藍芩口服液は、
2012年の23.36%から2013年の24.08％まで増加し、
２位をはるかに追い越した。
トップ10の内、清熱散結膠嚢の市場シェア増加
が最も速く、2013年は5.40％で、2012年より2.79
ポイントの増加となり、8位から2位へ上昇した。
鼻淵通竅顆粒のシェア減少が最も速く、3.48%か
ら3.03%と、0.45ポイントの減少となり、３位から
５位へ下落した（表1-4-23）。

（j）皮膚科漢方製剤
2013年、皮膚科漢方製剤トップ10の市場集中度

は51.08%で、前年の51.03%より0.06ポイント増
加した。2012年及び2013年において市場シェアが
最大のものは、18％前後を保った。
前年と比較して、復方青黛膠嚢が新たにトップ

10入りし、皮敏消膠嚢がトップ10落ちした。皮膚
科漢方製剤は病院では比較的小さな市場に属する。
トップ10の内、金蟬止癢膠嚢の市場シェア増加
が最も速く、2012年の2.88%から2013年の3.53％に、
0.65ポイントの増加となり、８位から５位に上昇し
た。百癬夏塔熱片のシェア減少が最も速く、2012年
の5.05%から2012年の4.41%と、0.64ポイントの減
少となり、１位から４位に下落した（表1-4-24）。
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表1-4-22　病院末端市場　神経系漢方製剤販売額トップ10シェア（2013年）
2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 1 天麻素注射液 16.23% 16.19%

2 2 養血清脳顆粒 7.65% 7.84%

3 3 烏霊膠嚢 7.27% 7.83%

4 4 百楽眠膠嚢 7.18% 7.59%

5 5 舒肝解郁膠嚢 5.64% 4.84%

6 8 天麻醒脳膠嚢 5.32% 3.38%

7 6 珍宝丸 4.42% 4.54%

8 7 清脳復神液 4.14% 4.52%

9 10 復方苁蓉益智膠嚢 3.31% 2.31%

10 12 安脳丸 2.87% 2.235
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-4-21　病院末端市場　泌尿器系漢方製剤販売額トップ10シェア（2013年）
2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 1 腎康注射液 11.10% 9.35%

2 2 尿毒清顆粒 7.11% 6.58%

3 3 海昆腎喜膠嚢 5.38% 5.89%

4 4 黄葵膠嚢 4.15% 4.22%

5 5 熱淋清顆粒 3.38% 3.62%

6 8 復方玄駒膠嚢 3.16% 2.82%

7 6 苁蓉益腎顆粒 3.08% 3.22%

8 7 癃清片 2.71% 2.95%

9 9 腎炎康復片 2.15% 2.30%

10 11 右 2.05% 1.98%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-4-23　病院末端市場　耳鼻咽喉科漢方製剤販売額トップ10シェア（2013年）
2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 1 藍苓口服液 24.08% 23.36%

2 8 清熱散結膠嚢 5.40% 2.61%

3 2 復明片 3.29% 3.60%

4 11 開喉剣噴霧剤 3.21% 2.26%

5 3 鼻淵通竅顆粒 3.03% 3.46%

6 4 欧竜馬滴剤 2.91% 3.09%

7 5 吉諾通膠嚢 2.85% 2.84%

8 6 口炎潔顆粒 2.47% 2.72%

9 10 逓法明片 2.33% 2.26%

10 14 苓 口服液 2.16% 2.01%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)

表1-4-24　病院末端市場　皮膚科漢方製剤販売額トップ10シェア（2013年）
2013年順位 2012年順位 一般名 2013年シェア 2012年シェア

1 1 康復新液 18.82% 18.62%

2 2 皮膚康洗液 6.61% 7.07%

3 4 潤燥止癢膠嚢 5.15% 4.71%

4 3 百癬夏塔熱片 4.41% 5.05%

5 8 金蟬止癢膠嚢 3.53% 2.88%

6 10 復方珍珠暗瘡膠嚢 2.81% 2.20%

7 5 除湿止癢洗液 2.79% 3.33%

8 6 銀屑霊顆粒 2.52% 3.02%

9 9 除湿止癢軟膏 2.42% 2.25%

10 13 復方青黛膠嚢 2.02% 1.89%
出典：CFDA南方医薬経済研究所『2014年中国医薬品市場発展青書』、(2014)
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表1-5-1　中国非処方箋薬生産企業　総合ランキング（2014年）
順位 一般名 順位 一般名

1 華潤三九医薬股份有限公司 11 中美天津史克製薬有限公司
Sino-American Tianjin Smith Kline French Laboratories Ltd

2 揚子江薬業集団 12 馬応竜薬業集団股份有限公司

3 集団股份有限公司 13 天津天士力医薬営銷集団有限公司

4 山東東阿阿膠股份有限公司 14 上海強生製薬有限公司
Johnson & Johnson China (Shanghai) Ltd

5 輝瑞製薬有限公司健康薬部
Pfi zer, Inc. 15 滇虹薬業集団股份有限公司

6 哈薬集団股份有限公司 16 賽諾菲（中国）投資有限公司
Sanofi 

7 西安楊森製薬有限公司
Xi'an Janssen　Pharmaceutical Co.Ltd 17 山東達因海洋生物製薬股份有限公司

8 仁和（集団）発展有限公司 18 九芝堂股份有限公司

9 浙江康恩貝製薬股份有限公司 19 西蔵奇正蔵薬股份有限公司

10 江中 股份有限公司 20 北京韓美薬品有限公司
Hanmi Pharmaceutica

出典：「2014年度中国非処方箋薬生産企業　総合ランキング」（2014年10月、第11回中国自己投薬治療年次大会において選出）

1.5　一般用医薬品（OTC医薬品）市場の動向
1.5.1　OTC医薬品市場の推移
現在、中国では約1.5万種の医薬品があり、OTC医薬
品は4,727種である。2007年以降、180種の医薬品が処
方箋医薬品からOTC医薬品へと相次いで変更された。
OTC医薬品の内、漢方薬は3,718種で78.7％を占め、化
学医薬品は1,009種で21.3％を占めている。OTC医薬品
の中には、処方箋医薬品とOTC医薬品の両方に分類さ
れるものがある（処方箋医薬品として複数の適応症があ
り、その中には患者自身の判断による自己治療に適する
適応症もある。そこで、適応症・用量・服用期間を限定
することにより、一部の適応症についてOTC医薬品と
するものである。例えば、アスピリンをOTC医薬品とす
る場合、適応症は抗炎症、短期間服用と限定されている。
このような二つの顔を持つOTC医薬品は多数あり、例
えば消化器系治療薬や抗炎症薬の類はほとんどがこの種
のOTC医薬品である）。このような医薬品は2,300種に
上り、その内漢方薬が2,000種以上、化学医薬品は300種
以上となっている。
OTC医薬品は36％が病院で販売されており、残り

64％は薬局の実店舗及びネット上で販売されている。専
門家からは、「一部のOTC医薬品は基礎医薬品となり、

病院と薬局の市場競争が始まっている。特に都市部の下
位病院では、OTC医薬品の販売割合が22％増加してい
る」との指摘もある。処方箋医薬品の販売ルートは病院
が94％を占め、薬局経由の販売は６％に留まっている。
総合的には、医薬品市場におけるOTC医薬品の占有率
は15％、処方箋医薬品は85％となっている。都市レベル
の病院と県レベルの病院におけるOTC医薬品の割合は
極めて低く、それぞれ６％と6.2％に留まっている。これ
に対し、薬局市場ではOTC医薬品の占有率が60％近く
に上っている。
このように、自己投与（セルフメディケーション）意
識の向上とOTC医薬品製造販売企業の啓蒙・宣伝活動
によって、今後より多くの医薬品がOTC医薬品として
市場に参入し、特に漢方薬の種類は大幅に増加すること
が予想される。中国のOTC医薬品の市場規模は、本年は
世界第二位、2020年には世界一となることが期待されて
いる。

1.5.2　各種OTC医薬品の売上高
2014年における中国非処方箋薬生産企業の総合ラン

キングを表1-5-1 に、各種非処方医薬品販売状況を表
1-5-2、表1-5-3に示す。
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順位 商品名 一般名 企業名
一．アレルギー性咳・風邪類

1 仁和可立克 化合物アセトアミノフェンと
塩酸アマンタジンカプセル 仁和グループ発展有限公司

2 白加黒 Paracetamol,Pseudoephedrine Hydrochloride バイエル医薬保健有限公司上海支社
3 新康泰克 デキストロメトルファン塩酸塩複合錠 中米天津グラクソ・スミスクライン製薬有限公司
4 泰諾 プソイドエフェドリン塩酸塩複合錠 /懸濁液 上海ジョンソン・エンド・ジョンソン有限公司
5 息斯敏 ロラタジン錠 西安ヤンセン製薬有限公司

二．解熱鎮痛薬
1 芬必得 イブプロフェン 中米天津グラクソ・スミスクライン製薬有限公司
2 美林 イブプロフェン懸濁液 /懸濁液剤 上海ジョンソン ·エンド ·ジョンソン有限公司
3 安端克 イブプロフェン細粒 ハルビン製薬グループ有限公司世一堂製薬工場

4 泰諾林 アセトアミノフェンサスティンドリリース錠 /
懸濁液剤 /懸濁液 上海ジョンソン・エンド・ジョンソン有限公司

5 加合百服寧 アセトアミノフェン /カフェイン配合錠 中米上海スクイブ製薬有限会社
三．外用薬類

1 康王 ケトコナゾール化合物 ディホン薬業グループ有限会社

2 皮炎平 酢酸デキサメタゾンクリーム化合物 華潤三九医薬有限会社

3 百多邦 ムピロシン軟膏 中米天津グラクソ・スミスクライン製薬有限公司

4 達克寧 ミコナゾール硝酸塩クリーム 西安ヤンセン製薬有限公司

5 派瑞松 トリアムシノロンアセトニド /
エコナゾール配合剤 西安ヤンセン製薬有限公司

四．ビタミン・ミネラル類

1 钙爾奇 炭酸カルシウム /ビタミンD3配合錠 ファイザー製薬有限公司健康薬品部

2 伊可新 ビタミンA/ビタミンD液剤 山東ダイン海洋生物製薬有限公司

3 善存 マルチビタミン錠（29） ファイザー製薬有限公司健康薬品部

4 三精 グルコン酸カルシウム水和物 ハルビン製薬グループ三精製薬有限公司

5 三精 グルコン酸亜鉛水和物経口剤 ハルビン製薬グループ三精製薬有限公司
五．消化器官用薬類

1 丁啉 ドンペリドン錠 西安ヤンセン製薬有限公司

2 達喜 ハイドロタルサイト錠 バイエル医薬保健有限公司上海支社

3 金奥康 オメプラゾール腸溶錠 浙江コンバ製薬有限公司

4 易善復 ポリエンホスファチジルコリンカプセル サノフィアベンティス（北京）製薬有限公司

5 腸虫清 アルベンダゾール錠 中米天津スミスクライン製薬有限公司
六．小児用医薬品類

1 媽咪愛 枯草菌 /エンテロコッカス・
フェシウム抗菌配合顆粒 北京韓美薬品有限公司

2 優卡丹 小児用アセトアミノフェン /
塩酸アマンタジン顆粒 仁和グループ発展有限公司

3 護彤 小児用アセトアミノフェン顆粒 ハルビン製薬グループ製薬第六工場

4 999 小児用アセトアミノフェン顆粒 華潤三九医薬有限会社

5 好娃娃 小児用アセトアミノフェン /
塩酸アマンタジン配合顆粒 サンストーン（唐山）製薬有限会社

七．その他

1 閃亮
Compound Aspartate，
Vitamin B6 and Dipotassium Glycyrrhetate Eye 
Drops

仁和グループ発展有限公司

2 毓婷 レボノルゲストレル錠 華潤紫竹薬業有限公司

3 新楽敦
Compound Aspartate，
Vitamin B6 and Dipotassium Glycyrrhetate Eye 
Drops

メンソレータム（中国）薬業有限公司

4 邦迪 塩化ベンザルコニウム 上海ジョンソン・エンド・ジョンソン有限公司
出典：「2014年度中国非処方箋薬品　総合ランキング」（2014年10月、第11回中国自己投薬治療年次大会において選出）

表1-5-2 中国非処方箋薬品　総合ランキング（化学製剤、2014年）
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1.5.3　OTC医薬品市場の分類と動向
企業の販売方式と販売規模によってOTC医薬品市場を

分類すると、以下の３つの市場に大別することができる。

(1)大手チェーン薬局による市場
大手チェーン店全国トップ 100 に入っている薬局

チェーンの小売市場の特徴は、大都市及び中都市に集中
し、管理システムが整備されていることである。価格交
渉力があり店構えは大きいが、接客態度が悪い。自社ブ
ランド製品及び粗利率の高い製品は1,000～1,200にも
上り、全ての治療領域において自社ブランド製品または
粗利率の高い主要製品を有しているため、OTC医薬品製
造販売企業の新しいブランド構築にとって一定の圧力と

なっている。
トップ100に入っている薬局チェーンの構造は、明ら
かに「ダンベル型」を呈している。すなわち、ブランド品
と粗利率の高い製品に重点を置き、その他の製品は補充
的に取り扱っているに過ぎない。トップ100に入ってい
る薬局チェーンの経営推進力は平凡であり、中には強い
企業もあるが、営業販売という角度から見れば、調達主
導型、営業主導型、調達・営業バランス型に分けられる。
調達主導型は調達部門が強く、企業は調達をうまく調整
しておきさえすれば製品の販売を実現できる。営業主導
型は営業部門が独立しており、調達の制約を受けず、企
業は営業の力によってはじめて販売量を増やすことが可
能となる。バランス型は調達と営業がそれぞれ独立して

表1-5-3 中国非処方箋薬品　総合ランキング（漢方製剤、2014年）
順位 商標 商品名 企業名称
一．感冒咳嗽類

1 999 感冒霊顆粒 華潤三九医薬股份有限公司

2 以嶺 連花清瘟膠嚢 石家荘以嶺薬業股份有限公司

3 三精 双黄連口服液 哈薬集団三精製薬股份有限公司

4 999 強力枇杷露 華潤三九医薬股份有限公司

5 江中 復方草珊瑚含片 江中薬業股份有限公司
二．婦人小児科類

1 丁桂 丁桂児臍貼 亜宝薬業集団股份有限公司

2 神苗 小児清肺化痰顆粒 神威薬業集団有限公司

3 999 小児感冒顆粒 華潤三九医薬股份有限公司

4 優卡丹 小児咽扁顆粒 仁和（集団）発展有限公司

5 好娃娃 小児化痰止咳顆粒 太陽石（唐山）薬業有限公司
三．外用類

1 雲南白薬 雲南白薬系列 雲南白薬集団股份有限公司

2 馬応竜 馬応竜麝香痔瘡膏 /栓 馬応竜薬業集団股份有限公司

3 奇正 消痛貼膏 西蔵奇正蔵薬股份有限公司

4 天和 骨通貼膏 桂林天和薬業股份有限公司

5 沈陽紅薬 紅薬貼膏 /気霧剤 沈陽紅薬製薬股份有限公司
四．消化器系類

1 江中 健胃消食片 江中薬業股份有限公司

2 護佑 胃蘇顆粒 揚子江薬業集団

3 999 三九胃泰顆粒 華潤三九医薬股份有限公司

4 康恩貝 腸炎寧片 /糖漿 /顆粒 浙江康恩貝製薬股份有限公司

5 南洋 克痢痧膠嚢 浙江蘇泊爾南洋薬業有限公司
五．虚証および頭痛不眠類

1 吉祥 阿膠系列 山東東阿阿膠股份有限公司

2 天士力 養血清脳顆粒 天津天士力医薬営銷集団有限公司

3 護佑 百楽眠膠嚢 揚子江薬業集団

4 前列康 普楽安片 /膠嚢 浙江康恩貝製薬股份有限公司

5 九芝堂 驢膠補血顆粒 九芝堂股份有限公司
六．其の他類

1 護佑 藍芩口服液 揚子江薬業集団

2 珍視明 四味珍層氷硼滴眼液 浙江康恩貝製薬股份有限公司

3 竜虎 清涼油 上海中華薬業有限公司

4 松栢 清咽滴丸 天津中新薬業集団股份有限公司第六中薬廠

5 仁和 清火膠嚢 仁和（集団）発展有限公司
出典：「2014年度中国非処方箋薬品　総合ランキング」（2014年10月、第11回中国自己投薬治療年次大会において選出）
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活動し、相互にけん制するため、コミュニケーションと
調整のコストが高くなる。

(2)中小薬局チェーンによる市場
この市場は薬局連盟が支配的な地位を占めている。

主に中小都市、県級市に分布し、大都市にも小さな
チェーンがある。
現在、全国16省において、独自の調達ルートを持ち、

ほかにテーゲル、UNITA、中百連盟、中薬夢、天下薬倉
（TYC）連盟、その他多数の、製薬企業、または企業支援
を受けている連盟がある。このほか、10社近くの省級の
分散型連盟も設置されている。

(3)小規模薬局による市場
過去の一時期、小規模薬局はOTC医薬品市場において

無視できない主力販売ルートの一つであった。このOTC
医薬品市場は次のとおり5つに分類することができる。

　その１：緩やかな提携加盟店
　その２：10店舗以下の小規模チェーン店
　その３：１～２店舗程度の小規模店
　その４：小規模な個人経営診療所
　その５：郷村市場

特に非政府組織が村や鎮に設置した簡易医療室であ
り、これらは全て典型的なOTC医薬品市場である。
注目すべきは、ここ数年で突如として設立された小規

模店舗の連盟である。薬局の医師や薬剤師はすでに固
定客を有しており、その固定客との間には歴史の積み重
ねがあり、またその中には比較的大規模な店舗もあり、
OTC企業による争奪戦の対象となっている。2011年か
ら、医薬物質協会小売分会の後押しを受け、各地で省を
単位とする小規模店舗の連盟が相次いで設立された。そ
れらの連盟は相応の義務と責任を負い、小規模店舗製品
を提供する他、コンサルティング、人材育成、販売支援
などのサービスを提供している。現在、安徽省、山西省、
広東省、広西チワン族自治区、福建省、江蘇省、浙江省、
江西省などの地域に、すでに多くの小規模店舗連盟が設
立されている。

1.5.4　OTC医薬品の流通動向
医薬品流通業界の競争の更なる激化に伴い、大型医薬

品流通企業間での合併、買収などの企業再編と資本運用
が活発化し、中国内の優秀な医薬品流通企業はますます
市場の研究に重点を置いている。特に、企業の発展環境
や消費者ニーズの変化と傾向についてより深く研究を進
めている。現在、中国内の多くの優秀な医薬品流通企業
が続々と立ち上がり、業界のリーダーとなって、市場を
牽引しているのである。
2013年の医薬品流通市場の需要は活発であり、売買は

着実に増加している。第1四半期の同市場規模の拡大は

緩やかであり、増加スピードは鈍化している。１月～３
月の全国における７大医薬品の売上総額は2,894億人民
元で、前年同期比で15.4％増加している。また、第1四半
期の医薬品流通企業の主たる事業の収入は1,979億人民
元で、前年同期比で13.2％増加し、利益は39.9億人民元、
平均利益率は2.0％となっている。
経済の発展、国民の所得水準向上、医療や健康に対す
る意識の向上に伴い、中国医薬品流通業界の市場規模は
さらに拡大し、今後数年間、医薬品の需要量は15％から
20％の速度で発展する見込みである。更には、人口の増
加、高齢化の進展などにより、医薬品流通業界の発展が
より急速に進むことが予想される。
更には人口の増加、特に高齢化時代の到来により、医
薬品流通業界の発展がより急速に進むことが予想され
る。第６回国勢調査（2010年）によれば、高齢者人口33

は急速に増加しており、60歳以上の人口は1.78億人であ
り、総人口の13.26%を占めている。また、「中国高齢者
事業発展報告（2013）」によれば、この２年間（2012年及
び2013年）に1952年と1953年に生まれた世代が60歳に
なる。2012年末までに、中国の高齢者人口は1.94億人と
なり、前年比で891万人増加し、総人口の14.3%を占め
る。そのうち、80歳以上の高齢者人口は2273万人に達す
る。2013年には60歳以上の高齢者人口は2.02億人とな
り、総人口の14.8％を占める。2015年までに、中国の60
歳以上の高齢者人口は約2.16億人に達し、総人口の16.7 
%を占める。高齢者人口の年平均純増数は800万人とな
り、人口増加数を超える。一方、80歳以上の人口増加は
さらに加速している。2015年までに、80歳以上の高齢者
は2400万人に達し、高齢者人口の全体の11.1%を占める。
80歳以上の高齢者の年平均純増数は100万人に達ると予
測されている。
高齢者は医薬品の主要な購買層であり、このように膨
大な高齢者人口により、医薬品に対する確かな需要が益々
高まるであろう。アメリカ等の先進国の医薬品流通業界
の発展の歴史から見ると、中国の医薬品流通市場はまだ
初級レベルの発展段階であり、医薬品流通業界はまだ多
くの問題を抱えている。総じて、中国の医薬品流通業は、
以下のようにチャンスと課題が併存していると言える。

（a）チャンス
中国は市場が広大で、目下のところ過当競争
の状況にあり、まだアメリカのように寡占・独占
の局面には至ってない。アメリカでは、「五大メ
ジャー」を中心に、大型卸売企業は医薬品流通領
域の大部分を占めており、特に「五大メジャー」の
５社でこの市場の90％近くを独占している。その
営業品目は、ほとんどすべての医薬品の領域をカ
バーしている。

（b）課題
現在、中国の医薬品流通業界は、関連政策と基
準が完備されておらず、投資は加熱しているが分
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散していて、有効な調整が欠けている。物流が未
発達であり、専門性を持った管理人材の不足など、
多くの問題を抱えている。このほか、外資系企業
の相次ぐ参入に伴い、競争のプレッシャーも益々
増大している。UPS（ユナイテッド·パーセル·サー
ビス）は中外運輸に１億ドルを支払うことで、中
国市場の23都市の国際宅配便業務の経営権を得
た。このように日々激化する競争の中で、中国の
医薬品流通企業はいかに競争を勝ち抜き、この細
分化された市場を占有し、業界のNo.1となるか。
中国医薬品流通業界の問題に直面し、医薬品物流
企業はどのように長所を伸ばし、短所を回避する
か。アメリカや日本などの先進国の医薬品流通業
の成功体験を参考にして、中国企業は如何にその
エッセンスを吸収し、不要な部分を取り除くか。
中国の医薬品物流企業はいかに自己の競争力とな
るコアサービスを作り、よいブランドイメージを
構築するか。これらはすべて今後、中国の医薬品
流通業界が直面する厳しい課題である。

1.5.5　OTC医薬品の主要企業の概況と動向
(1)強大なOTC医薬品企業は更に強大化し、二極分化の
傾向が明らかに
OTC医薬品市場においてブランド製品を持ち、また営

業経験と、販売ネットワーク等を有する企業は、さらに
成長するであろう。国有のOTCブランド企業は、集団と
しての資源を持っているため、より多くのOTCブラン
ド製品とサブブランド製品を開発することで、市場を占
有することになる。たとえば、三九、広州製薬、白薬、滇
虹（DIHON)、ハルビン薬品、康美、神奇、Conbaなどの
企業である。

(2)国内の処方薬企業がOTC医薬品製造へ移行
これは、基礎薬品における入札の失敗、政府による価

格指定、また病院に対するマーケティング費用の高騰、
困難な資金回収などが原因である。特に医療システム
における商業賄賂撲滅、税収の厳格な審査などの政策に

より、自ずと処方薬企業はOTC医薬品製造に移行した。
一部の企業にとっては、生き残りとさらなる発展のため
に、移行が唯一の道となっている。移行は難しい面があ
り、問題も多く、しかもOTC医薬品市場の競争はさらに
活発で熾烈であるが、それでも移行しなければならない。
末端を掌握した者こそが、市場を掌握することになるか
らだ。近時は、医薬品小売チェーンの発展拡大が続き、
市場の占有率も増えている。
調査によると、現在多くの製薬企業が販売活動の重点
を医薬品小売に移しており、医薬品販売の新たな成長ポ
イントとして競い合っている。高額の投資を通じて、最
短速度でOTC医薬品市場で利益を獲得しようとしてい
るのである。

(3)外資系企業がOTC医薬品の販売活動に移行する
外資系企業は、中国において、徐々に特別な優遇措置
を失っている。中国はすでに資金が足りており、外資系
企業は再び特別扱いされることはない。一方、膨大で肥
沃、かつ将来性のあふれる中国市場に対して、外資系企
業は撤退を選ぶわけにはいかない。かつ外国企業のトッ
プクラスの管理者はほとんど中国人であり、中国市場の
マネジメントについて熟知しているので、彼らもおのず
とOTC医薬品市場へ意向し、リスクを避けることにな
るであろう。
外資系企業は、中国のOTC医薬品市場に参加するた
めに、フランスのサノフィ・アベンティスが民生とサン
ストーンを、またイギリスFMCG大手のレキットベン
キーザーが桂龍薬業を買収したのと同様、M&Aを通じ
て迅速に中国の市場に参入してくると考えられる。

(4)強大な国有企業がOTC医薬品市場に参入
国有企業は体制に問題があるため、その発展状況は芳

しくない。しかし、業界は依然として彼らの実力を軽視で
きない。彼らはひとたび目覚め、または体制の力を発揮す
ると、国内の中小民営企業とは比べものにならない実力
と規模を有しているからである。キーポイントは、その優
位性のある製品、資金、そして政府のサポートである。
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医薬品行政管理の動向

2.1　医薬品行政管理の概況
2.1.1　国家食品薬品監督管理総局（CFDA）の沿革と組
織機構
中華人民共和国国家食品薬品監督管理総局（CFDA）

は、国務院の直属機関で、医薬品・医療機器・化粧品・
健康食品・飲食サービスの食品安全の総合的な監督管理
を行っている。業務には、ⅰ食品（食品添加物・健康食
品を含む）安全、医薬品（漢方薬・民族薬を含む）、医療
機器及び化粧品の監督管理の法律・法規の草案の起草、
ⅱ食品行政許可の実施法の制定及び実施の監督、ⅲ国家
薬典34など医薬品・医療機器の標準や分類管理制度の制
定及び公布、実施の監督、ⅳ食品・医薬品・医療機器・
化粧品の監督管理検査制度の制定・実施、重大違法行為
の調査・処分などがある。
中国の医薬品監督管理業務は、1998年まで衛生行政部
門が担当していた。具体的には、地方の県級以上の各級
衛生行政部門内の薬事行政機関が、管轄行政区域の医薬
品監督管理を担当していた。医薬品監督管理に対する国
務院の指導を強化するため、1998年、「機関設置に関する
国務院の通知」に基づいて、国務院の直属指導下に国家
薬品監督管理局が設置され、全国レベルでの医薬品監督
管理を行うこととなった。2003年３月の第10期全国人
民代表大会第１回会議で採択された「国務院機関改革案」
に基づき、国務院は、国家薬品監督管理局をベースに「国
家食品薬品監督管理局」（SFDA）を設置した。同局は
2013年３月22日、「国家食品薬品監督管理総局」（CFDA）
と改名され、正部級部門35として新たに始動した。
国家食品薬品監督管理総局（CFDA）は、以下のとお

り20の内部機構を擁する。

(1)弁公庁
① 総局内各機構の内部管理業務の規約・制度を起草、
実施する。

② 総局の党グループ会議・局務会議・局長事務会議・
全国食品・医薬品監督管理業務会議・座談会の主催、
総局機関の全国規模会議の計画管理。

③総局の重要な活動計画や活動要点を起草、実施する。
④総局の党グループ及び総局指導者の秘書業務。
⑤ 総局の内部管理情報を担当し、総局の内部管理事項
の情報化と管理のとりまとめ・調整をはかる。

⑥ 重要な指示文書の実施状況の監督、総局の党グルー
プ及び総局指導部による審議・決定、承認・許可さ
れた事項、その他重要事項の実施を監督する。

⑦ 総局内各機構の公文書及び機密文書の処理、総局直
属機関の公文書処理に対する指導。全国人民代表の
提議及び全国政治協商委員の提案への対応。

⑧ 総局各機構の機密管理、直属機関の機密管理に対す
る指導。
⑨ 総局各機構の記録管理及び内部管理事項の公開、食
品医薬品監督管理システム関連業務に対する指導。
⑩市民の投書及び陳情の処理及び受け入れ。
⑪ 総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処、秘書一処（当直室）、秘書二処、
電文処、督査処（投書・陳情弁公室）

(2)総合司（政策研究室）
① 食品・医薬品監督管理政策の研究、食品・医薬品の
安全状況の分析・判断、食品安全及び医薬品管理の
問題解決のための重大方針や政策案の作成。
② 食品安全監督管理の総合調整、食品安全監督管理の
部門・地区を超えた協調連動体制の推進、関連制度
の整備。
③ 食品・医薬品監督管理の体制・メカニズムの改善を
調整・推進し、社会共同ガバナンス体制の構築・推
進に関する研究を展開し、市場メカニズムと社会監
督、業界の自浄作用を生かす効果的な手段を探究し、
食品・医薬品の生産経営者を第一責任者とする効果
的なメカニズム及び食品安全責任強制保険制度の確
立を進める。
④ 食品・医薬品安全業務を審査評価し、省級人民政府
による食品・医薬品安全監督管理責任の履行を促
進・検査する。地方機関による食品・医薬品安全促
進・検査及び審査評価活動を指導する。地方政府幹
部向けの研修を行う。
⑤ 食品・医薬品監督管理の総合文書、食品安全委員会
全体会議文書及び指導者講話、総局の重要会議の指
導者講話を起草する。
⑥ 食品・医薬品監督管理政策研究体系を構築し、食品・
医薬品監督管理政策の研究ベースを確立し、研究成
果の交流プラットフォームを構築する。
⑦ 食品・医薬品監督管理の重大政策決定に関する専門
家諮問制度を確立する。
⑧国務院食品安全委員会弁公室の日常業務。
⑨総局の総合的な統計業務。
⑩総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合協調処、政策研究一処、政策研究二
処、督査考評処（統計弁公室）

(3)法制司
① 食品・医薬品監督管理の立法計画を制定し、食品・
医薬品監督管理の法律・法規及び部門規則の草案を
起草する。

第2章

02_第2章.indd   66 15/07/21   17:08



67JST  中国総合研究センター（CRCC）

第２章　医薬品行政管理の動向

② 総局の食品・医薬品監督管理に関する規範文書（規
則）の適法性審査。関連部門の起草した法律・法規、
部門規定の内、食品・医薬品監督管理に関する事項
についての意見提起。

③ 食品・医薬品監督管理法制度の構築指導、食品・医
薬品監督管理関連法令の執行に対する監督。

④ 食品・医薬品監督管理法制度の普及教育計画の制
定・実施。

⑤食品・医薬品監督管理法制度の理論研究。
⑥ 食品・医薬品監督管理に関する行政不服審査、行政
訴訟、ヒアリングの対応。

⑦ 総局の行政審査認可制度改革指導グループ弁公室の
日常業務、行政審査認可制度の改革に関する業務。

⑧総局の行政審査認可の総合サービス業務。
⑨世界貿易機関（WTO)の関連業務。
⑩総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処、法規一処、法規二処、執法監督処
（行政復議弁公室）

(4)食品安全監管一司
① 生産加工段階における食品安全の動向及び課題を把
握・分析し、制度やメカニズム、業務の改善を提案
する。

② 生産加工段階における食品安全監督管理の規則・制
度・技術的規範を制定する。

③ 食品生産許可実施法の制定、食品生産許可審査機関
や審査員、検査機関の審査・許可、下級行政機関に
よる法に基づく行政許可の実施を促進する。

④ 下級行政機関による食品監督サンプリング検査の指
導、全国規模の食品監督サンプリン検査の実施。

⑤ 食品生産加工段階における検査・測定の指導、関連
部門との連携による食品監督管理の科学研究。

⑥ 不良食品のリコール制度の制定、地方機関による関
連業務の指導。

⑦ 食品生産者の自主管理・コンプライアンス体制の地
方における推進の指導。

⑧ 地方機関による生産加工段階における食品安全の監
督管理・監督責任履行を促進し、違法・不当行為を
迅速に発見・是正する。

⑨総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処、監管一処、監管二処、監管三処、
監管四処

(5)食品安全監管二司
① 流通・飲食消費段階における食品安全の動向及び課
題を把握・分析し、制度・メカニズム・業務の改善
のための提案を行う。

② 流通・飲食消費段階における食品安全監督管理の制
度・措置を制定し、実施を促進する。

③ 流通・飲食消費の許可管理を規範化し、下級行政機
関による法に基づく行政許可の実施を促進する。

④ 下級行政機関による流通・飲食消費段階の食品監督
サンプリング検査を指導する。
⑤ 下級行政機関による卸売・小売市場で流通する食用
農産品に対する監督管理を指導し、農業部門と連携
した処理のメカニズムを共同構築する。
⑥ 食品安全標準（基準）に合致しない食品を取扱停止
とする管理制度を制定し、地方機関の関連業務を指
導・促進する。
⑦ 食品事業経営者の自主管理・コンプライアンス体制
の構築の地方機関による推進を指導する。
⑧ 下級行政機関による流通・飲食消費段階における食
品安全の日常的な監督管理、ならびに監督管理責任
の履行を促進し、違法・不当行為を迅速に発見・是
正する。
⑨総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処、監管一処、監管二処、監管三処、
監管四処

(6)食品安全監管三司
① 食品安全の全体的状況の分析、及びその動向を判断
し、食品安全全体状況報告書を作成する。
② 食品安全リスクモニタリング業務の制度と技術的規
範を制定し、国家食品安全リスクモニタリング計画
の制定に参与する。
③ 食品安全リスクのモニタリング、測定結果の通達、
関連問題の法に基づく処置。食品安全リスクの予
測・警戒及び情報共有。
④ 農業部門、衛生・計画出産部門、品質検査部門など
と連携し、食品や食品関連製品、輸出入食品の安全
情報の共有メカニズムを構築する。
⑤ 国家衛生・計画出産委員会による食品安全リスク評
価との連携。
⑥食品安全統計の実施、食品安全統計年鑑の作成。
⑦健康食品監督管理の業務制度と技術的規範の制定。
⑧ 健康食品の登録・審査承認。下級行政機関による法
に基づく健康食品の生産・流通の許可及び許可後
の監督検査実施を促し、法令違反行為を適切に処理
する。
⑨ 下級行政機関による健康食品監督管理の展開や監督
管理責任の履行を指導・促進し、違法・不当行為を
迅速に発見・是正する。
⑩ 不良健康食品のリコール・処分制度を制定し、地方
機関による関連業務を指導・促進する。
⑪ 食品の安全統計、リスクモニタリング、リスク予測・
警戒、情報共有及び健康食品監督管理の分野に関す
る研究。
⑫ 総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処、監管一処、監管二処、監管三処、
監管四処 
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(7)薬品化粧品注冊管理司（中薬民族薬監管司）
① 医薬品・化粧品登録管理制度の制定、実施の監督。
②医薬品・化粧品に関する基準の制定、実施の監督。
③ 法定の条件及び手続きに厳格に従い医薬品の登録、
一部の化粧品の行政許可、医療機関による調剤・製
剤の省をまたぐ審査承認を行い、相応の責任を負い、
登録・行政許可の管理のフローを最善化する。

④ 医薬品・化粧品登録の関連技術指導原則の制定。
⑤ ワクチンの品質監督管理体系の評価、医薬品の行政
保護に関する業務。

⑥漢方薬の品種の保護制度の実施。
⑦ 処方薬と非処方薬との転換及び登録、医薬品非臨床
研究管理規範及び医薬品臨床試験管理規範の実施の
監督、中薬飲片36の精製規範の制定。

⑧ 医薬品・化粧品の登録における受理・審査評価・検
証・検査・報告の指導・促進。

⑨ 下級行政機関による法に基づく医薬品の再登録、医
薬品の基本的品質を変更しない補充申請、医療機関
の調剤・製剤、一部の化粧品の許可などの関連行政
許可業務の実施、ならびに監督管理責任の履行を促
進し、違法・不当行為を迅速に発見・是正する。
⑩総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処、中薬民族薬処、化学薬品処、生物
製品処、薬物研究監督処、化粧品処

(8)医療器械注冊管理司
①医療機器の登録管理制度の制定、実施の監督。
② 医療機器の基準、分類規則、命名規則、コーディン
グ規則の制定。

③ 法定の条件及び手続きに厳格に従い、大陸地域37の
第三類医療機器・輸入医療機器の登録、高リスク医
療機器の臨床試験の審査承認を行い、相応の責任を
負い、登録管理のフローを改善し、分類管理を実施
する。

④ 医療機器臨床試験機関の資質の認定を行い、医療機
器臨床試験の品質管理の監督と規範化を行い、臨床
試験活動を監督・検査する。

⑤ 医療機器の登録業務と関連する受理・審査評価・評
価・測定・検査・記録などを指導・促進する。

⑥ 医療機器登録の許可業務の規範及び技術能力の構築
要求の制定、実施の監督。下級行政機関による法に
基づく第一類・第二類医療機器の登録、大陸地域内
の第三類医療機器の基本的品質を変更しない変更申
請許可等の実施、ならびに監督管理の責任の履行を
促進し、違法・不当行為を迅速に発見・是正する。

⑦総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処、注冊一処、注冊二処、研究監督処

(9)薬品化粧品監管司
① 医薬品・化粧品安全の動向及び課題を把握・分析し、
制度・メカニズム・業務の改善のための提案を行う。

② 医薬品・化粧品の生産・経営・使用の管理制度を制
定し、実施を監督する。漢方薬材の生産及び医薬品
の生産・経営・使用の品質管理規範を制定し、実施
を監督する。医薬品のインターネット販売の監督管
理制度を制定し、実施を監督する。
③ 医薬品・化粧品の生産、生産企業の経営に対する監
督・検査を実施し、医薬品の副作用の監視と再評価、
化粧品の副作用の監視、サンプリング検査及び安全
リスク評価の監督を実施し、発見した問題に迅速に
対処する。
④ 大陸地域外の医薬品生産企業の検査等の管理制度を
制定し、実施を監督する。
⑤ 国家基本薬物目録（基本医薬品目録）38の制定に参
与する。医薬品分類管理の実施を監督する。
⑥ 麻酔薬や向精神薬、医療用毒薬、放射性医薬品、毒
物への転用が容易な医薬品類化学品等の監督管理業
務を担当する。
⑦ 不良医薬品・化粧品のリコール・処分の制度を制定
し、地方機関による関連業務を指導する。
⑧ 医薬品・化粧品の監督管理業務規範及び技術能力の
構築要求を制定し、下級行政機関による法に基づく
行政許可の実施及び監督管理責任の履行を促進し、
違法・不当行為を迅速に発見・是正する。
⑨ 総局による医薬衛生体制改革の深化に関する業務を
担当する。
⑩ 国家毒物禁止委員会の参加団体に関する業務、薬物
の統制に関する国際条約の関連事業、医薬品輸出の
監督管理に関する事項。
⑪総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処、薬品生産監管処、薬品流通監管
処、薬品監測評価処、特殊薬品監管処、化粧品監管処

(10)医療器械監管司
① 医療機器の安全の動向・課題を把握・分析し、制度・
メカニズム・業務の改善のための提案を行う。
② 医療機器の生産・経営・使用の管理制度を制定し、
実施を監督する。医療機器の生産・経営・使用の品
質管理規範を制定し、実施を監督する。医療機器の
インターネット販売の監督管理制度を制定し、実施
を監督する。
③ 医療機器の生産経営企業と使用段階に対する監督・
検査、医療機器の有害事象の監視と再評価、サンプ
リング検査及び安全リスク評価を実施し、発見した
問題に迅速に対処する。
④ 大陸地域外の医療機器メーカーの検査などの管理制
度を制定し、実施を監督する。医療機器製品輸出の
監督管理に関する事項を実施する。
⑤ 不良医療機器のリコール・処分制度を制定し、地方
機関による関連業務を指導・促進する。
⑥ 医療機器の監督管理業務規範及び技術能力の構築要
求を制定し、下級行政機関による法に基づく行政許
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可の実施及び監督管理責任の履行を促進し、違法・
不当行為を迅速に発見・是正する。

⑦総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処、生産監管処、流通監管処、監測

評価処

(11)検査局
① 食品・医薬品検査業務制度を制定し、実施を監督する。
② 食品・医薬品の安全面の苦情・通報に対する調整・
指導。

③ 地方機関による検査業務の指導監督、行政法執行の
規範化。

④ 食品・医薬品安全の「ブラックリスト」制度の確立・
整備。

⑤ 食品・医薬品監督管理の行政法執行と刑事司法との
連携システムの確立・整備。

⑥ 重大な食品・医薬品安全違法事件を取り締まり、適
切な法執行及び検査を行う。

⑦ 医薬品、医療機器及び健康食品の広告審査制度を制
定し、実施を監督する。

⑧ 偽造医薬品の生産販売取締り部門間協力連合会議弁
公室の日常業務。

⑨ 知的財産権侵害、偽造・粗悪商品の取締りに関する
業務。

⑩総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処、検査一処、検査二処、検査三処

(12)応急管理司
① 食品・医薬品安全緊急対応体制の構築計画を制定
し、緊急対応体制構築と能力向上を推進する。

② 食品・医薬品安全緊急対応管理制度を制定し、実施
を監督する。

③ 食品・医薬品安全事故緊急対応マニュアルを作成
し、緊急対応の研修及び訓練を実施する。

④ 食品・医薬品安全情報の収集及び世論のモニタリン
グ、調査・対応業務の指導及び調整。

⑤ 食品・医薬品重大情報の直接報告制度を確立し、実
施を監督する。

⑥ 指導者の指摘、メディアの報道又は公衆の通報を受
けた食品・医薬品安全事故を調査し、報告・調整対
応を迅速に実施する。

⑦ 重大食品・医薬品安全事故の緊急対応措置と調査処
理を行い、地方機関による突発事故対応を調整・指
導する。

⑧ 食品・医薬品緊急対応管理の専門家チームを立ち上
げ、食品・医薬品安全に関する世論及び重大事故事
例を研究し、関連リスクの傾向と突発事件発生の動
向を分析し、対策を提案する。

⑨ 医薬品の重大な副作用事象、医療機器の重大な有害事
象の相互通報及び連携処置のメカニズムを構築する。
⑩総局が委任したその他の事項。

　所属部門：総合処、応急監測処、応急指導処、応急
処置処

(13)科技・標準司
① 食品・医薬品監督管理の科学研究計画を制定し、科学
技術革新体系及び関連する科学技術環境を構築する。
② 食品・医薬品監督管理重大科学技術プロジェクトの
実施、海外の関連先進技術の導入、科学研究・管理・
生産経営機関の技術協力の指導、科学技術成果の移
転促進。
③ 食品・医薬品検査測定体系の構築を推進し、食品・
医薬品検査測定機関の資質認定条件及び検査規範を
制定し、実施を監督する。

④ 食品・医薬品の電子監督管理・トレースバック体系
の構築と情報化の推進。
⑤ 医薬品・化粧品・医療機器の基準管理に関する制度
と業務体制の整備。
⑥ 医薬品添加物、直接医薬品に接触する包装材料及び
容器の目録、医薬品用の条件及び基準の管理規範の
制定。
⑦食品安全基準の制定に参与する。
⑧地方機関による科学技術・基準管理の指導。
⑨総局の情報化業務指導チーム弁公室の日常業務。
⑩総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処（信息化処）、科技処、標準管理処、
検査機構指導処

(14)新聞宣伝司
① 食品・医薬品の安全に関する法令及び方針・政策の
広報、食品・医薬品監督管理制度・措置の解説。

② 食品・医薬品安全情報統一発表制度の制定、食品医
薬品安全情報の発表。
③ 総局の報道・広報業務に関する規約・制度の制定、
総局内各機関の報道・広報の規範化及び調整、総局
直属機関の報道・広報の指導。
④ 食品・医薬品の安全に関する報道・広報の年度・四
半期・特別報道計画の制定と実施。
⑤ 総局の重要会議、重大活動の宣伝・報道及び記者会
見の組織及び管理、報道機関との調整。
⑥ 食品・医薬品の安全に関する世論醸成システム・科
学普及広報業務システムの構築と整備、食品・医薬
品の安全に関する重大広報活動の展開。
⑦ 食品・医薬品監督管理システムに関する新聞・雑誌・
書籍・映像・音声などの広報業務の管理。
⑧ 食品・医薬品監督管理に関する自主管理・コンプラ
イアンス体制構築の推進。
⑨総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処、新聞宣伝一処、新聞宣伝二処

(15)人事司
① 食品・医薬品監督管理システムの人材開発に関する
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関連の計画と政策の制定と実施。
② 総局内の機関及び直属機関の幹部の人事管理及び監
督。

③総局内の機関編制及び公務員の管理。
④ 総局直属機関の機関編制、労働賃金、人事制度改革、
専門技術者管理、指導グループ構築などの関連業務。
⑤ 関連規定に基づき、省（自治区・直轄市）食品薬品
監督管理局の指導幹部の支援・管理を行う。

⑥ 食品・医薬品監督管理システムの幹部チームと専門
家チームの構築指導。

⑦ 食品・医薬品監督管理チーム養成のシステム及び制
度の整備、養成計画の制定と実施。

⑧ 薬剤師資格参入制度の制定と整備、薬剤師の登録業
務の監督と指導。

⑨ 食品・医薬品監督管理システムの全国規模の表彰事
業。

⑩ 食品・医薬品監督管理人材業務指導チーム弁公室の
日常業務。

⑪総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処（幹部監督処）、幹部処、人才処、

直属単位処（工資処）

(16)規画財務司
① 食品・医薬品安全の中長期発展計画の制定及び実施。
② 食品・医薬品監督管理システムのリソース調査、リ
ソース配置の統一計画及び調整、監督管理体系の構
築推進。

③インフラ、設備等の特別建設計画の制定及び実施。
④ 食品・医薬品安全計画作成業務に関する規約・制度
を制定し、執行を監督する。

⑤ 食品・医薬品監督管理システムの食品安全計画の作
成を指導する。

⑥ 局級及び直属機関の財務管理制度の制定及び実施。
⑦年度予算・決算を作成し、執行を監督する。
⑧ 中央の地方に対する特別プロジェクト資金の移転を
実行し、実施を監督する。
⑨ 各種の資金・資産・固定資産建設・政府調達業務を
総合管理し、総局内の機関の住宅制度改革に関する
業務を担当する。

⑩総局と直属機関の監査・監督。
⑪ 食品・医薬品監督管理システムの行政事業における
費用徴収に対する監督管理。

⑫総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処（規画処）、基建装備処、予算・審

計処、財務資産処

(17)国際合作司（香港・マカオ・台湾弁公室）
① 食品・医薬品安全に関する国際交流・協力の中長期
発展計画及び年度計画の制定及び実施。

②食品・医薬品監督管理に関する国際交流・協力の展
開、地方機関に対する関連業務の指導。

③香港・マカオ・台湾地区の食品・医薬品監督管理に
関する交流・協力の展開。
④食品・医薬品監督管理に関する国際交流・協力の政
策研究及び情報分析。
⑤対外事務の行政管理、対外事務の行政管理に関する
規定の制定及び実施。
⑥食品・医薬品監督管理業務に関する大陸地域外のお
ける検査への協力。
⑦知的人材の誘致及び海外研修に関する業務。
⑧海外駐在機関に関する業務の調整・管理。
⑨公的理由による出国（境）者及びグループに対する
審査・認可及びパスポート・ビザの管理。
⑩総局が委任したその他の事項。
　所属部門：総合処、国際組織処、双辺合作処、香澳台処

(18)機関党委員会
(19)駐総局紀検組監察局
(20)離退休幹部局

2.1.2　国家食品薬品監督管理総局の主な職責
① 食品（食品添加物・健康食品を含む）安全、医薬品
（漢方薬・民族薬を含む）、医療機器、化粧品の監督
管理の法令の草案を起草する。政策・計画及び部門
規則を制定する。企業が主体的責任を負い、地方人
民政府が全体的責任を負う食品安全体制の構築・実
現を推進する。食品・医薬品重大情報の直接報告制
度を構築し、実施及び監督・検査を行い、地域的、
または行政管理体に関連する食品・医薬品の安全リ
スクを重点的に防止する。
② 食品行政許可実施弁法を制定し、実施を監督する。
食品安全リスクの調査・検査・処理メカニズムを構
築し、全国食品安全検査年度計画と重大整頓処理方
案を制定・実施する。食品安全情報の統一発表制度
を構築し、重大食品安全情報を発表する。食品安全
リスクモニタリング計画及び食品安全基準の制定に
参与し、食品安全リスクモニタリング計画に基づき
食品安全リスクのモニタリング業務を展開する。
③ 国家薬典など医薬品・医療機器の基準及び分類管理
制度を制定・公布し、実施を監督する。医薬品・医
療機器の研究開発・生産・経営・使用について品質
管理規範を制定し、実施を監督する。医薬品・医療
機器を登録し、監督検査する。医薬品の副作用及び
医療機器の有害事象のモニタリング体系を構築し、
監視・処分業務を実施する。薬剤師資格の参入制度
を制定・改善し、薬剤師登録業務を指導・監督する。
国家基本薬物目録の制定に参加し、国家基本薬物制
度の実施に協力する。化粧品監督管理弁法を制定
し、実施を監督する。
④ 食品・医薬品・医療機器・化粧品の監督管理の検査
制度を制定・実施し、重大違法行為を取り締まる。
不良製品のリコール・処分制度を構築し、実施を監
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督する。
⑤ 食品・医薬品安全事故の緊急対応体系を構築し、食
品・医薬品安全事故の緊急対応措置及び調査処理を
実施・指導し、事故の調査及び対応の状況を監督する。
⑥ 食品・医薬品安全科学技術発展計画を制定・実施す
る。食品・医薬品の検査・測定体系と電子監督管理
トレースバック体系を構築し、情報化を推進する。

⑦ 食品・医薬品安全の広報、教育研修、国際交流・協
力を展開する。自主管理・コンプライアンス体制構
築を推進する。

⑧ 地方機関による食品・医薬品監督管理業務を指導
し、行政法執行を規範化し、行政法執行と刑事司法

との連携システムを改善する。
⑨ 国務院食品安全委員会の日常業務を担当する。食品
安全監督管理を総合調整し、協調連動体制を推進・
整備する。省級人民政府の食品安全監督管理責任の
履行を促進・検査し、審査・評価する。

⑩ 国務院及び国務院食品安全委員会が委託したその他
の事項を担当する。

2.1.3　医薬品の行政管理における地方と中央の役割分
担及び実情
中国の医薬品監督管理体系の組織は、図2-1-1に示す
通りである。

図2-1-1　中国医薬品監督管理体系組織図

出典：呉鵬、楊世民（2007）『薬事管理学』、人民衛生出版社より作成。
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(1)各級地方食品薬品行政管理部門の体制
省・自治区・直轄市の医薬品監督管理部門：省級医薬

品監督管理部門は省人民政府の業務部門であり、省以下
の医薬品監督管理体系に対して縦方向の管理を行い、法
で定められた医薬品監督管理の機能を担う。
市医薬品監督管理機関：市級行政機関は必要に応じて

医薬品監督管理機関を設置し、省級医薬品監督管理部門
の直属機関とする。
県医薬品監督管理機関：県（市）は必要に応じて薬品

監督管理分局を設置し、また医薬品検査機関としても認
定し、一段上級の医薬品監督管理機関の派出機関とする。

(2)各級地方食品薬品行政管理部門の機能
省級医薬品監督管理部門は管轄区内の医薬品監督管理
を担い、食品・健康食品・化粧品の安全管理を総合的に
監督する。医薬品監督管理の主な職責として、次の8つ
が挙げられる。
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① 管轄区内において「薬品管理法」、「薬品管理法実施
条例」及び関連行政法規・規則を執行する。
② 「薬品生産許可証」「薬品経営許可証」「医療機構製
剤許可証」を審査・発行する。薬品のGMP認証（他
に規定があるものを除く）とGSP認証を行い、認証
証書を審査・発行する。

③ 申請医薬品の研究開発の状況及び条件を法に基づい
て審査し、医薬品の登録申請資料の完成度・規範性・
真実性を審査し、試作サンプルの検査を行う。
④ 管轄区内の医薬品及び特殊管理医薬品の生産・経
営・使用を監督し、サンプリング検査を監督する。
⑤ 医薬品の広告を審査・認可し、医薬品広告の認可証
を発行する。

⑥ 「薬品管理法」及び関連法規に違反する管轄区内の
行為を調査し、行政処罰を決定する。

⑦ 薬剤師の登録と管理を実施し、関連部門と協力して
薬剤師の資格試験業務を適切に行う。

⑧ 省以下の医薬品監督管理を指導し、管轄区内の医薬
品監督管理幹部を養成する。

省級食品薬品監督管理局に設置される医薬品管理の機
能部門としては、薬品注冊処、薬品安全監督処、薬品市
場監督処、政策法規処及び検査処などが挙げられる。

2.1.4　医薬品検査所
(1)医薬品検査所の体制
医薬品検査機関は、同級の医薬品監督管理機関の直属

事業組織であり、法令に基づいて、医薬品の審査承認及
び品質監督検査に必要な医薬品検査業務を実施する。国
家食品薬品監督管理総局は「中国薬品生物製品検定研究
院」を設け、省級医薬品監督管理部門は「薬品検験所」を
設け、市医薬品検査機関は業務の必要に応じてその他の
機関を設置する。一部の医薬品検査機関には輸入医薬品
検査の権限を与え、通関地医薬品検査所の機能を加える
ことができる。このほか、省級以上の医薬品監督管理部
門は必要に応じて、医薬品検査条件に合致した検査機関
を認定し、医薬品検査業務を実施させることができるも
のとする。
中央機関編成委員弁公室が公布した「中国薬品生物製

品検定所（国家食品薬品監督管理局医療器械標準管理中
心）の改名に関する意見回答」（中央編弁復字[2010]282号）
によると、中国食品薬品検定研究院（国家食品薬品監督
管理局医療器械標準管理センター）は、国家食品薬品監
督管理局の直属事業機関（局レベル39）とされている。

(2)医薬品検査所の機能
（a）中国食品薬品検定研究院
主な職責は以下の通りである。

① 医薬品・医療機器の登録・審査認定・検査とその技
術再評価を行い、健康食品や化粧品の審査承認に必

要な検査業務や輸入医薬品の登録検査と品質基準の
再チェックを担う。
② 医薬品・医療機器・健康食品・化粧品・飲食サービ
スの食品安全に関する監督検査・委託検査・サンプ
リング検査・安全性評価検査を行い、医薬品の輸入
通関地の検査業務を担う。
③ 医薬品・医療機器の検査・測定の再検査及び技術検
査を担当・組織する。
④バイオ製剤の承認関連事業を実施する。
⑤ 医薬品・医療機器・飲食サービスの食品安全に関す
る基準、技術規範及び技術要求、検査方法の制定・
改訂時の技術の再チェックと検証を担い、健康食
品・化粧品の技術規範及び技術要求、検査方法の制
定・改訂を担う。
⑥ 医薬品用添加物・医薬品と直接接触する包装材料及
び容器の登録検査・監督検査・委託検査・再検査及
び技術検査の事業を担い、関連する国家標準40の制
定・改訂時の技術の再チェックと検証を担う。
⑦ 医薬品・医療機器の国家標準で定められた物質の研
究・調合・基準決定・配布・管理業務を担う。
⑧ 生産用の菌毒種・細胞株の検査業務、医療用の標準
菌毒種・細胞株の収集・鑑定・保存・配布・管理業
務を担う。
⑨ 実験動物の品質検査及び実験動物の品種の確保、育
種及び提供の業務を担う。
⑩ 医薬品・医療機器・健康食品の広告及びインター
ネット医薬品情報サービスに関する技術監督業務を
担う。
⑪ 全国食品・医薬品モニタリング管理システムの検査
機関の業務指導、企画、統計などの関連業務を担い、
医薬品の研究・生産・経営の関連団体及び医療機関
の医薬品検査機関の業務指導を展開する。
⑫ 医薬品・医療機器・健康食品・化粧品・飲食サービ
スの食品安全に関する基準の研究、安全モニタリン
グ及び品質管理の新たな方法・新技術の研究を組
織・実施する。
⑬ 国家食品薬品監督管理総局の科学技術管理の日常業
務、健康食品・化粧品・飲食サービスの食品安全に
関連する専門家委員会の日常業務を担う。
⑭ 医薬品の重大な副作用または医療機器の有害事象の
原因究明のための実験・研究を担う。
⑮ 医薬品・医療機器・健康食品・化粧品・飲食サービ
スの食品安全に関する検査業務の国際交流・協力を
組織・実施する。
⑯ 国家食品薬品監督管理総局が委託するその他の事
項。

（b）省・自治区・直轄市の医薬品検査所（「薬品検験所」）
省・自治区・直轄市の医薬品検査所は、管轄区内の医
薬品の品質について技術監督検査を実施する専門検査・
測定機関であり、独立の法人機関である。その主な職責
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名称 住所 URL

北京市薬品検験所 北京市西城区新街口水車胡同13号 http://www.bidc.org.cn/publish/main/index.html

天津市薬品検験所 天津市和平区貴州路98号 http://www.tjyjs.org/Default.html

上海市食品薬品検験所 上海市浦東新区張衡路1500号 http://www.sifdc.org.cn/

重慶市食品薬品検験所 重慶市北部新区春蘭二路1号 http://www.cqidc.org.cn/bsgk.html

河北省薬品検験研究院 石家荘富強大街16号 http://www.hebyjs.com/

山東省食品薬品検験研究院 済南市高新区新 大街2749号 http://www.sdifdc.org.cn/CL0001/index.html

山西省食品薬品検験所 山西省太原市桃園南路12号 http://www.sxyj.org.cn/

河南省食品薬品検験所 河南省鄭州市経二路8号 http://www.hayj.org/

湖北省食品薬品監督検験研究院 武漢市武昌丁字橋路54号 http://www.hubyjs.org.cn/

湖南省食品薬品検験研究院 長沙市八一路60号 http://www.hnyjs.org.cn/CL0001/

江蘇省食品薬品監督検験研究院 江蘇省南京市北京西路6号 http://www.jsifdc.org.cn//

黒竜江省食品薬品検験検測所 哈爾濱（ハルビン）市道外区南馬路137号 http://www.hljda.gov.cn/

遼寧省食品薬品検験所 瀋陽市鉄西区貴和街46号 http://www.lnfdc.org/

吉林省薬品検験所 吉林省長春市経済技術開発区湛江路657号 http://www.jlifdc.gov.cn/

四川省食品薬品検験所 成都市高新西区新文路8号 http://www.scsyjs.org/

陜西省食品薬品検験所 西安市高新区科学技術五路21号 http://www.snifdc.org.cn/

青海省薬品検験所 西寧市城北区経二路19号 http://www.qhyjs.org.cn/CL0001/index.html

安徽省食品薬品検験所 安徽省合肥市包河工業区　包河大道・烏魯
木斉路交差点 http://www.ahifdc.org.cn/

福建省薬品検験所 福州市通湖路330号 http://220.162.239.123/fjidc/secure/

海南省薬品検験所 海口市南海大道53号 http://yjs.hifda.cn/CL0571/index.html

広東省薬品検験所 広州市恵福西路進歩里2号 http://www.gdidc.org.cn/ZH/

深セン市薬品検験所 深セン市南山区高新中二道28号 http://www.szidc.org.cn/

浙江省食品薬品検験研究院 浙江省杭州市機場路一巷86号 http://www.zjyj.org.cn/

甘粛省食品薬品検験所 甘粛省蘭州市安寧区銀安路7号 http://www.gsda.gov.cn/CL0001/index.html

雲南省食品薬品検験所 雲南省昆明市盤竜路28号 http://www.ynifdc.org.cn/

広西チワン族自治区食品薬品検験所 広西南寧市青秀区青湖路9号 http://www.gxyjs.org.cn/CL0033/index.html

成都市食品薬品検験所 成都市武侯区武興二路10号 http://www.cdyjs.org/

広州市薬品検験所 広州市西増路23号 http://idc.gzfda.gov.cn/

広西チワン族自治区
南寧食品薬品検験所 広西南寧市明秀東路228号 http://www.nnifdc.com/

出典：中国食品薬品検定研究院公式ウェブサイト等のデータを基に作成。

表2-1-1　各省・直轄市・自治区の医薬品検査所

は、ⅰ医薬品研究・生産・流通・使用の各段階における
品質に対し、法に基づく技術監督・検査の実施、ⅱ医薬
品・健康食品の登録検査、医薬品の品質に関する科学研
究・技術サービス。具体的には医薬品の登録検査・サン
プリング検査・輸入検査・委託検査等。ⅲ健康食品・バ
イオ製剤・医薬品用添加物の検査、ⅳ医療機関の製剤の
品質基準に関する技術的再チェック、ⅴ清潔さが求めら
れる医薬品生産企業、医療機関の製剤室、医薬品非臨床
実験室などの清潔度の検査、ⅵ医薬品包装材料の検査、

ⅶ医療機器の生物安全性検査、ⅷ国家薬典委員会の通達
する「中国薬典」及びその他の医薬品基準の起草・審査・
改訂、ⅸ医薬品の品質コントロールに関する医薬品基準
及び検査方法の新技術・新方法の研究――などが含ま
れる。

(3)各省・直轄市・自治区の医薬品検査所リスト
各省・直轄市・自治区の医薬品検査所は以下に示す通
りである（表2-1-1）。

2.2　医薬品登録審査の現状
2.2.1　医薬品登録審査制度
(1)医薬品登録審査制度の変革
中国の医薬品登録管理制度は設立からそれほど時間が

経っておらず、変革の過程は、ほぼ次の５つの段階に分
けることができる。
第一段階（1949～1964）：1963年10月25日に衛生部41・

化学工業部・商業部が発表した「薬品管理に関する若干
の規定」により、医薬品に対して審査承認制度を実行す
る旨を定めた。
第二段階（1966～1977）：文化大革命期間中、全国的
に漢方薬推進の大運動が起き、医薬品工場が次々と立ち
上がったが、医薬品の審査承認制度は混乱状態に陥った。
第三段階（1978～ 1983）：1978年、国務院は「薬政管
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理条例」を発表し、新薬について、省・自治区・直轄市
の衛生庁（局）及び医薬管理局による鑑定後、審査承認
することを定めた。1982年には、省・自治区・直轄市を
単位とした全国統一の医薬品生産認可証管理制度が実施
され、過去に生産を承認された医薬品にも新たな認可証
が発行された。
第四段階（1984～1997）：1984年、全国第６期人民代

表大会の第７回会議で「中華人民共和国薬品管理法」が
審議・採択され、1985年５月１日に施行された。「薬品
管理法」の施行によって、中国の医薬品登録管理制度は
初めて法律の形式をもって確定された。同年７月１日、
衛生部は「新薬審査承認弁法」を発表・実施した。「薬品
管理法」は、「新薬は国務院衛生行政部門が審査承認し、
地方医薬品基準の医薬品及びジェネリック医薬品基準の
医薬品は省級衛生行政部門が審査承認する」と規定して
いる。「新薬審査承認弁法」の制定によって、漢方薬のタ
イプはかつての「丸散膏丹」（丸薬・粉薬・膏薬・練り薬）
から40種余りに増えた。
第五段階（1998～現在）：1998年３月、国家薬品監督

管理局が設立され、一連の医薬品登録管理規則が改正さ
れた。改正後の「新薬審査承認弁法」は1999年5月1日
より施行された。2001年３月、改正「薬品管理法」が正
式に施行された。2002年12月１日、国家食品薬品監督管
理局は「薬品登録管理弁法」42（試行）を発表・施行した。
2005年２月28日、国家食品薬品監督管理局は、改正「薬
品登録管理弁法」を発表した。同規定では、「国家食品薬
品監督管理局は、全国の医薬品登録業務を主管し、医薬
品臨床試験及び医薬品生産・輸入の審査承認に責任を負
うことが規定された。省・自治区・直轄市の（食品）医
薬品監督管理部門は、申請医薬品の研究開発の状況と条
件について法に基づく審査を行い、医薬品登録申請資料
の完全性・規範性・真実性を審査し、試作サンプルの検
査を行うこととされた。2007年７月10日、国家食品薬品
監督管理局は、局令第28号により新たな「薬品登録管理
弁法」を発表し、2007年10月１日に試行した。局令第17
号（旧法）は同時に廃止された。

2.2.2　「薬品登録管理弁法」
(1)現行の「薬品登録管理弁法」の主な改訂内容
現行の「薬品登録管理弁法」（局令第28号）は、旧「薬
品登録管理弁法」に改訂を加え、2007年10月１日に施行
されたものである。
2005年5月１日に施行された「薬品登録管理弁法」（局

令第17号）は、医薬品の審査評価・審査承認について積
極的な役割を発揮した。だが実施過程では、以下のよう
な問題や弱点が明らかとなっていた。
第一に、医薬品登録と監督管理とが結び付けられてい

なかった。同管理弁法は主に、登録申請の受理・審査評
価・審査承認プロセスなどを規定しているが、オリジナ
ル資料の審査、生産現場の検査、製品品質の検査などの
面に関する要求は不十分で、監督措置も未整備であった。

一部の申請団体の研究資料はずさんで、虚偽改ざんなど
の深刻な問題も発生し、医薬品の安全性を十分に保つこ
とができなかった。
第二に、審査評価・審査承認の基準が低く、企業の新
薬創製の積極性を引き出すことができなかった。必要な
条件の法規による定めがなかったため、政策による誘導
の役割を発揮することができず、革新の奨励は不十分で、
ただ形状を変更しただけの製品やジェネリック製品の申
請数が急増し、「低水準の重複」という現象が深刻化した。
第三に、監督や抑制がうまく機能しなかった。審査評
価・審査承認の権限配置は不合理で、手続きも厳密さを
欠き、プロセスは不透明だった。
こうした問題があったことから、「薬品登録管理弁法」
には改訂をほどこす必要があった。
改正法では、同弁法の章立ての枠組も一部調整された。

前臨床試験研究や臨床試験などに関する内容は、ほかの
規約にも規定があることから、改正法では省略された。
医薬品の基準や新薬の技術譲渡など、他の具体的法令に
より規定される予定のあるものも、局令28号では重複規
定されなかった。
新たに改訂された「薬品登録管理弁法」は、従来の全
16章211条から、全15章177条に改められた。改訂の重
点内容としては次の３つが挙げられる。

（a）医薬品の安全性要求の強化、医薬品の販売規制を
　　  厳格化

改正法では、真実に基づく審査の強化に重点が
置かれ、申請資料とサンプルの真実性・科学性・
規範性が制度面から確保された。医薬品研究開発
及び申請登録における虚偽行為に対しては厳格な
調査と取締りを行うものとし、医薬品の安全性を
根本的に確保する措置が取られた。審査の面では、
次の３点が重点とされた。
第一に、資料の真実性の審査と生産現場の検査
に対する要求を高め、資料の改ざんを防止する。
第二に、サンプルの抽出を、出荷前の製品からオン
ライン（製造現場）の製品へと変え、サンプルの真
実性と代表性とを確保する。第三に、新薬の生産
と申請における技術審査評価及び再検査のプロセ
スを調整し、販売される医薬品と審査される医薬
品との一致を確保する。

（b）監督管理リソースの統合、職責の明確化、権限相互
　　　けん制システムの強化

第一に、監督管理リソースの合理的な配置を
行った。国家食品薬品監督管理総局の職能の一部
を、委託を受けた省局43が担うこととなった。局
令第28号は、補充申請に関する権限の区分を明確
化し、一部の重大事項に対する国家食品薬品監督
管理総局の審査承認権を保留したほかは、大部分
の補充申請を省局に委託して審査評価・審査承認
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することとした。また一部の簡単な事項の変更に
ついては、省局で報告手続きを取ることで足りる
とした。更に審査評価・審査承認の実際の状況に
基づき、より多くの審査承認を一定の条件と監視
の下で委託することが定められた。
第二に、各部門への分業を明確化した。多くの

部門が参加し、各部門が相互に協調し、相互にけん
制する業務体制が形成された。
第三に、情報公開や責任追及などの制度を明確

化し、医薬品登録責任体系を整備した。局令第28
号は、医薬品登録が公開・公平・公正の原則に従
うことを明確に規定している。主要審査員のチー
ム責任制度、関係者の公示及び除斥制度・責任追
求制度を実行し、受理・検査・審査評価・審査承
認・通達などを社会監査の対象とすることも定め
られた。これらの措置は、医薬品登録業務を社会
監視の下に置き、背後での操作を撲滅し、透明性
を確保するためのものである。

（c）審査評価・審査承認の基準の引き上げ、革新の奨励、
　　　低水準の重複の制限

技術革新を保護し、「低水準の重複」を抑制する
ため、局令第28号では以下の措置が取られた。第
一に、革新的な医薬品に対する「スピード審査承
認」を「特殊審査承認」に改め、革新の度合いに応
じて異なるルートを設け、審査承認の効率をさら
に高める。第二に、新薬証書の発行の範囲を整理
し、革新医薬品の価値をさらに高める。第三に、単
純な形状変更の申請に対する技術要求を高め、技
術の合理性や研究開発の必要性を重視し、企業に
よる秩序ある申請を誘導する。

(2)改正「薬品登録管理弁法」が採用する対応措置
改正「薬品登録管理弁法」は、これまでの問題への各

種対策を講じ、申請数の有効なコントロール及び申請の
質の向上が図られた。中国の医薬品は総じて、創造性を
欠き、医薬品開発力が低く、イノベーションに向けた指
導も不十分だった。「薬品登録管理弁法」の改正法は、創
造への方向性を与え、イノベーションを奨励するものと
なった。主な措置としては以下の数点が挙げられる。

（a）「スピード審査承認」の「特殊審査承認」への変更
従来の「スピード審査承認」は、審査承認プロセ
スのスピードに着目し、所要時間の短縮を目指し
たものだった。だが新薬開発は模索のプロセスで
あり、時間の短縮で解決できる問題では無い。こ
の「スピード審査承認」に代わって導入された「特
殊審査承認」は、スピードだけに着目するのでは
なく、審査評価方法の改善を目指すものである。
第一に、専用ルートを開設した。新薬承認に専門
ルートを開くことで、迅速な審査承認を確保した。

第二に、早期介入のシステムを設けた。研究開発
の過程で審査評価員との交流や対話の機会を与え
ることによって、研究開発機関の開発過程におけ
る遠回りや研究開発費の浪費を避けられるように
した。医薬品の審査承認・登録の要求と科学研究
の内容とは、一致しない部分も少なからずあり、
研究資料をそのまま登録申請資料として使うこと
はできない。登録にあたっては、研究資料では説
明できない問題を説明しなければならないことも
ある。早期介入によって、新薬開発者の遠回りや
研究開発費の浪費を防ぐことができる。第三に、
資料の改訂・補充・改善を許可した。一般の新薬
登録では資料改訂は許されておらず、すでに提出
した資料の改訂を希望する場合は申請を撤回する
しかなかった。だが新薬の開発は模索のプロセス
であるため、ハイレベルな新薬を開発するには改
訂を重ねることを許す必要がある。

（b）新薬範囲の縮小
本来的な意味での新薬だけに新薬証書を発行す

るものとする。従来は医薬品の形状変更だけでも
新薬証書を受け取ることができた。局令第28号は、
薬の剤形変更について、新薬認定のプロセスに従っ
て処理するが、新薬証書は発行しないとした（但
し、剤形変更でも革新的と言える標的送達・徐放
性・放出制御製剤等の特殊な剤形は例外とした）。
このように新薬認定の範囲を縮小し、明確化した。

（c）新薬証書と新薬生産許可証の分離
研究開発機関の開発を奨励するため、新薬証書
の発行について、申請者の要望に基づいて単独で
も発行できるし、生産許可証をセットで発行する
こともできるようにした。研究機関は製品開発後、
生産企業との技術協力や技術譲渡もできるように
なる。研究や開発に集中することを可能とし、リ
ターンを向上させることができるようになった。

（d）医薬品の剤形・投与経路の変更の技術レベルの向上
医薬品の形状や投与経路の変更に必要な技術内
容・レベルの基準は低く、参入が過度に容易だっ
た。そのため多くの企業が、医薬品の剤形の変更
を目指すようになった。局令第28号は、剤形変更
にあたっても新技術を導入し、品質と安全性をさ
らに高めることを求めた。また剤形変更後の医薬
品が、従来の形状と比べて明らかな優位性を持つ
ことも求められた。単純な形状変更は他の法令で
対応するものとされた。

（e）ジェネリック医薬品の水準の向上
かつて「既存国家標準薬品」と呼ばれていた医
薬品は、「倣製薬」（ジェネリック医薬品）と呼ばれ
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番号 項目 改訂後 改訂前

1 制定の根拠 「薬品管理法」、「行政許可法」、「薬品管理法実施条例」 「薬品管理法」、「薬品管理法実施条例」

2
新たに開発された医薬品、難治性疾
患を治療する新薬 特殊審査承認 スピード審査承認

3 審査承認プロセス

主要審査員のチーム責任制度、関係者の公示制度及び除斥制度、
責任追及制度を採用する。医薬品監督管理部門、関連部門及び
医薬品登録に参与した者は、申請者の提出した技術資料及び実
験データについて、秘密保持義務を負う。

4 ジェネリック医薬品 名称を「倣製薬」とし、ジェネリック医薬品の手続きによって処
理する。但しバイオ製剤は新薬の手続きによって申請する。 名称は「既存国家標準薬品」

5 ジェネリック医薬品の販売評価 （政府が発表した）産業発展計画と産業政策に基づいて販売評価
を行う。

6 当該申請医薬品に関する特許の状態 申請者の提出した説明または声明を行政サイトで公示する。

7 当該申請医薬品に関する委託研究 申請者は、登録申請の際に委託研究の事実を説明する。

8
すでに販売されている医薬品の剤形
を変更し、投与経路を変更しない場
合の申請

新技術を採用し、医薬品の品質と安全性を高め、元の剤形と比
較して明らかに、臨床上の優位性を持つものとする。

9
剤形は変えるが投与経路は変えず、
新たな適応症を増やす際の登録申請

生産条件を備える企業が提出するものとする。但し、標的送達・徐
放性・放出制御製剤などの特殊製剤についてはこの限りではない。

10
販売医薬品の形状と投与経路を変え、
新たな適応症を増やす場合の登録 新薬登録の手続きで申請するが、新薬証書は発行しない。 新薬として管理し、新薬証書を発行する。

11 新薬臨床試験申請
省局の受理から5日以内に、医薬品の研究状況及び関連のオリ
ジナル資料に対して現場での審査を行い、サンプルは取らない。
但しバイオ製剤については3ロットのサンプルを取る。

省局の受理から5日以内に医薬品の研究状
況とオリジナル資料に対して現場での審査
を行い、1ロットから3ロットのサンプルを
取る。

12 新薬生産申請
省局の受理から5日以内に、臨床試験の状況及び関連のオリジ
ナル資料に対して現場での審査を行い、バイオ製剤以外は3ロッ
トのサンプルを取り、基準との照合確認の通知を出す。

13 新薬の技術譲渡 管理規定を別途設け、補充申請は第12項に定める。 同管理弁法中に規定を設け、補充申請は第
12項に定める。

14 補充申請 ⅰ国家局 44による審査承認、ⅱ省局による審査承認及び国家局
による記録保管、ⅲ省局による記録保管、のいずれか

ⅰ国家局による審査承認、ⅱ省局による審
査承認及び国家局による記録保管、のいず
れか。

15
省局にて記録を保管する補充申請事
項

規定に基づく医薬品パッケージの変更、CFDAの要求に基づく
説明書の改訂などの補充申請は、省局が記録を保管する。

16
技術の譲渡、処方または生産工法の
変更

技術の譲渡、処方もしくは生産工程の変更が製品の品質に影響を
及ぼす可能性のある補充申請は、現場での審査を行い、3ロット
のサンプルを取って医薬品検査所に送って検査するものとする。

技術譲渡に対してだけ現場検査とサンプル
採取を規定する。

17 （国家）薬品標準 45
承認された新薬の標準（基準）は試行標準と
し、試行期間は2年とする。その他の医薬品
も試行標準として承認できるものとする。

18
（国家食品薬品監督管理総局薬品審
査評定センターが実施する）技術評
価審査の実施期間

新薬臨床試験は90日以内（特殊審査手続は80日以内）、新薬生
産は150日以内（特殊審査手続は120日以内）とする。すでに
販売されている医薬品の形状変更、及びジェネリック医薬品に
ついては160日以内とする。

新薬の臨床は120日以内、スピード審査承認
は100日以内、新薬の生産は120日以内、特
殊審査承認は100日以内とし、既存国家薬
品標準の医薬品登録申請は80日以内とする

19 不承認の規定 異なる申請者の提出した資料のデータが酷似し、正当な理由が認め
られない場合など、資料の真実性が欠けているものは承認しない。

20 再審申請期限 不承認通知を受領した日から60日以内 不承認の通知を受領した日から10日以内

21 医薬品監督管理部門と職員の責任 是正、行政処分、刑事処分

22 医薬品コード コード制を実施し、詳細は別途の法令にて規定する。

表2-2-1　「薬品登録管理弁法」（局令第28号）改訂による主な変更点

るようになり、新たに別途の管理体制が取られる
こととなった。第一に、ジェネリック医薬品はオ
リジナル医薬品と一致（成分の一致、剤形の一致、
有効性・安全性の一致、基準の一致）する必要が
ある。オリジナルを漫然とコピーする、というよ
うな話ではない。第二に、ジェネリック医薬品の
生産は持続可能なものでなければならない。生産
現場の検査のほか、申請過程のサンプル検査では
大規模生産の環境で生産されたサンプルを対象と
し、ジェネリック医薬品とオリジナル医薬品との
一致が求められる。

改訂された「薬品登録管理弁法」ではこのよう
に、いくつかの要求が引き上げられた。イノベー
ションの奨励のため、剤形変更やジェネリック医
薬品の管理が強化され、医薬品登録標準（基準）の
科学技術の側面における要求も引き上げられた。

(3)「薬品登録管理弁法」の改訂による主な変更点
従来の「薬品登録管理弁法」と比較するため、改訂後
の「薬品登録管理弁法」の主な変更点を以下にまとめた
（表2-2-1）。
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番号 項目 改訂後 改訂前

23 漢方薬調合製剤 6.1、6.2、6.3に規定する。資料への要求事項を削減し、別途の
法令にて規定する。 6.1、6.2、6.3、6.4に規定する。

24
漢方薬7類、生産工程または溶媒の
明らかに変わった8類 第4相臨床試験を実施する。 未規定

25 漢方薬8類 状況に応じて臨床試験を免除し、または100例以上の臨床試験
を行う。

生産工程に質的な変更のあったものは、
100例以上の臨床試験を行う。

26 漢方薬ジェネリック医薬品（9類） 状況に応じて、100例以上の臨床試験を行う。
ジェネリック漢方注射剤と国家局の規定する
その他の漢方薬、天然物由来の医薬品医薬品
製剤に対して、100例以上の臨床試験を行う。

27 化学医薬品 465類注射剤

必要な臨床試験を行う。単一有効成分の注射剤については少な
くとも100例の臨床試験、複数成分の注射剤については少なく
とも300例の症例試験を行う。リポソーム、マイクロスフェア、
マイクロエマルジョンなどの注射剤は、第4相臨床試験を行う。

同一の活性成分を使用する「小水針」と粉
末注射剤または点滴剤との間の転換で、投
与の経路、方法及び量が元の医薬品と一致
するものは臨床試験を免除する。

28 輸入化学医薬品 CTD規格の資料を提供することができる。

29 医薬品の補充申請
申請者は関連する技術指導原則に従い、医薬品の安全性、有効
性及び品質管理能力に対する変更の影響を評価し、相応の技術
研究を行う。

30 医薬品の再登録
現地の省局に申請し、受理・審査を行う。規定に適合するもの
は再登録し、規定に適合しないものは国家食品薬品監督管理総
局に送る。

現地の省局に申請し、審査の意見を申立て
る。国家食品薬品監督管理総局が技術審査
を行い、3カ月以内に再登録不承認の通知
がないものは、省局が再登録する。

出典：張淑秀、曹志勝ら編『最新医薬品登録業務ガイド』、中国医薬科技出版（2007）

(4)現行の「薬品登録管理弁法」の内容の紹介
（a）医薬品登録の定義

2007年10月1日に施行された「薬品登録管理弁法」
（以下本(4)項において「管理弁法」という）の第3
条は、「医薬品登録は、国家食品薬品監督管理（総）
局が、医薬品登録申請者の申請に基づき、法定の手
続に従い、販売予定の医薬品の安全性・有効性・品
質管理能力などを審査し、申請に同意するか否かを
決定する審査承認の過程である」と規定している。
以上の定義に基づき、医薬品の臨床試験、生産、

輸入及び医薬品の承認証明文書の変更を行うすべ
ての機関は、申請を提出し、医薬品監督管理部門
による承認を受け、医薬品の安全・有効・品質維
持の実現を期する必要がある。
国家食品薬品監督管理総局は、全国の医薬品登

録管理業務を主管し、医薬品の臨床試験、生産及
び輸入の審査承認に責任を負う。

（b）医薬品登録申請者に対する要求
① 医薬品登録申請者は、中国大陸地域で合法的に
登記され、民事責任を単独で負うことのできる
機関でなければならない。

② 2つ以上の団体が共同で新薬の申請者となる場
合には、医薬品生産企業の所在地の省級食品医
薬品監督管理部門に申請を提出する。申請団体
がいずれも医薬品生産企業である場合には、当
該医薬品の製造を申請する医薬品生産企業の所
在地の省級食品医薬品監督管理部門に申請を提
出する。申請団体がいずれも医薬品生産企業で
ない場合には、サンプル試作現場の所在地の省
級食品医薬品監督管理部門に申請を提出する。

③ 複数の団体が共同開発した新薬は、そのうちの

1団体が登録申請するものとし、その他の団体が
重複して申請することはできない。共同申請の
必要がある場合は、新薬の申請者として共同署
名しなければならない。新薬の申請承認後、それ
ぞれの医薬品については、同一製剤の異なる規
格も含めて、1団体しか生産できないものとする。
④ ジェネリック医薬品の申請者は医薬品生産企業
でなければならず、申請医薬品は「薬品生産許
可証」に記載された生産の範囲と一致していな
ければならない。
⑤ 剤形を変えるが投与経路を変えず、適応症を新
たに増やす登録申請については、生産条件を備
えた企業が提出する。但し、標的送達・徐放性・
放出制御製剤についてはこの限りではない。
⑥ 自ら撤回した、または審査停止を受けた申請に
ついては、申請者が関連する試験または資料の
補充及び改善を行った後、元の手続きに従って
申請する。
⑦ 医薬品登録申請事務を行う者は、医薬品登録専
門員または相応の専業技術者であり、医薬品登
録管理に関する法令及び医薬品登録の技術要求
を熟知する者でなければならない。
⑧ 大陸地域外の申請者は大陸地域外の合法的な製
薬企業でなければならない。大陸地域外の申請
者による輸入医薬品登録は、中国大陸地域内の
駐在機関または委託した中国大陸地域内の代理
機構を通じて行う。医薬品登録にあたっては、
国家食品薬品監督管理総局に申請表と関連資料
を直接送付する。

（c）「管理弁法」の適用
「管理弁法」は、漢方薬と天然物由来の医薬品、化
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学医薬品、バイオ製剤を対象とし、医薬品の開発や
臨床試験、生産、輸入、登録検査の監督管理に適用
される。麻酔薬や向精神薬、医療用毒薬、放射性医
薬品の登録申請は、同法の規定に従って行うほか、
国家のその他の関連規定に合致する必要がある。
「管理弁法」は、批准コード管理を実施している
漢方薬材や中薬飲片、輸入漢方薬材の登録管理に
は適用せず、その登録管理は別途の法令に規定す
る。医薬品技術譲渡と生産委託の方法も、別途の
法令に規定する。

（d）医薬品登録申請分類
「管理弁法」第12条では、医薬品登録申請につい
て、「新薬申請」、「ジェネリック医薬品申請」、「輸入
医薬品申請」、「補充申請」、「再登録申請」の5つの
カテゴリーに分類する。大陸地域内の申請者による
医薬品登録申請は新薬申請とジェネリック医薬品申
請により、大陸地域外の申請者による医薬品登録申
請は輸入医薬品の申請によって行うものとされる。
① 新薬申請

新薬申請は、中国大陸地域の市場でまだ販売
されたことのない医薬品の登録申請を行うもの
である。既存の販売医薬品の剤形や投与経路を
変え、適応症を増やしたものは、新薬申請の手続
に従い申請する。
②ジェネリック医薬品申請
ジェネリック医薬品申請は、国家食品薬品監督
管理総局がすでに販売を承認済みの、既存の国
家薬品標準の医薬品の生産登録申請である。但
し、この内バイオ製剤は、新薬申請の手順によっ
て申請する必要がある。
③輸入医薬品申請
輸入医薬品申請は、大陸地域外で生産された

医薬品の中国大陸地域内での販売のための登録
申請である。
④補充申請
補充申請は、新薬の申請やジェネリック医薬品

の申請、輸入医薬品の申請が承認された後、承認
された事項や内容の変更・増加・取消しを求め
る申請である。
⑤再登録申請
再登録申請は、医薬品認可証書の有効期間満

了後も、該当医薬品の生産または輸入を求める
申請である。

（e）医薬品登録申請の受理
「管理弁法」は、医薬品登録申請の受理を2つの状況に
分けている。

① 新薬申請とジェネリック医薬品の申請は、所在地
の省級食品薬品監督管理局が受理し、申請者は
関連資料を提出しなければならない。また、生産

申請の際には生産現場の検査申請を提出しなけ
ればならない。
② 輸入医薬品申請は、国家食品薬品監督管理総局
行政受理サービスセンターに対して、関連する資
料とサンプルを直接提出しなければならない。

（f）漢方薬、天然物由来の医薬品の登録分類
① 国内でまだ販売されたことのない、動物・植物・
鉱物などから取った有効成分及びその製剤。
②新たに発見された漢方薬材及びその製剤。
③新たな漢方薬材の代用品。
④漢方薬材の新たな薬用成分及びその製剤。
⑤ 国内市場でまだ販売されたことのない、動物・植
物・鉱物などから取った有効成分及びその製剤。
⑥ 国内市場でまだ販売されたことのない、漢方薬、
天然物由来の医薬品の調合製剤。
⑦ 国内市場ですでに販売されている漢方薬、天然
物由来の医薬品の投与経路を変更した製剤。
⑧ 国内市場ですでに販売されている漢方薬、天然
物由来の医薬品の剤形を変更した製剤。
⑨ジェネリック医薬品。

分類①～⑥の品種は新薬として登録し、分類⑦・⑧の
医薬品は新薬の手続きに照らして処理する。分類⑨は
ジェネリック医薬品として処理する。
このうち⑥の「国内でまだ販売されたことのない、漢
方薬、天然物由来の医薬品の調合製剤」には、「漢方薬複
合製剤」「天然物由来の医薬品複合製剤」「天然物由来の
医薬品と化学医薬品の複合製剤」が含まれる。

（g）化学医薬品の登録分類
① 国内外の市場でまだ販売されたことのない医薬品。
・  合成または半合成の方法で得られた原薬及びそ
の製剤。

・  天然物質の中から抽出された、または発酵を通じ
て抽出された新たな有効モノマー及びその製剤。

・  分解または合成などの方法で得られた既存医薬
品の内、光学異性体とその製剤。

・  すでに販売されている配合薬を基に、より少な
い成分で組成された医薬品。

・  新たな調合製剤。
・  すでに国内市場で販売されている製剤につい
て、国内外で承認されていない適応症の追加。
② 投与経路を変更し、且つ国内外市場でまだ販売
されたことのない製剤。
③ 国外市場では販売されているが国内市場ではま
だ販売されたことのない医薬品。

・  国外市場で販売されている原薬とその製剤、ま
たは製剤の剤形は変更したが投与経路は変えて
いない製剤。

・  国外市場で販売されている調合製剤、または製
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剤の剤形は変更したが投与経路は変えていない
製剤。

・  投与経路を変え、国外市場では販売されている
製剤。

・  国内市場で販売されている製剤について、国外
ですでに承認されている適応症の追加。
④ すでに販売されている塩類薬物の酸基や塩基
（または金属元素）を変えるが、薬理作用は変更
しない原薬とその製剤。
⑤ 国内市場ですでに販売されている医薬品の剤形
は変えるが、投与経路は変更しない製剤。
⑥すでに国家薬品標準がある原薬または製剤。

（h）治療用バイオ製剤の登録分類
① 国内外の市場でまだ販売されたことのないバイ
オ製剤。
②モノクローナル抗体。
③遺伝子治療、体細胞治療及びその製品。
④アレルギー性疾患の診断・治療製品。
⑤ ヒトや動物の組織または体液から抽出した、また
は発酵によって製造された、生物活性を備えた
多組成製品。
⑥ すでに販売されているバイオ製剤によって組成
された新たな調合製剤。
⑦ すでに国外市場で販売されているが国内市場で
は販売されていないバイオ製剤。
⑧ まだ承認されていない菌種によって作られたプ
ロバイオティクス製剤。
⑨ すでに販売されている製品と構造が異なり、国内
外の市場で販売されていない製品（アミノ酸配
列の突然変異・欠損、発現システムの違いによ
る翻訳後修飾の産生・除去・変更、産物に対す
る化学的な修飾などを含む）。
⑩ すでに販売されている製品と製法が異なる製品
（異なる発現システムや宿主細胞の採用など）。
⑪ 遺伝子組み換え技術の新たな活用によって作ら
れた製品（遺伝子組み換え技術による合成技術・
生物組織採取・発酵技術などの代替）。
⑫ 国内外の市場でまだ販売されたことのない、投
与経路を非注射から注射に変更した製品、また
は局所投与を全身投与に変更した製品。
⑬ すでに販売されている製品の剤形を変更したが
投与経路は変更しないバイオ製剤。
⑭ 投与経路を変更したバイオ製剤（上記の⑫は含
まない）。
⑮国家薬品標準がすでにあるバイオ製剤。

（i）予防用バイオ製剤登録分類
①国内外でまだ販売されたことのないワクチン。
②DNAワクチン。
③ すでに販売されているワクチンのアジュバント

更新、複合ワクチンのベクター更新。
④ 非精製ワクチンまたは全細胞（細菌、ウイルスな
ど）ワクチンの精製ワクチンまたはサブユニット
ワクチンへの変更。
⑤ 国内でまだ承認されていない菌毒種によって生
産されたワクチン（インフルエンザワクチンやレ
プトスピラワクチンを除く）
⑥ 国外市場で販売されているが国内市場で販売さ
れていないワクチン。
⑦ 国内ですでに販売されているワクチンを用いて
作られた結合ワクチンまたは混合ワクチン。
⑧ すでに販売されているワクチンの防御抗原とス
ペクトラムの異なる組み換えワクチン。
⑨ すでに承認されている発現システムまたはすで
に承認されている細胞基質によって生産された
ワクチン。新たな製法によって製造され、実験室
の研究資料により製品の安全性と有効性の向上
が明らかなワクチン。
⑩ 不活化剤（方法）または解毒剤（方法）を変更し
たワクチン。
⑪投与経路を変更したワクチン。
⑫ 国内市場ですでに販売されているワクチンの剤形
を変更したが投与経路は変更していないワクチン。
⑬ 免疫の賦活量または免疫のプロセスを変更した
ワクチン。
⑭使用対象者を拡大したワクチン（年齢層の追加）。
⑮すでに国家薬品標準のあるワクチン。

（j）補充申請登録事項
① 国家食品薬品監督管理総局の審査承認する補充
申請事項

・  新薬証書を保有する医薬品生産企業による、当
該医薬品の批准コード申請。

・ 医薬品の商品名称の使用。
・  漢方薬の効能、天然物由来の医薬品の適応症、
化学医薬品・バイオ製剤の国内ですでに認可さ
れている適応証の追加。

・  用法や用量を変更または適用者の対象を変更す
るが、投与経路を変更しないもの。

・ 医薬品規格の変更
・  医薬品の処方のうち、既存医薬品用の添加物の
変更。

・ 医薬品の品質に影響する生産工法の変更。
・ 医薬品登録標準の改訂。
・  国家薬品標準処方のうちの毒性のある漢方薬材ま
たは絶滅の危機にある漢方薬材の代替または除去。

・  輸入医薬品、国内で生産された注射剤・目薬・エ
アゾール・粉末噴霧剤・噴霧剤などの医薬品に
直接接触する包装材料または容器の変更。医薬
品に直接接触する新型の包装材料や容器の使用。

・ 医薬品のセット包装の申請。
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図注：ⅰスラッシュの前は一般審査承認の期間、後は特殊審査承認の期間
ⅱ図中の日数は、当該項目の処理の最大日数である（原則としてこの日数以内に当
該項目を処理しなければならない）。また全て業務日（暦日ではない）で計算する。
CFDA：国家食品薬品監督管理総局
PFDA：省・自治区・直轄市の食品薬品監督管理局
CDE：国家食品薬品監督管理総局薬品審査評定センター
出典：張淑秀、曹志勝ら主編『最新医薬品登録業務ガイド』、中国医薬科技出版社
（2007）

図2-2-1　新薬臨床試験申請・審査承認フローチャート

申請者は臨床前研究を完了後、「医薬品登録申請表」に
記入し、PFDAに関連資料を送付する。

CDEは、医学・薬学などの人員を組織し、申請資料に
対する技術審査評価を行う（90/80日以内）

CFDAによる審査承認（20日以内）

申請受理から審査承認まで150/140業務日

「薬物臨床試験認可証」
を10日以内に送達。

「審査承認意見通知書」
を10日以内に送る。

PFDAは資料の形式審査を行い、要求に合致したものを
受理し、「医薬品登録受理通知書」を発行する。

PFDAは申請受理後5日以内に、研究開発の状況とオリ
ジナル資料に対する現場審査を行い、申請資料に対す
る初期的審査を行う。

申請者に対し、4カ月以内に資料補充を求める（一回限り）

CDEは補充資料に対する技術評価・審査を行う（30日
/27日以内）。

PFDAは申請受理後30日以内に研究開発の状況を審査
し、資料審査意見、現場審査報告及び審査資料をCDE
による技術審査評価のため送付し、申請者に通知する。

バイオ製剤については3ロットのサンプルを採取し、
医薬品検査所の検査のため送付する。検査所は検査報
告をCDE及び申請者に送る。

・ 新薬の技術譲渡。
・  漢方薬や天然物由来の医薬品の説明書の薬理・
毒理、臨床試験、薬物動態学などの項目の改訂
や増加。

・  輸入医薬品の登録証の登録項目の変更。例えば
医薬品名称や製薬企業名称、登録住所、医薬品
有効期限、包装規格など。

・ 輸入医薬品の産地の変更。
・ 輸入医薬品の国外の包装工場の変更。
・ 輸入医薬品の中国国内の小分けや包装。
・ その他。
② 省級食品薬品監督管理局が承認し、国家食品薬
品監督管理総局が記録する、または国家食品薬
品監督管理総局が直接記録する輸入医薬品の補
充申請事項

・ 国内の医薬品生産企業の名称変更。
・  国内の医薬品生産企業内部の医薬品生産場所の
変更。

・  医薬品に直接接触する包装材料または容器の変
更（但し、輸入医薬品または国内で生産された
注射剤・目薬・エアゾール・粉末噴霧剤・噴霧
剤などの医薬品に直接接触する包装材料または
容器の変更については、国家食品薬品監督管理
総局が審査承認する）。

・ 国内で生産された医薬品の有効期限の変更。
・ 輸入医薬品の製造に必要な原薬の産地の変更。

・  輸入医薬品の外観は変更するが医薬品標準は変
更しないもの。

・  国家薬品標準または国家食品薬品監督管理総局の
要求に基づいて輸入医薬品説明書を改訂したもの。

・  輸入医薬品の説明書の安全性についての記載の
補充・改善。

・ 規定に基づく輸入医薬品の包装標示の変更。
・ 輸入医薬品の登録代理機構の変更。
・ その他。

③省級食品薬品監督管理局が記録する補充申請事項
・  国家薬品標準または国家食品薬品監督管理総局
の要求に基づく国内生産医薬品の説明書の変更。

・  国内生産医薬品の説明書の安全性に関する記載
の補充・改善。

・  国内生産医薬品の包装標示の関連規定に従った
変更。

・ 国内生産医薬品の包装規格の変更。
・ 国内生産医薬品の製造原薬の産地の変更。
・  国内生産医薬品の外観は変更するが医薬品標準
は変更しないもの。

・ その他。

2.2.3　国内医薬品登録審査
(1)新薬臨床試験申請・審査承認
新薬臨床試験の申請と審査承認の流れは、図2-2-1に

示す通りである。
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(2)新薬生産の申請・審査承認
新薬生産の申請と審査承認の流れは、図2-2-2に示す

通りである。

図注：ⅰスラッシュの前は一般審査承認の期間、後は特殊審査承認の期間
ⅱ図中の日数は、当該項目の処理の最大日数である（原則としてこの日数以内に当該項目を処理しなければならない）。また全て業務日（暦日ではない）で計算する。
PFDA：省・自治区・直轄市の食品薬品監督管理局
CDE：国家食品薬品監督管理総局薬品審査評定センター
CCD：医薬品認証検査センター
中検院：中国食品薬品検定研究院
出典：張淑秀、曹志勝ら主編『最新医薬品登録業務ガイド』、中国医薬科技出版社（2007）

図2-2-2　新薬生産の申請と審査承認のフローチャート

申請者は臨床試験の完了後、「医薬品登録申請表」を記
入し、PFDAに生産申請に関する資料を送付する。

CDEは医学・薬学などの技術者を組織して技術審査
評価を行う（必要に応じて資料の補充を要求する）
（150/120日以内）。

CDEによる技術審査評価の合格後、申請者に「生産現
場検査通知」を送達し、医薬品認証センター（CCD）に
通知する。

申請者は6カ月以内に認証申請を提出する。CCDは30
日以内に大規模生産過程の現場検査を行い、1ロットの
サンプル（バイオ製剤は3ロット）を採取し、現場検査
報告を10日以内にCDEに送付する。

CDEは技術審査評価意見、CCDの生産現場検査報告及
び薬品検査所の検査結果に基づいて総合意見を形成し、
CFDAに報告する。

規定に合致したものは、
「新薬証書」/「医薬品登
録許可証」を発行し、10
日以内に送達。

規定に合致しないもの
は、「審査承認意見通知
書」を発行し、10日以内
に送達。

CFDAはCDEの総合意見に基づき、審査承認の決定を
行う（20日以内）。

PFDAは申請表の形式審査を行い、要求に合致したもの
に対し、「医薬品登録受理通知書」を発行する。

PFDAは5日以内に臨床試験及びオリジナル資料に対す
る現場審査を行い、3ロットのサンプルを採取する（バ
イオ製剤のサンプル採取はしない）。

申請者に対し、4カ月以内に資料補充
を求める（一回限り）。

中検院に標準物質を作る原材料と関連
資料を送付する。

補充資料に対する CDEの審査評価
（50/40日以内）

医薬品検査所にサンプル標準照合のた
めサンプルを送付する。検査所の報告
はCDE、PFDA、申請者に送付する（30
日以内）。

PFDAは30日以内に臨床試験の現場検査を完了し、資
料審査意見、審査報告及び申請資料を技術審査評価を
行うCDEに送付する。

医薬品検査所に標準照合のため送付す
る。検査所の照合意見はCDE、PFDA、
申請者に送付する（60日以内）。
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図2-2-3　ジェネリック医薬品の申請・審査承認のフローチャート

申請者（医薬品生産企業）は「医薬品登録申請表」に記
入し、PFDAに関連資料及び生産現場の検査申請を送付
する。

CDEは、技術審査評価意見、サンプル生産現場検査報
告及びサンプル検査結果に基づき、総合意見を形成し、
関連資料とともにCFDAに報告する。

医薬品批准コードを発行し、10日以内に
通達する。

「薬物臨床試験認可証」を発行し、10日以
内に通達する。

臨床試験プランと参加団体についてCFDAに報告する。

申請者は臨床試験実施後、CDEに臨床試験データを送る。

CDEは臨床試験データに対する技術評価審査を行う。

CFDAは技術審査評価意見に基づいて行政審査認可を行う（30日以内）。

「審査評価意見通知書」を発行し、
10日以内に送達。

医薬品批准コードを発行し、生
産を認可し、10日以内に送達。

CFDAはCDEの総合意見に基づき、審査承認の決定を行う（20/30日以内）。

PFDAは書類の形式審査を行う。PFDAの要求に合致し
受理されたものは、5日以内に研究開発データ、オリジ
ナル資料及び生産現場に対する審査を組織し、現場で
連続3ロットのサンプルを採取する。

PFDAはデータ・資料審査の完了後、資料審査意見、研
究開発データ及びオリジナル資料の審査報告、生産現
場検査報告ならびに申請資料をCDEに送付する（30日
以内）。

CDEは、薬学や医学その他の技術者を組織し、審査意
見及び申請資料に対して技術審査評価を行い（160日
以内）、必要なときは申請者に資料の補充を要求する。

医薬品検査所はサンプルを検査し、
CDE、PFDA及び申請者に報告書を送る
（30日以内）。

図注：ⅰスラッシュの前は一般審査承認の期間、後は特殊審査承認の期間
ⅱ図中の日数は、当該項目の処理の最大日数である（原則としてこの日数以内に当該項目を処理しなければならない）。また全て業務日（暦日ではない）で計算する。
CFDA：国家食品薬品監督管理総局
PFDA：省・自治区・直轄市の食品薬品監督管理局
CDE：国家食品薬品監督管理総局薬品審査評定センター
出典：張淑秀、曹志勝ら主編『最新医薬品登録業務ガイド』、中国医薬科技出版社（2007）

(3)ジェネリック医薬品申請・審査承認
ジェネリック医薬品の申請と審査承認の流れは図

2-2-3に示す通りである。
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(4)国内医薬品登録審査の現状

表2-2-2　2009年 -2013年の間に登録承認を受けた国内医薬品

2009 2010 2011 2012 2013

化学医薬品 2010 821 885 903 875

バイオ医薬品 104 98 86 87 96

漢方薬 222 134 107 110 145
出典：国家食品薬品監督管理総局（CFDA）の発表した医薬品登録審査承認年度報告（2009-2013年）

2.2.4　輸入医薬品登録審査
(1)輸入医薬品登録審査の流れ
輸入医薬品の申請・審査承認の流れは、図2-2-4に示

す通りである。

中検院は3ロットのサンプル
と標準の照合を行い、報告及
び意見をCDE及び申請者に
送る（60/90日以内）

図2-2-4　輸入医薬品申請・審査承認フローチャート

申請者の大陸地域内の事務機構または代理機構は「医薬品登録申請表」を記入し、CFDAに関連資
料と3ロットのサンプルを送り、必要な証明書を提供する。

CFDAは形式審査を行い、要求に合致したものを受理し、「医薬品登録受理通知書」を発行し、
中検院にサンプルの検査をするよう通知する。

CDEは技術審査を行い（90/80日以内）、必要なときは申請者に資料の補充を要求する。

申請者は中国大陸地域で臨床試験を行う。

「薬物臨床試験認可書」を10日以内に通達する。

CDEは臨床試験データに対して技術審査評価を行う。

CFDAは研究開発の状況とオリジナル資料の現場検査を行い、サンプルを取ることができる。

CFDAの行政審査認可（20日以内）。

臨床試験の終了後、「薬品登録申請表」に記入し、関連する臨床試験データと変更・補充資料
を送付する。

申請者は臨床試験プランを報告する。

CFDAはCDEの総合意見に基づき、審査承認の決定を下す。

「輸入薬品登録証」/「医薬品登録証」を発行
し、10日以内に届ける。

「審査承認意見通知書」を発行し、10日以
内に届ける。

図注：ⅰスラッシュの前は一般審査承認の期間、後は特殊審査承認の期間
ⅱ図中の日数は、当該項目の処理の最大日数である（原則としてこの日数以内に当該項目を処理しなければならない）。また全て業務日（暦日ではない）で計算する。
CFDA：国家食品薬品監督管理総局
PFDA：省・自治区・直轄市の食品薬品監督管理局
CDE：国家食品薬品監督管理総局薬品審査評定センター
中検院：中国食品薬品検定研究院
出典：張淑秀、曹志勝ら主編『最新医薬品登録業務ガイド』、中国医薬科技出版社（2007）
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表2-2-3　2009年 -2013年の間に登録承認を受けた輸入医薬品

2009 2010 2011 2012 2013

化学医薬品 513 565 640 578 612

バイオ医薬品 98 79 65 82 74

漢方薬 3 4 2 2 3
出典：国家食品薬品監督管理総局（CFDA）の発表した医薬品登録審査認可年度報告（2009-2013年）

(2)輸入医薬品登録審査の現状
2009年から2013年の輸入医薬品の登録審査の状況は

表2-2-3に示す通りである。

2.3　医薬品臨床試験
2.3.1　薬物臨床試験管理規範（GCP）
「薬物臨床試験品質管理規範47」（GCP）は1999年、中
国国家薬品監督管理局48によって発表・施行され、2003
年に改訂・施行された。GCPは全13章70条からなり、
主な内容は以下の通りである。
第一章：総則（第１～第４条）。この章では、同規範の

目的について、「医薬品の臨床試験のプロセスの規範性、
結果の科学性・信頼性を確保し、被験者の利益を保護し、
その安全を保障するため、『薬品管理法』に基づき、国際
的に認められている原則に照らして制定した」と説明さ
れている。同規範は、臨床試験の全過程の標準（基準）を
規定したもので、プラン設計・組織・実施・監督・検査・
記録・分析総括・報告を含むものとなっている。医薬品
の各相の臨床試験を行う際には、人体の生物学的利用能
や生物学的同等性の試験を含め、規範に照らして実施し
なければならない。さらに人間を対象としたすべての研
究は「ヘルシンキ宣言」及び国際医科学団体協議会の発
表した「人を対象とする生物医学研究の国際倫理指針」
の倫理原則に合致していなければならないとの方針が明
確化され、公正さを重んじ、被験者の人格を尊重し、被
験者の最大の利益を求め、傷害をできる限り避けなけれ
ばならないとされた。
第二章：臨床前の準備と必要条件（第５～第７条）。医
薬品臨床試験の実施には十分な科学的根拠が必要とな
る。人体試験を行う前に、試験の目的と解決すべき問題
を詳細に検討し、被験者と公衆の健康についてのベネ
フィット及びリスクを比較判断しなければならず、ベネ
フィットは潜在的損害を上回るものでなければならない。
臨床試験の方法の選択は、科学及び倫理基準に合致した
ものでなければならない。臨床試験用の医薬品は申請者
が準備・提供する。申請者は臨床試験実施前に、医薬品
の組成や製造方法、品質検査結果などの臨床試験用医薬
品の前臨床試験資料を提供しなければならない。臨床試
験実施機関の設備と条件は、臨床試験を安全かつ有効に
行うための要求を満足するものでなければならない。
第三章：被験者の権利・利益の保障（第８～第15条）。

臨床試験の過程では、被験者個人の権利・利益を十分に
保障し、試験の科学性と信頼性を確保しなければならな
い。被験者の権利・利益・安全・健康は、科学と社会に

対する利益の考慮よりも優先しなければならない。倫理
委員会と同意説明文書は被験者の権利・利益を保障する
ための重要な施策である。臨床試験での被験者の権利・
利益を確保し、臨床試験の倫理性について公衆による保
証を与えるため、臨床試験に参加する医療機関内部に倫
理委員会が設立される。倫理委員会は５人以上の委員に
より構成され、医薬品専門家や医薬品以外の専門家、法
律専門家、他団体の人員など、性質の異なる委員をそろ
える。倫理委員会の組織と業務は、試験関係者のいかな
る影響も受けない独立したものとする。同意説明文書
は、被験者またはその法定代理人に提出される、試験の
状況を十分かつ詳細に解説した書面の文書である。
第四章：試験プラン（第16～第18条）。試験プランは、

研究者と申請者によって臨床試験実施前に共同で制定さ
れ、倫理委員会に報告し、承認を受けた後に実施される。
試験プランが含むべき内容として、全23項目が規定され
ている。
第五章：研究者の職責（第19～第31条）。臨床試験を

担当する研究者が備えるべき条件が規定され、研究者の
職責として12項目が明示されている。
第六章：申請者の職責（第32～第44条）。申請者とは、
臨床試験実施の発起人であり、試験の開始・管理・財務・
監査などを担当する企業・機関・組織を指す。申請者の
職責としては12項目が定められている。
第七章：監察員の職責（第45～第47条）。監察員は、

申請者と研究者の間の主要な連絡者であり、標準業務手
順に基づき、臨床試験の進行を監督し、臨床試験の計画
通りの進行を保証する。
第八章：記録と報告（第48～第52条）。病例報告表の

記録を規範化し、臨床試験の総括報告の内容を規定し、
臨床試験データの保存年限を当該薬物の承認発売後5年
と定めている。
第九章：統計分析とデータ処理（第53～第55条）。臨

床試験の統計結果の表現と分析、データ処理に対する要
求事項を規定し、被験者の配分方法を規定している。
第十章：試験用医薬品の管理（第56～第60条）。試験

用薬の市場での販売禁止を規定する。試験用薬の使用は
研究者が責任を負い、臨床試験の被験者だけに用いるこ
とを保証する。また、これらの事項について記録する専
任の担当者も設ける。記録対象には、数量、輸送、配達、
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受け取り、分配、残余医薬品の回収と廃棄などが含まれ
る。申請者は、臨床試験に使用するすべての医薬品に対
する適切な包装と標示に責任を負う。
第十一章：品質の保証（第61～第64条）。申請者及び

研究者について、標準業務手順の採用義務を規定する。
実験結果については確認を行い、データ処理にあたって
は品質コントロールを実施するものとし、臨床試験の検
査及び監査についても規定している。
第十二章：多施設臨床試験（第65～第67条）。多施設

臨床試験とは、複数の研究者が同一の試験プランに基づ
いて異なる場所及び施設で同時に行う臨床試験を指す。
各施設は試験を同時に開始・終了する。多施設臨床試験
の責任は主要研究者１名が負う。多施設臨床試験の計画
と実施で考慮すべき９事項について、原則的な規定を設
けている。
第十三章：附則（第68～第70条）。同章では、関連す

る専門用語の定義を明確化する。同規範の解釈は国家食
品薬品監督管理局49が行うものとし、施行日を2003年９
月1日とする。

2.3.2　医薬品臨床試験機関の資格認定
(1)医薬品臨床試験機関の資格認定メカニズム
2004年2月19日、国家食品薬品監督管理局及び衛生部

は、「薬物臨床試験機構資格認定弁法（試行）50」を共同で
発表し、2004年３月１日から医薬品臨床試験機関の資格
認定の実施を開始した。
「薬物臨床試験機構資格認定規定（試行）」の主な内容
は、以下の通りである。
第１章　総則（第１条～第５条）
第２章　資格認定の申請（第６条～第８条）
第３章　資格認定の受理（第９条～第11条）
第４章　資格認定の実地検査（第12条～第24条）
第５章　資格認定の審査及び公告（第25条～第29条）
第６章　監督管理（第30条～第35条）
第７章　資格認定検査員の管理（第36条～第39条）
第８章　附則（第40条～第44条）

(2)全国の医薬品臨床試験機関
2015年１月31日現在でCFDAにより認定されている
全国の医薬品臨床試験機関は、下記の表（表2-3-1）の通
りである。

No 医療機関名 所在地 認定時期 臨床試験認定分野

1 黒竜江中医薬大学附属第一医院 黒竜江省哈爾濱市香坊
区和平路26号 2012.03.05

中医 51呼吸器、中医消化器、中医外科、中医心臓血管、中医
神経内科、中医小児科

2 南華大学附属第二医院 湖南省衡陽市解放路
30号 2012.03.05 神経内科

3
中国人民武装警察部隊後勤学院
附属医院 天津市河東区程林荘路 2012.03.05 心臓血管

4 郴州市第一人民医院 湖南省郴州市北湖区羅
家井102号 2012.03.05

内分泌、消化器、腫瘍、産婦人科、整形外科、一般外科（胃
腸）、神経内科

5 復旦大学附属華山医院 上海市烏魯木斉中路
12号 2012.03.05 腎疾患、整形外科（手外科を含む）、麻酔、肝炎、リウマチ

6 広州中医薬大学附属骨傷科医院 広州市海珠区江南西路
青竹大街22号 2012.02.27 中医整形外科

7 北京大学人民医院 北京市西城区西直門南
大街11号 2012.02.27

心臓血管、呼吸器、血液、肝疾患、一般外科、整形外科、消
化器、内分泌、免疫、腎疾患、腫瘍、泌尿器、産婦人科、眼科、
耳鼻咽喉、皮膚、麻酔

8 復旦大学附属児科医院 上海市徐匯区楓林路
183号 2012.05.02

小児心疾患、小児腎疾患、小児消化器、小児呼吸器、小児内
分泌、小児神経内科

9
上海中医薬大学附属岳陽中西医
結合医院

上海市虹口区甘河路
110号 2012.05.02

中医呼吸器、中医消化器、中医神経内科、中医心臓血管、中
医腎疾患、中医腫瘍、中医外科（皮膚を含む）、中医肛門直
腸、中医婦人科、中医整形外科、アレルギー、内分泌、中医
血液

10 新疆医科大学附属腫瘤医院 新疆烏魯木斉市新市区
蘇州路東大街599号 2012.05.02 腫瘍

11 浙江大学医学院附属婦産科医院 浙江省杭州市学士路 1
号 2012.05.02 腫瘍（婦人科）、生殖保健及び不妊症、婦人科、産科

12 煙台毓璜頂医院 山東省煙台市芝罘区毓
璜頂東路20号 2012.05.02

消化器、神経内科、心臓血管、腫瘍、眼科、耳鼻咽喉、泌尿
器外科、整形外科、婦人科

13 浙江大学医学院附属第一医院 浙江省杭州市慶春路
79号 2012.05.02

肝臓移植、一般外科（肝胆膵外科）、一般外科（胃腸乳腺甲
状腺外科）、肛門直腸外科、老年病（老人性心臓血管及び脳
血管疾患と老人性糖尿病）、胸部外科、救急医療科（中毒及
びショック蘇生）、整形外科

表2-3-1　全国医薬品臨床試験機関リスト（2015年1月31日現在）
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No 医療機関名 所在地 認定時期 臨床試験認定分野

14 皖南医学院弋磯山医院 安徽省蕪湖市赭山西路
92号 2012.05.02

産婦人科、感染症、呼吸器、麻酔、内分泌、皮膚、腎疾患、消
化器、心臓血管、腫瘍

15 天津市腫瘤医院 天津市河西区体院北 2012.05.02 腫瘍

16 延辺大学附属医院 吉林省延吉市局子街
1327号 2012.03.05 心臓血管、消化器、呼吸器、小児呼吸器、神経内科

17 北京市道培医院 北京市海淀区玉泉路
15号 2012.03.05 血液

18 浙江省人民医院 杭州市上塘路158号 2012.03.05
心臓血管、消化器、呼吸器、皮膚性病、眼科、泌尿器、医用
画像処理（診断、治療）

19 武漢亜洲心臓病医院 湖北省武漢市江漢区京
漢大道753号 2012.03.05 心臓血管、心臓大血管外科

20 海南省人民医院 海南省海口市秀英区秀
華路19号 2012.02.27 呼吸器、消化器、心臓血管、内分泌、肝疾患

21
中国人民解放軍広州軍区武漢総
医院

湖北省武漢市武珞路
627号 2012.02.27 神経、呼吸器、心臓血管、消化器、腫瘍

22 北京中医薬大学東方医院 北京豊台区方荘小区芳
星園一区6号 2012.02.27

中医呼吸器、中医心臓血管、中医神経内科、中医内分泌、中
医消化器、中医腫瘍、中医外科、中医産婦人科、中医眼科、
中医耳鼻咽喉、中医皮膚

23 中国人民解放軍第二砲兵総医院 北京市西城区新外大街
16号 2012.02.27 呼吸器、内分泌、心臓血管、神経内科

24 中国人民解放軍北京軍区総医院 北京市東城区南門倉 5
号 2012.02.27

消化器、神経内科、肝疾患、内分泌、腫瘍、心臓血管、呼吸器、
整形外科

25 中国人民解放軍第二一〇医院 大連市西崗区勝利路
80号 2012.02.27 消化器、心臓血管、中医血液

26 復旦大学附属腫瘤医院 上海市東安路270号 2012.02.27 腫瘍、医用画像処理（診断）、医用画像処理（核医学）

27
中国人民解放軍済南軍区第
四〇一医院 青島市閩江路22号 2012.02.27 創傷

28 中国人民解放軍第三〇六医院 北京市朝暘区安翔北里
9号 2012.02.27 内分泌、心臓血管、整形外科、口腔

29 内蒙古自治区中蒙医医院 呼和浩特市健康街 11
号 2012.02.27

民族医学（モンゴル薬）心臓血管、民族医学（モンゴル薬）
脳血管、民族医学（モンゴル薬）血液、中医心臓血管

30 広州市第一人民医院 広州市盤福路1号 2012.02.27
消化器、呼吸器、心臓血管、腎疾患、血液、神経内科、産婦
人科、麻酔、皮膚、火傷、整形外科、泌尿器

31 南方医科大学南方医院 広東省広州市広州大道
北1838号 2012.02.27

消化器、腎疾患、血液、感染症、腫瘍、心臓血管、内分泌、呼
吸器、中医腎疾患、中医リウマチ、中医脳血管、中医心臓血
管、医用画像処理（診断）

32 南通大学附属医院 南通市西寺路20号 2012.02.27
消化器、血液、心臓血管、腎疾患、産婦人科、呼吸器、腫瘍、
神経内科、感染症（肝疾患）、皮膚、眼科、整形外科

33
華中科技大学同済医学院附属協
和医院

武漢市解放大路 1277
号 2012.02.27

呼吸器、消化器、心臓血管、血液、感染症、皮膚、整形外科、
麻酔、一般外科、耳鼻咽喉、神経内科、内分泌、腫瘍、産婦
人科、眼科、口腔、リウマチ、腎疾患、中医整形外科

34
四川省人民医院　四川省医学科
学院

成都市一環路西二段
32号 2012.02.27

神経内科、心臓血管、消化器、皮膚、産婦人科、感染症、腫瘍、
内分泌、腎疾患、中医整形外科

35 昆明医学院第二附属医院 昆明市麻園１号 2012.02.27
神経内科、消化器、内分泌、心臓血管、呼吸器、血液、産婦
人科、小児科呼吸器、火傷、皮膚

36 中国人民解放軍第八十五医院 上海市華山路1328号 2012.02.27 肝疾患

37 広西中医学院第一附属医院 広 西 南 寧 市 東 葛 路
89-9号 2012.02.27

中医整形外科、中医産婦人科、中医肛門直腸、中医心臓血管、
中医神経内科、中医内分泌、中医腫瘍、中医消化器、中医腎
疾患

38 済南市伝染病医院 済南市経十路173号 2012.02.27 肝疾患

39 湖北省中医院 武漢市洪山区珞喩路
856号 2012.02.27

中医心臓血管、中医脳血管、中医肝疾患、中医口腔、中医呼
吸器、中医産婦人科、中医小児科、中医外科（肝臓、胆嚢）、
中医整形外科、中医リウマチ、中医腎疾患

40 汕頭市中心医院 広東省汕頭市外馬路
114号 2012.02.27 心臓血管、腫瘍

41 汕頭大学医学院第一附属医院 広東省汕頭市長平路
57号 2012.02.27 腫瘍、呼吸器、リウマチ、一般外科

42 広州中医薬大学第一附属医院 広州市機場路16号 2012.02.27
中医整形外科、中医消化器、中医外科、中医肛門直腸、中医
婦人科、中医眼科、中医腫瘍、中医心臓血管、中医呼吸器、
中医腎疾患、中医耳鼻咽喉、中医神経内科
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No 医療機関名 所在地 認定時期 臨床試験認定分野

43
中国人民解放軍第三軍医大学第
三附属医院

重慶市渝中区大坪長江
支路10号 2012.02.27

耳鼻咽喉、創傷、呼吸器、産婦人科、心臓血管、眼科、神経
内科、腫瘍、消化器

44 浙江省立同徳医院 浙江省杭州市西湖区古
翠路234号 2012.02.27 中医腫瘍、中医消化器、中医腎疾患、中医整形外科

45 内蒙古民族大学附属医院 内蒙古通遼市霍林河大
街1742号 2012.02.27

民族医学（モンゴル薬）血液、民族医学（モンゴル薬）心臓
血管、民族医学（モンゴル薬）脳血管、民族医学（モンゴル
薬）整形外科、民族医学（モンゴル薬）リウマチ、民族医学
（モンゴル薬）内分泌

46
華中科技大学同済医学院附属同
済医院

湖北省武漢市解放大道
1095号 2012.02.27

心臓血管、呼吸器、消化器、感染症、皮膚、腎疾患、リウマチ、
内分泌、アレルギー、腫瘍、神経内科、産婦人科、移植、創傷、
一般外科、泌尿器、口腔、小児遺伝性代謝疾患、小児内分泌、
小児感染症、耳鼻咽喉、眼科、中医リウマチ、中医内分泌

47 杭州市第六人民医院 杭州市文暉路201号 2012.02.27 肝疾患、感染症

48 武漢大学中南医院 武漢市武昌東湖路169
号 2012.02.27

腫瘍、呼吸器、心臓血管、内分泌、神経内科、産婦人科、口腔、
腎疾患、中医腎疾患、皮膚、消化器、泌尿器、感染症

49
広東省中医院（広州中医薬大学
第二附属医院）

広州市越秀区大徳路
111号 2012.02.27

中医眼科、中医消化器、中医外科、中医整形外科、中医婦人
科、中医肛門直腸、中医皮膚、中医心臓血管、中医神経内科、
中医呼吸器、中医腎疾患、中医内分泌、中医腫瘍、中医耳鼻
咽喉、中医小児科、中医口腔

50 中南大学湘雅三医院 湖南省長沙市桐梓坡路
138号 2012.02.27

呼吸器、心臓血管、消化器、感染症（肝疾患）、皮膚、耳鼻咽
喉、移植、一般外科

51
上海交通大学医学院附属第九人
民医院 上海市制造局路639号 2012.02.27 口腔、心臓血管、神経内科、耳鼻咽喉、形成外科、美容外科

52 青海省蔵医院 青海省西寧市南山東路
97号 2012.02.27

民族医学（チベット薬）肝臓及び胆嚢、民族医学（チベット
薬）リウマチ、民族医学（チベット薬）脳血管

53 上海長征医院 上海市鳳陽路415号 2012.02.27
呼吸器、心臓血管、消化器、神経内科、内分泌、腎疾患、感
染症（肝疾患）、腫瘍、皮膚、免疫、眼科、耳鼻咽喉

54 中国医科大学附属盛京医院 遼寧省瀋陽市和平区三
好街36号 2012.02.27

産婦人科、呼吸器、心臓血管、内分泌、腎疾患、消化器、肝
疾患、麻酔、皮膚、小児呼吸器、小児腎疾患

55 浙江大学医学院附属第一医院 浙江省杭州市上城区慶
春路79号 2012.02.27

感染症、心臓血管、泌尿器、眼科、血液、消化器、呼吸器、内
分泌、腫瘍、腎疾患、耳鼻咽喉、皮膚、精神、エイズ

56
中国人民解放軍第三軍医大学第
一附属医院

重慶市沙坪壩区高灘岩
正街29号 2012.02.27

消化器、肝疾患、呼吸器、産婦人科、眼科、心臓血管、神経
内科、麻酔、腫瘍、腎疾患、耳鼻咽喉、整形外科、泌尿器整
形外科、中医リウマチ

57 中国人民解放軍成都軍区総医院 四川省成都市天回鎮 2012.02.27
消化器、内分泌、腎疾患、呼吸器、血液、腫瘍、心臓血管、泌
尿器、神経外科、一般外科

58 中南大学湘雅二医院 湖南省長沙市芙蓉区人
民中路139号 2012.02.27

内分泌、心臓血管、泌尿器、眼科、消化器、呼吸器、肝疾患、
皮膚、腫瘍、精神、覚せい剤使用者の治療

59 徐州医学院附属医院 江蘇徐州淮海西路 99
号 2012.02.27

心臓血管、呼吸器、血液、麻酔、皮膚、神経外科、泌尿器、医
用画像処理（治療）

60 南昌大学第一附属医院 江西省南昌市永外正街
17号 2012.02.27

消化器、火傷、産婦人科、整形外科、泌尿器、一般外科、内
分泌、神経内科、腎疾患、心臓血管、血液、腫瘍、感染症、呼
吸器、眼科

61 郴州市第一人民医院 湖南省郴州市北湖区羅
家井102号 2012.02.27 神経内科

62 首都医科大学附属北京同仁医院 北京市東城区東交民巷
1号 2012.02.27 心臓血管、内分泌、眼科、耳鼻咽喉

63 中国人民解放軍第八一医院 江蘇省南京市楊公井
34標34号 2012.02.27 腫瘍、肝疾患

64 蘭州大学第一医院 蘭州市東崗西路11号 2012.02.27
血液、心臓血管、呼吸器、感染症、腎疾患、泌尿器、神経内科、
消化器、産婦人科、内分泌

65 広西壮族自治区腫瘤医院 広西南寧市河堤路 71
号 2012.02.27 腫瘍

66 中国人民解放軍第二五四医院 天津市河北区黄緯路
60号 2012.02.27 心臓血管

67 武漢大学人民医院 湖北省武漢市武昌区解
放路238号 2012.02.27

心臓血管、消化器、神経内科、精神、呼吸器、腎疾患、感染症、
産婦人科、内分泌、眼科、泌尿器、耳鼻咽喉、生殖医学、皮膚

68 山東省皮膚病医院 山東省済南市槐蔭区済
路57号 2012.02.27 皮膚

02_第2章.indd   87 15/07/21   17:08



88 JST  中国総合研究センター（CRCC）

中国医薬品産業の現状と動向

No 医療機関名 所在地 認定時期 臨床試験認定分野

69
中国人民解放軍第四軍医大学第
一附属医院

陝西省西安市長楽西路
17号 2012.02.27

消化器、呼吸器、腫瘍、心臓血管、内分泌、神経内科、血液、
産婦人科、腎疾患、免疫、精神、小児科感染症、皮膚、眼科、
麻酔、火傷、神経外科、整形外科、中医心臓血管、医用画像
処理（診断）

70
汕頭大学 -香港中文大学連合汕
頭国際眼科中心

広東省汕頭市東厦北路
広厦新城 2012.02.27 心臓血管、腫瘍

71 吉林省腫瘤医院 吉林省長春市湖光路
1018号 2012.02.27 腫瘍

72 遼寧中医薬大学附属第二医院 瀋陽市皇姑区黄河北大
街60号 2012.02.27

中医心臓血管、中医内分泌、中医神経内科、中医産婦人科、
中医肛門直腸

73 天津市第一中心医院 天津市南開区復康路
24号 2012.02.27 臓器移植（心臓、肝臓、腎臓、肺）

74 湖南省腫瘤医院 湖南省長沙市岳麓区咸
嘉湖路582号 2012.02.27 腫瘍、中医腫瘍、麻酔、医用画像処理（診断、核医学）

75 天津中医薬大学第一附属医院 天津市南開区鞍山西道
314号 2012.02.27

中医心臓血管、中医小児科、中医外科、中医呼吸器、中医産
婦人科、中医神経内科、中医内分泌、中医肝胆内科、中医整
形外科、中医消化器、中医腎疾患、中医リウマチ、中医血液、
中医耳鼻咽喉

76 内蒙古医学院附属医院 呼和浩特市回民区通道
北街1号 2012.02.27 心臓疾患、呼吸器、血液、産婦人

77 湖南省脳科医院 湖南省長沙市芙蓉中路
三段427号 2012.02.27 精神、覚せい剤使用者の治療

78 天津中医薬大学第二附属医院 天津市河北区真理道
816号 2012.02.27

中医産婦人科、中医心臓血管、中医呼吸器、中医腎疾患、中
医リウマチ、中医消化器、中医外科（泌尿器）、中医小児科、
中医整形外科、中医脳血管、中医耳鼻咽喉

79 湖南中医薬大学第一附属医院 湖南省長沙市韶山中路
95号 2012.02.27

中医心臓血管、中医肝疾患、中医整形外科、中医呼吸器、中
医眼科、中医内分泌、中医消化器、中医神経内科、中医産婦
人科、中医耳鼻咽喉、中医口腔、中医腫瘍、中医外科

80 北京積水潭医院 北京市西城区新街口東
街31号 2012.02.27

心臓血管、消化器、呼吸器、神経内科、リウマチ、火傷、整
形外科

81 広州市第八人民医院 広州市東風東路627号 2012.02.27 肝疾患、エイズ

82 北京大学深圳医院 広東省深圳市福田区蓮
花路1120号 2012.06.25

産婦人科、泌尿器、医用画像処理（診断、治療）、心臓血管、
腫瘍、神経内科、消化器、感染症、内分泌

83 常徳市第一人民医院 湖南省常徳市人民東路
388号 2012.06.25

神経内科、心臓血管、消化器、呼吸器、内分泌、整形外科、麻
酔、産婦人科、小児科呼吸器、腫瘍

84 常徳市第一人民医院 湖南省常徳市人民東路
388号 2012.06.25

神経内科、心臓血管、消化器、呼吸器、内分泌、整形外科、麻
酔、産婦人科、小児科呼吸器、腫瘍

85 東莞市人民医院 広東省東莞市城区沙地
塘88号 2012.06.25 心臓血管、神経内科

86 遼寧省腫瘤医院 瀋陽市大東区小河沿路
44号 2012.06.25

腫瘍、中医腫瘍、医用画像処理（診断）、医用画像処理（核医
学）、医用画像処理（治療）、麻酔

87
南京医科大学第一附属医院（江
蘇省人民医院）

江蘇省南京市広州路
300号 2012.06.25 眼科、医用画像処理（核医学）、胸部外科、火傷整形外科

88 厦門市第一医院 厦門市思明区上古街
10号 2012.06.25

呼吸器、結核、消化器、感染症、血液、腫瘍、一般外科、泌尿
器外科、整形外科、耳鼻咽喉科、婦人科、小児呼吸器

89
上海市長寧区光華中西医結合医
院 上海市新華路540号 2012.06.25 リウマチ

90 中国人民武装警察部隊総医院 北京市海淀区永定路
69号 2012.06.25

呼吸器、心臓血管、消化器、腎疾患、内分泌、神経内科、腫瘍、
一般外科（肝臓移植）、神経外科、整形外科、耳鼻咽喉科、産
婦人科

91 包頭市中心医院 内蒙古包頭市東河区環
城路61号 2012.07.23 神経内科、心臓血管、呼吸器、消化器、一般外科

92 北京大学口腔医院 北京海淀区中関村南大
街22号 2012.07.23 口腔医学

93
北京胸科医院（元北京胸部腫瘤
結核病医院）

北京市通州区北馬廠
97号 2012.07.23 結核、腫瘍

94 大連医科大学附属第二医院 大連市沙河口区中山路
467号 2012.07.23

腫瘍、心臓血管、呼吸器、消化器、神経内科、内分泌、腎疾患、
眼科、泌尿器、一般外科、皮膚

95 大慶油田総医院 黒竜江省大慶市薩爾図
区中康街9号 2012.07.23 呼吸器、消化器、心臓血管
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96 東南大学附属中大医院 江蘇省南京市丁家橋
87号 2012.07.23

心臓血管、呼吸器、消化器、血液、腎疾患、産婦人科、神経
内科、整形外科、医用画像処理（診断、治療）

97 復旦大学附属眼耳鼻喉科医院 上海市汾陽路83号、宝
慶路19号 2012.07.23 眼科、耳鼻咽喉

98 広西医科大学第一附属医院 広西壮族自治区南寧市
双擁路6号 2012.07.23

心臓血管、内分泌、消化器、血液、皮膚、耳鼻咽喉、感染症、
神経内科、腎疾患、火傷、呼吸器、整形外科、泌尿器、眼科

99 広州軍区広州総医院 広東省広州市流花路
111号 2012.07.23 心臓血管、消化器、呼吸器、神経内科、腫瘍、血液、麻酔、皮膚

100 広州市中医医院 広東省広州市珠璣路
16号 2012.07.23

中医腫瘍、中医心臓血管、中医神経内科、中医消化器、中医
整形外科

101 広州医学院第一附属医院 広東省広州市沿江路
151号 2012.07.23 呼吸器

102 広州医学院第二附属医院 広東省広州市昌崗東路
250号 2012.07.23 神経内科、心臓血管、リウマチ免疫、麻酔、医用画像処理（診断）

103 貴陽中医学院第一附属医院 貴州省貴陽市宝山北路
71号 2012.07.23 中医心臓血管、中医整形外科、中医肛門直腸、中医内分泌

104 桂林医学院附属医院 広西桂林市楽群路 15
号 2012.07.23 肝胆外科、呼吸器、腎疾患、神経内科、消化器

105 哈爾濱医科大学附属第二医院 黒竜江省哈爾濱市南崗
区保健路148号 2012.07.23

心臓血管、神経内科、免疫、呼吸器、内分泌、血液、感染症、
消化器、心臓大血管外科、皮膚、眼科

106 哈爾濱医科大学附属第一医院 哈爾濱市南崗区郵政街
23号 2012.07.23

心臓血管、呼吸器、神経内科、消化器、血液、リウマチ免疫、
感染症、内分泌、精神

107 河北省精神衛生中心 河北省保定市東風東路
572号 2012.07.23 精神

108 河北省人民医院 石家荘市和平西路348
号 2012.07.23

心臓血管、呼吸器、消化器、内分泌、神経内科、胸部外科、血
液、産婦人科、免疫、整形外科、麻酔、一般外科、中医脳血管、
耳鼻咽喉

109 河北省中医院 河北省石家荘市中山東
路389号 2012.07.23 中医消化器、中医腎疾患、中医肛門直腸、中医整形外科

110 河南省洛陽正骨医院 河南省洛陽市啓明南路
1号 2012.07.23 中医整形外科、中医リウマチ

111 河南省眼科中心 河南省鄭州市緯五路 7
号 2012.07.23 眼科

112 湖南省中医薬研究院附属医院 湖南省長沙市麓山路
58号 2012.07.23

中医腫瘍、中医肝疾患、中医心臓血管、中医脳血管、中医腎
疾患

113 吉林大学第二医院 吉林省長春市南関区自
強街218号 2012.07.23 皮膚、産婦人科、呼吸器、腎疾患、内分泌、心臓血管

114 江蘇省中西医結合医院 南京市紅山路十字街
100号 2012.07.23

中医呼吸器、中医心臓血管、中医腫瘍、中医産婦人科、中医
脳疾患、中医整形外科、中医泌尿器

115 江蘇省腫瘤医院 南京市百子亭42号 2012.07.23 腫瘍

116 昆明医学院第一附属医院 昆明市西昌路295号 2012.07.23
精神、神経内科、肝疾患、消化器、心臓血管、呼吸、整形外科、
皮膚、中医リウマチ

117 遼寧省人民医院 遼寧省瀋陽市瀋河区文
芸路33号 2012.07.23 心臓血管、皮膚

118 遼寧中医薬大学附属医院 瀋陽市皇姑区北陵大街
33号 2012.07.23

中医血液、中医肝疾患、中医腎疾患、中医外科、中医整形外
科、中医産婦人科、中医神経内科、中医消化器、中医腫瘍、
中医内分泌、中医呼吸器、中医心臓血管、中医リウマチ、中
医耳鼻咽喉、中医小児科、中医肛門直腸、中医老年病（老年
学認知症）

119 南昌大学第二附属医院 江西省南昌市民徳路 1
号 2012.07.23

心臓血管、血液、神経内科、腫瘍、呼吸器、消化器、産婦人科、
腎疾患、内分泌

120 南京大学医学院附属鼓楼医院 南京市中山路321号 2012.07.23
産婦人科、心臓血管、呼吸器、腫瘍、神経内科、消化器、内
分泌、一般外科、泌尿器

121 南京脳科医院 南京市広州路264号 2012.07.23 神経内科、精神

122 山東省腫瘤医院 山東省済南市済 路
440号 2012.07.23 腫瘍

123 汕頭大学医学院第二附属医院 広東省汕頭市東厦北路
広厦新城 2012.07.23 整形外科、内分泌、産婦人科、泌尿器

124 汕頭大学医学院附属腫瘤医院 広東省汕頭市饒平路 7
号 2012.07.23 腫瘍
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125
上海交通大学医学院附属第三人
民医院

上海市宝山区漠河路
280号 2012.07.23 感染症（肝疾患）、腫瘍、一般外科

126 上海長海医院 上海市楊浦区長海路
168号 2012.07.23

消化器、血液、腫瘍、呼吸、心臓血管、リウマチ、耳鼻咽喉、
一般外科、泌尿器、皮膚及び性病、麻酔、医用画像処理（診
断、核医学）

127 首都医科大学附属北京安貞医院 北京市安定門外安貞里 2012.07.23
心臓血管、心臓外科及び胸部外科、呼吸器、麻酔、神経内科、
一般外科、泌尿器、医用画像処理（核医学）

128 首都医科大学附属北京児童医院 北京市西城区南礼士路
56号 2012.07.23

小児内分泌、小児腎疾患、小児心臓、小児呼吸器、小児中医、
小児血液、小児神経症、小児皮膚

129 首都医科大学附属北京佑安医院 北京市豊台区右安門外
西頭条8号 2012.07.23 肝疾患、エイズ、中医肝疾患、

130 蘇州市中医医院 江蘇省蘇州市景徳路
314号 2012.07.23 中医整形外科

131 四川大学華西第二医院 四川省成都市人民南路
三段20号 2012.07.23 産婦人科

132 天津市南開医院 天津市南開区三瑋路
122号 2012.07.23 一般外科

133 上海市公共衛生臨床中心 上海市金山区漕廊公路
2901号 2012.03.05

(1)中医（肝炎）、結核、産科
(2)第1相臨床試験について手順に基づき、研究室での医薬
品検査

134
上海交通大学医学院附属上海児
童医学中心 上海市東方路1678号 2012.03.05

小児胸部心臓外科、小児一般外科、小児整形外科、麻酔、小
児心臓病、小児血液疾患、小児呼吸器、小児消化器

135 蘇州大学附属第二医院 蘇州市三香路1055号 2012.02.27
神経内科、心臓血管、内分泌、呼吸器、消化器、整形外科、泌
尿器、一般外科、血液、腫瘍、医用画像処理（核医学）

136 蘇州大学附属第一医院 江蘇省蘇州市十梓街
188号 2012.02.27

心臓血管、神経内科、感染症（肝疾患）、腫瘍、産婦人科、血
液、消化器、呼吸器、リウマチ、麻酔、神経外科、皮膚、眼科、
泌尿器、整形外科、一般外科、医用画像処理（診断、治療、核
医学）

137 南海医学院附属医院 海南省海口市龍華路
31号 2012.02.27 呼吸器、心臓血管、神経内科、産婦人科、泌尿器

138 青島眼科医院 山東省青島市燕児島路
5号 2012.02.27 眼科

139 南京市中医院 南京市金陵路1号 2012.02.27
中医肛門直腸、中医婦人科、中医整形外科、中医脳血管、中
医心臓血管、中医消化器

140 上海市第六人民医院 上海市宜山路600号 2012.02.27
内分泌、心臓血管、呼吸器、消化器、整形外科、腎疾患、血液、
腫瘍、感染症、麻酔、一般外科、中医脳疾患、医用画像処理

141 南方医科大学珠江医院 広州市工業大道中253
号 2012.02.27 腫瘍、心臓血管、神経外科、中医腎疾患

142 同済大学附属同済医院 上海市新村路389号 2012.02.27
精神、心臓血管、神経内科、消化器、内分泌、整形外科、耳
鼻咽喉

143 江蘇省中医院 江蘇省南京市漢中路
155号 2012.02.27

中医小児科、中医消化器、中医呼吸器、中医耳鼻咽喉、中医
内分泌、中医リウマチ、中医老年病（老人性痴呆、老人性脳
梗塞後遺症）、中医心臓血管、中医腫瘍、中医神経内科、中
医血液、中医外科、中医皮膚、中医眼科、中医婦人科、中医
整形外科、中医肛門直腸、中医男性科

144 甘粛省人民医院 甘粛省蘭州市城関区東
崗西路204号 2012.02.27 呼吸器、消化器、心臓血管

145 重慶医科大学附属第二医院 重慶市渝中区臨江路
74号 2012.02.27

肝疾患、消化器、産婦人科、腎疾患、神経内科、心臓血管、内
分泌、一般外科、泌尿器

146 陝西省腫瘤医院 陝西省西安市雁塔西路
309号 2012.02.27 腫瘍

147 広東省第二中医院 広東省広州市恒福路
60号 2012.02.27 中医心臓血管、中医神経内科、中医消化器、中医整形外科

148 上海徐匯区中心医院 上海市淮海中路966号 2012.02.27 心臓血管、泌尿器、中医脳血管

149 上海市肺科医院 上海市政民路507号 2012.02.27 腫瘍、結核、呼吸器、中医腫瘍

150 温州医学院附属第二医院 温州市学院西路109号 2012.07.23
整形外科、麻酔、産婦人科、心臓血管、呼吸器、消化器、小
児呼吸器、中医肛門直腸

151 温州医学院附属第一医院 温州市府学巷2号 2012.07.23
神経内科、心臓血管、消化器、血液、感染症（肝疾患）、内分
泌、口腔、一般外科、泌尿器、整形外科

152 温州医学院附属眼視光医院 浙江省温州市学院西路
270号 2012.07.23 眼科
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153 武漢大学口腔医院 湖北省武漢市洪山区珞
瑜路237号 2012.07.23 口腔

154 西安市精神衛生中心 陝西省西安市雁引路
15号 2012.07.23 精神科

155 浙江医院 杭州市霊隠路12号 2012.07.23 心臓血管、腫瘍、消化器、神経内科、内分泌

156 浙江中医薬大学附属広興医院 杭州市体育場路453号 2012.07.23 中医心臓血管、中医腎疾患、中医婦人科、中医小児科

157 中国人民解放軍第三〇二医院 北京市西四環中路100
号 2012.07.23 消化器、肝疾患、感染症、エイズ

158
中国人民解放軍第四軍医大学唐
都医院

陝西省西安市灞橋区新
寺路1号 2012.07.23

感染症、消化器、呼吸器、血液、神経内科、腫瘍、神経外科、
胸部外科、一般外科

159
中国人民解放軍南京軍区福州総
医院

福州市西二環北路156
号 2012.07.23

呼吸器、心臓血管、腎疾患、内分泌、腫瘍、一般外科、泌尿
器

160 中国人民解放軍瀋陽軍区総医院 遼寧省瀋陽市瀋河区文
化路83号 2012.07.23

心臓血管、消化器、腎疾患、腫瘍、神経内科、呼吸器、麻酔
及び鎮痛、皮膚及び性病、眼科、一般外科、泌尿器、中医消
化器

161 中国医学科学院血液病医院 天津市和平区南京路
288号 2012.07.23 血液

162 中国医学科学院皮膚病医院 南京市蒋王廟街12号 2012.07.23 皮膚

163
中国人民解放軍総医院第一附属
医院 北京市阜成路51号 2012.07.23 呼吸器、火傷整形外科、整形外科

164 復旦大学附属婦産科医院 上海市方斜路419号 2012.12.20 産婦人科及び生殖コントロール

165 広州市婦女児童医療中心
広州市人民中路 318、
402号、広州市金穂路
9号

2012.10.15
婦人科、小児呼吸器、小児消化器、小児一般外科、小児心臓
胸部外科、小児血液、小児神経病学

166 貴陽中医学院第一附属医院 貴州省貴陽市宝山北路
71号 2012.10.15

中医呼吸器、中医消化器、中医神経内科、中医腎疾患、中医
婦人科、中医皮膚、中医耳鼻咽喉、中医眼科、中医肝胆外科、
中医泌尿器外科

167 貴州省人民医院 貴陽市中山東路83号 2012.10.15
婦人科、整形外科、呼吸器、麻酔、一般外科（肝胆）、神経外
科、腎疾患、消化器、心臓血管、腫瘍

168 厦門大学附属中山医院 福建省厦門市思明区湖
浜南路 2012.10.15

胸部外科、一般外科、心臓血管、呼吸器、神経内科、消化器、
腎疾患、腫瘍、婦人科

169 厦門大学附属中山医院 福建省厦門市思明区湖
浜南路 2012.10.15

胸部外科、一般外科、心臓血管、呼吸器、神経内科、消化器、
腎疾患、腫瘍、婦人科

170 厦門市中医院 厦門市仙岳路1739号 ;
厦門市江頭東路339号 2012.12.20

中医肝疾患、中医消化器、中医心臓血管、中医脳血管、中医
肛門直腸、中医整形外科

171
上海交通大学医学院附属新華医
院崇明分院

上海市崇明県城橋鎮南
門路25号 2012.12.20

呼吸器、腫瘍、腎臓病学、一般外科、内分泌、心臓血管、中
医腎疾患、婦人科

172 首都医科大学附属北京同仁医院 北京市東城区東交民巷
1号 2012.12.20

呼吸器、神経内科、腎疾患、消化器、泌尿器外科、一般外科、
産婦人科、皮膚性病、麻酔、医用画像処理（診断、治療）、医
用画像処理（核医学）

173 太原市中心医院 山西省太原市解放路東
三道巷5号 2012.12.20 心臓血管、神経内科、腎疾患、内分泌、産婦人科

174 天津市海河医院 天津市津南区津沽路双
港鎮 2012.12.20 呼吸器、結核、胸部外科、心臓血管

175 天津市環湖医院 天津市河西区気象台路
122号 2012.10.15 神経外科、神経内科、医用画像処理（放射線治療）

176 徐州医学院附属医院 江蘇省徐州市泉水区淮
海西路99号 2012.12.20

腫瘍、神経内科、整形外科、感染症（肝疾患）、腎疾患、内分
泌

177 長沙市第三医院 湖南省長沙市天心区労
動西路176号 2012.12.20

心臓血管、呼吸器、神経内科、消化器、整形外科、一般外科、
麻酔、胸部外科

178 浙江省台州医院 浙江省臨海市西門街
150号 2012.10.15

整形外科、心臓血管、神経内科、感染症、腫瘍、消化器、呼
吸器、腎疾患、血液、胸部外科、一般外科、産婦人

179
中国人民解放軍第三軍医大学第
三附属医院

重慶市大坪長江支路
10号 2012.12.20

麻酔、皮膚及び性病、腎疾患、耳鼻咽喉、創傷、呼吸器、産
婦人科、心臓血管、眼科、神経内科、腫瘍、消化器

180 中南大学湘雅二医院 湖南省長沙市芙蓉区人
民中路139号 2012.12.20

エイズ、小児腎疾患、小児神経症、耳鼻咽喉、免疫、産婦人
科、整形外科、リハビリテーション医学、老年病、腎移植、
一般外科、神経内科、腎臓病学、心臓大血管外科、救急医学
（急性中毒、救命救急）、麻酔、医用画像処理（診断、治療）

181 中日友好医院 北京朝暘区桜花東路 2012.12.20 神経内科、消化器、血液、皮膚、中医婦人科、中医リウマチ

182 重慶三峡中心医院 重慶市万州区新城路
165号 2012.12.20 心臓血管、神経内科、腫瘍、内分泌、消化器、肝炎、整形外科
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183 重慶医科大学附属第二医院 重慶市渝中区臨江路
74号 2012.12.20 呼吸器、血液、腫瘍、神経外科、整形外科

184 遵義医学院附属医院 貴州省遵義市大連路
149号 2012.10.15

消化器、腫瘍、感染症（肝胆）、心臓血管、神経内科、麻酔、
火傷、整形外科、中医消化器、血液

185 中山大学附属第六医院 広東省広州市天河区員
村二横路26号 2012.10.15

婦人科、小児呼吸器、小児消化器、小児一般外科、小児心臓
胸部外科、小児血液、小児神経病学

186 北京大学第三医院 北京市海淀区花園北路
49号 2013.09.25

整形外科、スポーツ医学、一般外科、眼科、内分泌、腎疾患、
泌尿器、皮膚、小児科呼吸器、小児科消化器、医用画像処理
（診断、治療）、心臓血管、呼吸器、消化器、神経内科、産婦人
科、血液、腫瘍

187 北京回龍観医院 北京市昌平区回龍観鎮 2013.09.25 精神衛生

188 成都中医薬大学附属医院 四川省成都市十二橋路
41号 2013.09.25

中医心臓血管、中医腎疾患、中医消化器、中医呼吸器、中医
皮膚、中医婦人科、中医小児科、中医眼科、中医肛門直腸、
中医免疫、中医神経内科、中医耳鼻咽喉、中医内分泌、中医
整形外科

189 東南大学医学院附属江陰医院 江蘇省江陰市寿山路
163号 2013.09.25

心臓血管、呼吸器、消化器、整形外科、神経外科、一般外科、
火傷整形外科、腫瘍、婦人科

190 広州市精神病医院 広州市荔湾区芳村明心
路36号 2013.09.25 精神、覚せい剤使用者の治療

191 哈爾濱医科大学附属腫瘤医院 哈爾濱市哈平路150号 2013.09.25 腫瘍

192 黒竜江中医薬大学附属第二医院 黒竜江省哈爾濱市南崗
区果戈里大街411号 2013.09.25 中医脳血管、中医心臓血管、中医婦人科、中医整形外科

193 済南市中心医院 済南市解放路105号 2013.09.25
呼吸器、消化器、神経内科、心臓血管、血液、内分泌神経外
科、火傷

194 江西省人民医院 江西省南昌市愛国路
152号 2013.09.25

消化器、腫瘍、呼吸器、内分泌、神経内科、泌尿器、眼科、心
臓血管

195 蘭州大学第二医院 蘭州市翠英門82号 2013.09.25
心臓血管、泌尿器、腎疾患、神経内科、産婦人科、呼吸器、血
液

196 臨沂市腫瘤医院 臨沂市蘭山区陵園東街
6号 2013.09.25 腫瘍

197 瑪麗医院 香港薄扶林道102号 2013.09.25
心臓血管、内分泌、呼吸器、麻酔、肝胆膵外科及び肝臓移植、
産婦人科及び出産コントロール、血液及び骨髄移植

198 南京大学医学院附属口腔医院 南京市中央路30号 2013.09.25 口腔

199 南京市第一医院 江蘇省南京市長楽路
68号、共青団路2号 2013.09.25

心臓血管、消化器、呼吸器、神経内科、内分泌、感染症、産
婦人科、腫瘍、泌尿器、一般外科、耳鼻咽喉、眼科、麻酔、医
用画像処理（診断、核医学）

200 南京医科大学附属淮安第一医院 江蘇省淮安市淮陰区北
京西路6号 2013.09.25 呼吸器、消化器、神経内科、血液、内分泌、神経外科、腫瘍

201 南京医科大学附属口腔医院 江蘇省南京市漢中路
136号 2013.09.25 口腔

202 青島大学医学院附属医院 青島市江蘇路16号 2013.09.25
内分泌、神経内科、整形外科、呼吸器、消化器、腎疾患、心
臓血管、血液、一般外科、神経外科、腫瘍、眼科

203 青島市市立医院 青島市胶州路1号 2013.09.25
消化器、心臓血管、眼科、耳鼻咽喉、麻酔、感染症（肝疾患）、
腎疾患、皮膚、呼吸器、神経内科、内分泌、婦人科、泌尿器、
リウマチ免疫、中医消化器

204 上海市第十人民医院 上海市延長中路301号 2013.09.25
中医心臓血管、腫瘍、泌尿器、消化器、内分泌、呼吸器、心
臓血管、腎疾患、神経内科、医用画像処理（治療）、整形外科、
麻酔、医用画像処理

205 上海市第五人民医院 上海市閔行区鶴慶路
801号 2013.09.25 腎臓病学、泌尿器外科、神経内科

206 上海市第一人民医院 上海市武進路85号 2013.09.25
呼吸器、眼科、心臓血管、麻酔、腫瘍、消化器、泌尿器、神経
内科、内分泌、一般外科、口腔、耳鼻咽喉、整形外科、中医
消化器

207 上海市東方医院 上海市浦東新区即墨路
150号 2013.09.25 心臓血管、呼吸器、口腔

208 上海市公共衛生臨床中心 上海市金山区漕廊公路
2901号 2013.09.25 肝疾患、感染症（エイズ）、医用画像処理（診断）

209 上海市胸科医院 上海市淮海西路241号 2013.09.25 呼吸器、麻酔、心臓血管、心臓大血管外科、胸部外科、腫瘍

210 首都医科大学附属北京安定医院 北京市西城区安康胡同
5号 2013.09.25 精神、覚せい剤使用者の治療
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211 首都医科大学附属北京朝陽医院 北京朝暘区工人体育場
南路8号 2013.09.25

心臓血管、呼吸器、産婦人科、泌尿器、消化器、血液、腫瘍、
リウマチ免疫、麻酔、臓器移植、一般外科、皮膚

212 首都医科大学宣武医院 北京市宣武区長椿街
45号 2013.09.25 一般外科、リウマチ免疫

213 泰達国際心血管病医院 天津市経済技術開発区
第三大街61号 2013.09.25 心臓血管、心臓大血管外科

214 天津市人民医院 天津市紅橋区芥園道
190号 2013.09.25 腫瘍、心臓血管、整形外科、神経内科、一般外科、呼吸器

215 無錫市第二人民医院 江蘇省無錫市中山路
68号 2013.09.25 心臓血管、眼科、神経内科、皮膚、消化器、一般外科

216 無錫市第四人民医院 無錫市恵河路200号 2013.09.25 麻酔、腫瘍

217 浙江省中医院 浙江省杭州市郵電路
54号 2013.09.25

中医消化器、中医産婦人科、中医心臓血管、中医耳鼻咽喉、
中医泌尿器、中医呼吸器、中医一般外科、中医神経内科、中
医リウマチ免疫、中医内分泌、中医小児科

218 浙江省腫瘤医院 浙江省杭州市広済路
38号 2013.09.25 腫瘍

219 中国人民解放軍第四五八医院 広東省広州市東風東路
801号 2013.09.25 感染症（肝疾患）

220 中国人民解放軍済南軍区総医院 山東省済南市師範路
25号 2013.09.25 神経内科、呼吸器、血液、内分泌、腫瘍、腎疾患

221
中国人民解放軍蘭州軍区蘭州総
医院

甘粛省蘭州市七里河区
南浜河路333号 2013.09.25 呼吸器、消化器、神経内科、腫瘍、血液、泌尿器、火傷

222 中国医学科学院北京協和医院 北京市東城区王府井帥
府園1号 2013.09.25

中医内分泌（糖尿病）、一般外科、神経外科、泌尿器、整形外
科、医用画像処理（診断）、美容外科、腫瘍、感染症、エイズ、
アレルギー、免疫、医用画像処理（核医学）、神経内科、心臓
血管、腎疾患、呼吸器、麻酔、消化器、血液、内分泌、婦人科、
眼科、耳鼻咽喉、皮膚

223 中国医学科学院阜外心血管医院

北京市西城区北礼士路
167号　　北京市西城
区三里河北街甲1号 北
京市西城区北礼士路
135号16号楼

2013.09.25 心臓血管

224 中国中医科学院広安門医院 中国北京市西城区北線
閣5号 2013.09.25

中医腫瘍、中医皮膚、中医泌尿器、中医肛門直腸、中医眼科、
中医心臓血管、中医腎疾患、中医内分泌、中医リウマチ、中医
婦人科、中医呼吸器、中医整形外科、中医一般外科、中医消
化器、中医神経内科、中医耳鼻咽喉、中医口腔、中医エイズ

225 中南大学湘雅医院 湖南省長沙市開福区湘
雅路87号 2013.09.25 心臓血管、内分泌

226 中山大学中山眼科中心 広州市先烈南路54号 2013.09.25 眼科

227 常州市第二人民医院 江蘇省常州市興隆巷
29号 2013.05.02 呼吸器、内分泌、心臓血管、血液

228
福建省中医薬研究院（福建中医
薬大学附属第二人民医院） 福州市五四路282号 2013.05.02

中医脳血管、中医呼吸器、中医心臓血管、中医消化器、中医
腎疾患、中医整形外科

229 河北医科大学第一医院 石家荘東崗路89号 2013.05.02 精神、神経内科、心臓血管、肝疾患

230
南昌市第一医院（南昌大学第三
附属医院）

江西省南昌市象山北路
128号 2013.05.02 内分泌、心臓血管、呼吸器、神経内科、血液、腫瘍、眼科

231 青海省蔵医院 青海省西寧市南山東路
97号 2013.05.02

チベット医学消化器、チベット医学産婦人科、チベット医
学呼吸器、チベット医学腎疾患、チベット医学皮膚病

232 首都医科大学附属北京児童医院 北京市西城区南礼士路
56号 2013.05.02

小児消化器、小児感染症、小児免疫、小児耳鼻咽喉、小児泌
尿器外科、小児一般外科、腫瘍、麻酔、医用画像処理（診断）、
救急医療（小児集中治療）

233 四川大学華西口腔医院 四川省成都市人民南路
三段14号 2013.05.02

口腔（顎顔面外科、歯髄疾患、歯周病、予防歯科、口腔粘膜
疾患）

234 蘇州九龍医院 蘇州工業園区万盛街
118号 2013.05.02

心臓血管、呼吸器、腎疾患、腫瘍、神経外科、整形外科、医
用画像処理（診断）

235 天津医科大学総医院 天津市和平区鞍山道
154号 2013.05.02

心臓血管、内内分泌、消化器、神経内科、呼吸器、皮膚、神経
外科、眼科、麻酔、一般外科、血液、心臓大血管外科、腎疾患、
整形外科、婦人科、計画出産、生殖保健学及び不妊症、鼻科、
胸部外科、救急医療（急性中毒、救命救急）、泌尿器外科、医
用画像処理（核医学、放射線治療）、腫瘍、リハビリテーショ
ン医学
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236 武漢市精神衛生中心 湖北省武漢市橋口区遊
芸路70号 2013.05.02 精神病、覚せい剤使用者の治療

237 安徽医科大学第二附属医院 合肥経済技術開発区芙
蓉路678号 2013.05.07 腫瘍、腎疾患、感染症、呼吸器

238 北京大学第一医院 北京市西城区西什庫大
街8号 2013.05.07 免疫、小児集中治療、医用画像処理（治療）、整形外科

239 北京中医薬大学東直門医院 北京市東城区海運倉 5
号 2013.05.07

中医心臓血管、中医神経内科、中医呼吸器、中医消化器、中
医腎疾患、中医婦人科、中医小児科、内分泌（乳腺）、中医外
科、感染症、中医老年病、中医内分泌、中医腫瘍、中医肛門
直腸、中医末梢血管、中医皮膚、中医整形外科、中医耳鼻咽
喉、中医眼科

240 浜州医学院附属医院 山東省浜州市黄河二路
661号 2013.05.07 呼吸器、消化器、内分泌、腫瘍、一般外科（胃腸）

241 広州医学院附属腫瘤医院 広州市麓湖路横枝崗
78号 2013.05.07 腫瘍

242 河南省腫瘤医院 河南省鄭州市東明路
127号 2013.05.07 血液、腫瘍

243 湖北省中山医院 武漢市橋口区中山大道
26号 2013.05.07 感染症、神経内科、消化器

244 吉林大学第二医院
吉林省長春市南関区自
強街 218号、亜泰大街
1085号、和光路25号

2013.05.07 消化器、神経内科、血液、腫瘍、眼科、一般外科

245
江西省腫瘤医院（江西省第二人
民医院）

江西省南昌市北京東路
519号 2013.05.07

血液、整形外科、婦人科、腫瘍、医用画像処理（放射線治療、
核医学）、中医腫瘍

246 昆明医学院第一附属医院 雲南省昆明市西昌路
295号 2013.05.07 腫瘍、内分泌、リウマチ免疫、耳鼻咽喉、血液

247 南通市腫瘤医院 南通市通州区通揚北路
30号 2013.05.07 腫瘍

248 萍郷市人民医院 江西省萍郷市安源区広
場路128号 2013.05.07 呼吸器、消化器、神経内科、心臓血管、内分泌、免疫、腫瘍

249
上海交通大学医学院附属新華医
院 上海市控江路1665号 2013.05.07

心臓血管、呼吸器、眼科、耳鼻咽喉、内分泌、消化器、血液、
泌尿器、小児血液、小児腎疾患、小児内分泌、小児神経病学、
小児心臓病、超音波診断

250 深圳市第二人民医院 広東省深圳市福田区筍
崗西路3002号 2013.05.07

血液、内分泌、腎臓病学、呼吸器、整形外科、神経外科、泌
尿器、一般外科（甲状腺及び乳腺、肝胆）、火傷科、胸部外科、
中西医結合、救命医療

251 新疆維吾尓自治区人民医院 新疆烏市天池路91号 2013.05.07 心臓血管（高血圧）、免疫、消化器、皮膚、腫瘍、内分泌

252 浙江医院 杭州市霊隠路12号 2013.05.07
救命医療、呼吸器、老年病（高齢者心臓血管及び脳血管、高
齢者泌尿器、高齢者内分泌）

253 安慶市立医院 安徽省安慶市人民路
352号 2013.09.16

神経内科、産婦人科、心臓血管、呼吸器、消化器、一般外科、
腫瘍、泌尿器

254 宝鶏市中心医院 陝西省宝鶏市姜譚路 8
号 2013.09.16 呼吸器、神経内科、血液、一般外科、感染症、腫瘍

255 黒竜江中医薬大学附属第一医院 哈爾濱市香坊区和平路
26号 2013.09.16

中医婦人科、中医整形外科、中医腎疾患、中医内分泌、中医
血液、中医耳鼻咽喉、中医眼科

256 曁南大学附属第一医院 広州市黄埔大道西613
号 2013.09.16

心臓血管、神経内科、皮膚、精神、麻酔、眼科、呼吸器、腎疾
患、一般外科、整形外科、婦人科、産科

257 江西省皮膚病専科医院 江西省南昌市迎賓大道
388号 2013.09.16 中医皮膚、皮膚、性病

258 寧波市第二医院 浙江省寧波市西北街
41号 2013.09.16 神経内科、心臓血管、腎疾患、整形外科、皮膚

259 上海市閔行区中心医院 上海市莘荘鎮莘松路
170号 /瀘閔路6258号 2013.09.16 消化器、呼吸器、心臓血管、神経内科、腎疾患、内分泌

260 上海市同済医院 上海市新村路389号 2013.09.16
血液、医用画像処理（診断、治療）、産婦人科、泌尿器、麻酔、
眼科

261 瀋陽市胸科医院 遼寧省瀋陽市大東区北
海街11号 2013.09.16 結核

262 天津市第一中心医院 天津市南開区復康路
24号 2013.09.16

救命医療、血液、整形外科、耳鼻咽喉、神経内科、心臓血管、
感染症、老年病（高齢者心臓血管及び脳血管）

263 天津市胸科医院 天津市和平区西安道
93号（重慶道68号） 2013.09.16 心臓血管、呼吸器、心臓大血管外科、胸部心臓外科
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264 衛生部北京医院 北京東単大華路1号 2013.09.16 麻酔、眼科、腎疾患、免疫、耳鼻咽喉、一般外科

265 鄭州大学第一附属医院 中国河南省鄭州市大学
路43号 2013.09.16

皮膚、産婦人科、呼吸器、神経内科、腎疾患、内分泌、腫瘍、
医用画像処理（治療）

266 中山大学附属第一医院 広州市中山二路58号 2013.09.16 一般外科

267 北華大学附属医院 吉林省吉林市解放中路
12号 2013.12.30

感染症、呼吸器、消化器内科、神経内科、心臓血管、内分泌、
整形外科、産婦人科、腫瘍

268 北京中医薬大学東方医院 北京市豊台区方荘芳星
園1区6号 2013.12.30 中医腎疾患、中医リウマチ、中医整形外科、中医口腔

269 滄州市中心医院 河北省滄州市運河区新
華西路16号 2013.12.30 呼吸器、神経内科、心臓血管、血液、内分泌、腫瘍

270 常州市中医医院 常州市和平北路25号 2013.12.30
中医心臓血管、中医消化器、中医腎疾患、中医神経内科、中
医婦人科、中医整形外科、中医肛門直腸、中医腫瘍

271 復旦大学附属中山医院青浦分院
上海市青浦区公園東路
1158号 /青浦区公園路
100号

2013.12.30
救急医療科（中毒）、心臓血管、内分泌、一般外科、泌尿器、
婦人科

272 貴陽医学院附属医院 貴陽市貴医街28号 2013.12.30 呼吸器、血液、神経内科、神経外科

273 哈爾濱医科大学附属第三医院 哈爾濱市哈平路150号 2013.12.30 麻酔

274 海南省人民医院 海南省海口市秀英区秀
華路19号 2013.12.30

耳鼻咽喉、救急医療（中毒、感染症）、口腔、腎疾患、血液、
腫瘍、神経内科、一般外科、泌尿器、婦人科

275 和田地区維吾尓医院 和田市北京西路337号 2013.12.30
ウイグル医学心臓血管、ウイグル医学婦人科、ウイグル医
学整形外科、ウイグル医学呼吸器、ウイグル医学消化器、ウ
イグル医学腎疾患

276 湖北省中医院
武漢市武昌区花園山 4
号 /武漢市洪山区珞喩
路856号

2013.12.30
中医皮膚、中医肛門直腸、中医消化器、中医耳鼻咽喉、中医
泌尿器、中医眼科、中医精神、中医老年病

277
華中科技大学同済医学院附属協
和医院

武漢市解放大道 1277
号 2013.12.30

泌尿器、美容外科、心臓大血管外科、神経外科、小児血液疾
患、中医消化器、中医腫瘍、老年病（高齢者脳血管、高齢者内
分泌）、医用画像処理（診断、治療、核医学）、救急医療（創傷）

278 吉林市中心医院 吉林市船営区南京街 4
号 2013.12.30 呼吸器、消化器、神経内科、心臓血管、腎疾患、内分泌、火傷

279 連雲港市第一人民医院 江蘇省連雲港市通灌北
路182号 2013.12.30

呼吸器、消化器、神経内科、心臓血管、内分泌、神経外科、一
般外科（肝胆）、腫瘍、救急医療科（中毒）

280
遼寧省肛腸医院（遼寧中医薬大
学附属第三医院）

遼寧省瀋陽市十一緯路
35号 2013.12.30 中医肛門直腸

281 煤炭総医院 北京市朝暘区西壩河南
里29号 2013.12.30 神経内科、内分泌、心臓血管、耳鼻咽喉、一般外科

282 南寧市第二人民医院 広西南寧市淡村路 13
号 2013.12.30 腫瘍、呼吸、神経内科、心臓血管、腎疾患

283
内蒙古科技大学包頭医学院第一
附属医院

内蒙古自治区包頭市昆
都倫区林蔭路41号 2013.12.30 呼吸器、腎疾患、神経内科、リウマチ免疫、心臓血管

284 内蒙古民族大学附属医院 内蒙古通遼市霍林河大
街1742号 2013.12.30

モンゴル医学腫瘍、モンゴル医学ペインクリニック、モン
ゴル医学婦人科、モンゴル医学外科、モンゴル医学消化器、
モンゴル医学呼吸器、モンゴル医学肛門直腸

285 寧夏医科大学附属医院 銀川市興慶区勝利街
804号 2013.12.30

耳鼻咽喉、産婦人科、整形外科、麻酔、泌尿器外科、内分泌、
神経内科、眼科

286 三亜市人民医院 三亜市解放路558号 2013.12.30 心臓血管、呼吸器、神経外科、腫瘍

287 山東省精神衛生中心 済南市歴下区文化東路
49号 2013.12.30 精神

288 山西医科大学第二医院 山西省太原市五一路
382号 2013.12.30

精神衛生、免疫、内分泌、皮膚、消化器、中医内科（消化器、
脳血管）

289 山西医科大学第一医院 山西省太原市解放南路
85号 2013.12.30

心臓血管、腎疾患、婦人科、泌尿器、口腔、老年病（呼吸器、
神経内科、心臓血管）

290 上海市奉賢区中心医院 上海市奉賢区南橋鎮南
奉公路9588号 2013.12.30

麻酔、神経内科、心臓血管、腎疾患、一般外科、整形外科、婦
人科

291 上海市楊浦区中心医院 上海市騰越路450号 2013.12.30
産婦人科、整形外科、神経内科、呼吸器、心臓血管、腎疾患、
内分泌

292 雲南省第一人民医院 昆明市金碧路157号 2013.12.30 消化器、内分泌、腫瘍、神経内科、血液

293 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 杭州市慶春東路3号 2013.12.30 血液、皮膚性病、放射線治療、婦人科、麻酔

294 鄭州人民医院 中国河南省鄭州市黄河
路33号 2013.12.30

心臓血管、呼吸器、消化器、腫瘍、泌尿器、血液、内分泌、中
医神経内科
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295 中国中医科学院望京医院 北京市朝暘区望京中環
南路6号 2013.12.30

中医整形外科、中医心臓血管、中医呼吸器、中医腎疾患、中
医神経内科、中医リウマチ免疫、中医腫瘍、中医外科、中医
婦人科

296 徐州市中心医院 徐州市解放南路199号 2014.05.07
呼吸器、神経内科、心臓血管、内分泌、免疫、整形外科、婦
人科、口腔顎顔面外科、腫瘍

297 中国人民解放軍総医院 北京市復興路28号 2014.05.07 眼科、胸部外科、心臓血管外科

298 中国医学科学院北京協和医院
北京市東城区王府井帥
府園 1号 ;北京市西城
区大木倉胡同41号

2014.05.07
放射線治療、救命医療、救急医療（急性中毒、急性感染症）、
臨床心理、口腔、胸部外科、肝臓移植、小児免疫、小児遺伝
病、小児消化器

299
中国医学科学院阜外心血管病医
院

北京市西城区北礼士路
167号、北京市西城区
三里河北街甲 1号、北
京市西城区北礼士路
135号16号楼

2014.05.07 小児心臓血管、内分泌

300 中山大学附属第三医院 広東省広州市天河路
600号 2014.05.07 麻酔

301 中国中医科学院眼科医院 北京市石景山区魯谷路
33号 2014.05.07 中医眼科

302 安徽医科大学第一附属医院 合肥市績渓路218号 2014.06.05
神経内科、呼吸器、泌尿器、救急医療科（ショック蘇生及び
中毒）、産婦人科、整形外科、腎疾患、血液、リハビリテー
ション医学

303 保定市第一中医院 河北省保定市裕華西路
530号 2014.06.05

中医心臓血管、中医整形外科、中医肛門直腸、中医産婦人科、
中医消化器、中医神経内科、中医内分泌

304 大連市第六人民医院 大連市甘井子区陸港檜
柏路269号 2014.06.05 肝炎、エイズ

305 福建省漳州市医院 漳州市 城区勝利路
59号 2014.06.05 血液、消化器、泌尿器、一般外科、神経外科、腫瘍、麻酔

306 福建医科大学附属協和医院 福建省福州市新権路
29号 2014.06.05 神経内科、小児神経病学

307 復旦大学附属金山医院 上海市金山区龍航路
1508号 2014.06.05 消化器、心臓血管、内分泌、整形外科、産婦人科

308 広州医学院第二附属医院 広東省広州市昌崗東路
250号 2014.06.05

血液、呼吸器、一般外科、神経外科、泌尿器、皮膚、アレル
ギー

309 貴陽医学院附属医院 貴州省貴陽市雲岩区北
京路 2014.06.05

心臓血管、精神、麻酔、中医脳血管、整形外科、救急医療（急
性中毒）、医用画像処理（診断、治療）

310 海口市人民医院 海口市人民大道43号 2014.06.05 呼吸器、麻酔、消化器、腫瘍

311 海南医学院附属医院 海南省海口市龍華路
31号 2014.06.05 腫瘍

312
杭州師範大学附属医院（杭州市
第二人民医院）

杭州市拱墅区温州路
126号 2014.06.05 心臓血管、神経内科、内分泌、肝疾患、腫瘍

313 河北医科大学第二医院 河北省石家荘市和平西
路215号 2014.06.05 免疫、眼科、救命医療科（中毒）、小児神経学

314 河北医科大学第三医院 河北省石家荘市自強路
139号 2014.06.05 心臓血管、呼吸器、消化器、血液、免疫

315 河南中医学院第一附属医院 鄭州市人民路19号 2014.06.05 エイズ

316 黄石市中心医院 湖北省黄石市天津路
141号 2014.06.05 産婦人科、消化器、神経内科、腎疾患、内分泌、泌尿器

317 吉林大学第四医院（一汽総医院）吉林省長春市東風大街
2643号 2014.06.05 腫瘍、婦人科、泌尿器、整形外科、感染症、火傷

318 江西省児童医院 江西省南昌市陽明路
122号 2014.06.05

小児呼吸器、小児内分泌、小児神経症、小児消化器、小児腎
疾患

319 軍事医学科学院附属医院 北京市豊台区東大街 8
号 2014.06.05

心臓血管、消化器、内分泌、泌尿器、麻酔、医用画像処理（診
断、核医学）、放射線治療、神経内科、腎疾患、呼吸器

320 昆明市第一人民医院 昆明市青年路 504号、
486号 2014.06.05 臓器移植（肝臓移植）、一般外科（肝胆膵）、婦人科

321 昆明市延安医院 雲南省昆明市人民東路
245号 2014.06.05 心臓血管、呼吸器、神経外科、整形外科、婦人科、内分泌

322 柳州市工人医院 広西柳州市柳石路1号、
145号 2014.06.05

産婦人、腫瘍、内分泌科、神経内科、呼吸器、血液、腎疾患、
耳鼻咽喉

323 柳州市人民医院 広西壮族自治区柳州市
文昌路8号 2014.06.05 腫瘍、感染症、婦人科、心臓血管、消化器、麻酔、耳鼻咽喉
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324 洛陽市第一中医院
河南省洛陽市九都路 7
号院、玻璃廠南路36号
院

2014.06.05
中医神経内科、中医心臓血管、中医整形外科、中医産婦人科、
中医老年病（高齢者糖尿病）

325 南昌大学附属眼科医院 江西省南昌市八一大道
463号 2014.06.05 眼科

326 南方医科大学南方医院 広東省広州市広州大道
北1838号 2014.06.05

麻酔、救命医療、神経内科、一般外科、神経外科、整形外科、
婦人科、産科、小児血液

327 南京市婦幼保健院 江蘇省南京市莫愁路天
妃巷123号 2014.06.05 婦人科、中医産婦人科

328 内モンゴル自治区人民医院 呼和浩特市新城区昭烏
達路20号 2014.06.05

腫瘍、神経内科、内分泌、心臓血管、医用画像処理（治療）、
消化器、神経外科、腎疾患、整形外科、呼吸器、泌尿器

329 青島市市立医院 青島市膠州路1号 2014.06.05 腫瘍

330 三明市第一医院 三明市列東街東新一路
29号 2014.06.05 神経内科、呼吸器、消化器、泌尿器

331 上海市第五人民医院 上海市閔行区鶴慶路
801号 2014.06.05 呼吸器、麻酔、産婦人科、内分泌、神経外科、感染症（肝疾患）

332 上海市皮膚病医院 上海市保徳路1278号 2014.06.05 皮膚、中医皮膚、性病

333 蘇州大学附属第一医院 江蘇省蘇州市十梓街
188号 2014.06.05 内分泌、腎疾患、耳鼻咽喉、口腔

334 泰安市中医医院 山東省泰安市泰山区迎
暄大街216号 2014.06.05

中医呼吸器、中医神経内科、中医心臓血管、中医内分泌、中
医腫瘍、中医肝疾患、中医消化器、中医整形外科、中医産婦
人科

335 唐山市工人医院 河北省唐山市路北区文
化路27号 2014.06.05 神経内科、心臓血管、内分泌、神経外科、火傷

336 無錫市第四人民医院 無錫市恵河路200号 2014.06.05 医用画像処理（核医学）、婦人科、呼吸器、消化器、小児内分泌

337
無錫市中西医結合医院（無錫市
第三人民医院）

江蘇無錫市興源北路
585号 2014.06.05

火傷、肝胆膵外科、心臓血管、内分泌、神経内科、呼吸器、整
形外科

338
武漢市中心医院（武漢市第二医
院）/華中科技大学同済医学院附
属武漢中心医院）

湖北省武漢市江岸区勝
利街26号 2014.06.05

内分泌、婦人科、血液、腫瘍、消化器、救命医療、心臓血管、
一般外科、神経外科、泌尿器、神経内科、麻酔

339
西安交通大学医学院第一附属医
院 西安市雁塔西路277号 2014.06.05

泌尿器、整形外科、神経外科、消化器、耳鼻咽喉、免疫、心臓
大血管外科、救命医療、中毒救急、胸部外科、火傷整形外科、
麻酔、眼科、超音波診断、医用画像処理（診断、治療）

340 新疆医学大学第一附属医院 新疆維吾爾自治区烏魯
木斉市鯉魚山路1号 2014.06.05

小児血液、救命医療、リウマチ免疫、精神、耳鼻咽喉、眼科、
内分泌、口腔、火傷、産科、血液、腫瘍、麻酔、泌尿器、リハ
ビリテーション医学、腎疾患、胸部外科

341 宜昌市中心人民医院 湖北省宜昌市夷陵大道
183号 2014.06.05

呼吸、神経内科、心臓血管、血液、腎疾患、内分泌、産婦人科、
眼科、感染症、腫瘍

342 益陽市中心医院 湖南省益陽市康富北路
118号 2014.06.05

呼吸器、内分泌、一般外科（胃腸）、神経内科、腎疾患、心臓
血管、腫瘍

343 長沙市第一医院 長沙市開福区営盤路
311号 2014.06.05

神経内科、肝炎、エイズ、心臓血管、呼吸器、婦人科、内分泌、
消化器、血液、整形外科、耳鼻咽喉

344 浙江中医薬大学附属第一医院 浙江杭州郵電路54号 2014.06.05 中医血液

345 鎮江市伝染病医院
鎮江市戴家門 300号、
鎮江市潤州区丁卯橋路
1号

2014.06.05 感染症（肝炎）、結核

346 中国人民解放軍第二〇二医院 遼寧省瀋陽市和平区光
栄街5号 2014.06.05 呼吸器、腎疾患、腫瘍、感染症（肝疾患）、アレルギー

347 中国人民解放軍第三〇三医院 広西南寧市植物路 52
号 2014.06.05

臓器移植、血液、放射線治療、精神、心臓血管、内分泌、腫瘍、
皮膚、泌尿器、呼吸器

348
中国人民解放軍南京軍区福州総
医院

福州市西二環北路156
号 2014.06.05

耳鼻咽喉、肝胆内科、放射線治療、消化器、神経内科、小児
腎疾患、感染症、麻酔、産婦人科

349 中山大学附属第五医院 珠海市梅花東路52号 2014.06.05 心臓血管、内分泌、呼吸器、血液、消化器、感染症

350
重慶市紅十字会医院（江北区人
民医院）

重慶市江北区嘉陵一村
一号 2014.06.05 呼吸器、心臓血管、神経内科、内分泌、消化器

351 重慶医科大学附属第一医院 重慶市渝中区友誼路 1
号 2014.06.05

結核、精神、泌尿器、皮膚、血液、心臓血管、眼科、腫瘍、内
分泌乳腺外科、血管外科、肝胆外科、麻酔

352 株洲市中心医院 湖南省株洲市天元区長
江南路116号 2014.06.05

消化器、血液、免疫学、神経内科、内分泌、心臓血管、腎疾患、
腫瘍
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353 北京大学第三医院
北京市海淀区花園北路
49号、北京海淀区大有
荘100号

2014.05.07 麻酔、美容外科、耳鼻咽喉、感染症、口腔、免疫

354 復旦大学附属華山医院 上海市烏魯木斉中路
12号 2014.05.07 消化器、中医呼吸器

355 広西壮族自治区人民医院 広西南寧市桃源路6号 2014.05.07 神経外科、腫瘍、眼科、精神

356 湖南省馬王堆医院 長沙市古漢路89号 2014.05.07 呼吸器、神経内科、心臓血管

357
華中科技大学同済医学院附属同
済医院

湖北省武漢市解放大道
1095号 2014.05.07

麻酔、整形外科、神経外科、血液、中医産婦人科、老年病（高
齢者心臓血管）

358 黄岡市中心医院 湖北省黄岡市考棚街
11号 2014.05.07 神経内科、心臓血管、内分泌、消化器

359 吉林大学第一医院

長春市新民大街（1、
71、201、211）号、大
興路 2 号、解放大路
（2660、3628）号、吉
林大路3302号、明徳路
908号

2014.05.07
児童精神衛生、耳鼻咽喉、麻酔、皮膚、呼吸器、血液、内分泌、
免疫、一般外科、神経外科、小児血液、小児内分泌、小児一
般外科

360 済寧市第一人民医院 山東省済寧市市中区健
康路6号 2014.05.07 呼吸器、神経内科、心臓血管、内分泌、免疫、泌尿器、腫瘍

361 麗水市人民医院 麗水市大衆街15号 2014.05.07
呼吸器、消化器、神経内科、心臓血管、血液、内分泌、整形
外科、眼科、腫瘍、腎疾患、救命医療、感染症

362 南昌市第三医院 南昌市象山南路2号 2014.05.07 腫瘍、内分泌、心臓血管、消化器、呼吸器、小児呼吸器

363 青海省人民医院 西寧市共和路2号 2014.05.07
救急医療、血液、一般外科、神経内科、神経外科、内分泌、消
化器、心臓血管、呼吸器、腫瘍、老年病

364 上海長海医院 上海市楊浦区長海路
168号 2014.05.07

火傷、中医腫瘍、中医婦人科、神経外科、神経内科、整形外
科、腎疾患、眼科、内分泌、中医消化器、中医内分泌

365 天津市人民医院 天津市紅橋区芥園道
190号 2014.05.07

内分泌、麻酔、耳鼻咽喉、消化器、腎疾患、医用画像処理（診
断、治療）

366
無錫市第五人民医院（無錫市伝
染病医院）

江蘇省無錫市崇安区興
源路88号 2014.05.07 感染症、結核

367 武漢市結核病防治所 湖北省武漢市橋口区宝
豊一路28号 2014.05.07 結核

368
武漢市中西医結合医院（武漢市
第一医院）

湖北省武漢市中山大道
215号 2014.05.07 皮膚、腎疾患、神経内科、消化器、心臓血管、内分泌

369 湘潭市中心医院 湖南省湘潭市和平路
120号 2014.05.07

呼吸器、消化器、神経内科、心臓血管、内分泌、免疫、一般
外科、整形外科、生殖保健及び不妊症、腫瘍

370 襄陽市中心医院 湖北省襄陽市荊州街
39号 2014.05.07 婦人科、神経内科、腫瘍

371 新疆維吾尓自治区中医医院 新疆維吾爾自治区烏魯
木斉市黄河路116号 2014.05.07 エイズ、中医血液、中医老年病、中医肝疾患、中医耳鼻咽喉

出典：国家食品薬品監督管理総局の公式ウェブサイトより作成。

2.3.3　国際多施設共同臨床試験
(1)国際多施設共同臨床試験の沿革
2002年、中国で国際多施設共同臨床試験実施を開始

してから、まだ13年しか経っていない。一方、中国と
WHOとのプロジェクト協力の歴史はそれより長い。多
くのグローバル企業がかつて中国で行っていた多国間
臨床試験の多くは、第４相のものだった。一部の多国間
臨床試験は新薬の開発のために行われ、中国で獲得され
たデータも米国FDAや欧州EMEAの審査を通過し、認
可を受けた。中国国家薬品監督管理局（当時）は国際的
な多施設共同臨床試験の実施を支援していたが、多国間
の臨床試験に対する監督管理の具体的な規定は2002年
にようやく公布された。大部分のグローバル企業は中国
で多国間臨床試験の計画を有していたが、様々な原因に
よって実施には至らなかった。

（2）国際多施設共同臨床試験の関連法規
（a）「薬品登録管理弁法」

大陸地域外の申請者が中国で国際多施設共同臨
床試験を行う場合は、本管理ベ弁法に基づき国家
食品薬品監督管理総局（CFDA）に申請を提出し、
以下の要求に従い手続きを行う。

① 臨床試験用医薬品は、大陸地域外ですでに登録
された医薬品またはすでに第２相または第３相
臨床試験に入った医薬品でなければならない。
CFDAは、大陸地域外でまだ登録されていない
予防用ワクチン類医薬品について、大陸地域外
の申請者による国際多施設共同臨床試験の申請
を受理しない。

02_第2章.indd   98 15/07/21   17:08



99JST  中国総合研究センター（CRCC）

第２章　医薬品行政管理の動向

② CFDAは、国際多施設共同臨床試験の実施を承
認すると同時に、申請者が中国でまず第１相臨床
試験を行うことを求めることができる。
③ 中国で国際多施設共同臨床試験を行う際、当該
医薬品に関する深刻な副作用や予期しなかった
副作用が他の国で発見された場合には、申請者
は関連規定に従い、CFDAに直ちに報告しなけ
ればならない。
④ 申請者は臨床試験終了後、臨床試験報告を整え
て、CFDAに送付しなければならない。
⑤ 国際多施設医薬品臨床試験によって得られた
データを中国での医薬品登録申請に使用する場
合には、本法の臨床試験関連規定を守り、国際多
施設共同臨床試験のすべての研究資料を提出し
なければならない。

（b）「国際多施設臨床試験ガイドライン」
a） 「国際多施設臨床試験ガイドライン（試行）52」
の意見の公開募集に関する通知（食薬監薬化管
便函[2014] 698号）

国家食品薬品監督管理総局薬品化粧品登録管理司
は、2014年11月21日、「『国際多施設臨床試験ガイド
ライン（試行）』の意見の公開募集に関する通知」（食
薬監薬化管便函[2014] 698号）を発表した。全文は以
下の通りである。

各省・自治区・直轄市の食品薬品監督管理局、各関連
団体：
国際多施設共同臨床試験に対する指導を一層強化し、

登録申請に使われる国際多施設共同臨床試験のデータの
規範性と質を保障し、被験者の権利・利益と安全を保障
するため、本司は「国際多施設臨床試験ガイドライン（試
行）」（意見募集稿）を起草した。ここに公開し、意見を求
める。
各省・自治区・直轄市の食品薬品監督管理局に対し、

管轄区内の関連監督管理部門、医薬品研究開発企業、医
薬品臨床試験機関、関連団体による研究・討論を真摯に
組織し、2014年12月10日までに書面により本司に意見
を伝達することを求める。
email：yjjdc@sfda.gov.cn
連絡団体：国家食品薬品監管総局薬品化粧品登録管理

司研究監督処
連絡住所：北京市西城区宣武門西大街26号
郵便番号：100053

添付：
1.  「国際多施設臨床試験ガイドライン（試行）」起草の
説明

2.  「国際多施設臨床試験ガイドライン（試行）」（意見募
集稿）

国家食品薬品監督管理総局薬品化粧品登録管理司

2014年11月21日

a）「国際多施設臨床試験ガイドライン（試行）」（意見募
集稿）起草の説明
国際多施設共同臨床試験の規範化と指導を一層強
化し、試験データの新薬開発への貢献を強め、公衆
の使用する医薬品の品質をさらに向上させるため、
国家食品薬品監督管理総局は「国際多施設臨床試験
ガイドライン（試行）」（以下「ガイドライン」という）
を起草した。関連状況は以下の通りである。

ⅰ　背景と目的
近年、医薬品の研究開発のグローバル化が進んでいる。

各国・地域が国際的な多施設共同臨床試験を通じて、新
薬の研究開発資源の共有を実現している。「薬品登録管
理弁法」の規定に基づき、国際的な多施設共同臨床試験
のデータを中国における医薬品登録申請に用いる場合に
は、臨床試験の関連規定に合致する必要がある。だが具
体的な実施のレベルでは、国際多施設共同臨床試験の中
国における申請や実施、管理には、一層の指導と規範化
が必要と考えられる。
こうした状況に基づき、国家食品薬品監督管理総局は、
本ガイドラインを作成した。国際多施設共同臨床試験の
データを中国の医薬品登録申請に用いる場合は、本ガイ
ドラインの要求に合致する必要がある。

ⅱ　起草の過程
総局の薬品化粧品登録管理司は、2014年８月、「ガイド
ライン」起草について関連部門の専門家を集めて議論し、
同月初めにはガイドラインの全体像を形成し、主な内容
を確定した。同月末までに「ガイドライン」の初稿が作
成された。同年９月から11月まで、薬品化粧品登録管理
司は関連部門の専門家による会議を６回にわたって開催
し、「ガイドライン」の初稿について議論し、意見募集稿
を形成した。

ⅲ　主な内容と説明
「ガイドライン」は、中国の医薬品臨床試験とその管理
要求を土台として、国際的な関連規範を参照して制定し
たものである。全部で８つの部分からなる。
第１部分「背景」は、「ガイドライン」の制定の背景を
説明し、本ガイドラインにおける国際多施設共同臨床試
験の意味を確定する。
第２部分「目的と意義」は、「ガイドライン」制定の目
的と、国際多施設共同臨床試験データの中国での申請登
録への使用の意義を紹介する。
第３部分「全体要求」は、国際多施設共同臨床試験の
申請条件や戦略の選択、登録申請のための全体要求を紹
介する。
第４部分から第７部分は、国際多施設共同臨床試験の
各場面における具体的な要求を紹介する。規範性や科学
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性への配慮の必要性、申請登録報告に対する要求、計画
変更の管理要求などを規定する。
第８部分「実地検査の要求」では、検査の提案、検査前

の準備及び検査場所の選択、違反行為の処理、各国の監
督管理部門間の協力などを規定する。

2.3.4　臨床試験申請の審査・承認の状況
国家食品薬品監督管理総局（CFDA）が発表した2009

年～2013年の医薬品登録申請の審査・承認の年度報告
によれば、同局が受理した臨床試験申請および審査・承
認した臨床試験申請の状況は以下の通りである。

(1)2009年　臨床試験申請承認の状況
2009年、「新薬登録特殊審査承認管理規定53」に基づき、
要件を満たす28件の臨床試験申請に対し、特殊な審査
承認プロセスに従って審査評価及び承認を行った。また
重要な審査段階では申請者と交流、コミュニケーション
及びディスカッションを行い、新薬研究開発を確実に指
導・促進した。年間合計1,105件の医薬品の臨床試験申
請を承認し、そのうち国内申請54は785件、国外申請55は
320件であった。13件の化学医薬品新化合物が承認され、
１件の漢方薬新有効成分と48件の漢方薬新処方の臨床
試験申請が承認された。
臨床試験申請が承認された医薬品の適応症は、既に中

国の疾患スペクトラムにおいて重要な地位を占める一般
的な疾病や、腫瘍、心臓血管病等のような多発性の疾患
をカバーしている。また社会的影響度の高いファブリー
病のような一部の希少疾患も含まれる。詳細を下記の表 
（表2-3-2）に示す。

国際共同臨床試験申請の承認状況：中国が参加する国
際新薬共同研究の割合は年々増加している。2009年に承認
された320件の国外申請者の臨床試験のうち、132件は国
際共同臨床試験申請であり、前年と比べて著しく増加した。

(2)2010年　臨床試験申請承認の状況
2010年に承認された医薬品臨床試験申請の状況は表

2-3-3の通りである。新化合物の臨床試験申請32件、国際
共同臨床試験申請158件が承認された。承認された臨床
試験申請の医薬品は、既に中国の疾患スペクトラムにお
いて重要な地位を占める一般的な疾病や、腫瘍、心臓血
管病等の多発性の疾患を治療する医薬品をカバーし、ま
た社会影響が大きい希少疾患を治療する医薬品を含む。

「新薬登録特殊審査承認管理規定」が定める要求に適合
するものについては、特別な審査・承認プロセスに従っ
て審査評価及び承認を行い、医薬品研究のプロセスを促
進した。患者の権利・利益を保護する為、リバロキサバン
等、研究の基礎が不十分であり中国の治療領域の投薬の
原則にそぐわない国際多施設臨床試験申請や、ビオチン
化イドラパリナックス等、国外の臨床試験において既に
重篤な副作用が見られた臨床試験申請は、中国での臨床
試験申請が承認されなかった。

表2-3-4が示す通り、2009年と比較して、2010年に臨
床試験申請が承認された化学医薬品及びバイオ製剤はや
や増加し、臨床試験申請が承認された医薬品の総数もや
や増加が見られる。

(3)2011年　臨床試験申請承認状況
表2-3-5が示す通り、2011年には合計621件の登録申請

が承認され、そのうち39件は登録分類1類の化学医薬品
の登録申請であり、110件は国際多施設臨床試験申請で
ある。臨床試験申請が承認された医薬品は、既に中国の
疾患スペクトラムにおいて重要な地位を占める一般的な
疾病や、腫瘍、心臓血管病等の多発性の疾患を治療する
医薬品をカバーし、また社会への影響が大きい一部の希
少疾患の治療医薬品が含まれる。「新薬登録特殊審査承
認管理規定」が定める要求に適合するものについては、
特別な審査・承認プロセスに従って審査評価及び承認を
行い、医薬品研究のプロセスを促進した。

表2-3-2　2009年　医薬品臨床試験申請承認状況
国内申請

国外申請
化学医薬品 漢方薬 バイオ製剤

受理数 658 101 26 320

化合物
(または処方 ) 267 91 - 171

化学医薬品は生物学的同等性試験を含む。
出典：国家食品薬品監督管理総局公表『医薬品登録審査・承認年度報告』（（2009）

表2-3-3　2010年　医薬品臨床研究申請承認状況 (受理数計 )

化学医薬品 漢方薬 バイオ製剤
化学医薬品 600 180 780

漢方薬 55 - 55

バイオ製剤 81 - 81

合計 916
出典：国家食品薬品監督管理総局公表『医薬品登録審査・承認年度報告』（2010）

表2-3-4　2009年及び2010年医薬品臨床試験申請承認の比較
（受理数計）

分類 2009年 2010年 2010年と
2009年の比較

化学医薬品 627 780 +24%

漢方薬 81 55 －32%

バイオ製剤 64 81 +27%
出典：国家食品薬品監督管理総局公表『医薬品登録審査・承認年度報告』（2010）

表2-3-5 2011年　医薬品臨床研究申請承認状況 (受理数計 )

医薬品分類 臨床試験 生物学的
同等性試験 小計

化学医薬品 359 124 483

漢方薬 54 - 54

バイオ製剤 84 - 84

合計 621
出典：国家食品薬品監督管理総局公表『医薬品登録審査・承認年度報告』（2011）
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(4)2012年　医薬品臨床試験承認状況
2012年の医薬品臨床試験申請承認状況は、表2-3-6に

示す通りである。化学医薬品臨床試験申請の受理件数は
合計5,944件であり、そのうち新薬臨床試験申請（IND）
には登録分類１、登録分類２の臨床試験申請、及び国際
多施設共同臨床試験申請が含まれる。検証性臨床試験
は、登録分類３類及び４類の臨床試験申請である。新薬
の製造・販売申請（NDA）は臨床試験完了後の製造・販
売申請である。ジェネリック医薬品及び剤形変更申請
（ANDA）は登録分類５類及び６類の生物学的同等性試
験申請及び製造・販売申請である。補充申請は販売中の
医薬品変更申請である。そのうち、補充申請として提出
する創薬の第２相および第3相臨床試験申請はIND統計
に計上する。

(5)2013年　臨床試験承認の状況
2013年の医薬品臨床試験申請承認状況は、表2-3-7に

示す通りである。化学医薬品臨床試験申請の受理件数は
合計6,409件であり、そのうち新薬臨床試験申請（IND）
には登録分類１類、登録分類２類の臨床試験申請及び国
際共同臨床試験申請が含まれる。検証性臨床試験は登録
分類３類及び４類の臨床試験申請である。新薬の製造・
販売申請（NDA）は臨床試験完了後の製造・販売申請で
ある。ジェネリック医薬品及び剤形変更申請（ANDA）
は登録分類５類及び６類の生物学的同等性試験申請と製
造・販売申請である。

2.4　医薬品の特許制度
2.4.1　中国医薬品特許の現状
医薬品分野は、特殊かつ重要な技術分野である。医薬

品の発明は投資の規模が大きく、リスクが高く、周期が
長く、知的財産権の保護に高度に依存している。一方で、
医薬品の知的財産権保護は医薬品価格の変動を引き起こ
し、公衆の健康に不利な影響を及ぼし得る。このため中
国政府は医薬品の知的財産権保護を非常に重視し、一連

の司法・行政保護法規を制定し、国情に合った均衡点を
探そうと努力してきた。

(1)中国の医薬品知的財産権法規の全体状況
医薬品分野の研究開発活動と技術革新を奨励し、新
薬の研究開発と審査承認を規範化し、医薬品に対する監
督管理を強化し、医薬品の市場秩序を守り、人体投薬の
安全を保障し、人々の身体の健康を守るため、中国はす
でに、多くの知的財産権関連の法令を定めてきた。例え
ば、1985年４月１日施行の「中華人民共和国特許法」は、
医薬品分野における発明創造に対し、製法特許56の保護
を与えた。1993年１月１日施行の改正法では、医薬品の
製品特許57の保護が開始された。「中華人民共和国商標
法」は1983年１月１日に施行され、1993年と2001年に
改正された。「中華人民共和国薬品管理法」は1984年９
月20日に採択され、2001年12月１日には改正法が施行
された。これと対になる「新薬審査承認弁法」と「新薬保
護・技術譲渡規定」は1985年に施行され、1999年に改訂
された。このほか国務院は1992年「中国医薬品種保護条
例」及び「薬品行政保護条例」を相次いで公布し、これら
は1993年１月１日より施行されている。さらに知的財産
権立法に対する補充として、全国人民代表大会常務委員
会は1993年９月２日、「中華人民共和国反不正当競争法」
を採択した。以上の法律・法規の実施は、中国の医薬品
開発と市場管理に積極的な役割を果たした。

(2)医薬品に関する各種知的財産権法規のポイント
各種法規の制定部門が異なることから、保護の対象と
条件、保護の年限と手段はそれぞれ異なる。各種保護の
主な特徴は以下の通りである。

（a）特許保護
a）保護の対象及び条件

医薬品特許の保護対象は主に、医薬品分野の新
たな発明や創造、技術革新であり、新たに開発さ
れた原薬や有効成分、新たな医薬品製剤や調合、
新たな製造法やその改良などを含む。特許認可の
重要な条件となるのが新規性・創造性・実用性
である。新規性とは、ⅰ申請日以前に同様の医薬
品の発明が国内外の出版物で公開発表されておら
ず、且つ国内での公開使用などの形で公衆に知ら
れていないこと、且つⅱ同様の医薬品の発明が他
者によって国務院特許行政部門に申請され、申請
日以降に公表された特許申請文書に記載されてい
ないこと、を指す。創造性とは、申請日以前の技
術に比べて当該医薬品の発明が実質的な独自性や
明らかな進歩を実現していることを指す。実用性
とは、発明された当該医薬品の製造や使用が可能
で、積極的な効果を生み出すことができることを
指す。

表2-3-6　2012年医薬品臨床研究承認状況

分類 臨床試験 生物学的同等性
試験 小計

化学医薬品 425 178 603

漢方薬 37 2 39

バイオ製剤 62 - 62

合計 704
出典：国家食品薬品監督管理総局公表『医薬品登録審査・承認年度報告』（2012）

表2-3-7　2013年医薬品臨床研究承認の状況

登録分類 臨床試験 生物学的
同等性試験 小計

化学医薬品 224 92 316

漢方薬 9 - 9

バイオ製剤 49 - 49

合計 374
出典：国家食品薬品監督管理総局公表『医薬品登録審査・承認年度報告』（2013）
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b）保護の期間及び手段
現行の特許法の規定によると、発明特許権の保護
期間は申請日から計算して20年とされている。特
許登録後は、いかなる団体・個人も特許権者の許
可なしに特許を実施することはできない。即ち生産
経営を目的として特許製品を製造・使用・販売許
諾・販売・輸入することはできず、特許製法の使用
や特許製法によって直接獲得された製品の使用・
販売許諾・販売・輸入を行うことはできない。許可
無く特許を実施する者がいた場合には、特許権者ま
たは利害関係者は法院（裁判所）に訴訟を提起した
り、特許侵害者に対する処分を特許管理機関に請求
する等により、特許侵害行為の停止や損害の賠償を
求めることができる。特許法実施細則の規定による
と、同様の発明・創造に対して認められる特許は１
件のみであり、特許権は独占性を備えている。

（b）商標保護
a）保護の対象及び条件

医薬品商標保護は、医薬品の販売等の経営活動
において商品の区別に用いられる可視的な標章を
対象とする。その登録条件は、他者が同一種の商
品や類似商品について同一または類似の商標を登
録していないことである。

b）保護の期間及び手段
商標登録の有効期間は10年で、登録日から計算

する。期間満了前に登録延長を申請でき、登録延
長の有効期間は10年となる。登録された医薬品商
標は、登録国・地域で独占権を有し、商標権者の許
可なしには同一種の医薬品または類似医薬品に同
一の商標または類似商標を使用することはできな
い。権利侵害行為が発生した場合、被侵害者は裁
判所に訴訟を提起し、また工商行政管理部門に処
分を請求することもできる。

（c）新薬に対する行政保護
a）保護の対象及び条件
新薬保護の対象は、中国でまだ生産されたこと

のない医薬品であり、漢方薬・化学医薬品・バイ
オ製剤に大別され、さらにそれぞれが５類に区分
されている。

b）保護の期間及び手段
国家薬品監督管理局（当時）が1999年４月22日

に公布した「新薬保護・技術譲渡規定」によれば、
各類の新薬の保護期間はそれぞれ、第１類が12年、
第２・３類が８年、第４・５類が６年とされている。
新薬は、国家薬品監督管理局の承認を経て新薬証
書が発行された後、保護を受けることになる。保護
期間内の新薬は、新薬証書保有者による技術譲渡

が無い限り、いかなる団体・個人も模倣生産する
ことはできず、医薬品監督管理部門も新たに申請
の受理・審査承認することはできない。しかし、「新
薬証書の発行前に、すでに申請が受理されている
品種については審査評価を継続する」とされてお
り、新薬証書が独占性を持つものでないことがわ
かる。新薬の保護は独占性を持たず、医薬品市場
に対して相対的な排他性を備えるにすぎない。

（d）漢方薬品種保護
a）保護の対象と条件
漢方薬品種保護のため、国務院の公布を経て、

1993年１月より「中薬品種保護条例」が施行され
ている。漢方薬品種保護の対象は、中国大陸地域
で生産され、国家薬品標準に列挙される品種であ
る。保護の条件は主として、特定疾病に対して特
殊または明らかな治療効果があり、製品の品質及
び基準が要求に合致していることとなっている。

b）保護の期間と手段
保護対象の漢方薬は一級と二級に区分され、そ

のうち一級保護の期間は30年、20年または10年と
され、二級保護の期間は７年とされている。保護
期間満了後は延期を求めることができ、延長期間
は最初に認可された際の期間を超えないものとさ
れる。二級保護の保護期間延長は１回のみとされ
る。保護を認可された漢方薬品種は、保護期間の
うちは、「漢方薬品種保護証書」を獲得した企業だ
けが生産することができる。漢方薬保護品種を勝
手に模倣した者は、県級以上の衛生行政部門によ
り、偽造薬の生産として、法に基づき処分される。
但し、保護を認可された漢方薬品種が認可前に複
数の企業によって生産されていた場合には、保護
を受けていない企業は、当該漢方薬の保護認可の
公告から６か月の期間内に、保護証書の追加発行
を申請することができるとされる。

（e）商業秘密の保護
a）保護の対象と条件
中国の「反不正当競争法」は、商業秘密を、「公衆
が知ることなく、権利者に経済的利益をもたらす
ことができ、実用性を具備し、権利者が秘密保護措
置を実施している技術情報及び経済情報」と定義
している。このため、同法が保護を与える医薬品
分野の商業秘密とは、これらの条件に合致した技
術情報及び経済情報であり、製品の調合や生産の
工法・方法などを指す。

b）保護の期限と手段
商業秘密保護については、具体的な保護期間の
制限はない。権利者が実施する秘密保護措置が適
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医薬品の知的財産権に関する国際条約を上記の表（表
2-4-2）に示す。

2.4.3　医薬品承認－特許連携制度
医薬品登録制度とは、医薬品監督管理部門が医薬品

登録申請者の申請に基づき、法定の手続きに従って、市
場販売を計画している医薬品の安全性・有効性・品質
管理体制などを審査し、登録の可否を決定する制度であ
る。その目的は、医薬品の安全性・有効性・品質管理を
保証し、医薬品の登録行為を規範化することにある。一
方、特許制度は、法律や経済的な手段を通じて権利者の
発明に対する独占権を確認し、技術発明の保護と促進を

はかる制度であり、国際的にも広く採用されている。そ
の目的は、特許権者の合法的な権利・利益を保護し、発
明・創造を奨励し、発明・創造の応用を推進し、イノベー
ションの能力を高め、科学技術の進歩と社会経済の発展
を促進することにある。この二つの制度は、国民の健康
権の保護と製薬産業の発展に重要な役割を果たしてい
る。しかし両者は、法理上異なる法分野に属し、実務上
も異なる行政機関によって実施され、両者の役割は長ら
く分離していた。米国は1984年、この両制度の機能の連
携を世界に先駆けて始め、販売予定の医薬品の特許状況
を登録時にチェックするという、特許連携制度を生み出
した。医薬品承認－特許連携制度は、ジェネリック医薬
品の販売承認と新薬の特許期間の終了を連携するもの
で、ジェネリック医薬品の登録申請にあたって、すでに
販売されている医薬品の特許状況を考慮し、特許権の侵
害を避けることを求めるものである。先進国の実践は参
考に値するものではあるが、中国の特許連携の制度の背
景は先進国とは大きく異なり、中国の国情に合った特許
連携制度を探索することが急務となっている。

(1)中国の特許連携制度の現状
人口が多く、一人あたりの医療衛生リソースが限られた

中国では、製薬産業の発展の土台となる背景が他の先進

表2-4-1　医薬品の知的財産権に関する法規一覧

No 法規の名称 No 法規の名称

1 専利法（特許法） 17 漢方薬化学技術進歩奨励管理弁法

2 著作権法 18 漢方薬基礎研究奨励管理弁法

3 商標法 19 公衆衛生問題に関する特許の強制実施許可弁法

4 薬品管理法 20 国家知的財産権戦略鋼要

5 反不正当競争法 21 専利実施強制許可弁法（特許実施強制許可弁法）

6 科技進歩法 22 漢方薬条例

7 科技促進転化法 23 漢方薬保護条例

8 専利法実施細則（特許法実施細則） 24 突発的公衆衛生事件緊急対応条例

9 著作権法実施条例 25 科学技術成果転化促進に関する若干規定

10 薬品管理法実施条例 26
国家科学研究計画プロジェクト研究成果の知的財産権管理
の若干規定

11 専利管理弁法（特許管理弁法） 27 国家科学技術計画成果の管理強化に関する暫定規定

12 薬品登録管理弁法 28 高等教育機関知的財産権保護規定

13 専利法審査指南（特許法審査ガイドライン） 30 薬品行政保護条例実施細則

14
専利法第三次改正征求意見稿（特許法第三次改正の意見募
集稿） 31 衛生知的財産権保護管理規定

15 漢方薬特許管理弁法 32 商業秘密侵害行為に関する若干規定

16 税関の知的財産権保護に関する実施弁法
出典：張清奎「中国の医薬品知的財産権の法律・法規の新たな進展」（『中国知的財産権報』（2008））

切であれば、その医薬品の調合や工法は長い期間
にわたって秘密保護の状態に置かれ、経済効果を
生み出すことになる。商業秘密を侵害する企業や
個人に対しては、権利者は監督検査部門に対し違
法行為の差し止めを求めることができ、状況の深

刻さに応じて一定の額の罰金が科される。

2.4.2　中国における医薬品の知的財産権に関する法規
中国における医薬品の知的財産権に関する法規の一覧
は以下の表のとおりである（表2-4-1）。

表2-4-2　医薬品の知的財産権に関する国際条約

No 国際条約名称

1 「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPS協定 )

2 「TRIPS協定と公衆衛生に関する宣言」(ドーハ宣言 )

3
「TRIPS協定と公衆衛生に関するドーハ宣言パラグラフ6
の実施に関する決議」

4 「知的財産権分野における国家間の紛争解決の条約案」

5 「生物多様性条約」

6
「公衆衛生・イノベーション・知的財産権に関する世界戦
略と行動計画案

出典：張清奎「中国の医薬品知的財産権の法律・法規の新たな進展」（『中国知的
財産権報』（2008））
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国とは大きく異なる。そのため中国の医薬品制度の重点
と発展の歩みは特殊性を帯びている。中国の特許連携制
度は、独自の環境にしっかりと定着して初めて、最大の
効果を発揮することができる。政府の医薬品特許に対す
る保護強化に伴い、中国の医薬品特許申請数は急速に増
加しているが、医薬品産業においては医薬品特許侵害行
為がまだ存在しており、医薬品特許の保護と侵害行為と
の衝突が大きな問題となっている。医薬品登録の審査承
認の過程では特許権侵害に関する紛争が増えており、大
量の医薬品登録申請が処理の間に合わないまま放置さ
れており、医薬品登録の審査承認プロセスの正常な運用
に支障をきたしている。医薬品登録の段階で特許の状態
をチェックし、特許権を侵害する医薬品を登録しないこ
とによって、医薬品特許の侵害を初期の段階で防ぐとい
う措置の導入に対し、各界の呼び声は日増しに高まって
いた。
学術界及び企業界の呼びかけ、そして政府の登録管

理の難局を前に、中国は、医薬品登録時に特許状況を
チェックする、特許連携制度の構築を開始した。2007年
10月１日に改訂施行された「薬品登録管理弁法」は、「医
薬品登録の申請においては、特許権の帰属状態の説明と
特許権不侵害の表明を提出しなければならない」（第18
条）、で「特許権を有する医薬品について、ジェネリック
医薬品企業は、特許権の存続期間満了の２年前から登録
を申請することができる」（第19条）と規定している。
しかしこれは医薬品承認と特許の連携に対する象徴的

な規定にすぎず、医薬品登録における特許の問題の解決
については、さらなる探究が必要となっている。

(2)医薬品承認‐特許連携制度構築の効果
医薬品承認‐特許連携制度の最大の特徴は、医薬品

登録申請と特許との連携を通じて、医薬品登録審査の時
点で潜在的な権利侵害行為を迅速に発見し、特許権の侵
害を未然に抑制することにあり、医薬品特許に対する保
護を強化し、医薬品発明者の積極的なイノベーションを
高める措置となる。医薬品の審査承認が終了する前に特
許権の帰属問題を解決し、特許問題のある医薬品に対す
る医薬品登録許可証の発給の可能性を低減することは、
担当部門の権威を保護することにもなる。医薬品特許の
保護と登録審査承認に関する国務院の担当部門は、中国
のWTO加盟後、会議を重ねて調整をはかり、医薬品登
録過程における特許との連携と新薬の保護などの問題
について、2002年初めまでに基本的な共通認識を確立し
た。これによれば、国家食品薬品監督管理総局（CFDA）
と国家知識産権局（SIPO）はそれぞれの役割を分担し、
CFDAが医薬品登録申請の審査承認を担当し、SIPOは
医薬品などの特許申請の受理と審査認可を担当する。医
薬品登録申請の審査承認の過程では、特許の有無を考慮
する必要はないが、すでに認可された特許権を侵害しな
いよう申請者に注意喚起する義務がある。医薬品の登録
申請が承認される前に特許紛争が発生した場合は、審査

承認手続を一時停止し、当事者による解決を求める。医
薬品の登録申請が承認された後に特許紛争が発生した場
合は、当事者による話し合いまたは法的な手続きによっ
て解決をはかる。こうした現行体制は、最大効率の原則
を保証するものとは言えず、国の担当部門の権威を損な
う場合もある。効率的に運用できる医薬品承認‐特許
連携制度を整備・改善し、部門間の協力を拡大すること
は、必然的な流れとなっている。

2.5　医薬品安全対策
2.5.1　医薬品安全に関する法規
中国における医薬品安全に関する主な法規は以下のと
おりである。

(1)薬品管理法（主席令第45号、2001年12月１日施行）
全10章、106条からなり、各章・節の一覧は以下のと

おりである。
第１章 総則（第１条～第６条）
第２章 医薬品生産企業の管理（第７条～第13条）
第３章 医薬品経営企業の管理（第14条～第21条）
第４章 医療機関の薬剤管理（第22条～第28条）
第５章 医薬品管理（第29条～第51条）
第６章 医薬品包装の管理（第52条～第54条）
第７章 医薬品価格及び広告の管理（第55条～第63条）
第８章 医薬品監督（第64条～第72条）
第９章 法的責任（第73条～第101条）
第10章 附則（第101条～第106条）

(2)薬品管理法実施条例（国務院令第 360号、2002年
９月15日施行）
全10章、86条からなり、各章・節の一覧は以下のとお

りである。
第１章 総則（第１条～第２条）
第２章 医薬品生産企業の管理（第３条～第10条）
第３章 医薬品経営企業の管理（第11条～第19条）
第４章 医療機関の薬剤管理（第20条～第27条）
第５章 医薬品管理（第28条～第43条）
第６章 医薬品包装の管理（第43条～第47条）
第７章 医薬品価格及び広告の管理（第48条～第55条）
第８章 医薬品監督（第56条～第62条）
第９章 法的責任（第63条～第82条）
第10章 附則（第83条～第86条）

(3)薬品登録管理弁法（国家食品薬品監督管理局第28号、
2007年10月１日施行）
本法については、第２章2.2.2「薬品登録管理弁法」を

参照のこと。

(4)薬品副作用報告・モニタリング管理弁法 58（衛生部令
第81号、2011年７月１日施行）
主な内容は以下のとおりである。
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第１章 総則（第１条～第５条）
第２章 職責（第６条～第14条）
第３章 報告と処置（第７条～第40条）
第４章 医薬品重点モニタリング（第41条～第44条）
第５章 評価とコントロール（第45条～第50条）
第６章 情報管理（第51条～第57条）
第７章 法的責任（第58条～第62条）
第８章 附則（第63条～第67条）

(5)薬品リコール管理弁法 59（国家食品薬品監督管理局第
29号、2007年12月６日実施）
主な内容は以下のとおりである。
第１章 総則（第１条～第７条）
第２章  医薬品の安全上のリスクの調査と評価（第８

条～第14条）
第３章 自主リコール（第15条～第24条）
第４章 命令によるリコール（第24条～第28条）
第５章 法的責任（第29条～第38条）
第６章 附則（第39条～第40条）

(6)薬品経営品質管理規範 60（衛生部令第 90号、2013
年６月１日施行）
主な内容は以下のとおりである。
第１章 総則（第１条～第８条）
第２章 医薬品卸売における品質管理
　第１節 品質管理体制（第９条～第12条）
　第２節  組織機構と品質管理の職責（第13条～第17条）
　第３節  スタッフとそのトレーニング（第18条～第

34条）
　第４節 品質管理体制に関する書類（第34条～第42条）
　第５節 施設と設備（第43条～第52条）
　第６節 点検と検査（第53条～第56条）
　第７節 コンピュータシステム（第57条～第60条）
　第８節 購買（第61条～第71条）
　第９節 荷受と検収（第72条～第84条）
　第10節 貯蔵とメンテナンス（第85条～第90条）
　第11節 販売（第91条～第95条）
　第12節 出庫（第96条～第102条）
　第13節 運輸と配送（第103条～第115条）
　第14節 販売後管理（第116条～第122条）
第３章 医薬品小売における品質管理
　第１節 品質管理と職責（第123条～第126条）
　第２節 スタッフ管理（第127条～第135条）
　第３節 書類（第127条～第145条）
　第４節 施設と設備（第146条～第154条）
　第５節 購買と検収（第155条～第161条）
　第６節 陳列と貯蔵（第162条～第167条）
　第７節 販売管理（第168条～第176条）
　第８節 販売後管理（第177条～第181条）
第４章 附則（第182条～第187条）
 

2.5.2　医薬品安全監督管理機構及びその役割
中国の医薬品副作用モニタリング業務は1980年代に
開始した。1998年、中国は世界保健機構（WHO）の国際
医薬品モニタリング協力機構に加入し、1999年、前国家
食品薬品監督管理局と衛生部が合同で「薬品副作用モニ
タリング管理弁法（試行）」を公布した。後にさらに改訂
を経て、2004年３月に正式に「薬品副作用報告・モニタ
リング管理弁法」（本書2.5.1（４）参照。本書2.5.2におい
て「本弁法」という）を公布し、中国の医薬品副作用モニ
タリング業務は、正式に法制化の軌道を歩み出した。以
下、中国の医薬品副作用モニタリング業務における、各
関係者の職責について詳述する。

(1)国家食品薬品監督管理総局
全国の医薬品の副作用報告とモニタリングの管理業務
を担い、以下の主な職責を果たす。

① 衛生・計画出産委員会と共同で、医薬品の副作用報
告とモニタリングの管理規定及び政策を制定し、実
施を監督する。

② 衛生・計画出産委員会と共同で、影響が比較的大きく、
深刻な結果をもたらす医薬品群の有害事象の調査及
び処理を全国的に組織・展開し、関連情報を公表する。
③ 医薬品の重篤な副作用または医薬品群の有害事象の
発生が既に確認された医薬品に対して、法に従い緊
急コントロール措置を取り、行政処理の決定を行っ
て社会に公表する。
④ 全国の医薬品副作用報告とモニタリング状況を下級
機関に通達する。
⑤ 医薬品生産・販売等の各企業による医薬品副作用報
告とモニタリング業務の実施状況を組織的に検査す
る。また衛生・計画出産委員会と共同で、医療機関
の医薬品副作用報告とモニタリング業務の実施状況
を組織的に検査する。

(2)省・自治区・直轄市の医薬品監督管理部門
所轄の行政区域内において医薬品の副作用報告とモニ
タリングの管理業務を担い、以下の主な職責を果たす。

① 本弁法に基づいて、同級の衛生行政部門と共同で、
該当行政区域内における医薬品副作用報告とモニタ
リングの管理規定を定め、実施の監督を行う。
② 同級の衛生行政部門と共同で、該当する行政区域内
で発生した、影響が比較的大きい医薬品群の有害事
象調査と処理を組織・展開し、関連情報を公表する。
③ 既に重篤な副作用または医薬品群の有害事象の発
生が確認された医薬品に対し、法に従い緊急コント
ロール措置を取り、行政処理の決定を下して社会に
公表する。
④ 所轄の行政区域内の医薬品副作用報告とモニタリン
グ状況を下級機関に通達する。
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⑤ 所轄の行政区域内の医薬品生産・販売等に携わる各
企業による医薬品副作用報告とモニタリング業務の
実施状況を組織的に検査する。また同級の衛生行政
部門と共同で、所轄の行政区内の医療機関の医薬品
副作用報告とモニタリング業務の実施状況を組織的
に検査する。所轄の行政区域内の医薬品副作用報告
とモニタリングに関する広報・トレーニング業務を
組織的に実施する。

(3)区を設ける市級、県級の医薬品監督管理部門
所轄の行政区域内において医薬品の副作用報告とモニ

タリングの管理業務を担う。同級の衛生行政部門と共同
で、所轄の行政区域内で発生した医薬品群の有害事象の
調査を組織的に実施し、必要なコントロール措置を取る。
該当する行政区域内の医薬品副作用報告とモニタリング
の広報・トレーニング業務を組織的に実施する。県級以
上の衛生行政部門は医療機関の臨床用医薬品の監督管理
を強化し、職責の範囲内で法に従い、既に確認されてい
る医薬品の重篤な副作用または医薬品群の有害事象に対
して関連の緊急コントロール措置を取る。

(4)国家薬品不良反応監測中心（国家医薬品副作用モニ
タリングセンター）
全国の医薬品副作用報告とモニタリングの技術的業務

を担い、以下の主な職責を果たす。

① 国の医薬品副作用報告とモニタリング資料の収集・
評価・フィードバック及び上級機関への報告、並び
に全国の医薬品副作用モニタリング情報ネットワー
クの構築と維持を担う。

② 医薬品副作用報告とモニタリングの技術基準及び規
範と基準を定めて、地方の各級の医薬品副作用モニ
タリング機構に対して技術指導を行う。

③ 医薬品の重篤な副作用の調査と評価を組織的に展開
し、関連部門による医薬品群の有害事象の調査実施
を支援する。

④医薬品の副作用の警告情報を公表する。
⑤ 医薬品の副作用報告とモニタリングの広報・トレー
ニング・研究及び国際交流業務を担当する。

(5)省級の医薬品副作用モニタリング機構
所轄の行政区域内の医薬品の副作用報告とモニタリン

グの技術的業務を担い、かつ以下の主な職責を果たす。

① 所轄の行政区域内の医薬品の副作用報告とモニタ
リング資料の収集・評価・フィードバック・上級
機関への報告、及び医薬品副作用モニタリング情報
ネットワークの維持と管理を担う。

② 区を設ける市級、県級の医薬品副作用モニタリング
機構に対して技術指導を行う。

③ 所轄の行政区域内の医薬品の重篤な副作用の調査と

評価を組織的に実施し、関連部門による医薬品群の
有害事象の調査を支援する。

④ 所轄の行政区域内の医薬品の副作用報告とモニタ
リングの広報・トレーニング業務を組織的に実施する。

(6)区を設ける市級、県級の医薬品副作用モニタリング
機構
所轄の行政区域内の医薬品の副作用報告とモニタリン

グ資料の収集・検証・評価、フィードバック及び上級機
関への報告を担う。所轄の行政区域内の医薬品の重篤な
副作用の調査と評価を実施する。関連部門による医薬品
群の有害事象の調査実施を支援する。医薬品の副作用報
告とモニタリングの広報・トレーニング等の業務を担う。

(7)医薬品の生産・販売等に携わる各企業及び医療機関
医薬品の副作用報告とモニタリング管理制度を確立
する。医薬品生産企業は専門的な組織を設けて専門職の
スタッフを配置し、医薬品関連企業及び医療機関は組織
を設立または指定して、スタッフを配置し、当該企業・
機関の医薬品の副作用報告とモニタリング業務を実施
する。医薬品の副作用報告とモニタリングに従事するス
タッフは医学・薬学・疫学または統計学等の関連する専
門知識を備え、科学的分析によって医薬品の副作用を評
価する能力を備えている必要がある。

2.5.3　医薬品の副作用対策と今後の展望
中国には現在、医薬品の副作用による損害に関する法
令が欠けており、医薬品の副作用に基づく損害賠償を具
体的に定める規定も存在しない。従って、医薬品の深刻
な副作用と患者の身体傷害との因果関係を認定すること
がしばしば難しくなっている。このため中国政府は、医
薬品の副作用に対する対応の仕組みを構築し、医薬品管
理の法令を整備し、医薬品の副作用による患者への傷害
の有無を明確化できるようにすることを迫られている。
補償や賠償の責任主体を確定し、医療機関や個人が負担
すべきでない法的責任や賠償責任を負わないようにし、
国・医薬品工場・医薬品経営団体・個人の間の権利と義
務の関係を明確化しなければならない。そうしてこそ、
中国の医療産業は急速で持続的な発展を実現し、現在の
医師と患者との緊張関係を緩和することができる。

2.6　医薬品の流通
2.6.1　医薬品流通法規
(1)中国の医薬品流通法規の沿革
1963年10月25日、衛生部、化学工業部、商業部によっ

て「薬品管理に関する若干の規定」が公布され、医薬品に
対する承認制度が実施されるようになった。1978年に国
務院が「薬政管理条例」を公布し、1984年第６期全国人
民代表大会第７回会議の審議を経て「中華人民共和国薬
品管理法」が制定され、1985年５月１日より施行された。
1998年には、国家薬品監督管理局が設立され、市場監督
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司が医薬品流通の監督に関する法令を重点的に研究し、
「薬品流通監督管理弁法」「薬品監督行政処罰手順規定」、
「薬品経営企業品質管理規範」、「薬品の抜取検査管理弁
法」など行政規則の制定に着手した。そのうち、「薬品流
通監督管理弁法」と「薬品監督行政処罰手順規定」は局
令第７号、第８号として公布され、1999年８月１日より
正式に施行された。2001年２月28日に行われた第９期
全国人民代表大会常務委員会第20回会議にて「中華人民
共和国薬品管理法」が改訂され、同年12月１日より施行、
今日に至っている。「ワクチン流通と予防接種管理条例」」
は2005年６月１日より、改訂後の「薬品流通監督管理弁
法」は2007年５月１日より、それぞれ施行されている。

(2)医薬品流通法規の概況
現在、中国の法律において、医薬品流通と直接または

間接的に関係する法令は非常に多い。主要な法令を以下
に記す。
「薬品管理法」：2001年２月28日に行われた中華人民
共和国第９期全国人民代表大会第20回会議にて改訂さ
れ、2001年12月１日より施行されている。
「薬品管理法実施条例」：中華人民共和国国務院が公布
し、2002年９月15日より施行されている。
「薬品流通監督管理弁法」：2006年12月８日、国家食品
薬品監督管理局（当時）の局務会審議を経て、2007年５
月１日より施行されている。
「処方薬と非処方薬分類管理弁法」（試行）：1999年６
月11日、国家食品薬品監督管理局の局務会審議を経て、
2000年１月１日より施行されている。
「処方薬と非処方薬流通管理暫定規定」：国家食品薬品
監督管理局が公布し、2000年１月１日より施行されている。
「薬品経営品質管理規範」：2012年11月６日、衛生部業
務会議の審議を経て、2013年6月１日より施行されている。
「薬品経営品質管理規範実施条例」：2000年11月16日、
国家食品薬品監督管理局が公布し、同日より施行されて
いる。
「薬品経営品質管理規範認証管理弁法」：2000年11月
16日、国家食品薬品監督管理局が公布し、同日より施行
されている。
「薬品電子商取引試行事業監督管理弁法」：2000年６月
26日、国家食品薬品監督管理局が公布し、同日より施行
されている。
「小売薬局設置暫定規定」：2001年２月９日、国家食品
薬品監督管理局が公布し、同日より施行されている。
「都市・鎮労働者基本医療保険の指定小売薬局に関す
る管理暫定弁法」：1999年４月26日、国家薬品監督管理局、
労働・社会保障部が公布し、同日より施行されている。
「薬品管理法」を中心に「薬品管理法実施条例」などの
法規といくつかの規則を組み合わせた薬品管理法律規範
体系の基本がすでに形成されており、薬事管理の全段階
において依拠できる法がある。
中でも「薬品管理法」と「薬品管理法実施条例」は医薬

品の監督管理を強化し、医薬品の品質を保証し、人体へ
の投薬の安全性を確保し、人民の健康と投薬の合法的権
益を守るために制定されており、医薬品生産企業、医薬
品取扱企業、医療機関、及び医薬品の包装、価格、広告に
対する管理についても触れている。これら主要な二つの
法律に基づいて、国家食品薬品監督管理総局は「薬品流
通監督管理弁法」など、その他の関連法令を制定した。以
下に、流通方式ごとに異なる適用法令を簡単に紹介する。

（a）医薬品生産企業に適用される法令
a） 「中華人民共和国薬品管理法」及び「中華人民共
和国薬品管理法実施条例」第７章医薬品価格と
広告の管理、第９章法律責任。

b） 「薬品流通監督管理弁法」第２章医薬品生産企
業による販売の監督管理、第５章医薬品販売人
員の監督管理、第６章罰則。

c） 「処方薬と非処方薬流通管理暫定規定」第２章
生産、卸売企業による販売。

d） 「薬品電子商取引試行事業監督管理弁法」第４章
インターネット上で医薬品取引を行う生産企業の
監督管理。

（b）一般商業・企業による医薬品小売に適用される法令
a） 「中華人民共和国薬品管理法」及び「中華人民共
和国薬品管理法実施条例」第７章医薬品価格と
広告の管理、第９章法律責任。

b） 「医薬品流通監督管理弁法」第３章医薬品取扱
いの監督管理、第４章医薬品購入の監督管理、
第６章罰則。

c） 「処方薬と非処方薬分類管理弁法」（試行）第8
条と第9条

d） 「処方薬と非処方薬流通管理暫定規定」第５章
一般商業企業による小売。

e） 「薬品経営品質管理規範」及び「薬品経営品質管
理規範実施細則」第３章医薬品小売の品質管理。

（c）医薬品卸売企業に適用される法令
a） 「中華人民共和国薬品管理法」及び「中華人民共
和国薬品管理法実施条例」第３章医薬品取扱企
業の管理、第７章医薬品価格と広告の管理、第
９章法律責任。

b） 「薬品流通監督管理弁法」第３章医薬品取扱い
の監督管理、第４章医薬品購入の監督管理、第
５章医薬品販売人員の監督管理、第６章罰則。

c） 「処方薬と非処方薬分類管理弁法」（試行）第８条。
d） 「処方薬と非処方薬流通管理暫定規定」第２章
生産、卸売企業による販売。

e） 「薬品経営品質管理規範」及び「薬品経営品質管
理規範実施細則」第１章総則、第２章医薬品卸
売りの品質管理（医薬品卸売企業の品質管理。
医薬品卸売企業について、管理責任、人員と訓
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練、施設と設備、仕入れ、検収と検査、貯蔵と保
存、出荷と運送、販売とアフターサービスの８
方面から規定している）。

f）「薬品経営品質管理規範認証管理弁法」（試行）
g）「国家開業薬剤師資格制度2001年～2005年計画」

（d）医薬品小売企業に適用される法令
a） 「中華人民共和国薬品管理法」と「中華人民共和
国薬品管理法実施条例」第３章医薬品取扱企業
の管理、第７章医薬品価格と広告の管理、第９
章法律責任。

b） 「薬品流通監督管理弁法」第３章医薬品取扱い
の監督管理、第４章医薬品購入の監督管理、第
５章医薬品販売人員の監督管理、第６章罰則。

c） 「処方薬と非処方薬分類管理弁法」（試行）第８条。
d） 「処方薬と非処方薬流通管理暫定規定」第３章
薬局による小売。

e） 「薬品経営品質管理規範」及び「薬品経営品質管
理規範実施細則」第１章総則、第３章医薬品小
売の品質管理（医薬品小売企業の品質管理。医
薬品小売企業について、管理責任、人員と訓練、
施設と設備、仕入れと検査、陳列と貯蔵、販売と
サービスの６方面から規定している）

f） 「薬品経営品質管理規範認証管理弁法」
g） 「小売薬局設置暫定規定」
h） 「都市・鎮労働者基本医療保険の指定小売薬局
管理暫定弁法」

i） 「国家開業薬剤師資格制度2001年～2005年計画」
j） 「薬品電子商取引試行事業監督管理弁法」第３
章インターネット上で医薬品取引を行う企業の
監督管理。

（e）チェーン型医薬品小売企業に適用される法令
a） 「中華人民共和国薬品管理法」及び「中華人民共
和国薬品管理法実施条例」第３章医薬品取扱企
業の管理、第７章医薬品価格と広告の管理、第
９章法律責任。

b） 「薬品流通監督管理弁法」第３章医薬品取扱い
の監督管理、第４章医薬品購入の監督管理、第
５章医薬品販売人員の監督管理、第６条罰則。

c） 「処方薬と非処方薬分類管理弁法」（試行）第８
条と第９条。

d） 「処方薬と非処方薬流通管理暫定規定」第３章薬
局による小売、第５章一般商業企業による小売。

e） 「薬品経営品質管理規範」及び「薬品経営品質管
理規範実施細則」 第１章総則、第２章医薬品卸売
りの品質管理　第３章医薬品小売の品質管理。

f） 「薬品経営品質管理規範認証管理弁法」（試行）
g）「小売薬局設置暫定規定」
h）「チェーン型薬品小売企業関連規定」
i） 「都市・鎮労働者基本医療保険の指定小売薬局

管理暫定弁法」
j） 「国家開業薬剤師資格制度2001年～2005年計画」

2.6.2　医薬品流通体制
(1)医薬品の流通システム
中国の医薬品業界の流通システムは、以前の計画経済
体制下での枠組みから脱却しており、建国以来、およそ３
段階の成長段階を経て今日に至っている。50年代初頭か
ら70年代末までは、計画経済体制のもと、医薬品は国家
の計画に基づき生産され、統一買い付け・統一販売がな
され、価格も国家により統一支配、等級管理が行われてい
た。80年代初めから90年代初めにかけ、改革開放の進展
に伴い、中国の医薬品流通構造も開放され、集中型から分
散型へと形を変え、徐々に市場経済体制が確立した。医薬
工業・企業が自ら販売対象を選択し、自ら販売するとい
う現象が徐々に増加し始め、多経路・少段階の医薬品流
通体制が形作られた。この時期の医薬品流通は比較的統
制がとれており、市場競争の程度は低く、医薬品の流通効
率も高かったため、中国医薬品工業と医薬品商業の発展
に大きく貢献した。90年代初めになると、医薬品市場に根
本的で大きな環境変化が起きた。例えば、国内の医薬品生
産量が急激に増加し、特に医薬品生産分野を外資に開放
して外国の医薬品が中国に入り始めたため、医薬品市場
は以前の売り手市場から買い手市場へと変化していった。
医薬品業界をサプライチェーンの視点で分析した、医
薬品の生産から消費までのプロセスを図2-6-1に示す。

図2-6-2は中国医薬品流通システムを表している。

図2-6-1　医薬品流通プロセス

医薬品生産原材料供給業者―医薬品生産企業―医薬品卸売企業―（医薬品入札機
関）―病院（薬局）―消費者。
出典：周瑩、陳玉文、孟令全等「中国医薬品流通システムの研究」 2009年中国薬
学会薬事管理専門委員会年次大会及び「国家医薬品政策と『薬品管理法』改訂研
究」フォーラム論文集より作成。
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図2-6-2　医薬品流通システム

出典：周瑩、陳玉文、孟令全等「中国医薬品流通システムの研究」 2009年中国薬学会薬事管理専門委員会年次大会及び
「国家医薬品政策と『薬品管理法』改訂研究」フォーラム論文集より作成
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中国の医薬品流通業には取引対象別に少なくとも９種
類の取引が存在する（図2-6-2の数字を参照）、分類は以
下の通りである。

取引①：供̶工取引：原材料供給業者と医薬品生産企業
　　　　間の取引
取引②：工̶商取引：医薬品生産企業と卸売企業間の取引
取引③：工̶店取引：医薬品生産企業と小売薬局間の取引
取引④：工̶医取引：医薬品生産企業と医療機関間の取引
取引⑤：商̶商取引：医薬品卸売企業間の取引

取引⑥：商̶店取引：医薬品卸売企業と小売薬局間の取引
取引⑦：商̶医取引：医薬品卸売企業と医療機関間の取引
取引⑧：店̶患取引：小売薬局と患者（消費者）間の取引
取引⑨：医̶患取引：医療機関と患者（消費者）間の取引。

中国の医薬品流通ルートは図2-6-3～図2-6-6の通りで
ある。
下記４つのルートのうち、ルートⅠが医薬品流通の主
要なルートである。

図2-6-3　ルートⅠ：生産企業̶卸売企業
（各レベル販売代理店を含む）̶ 医療機関̶消費者

図2-6-4 　ルートⅡ：生産企業̶卸売企業
（各レベル販売代理店を含む）̶ 小売薬局̶消費者

出典：周瑩、陳玉文、孟令全等「中国医薬品流通システムの研究」 2009年中国薬
学会薬事管理専門委員会年次大会及び「国家医薬品政策と『薬品管理法』改訂研
究」フォーラム論文集より作成。

出典：周瑩、陳玉文、孟令全等「中国医薬品流通システムの研究」 2009年中国薬
学会薬事管理専門委員会年次大会及び「国家医薬品政策と『薬品管理法』改訂研
究」フォーラム論文集より作成。
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図2-6-7 電子商取引による現代医薬品流通システム

出典：周瑩、陳玉文、孟令全等「中国医薬品流通システムの研究」 2009年中国薬学会薬事管理専門委員会年次大会及び
「国家医薬品政策と『薬品管理法』改訂研究」フォーラム論文集より作成。
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図2-6-5　ルートⅢ：生産企業̶小売薬局 ̶消費者 図2-6-6　ルートⅣ：生産企業̶医療機関̶消費者

出典：周瑩、陳玉文、孟令全等「中国医薬品流通システムの研究」 2009年中国薬
学会薬事管理専門委員会年次大会及び「国家医薬品政策と『薬品管理法』改訂研
究」フォーラム論文集より作成。

出典：周瑩、陳玉文、孟令全等「中国医薬品流通システムの研究」 2009年中国薬
学会薬事管理専門委員会年次大会及び「国家医薬品政策と『薬品管理法』改訂研
究」フォーラム論文集より作成。

(2)電子商取引による現代医薬品流通システム
科学技術の進歩と経済発展に伴い、電子商取引は中国

医薬品流通体制に改革をもたらし、新たな流通システム
を構築した（図2-6-7参照）。このシステムは主に、サプ
ライヤーと販売代理店が医薬品電子商取引プラットホー
ムを通して直接価格の交渉を行い、その契約情報を地域
配送センターへ直接連絡し、地域の配送企業が配送する
というものである。販売代理店は地域決済センターを通
じてサプライヤーに支払いを済ませ、電子商取引サービ
スのプロバイダーと配送企業にそれぞれ相応の費用を支
払う。このほか、地域配送センターは比較的独立した配
送情報システムを介し、サプライヤーや販売代理店と連
携している。このビジネスモデルの中で、医薬品電子商
取引プラットフォーム（医薬品電子仮想市場）と取引の
各当事者とをつなげているのは、医薬品業界の取引セン
ターと情報センターであり、これらが中核的な役割を
担っている。仮想の医薬品電子商取引市場と、現実社会
の物流配送システム、地域決済システムとの協調運用に
より、医薬品の高い流通効率を実現している。

(3)医薬品流通システムの現状
2011年５月５日、商務部が公布した「全国薬品流通業

界発展計画概要（2011-2015）」には、次のように述べら
れている。「改革開放以降、中国の医薬品流通は計画経済
から市場経済へと移行し、大きな発展を遂げた。医薬品
流通分野の法的枠組みと監督管理体制の基盤が確立され
たことにより、医薬品の供給保証能力は飛躍的に向上し
た。また複数の所有制度が共存し様々な経営方式が補い
合う、かつ都市と農村をカバーする医薬品流通システム
の基礎が形成された。市場規模も拡大し続け、都市の社
区61及び農村における基層医薬品市場の規模拡大には目
を見張るものがある。発展の水準も徐々に向上し、医薬
品流通企業の合併再編にも拍車がかかった結果、市場集
中度が高まり始めた。チェーン型経営が急速に発展し、
現代型医薬品物流、ネット販売、第三者による医薬品物
流サービスなど新たな医薬品流通方式も次第に発達し、
フラット化、少段階、追跡可能、高効率といった現代の
流通モデルの比重が徐々に増している。社会での役割が
高まり続けることで、医薬品流通業界が関連産業の成長
に及ぼす影響力も増しており、国家の安全、社会の安定、
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人民の利益を守る点で、国民経済の中で日に日に大きな
力となっている。」
しかし、長期に及ぶ「以薬補医」（医薬品代で医療収入
を補う）などの体制的な弊害、医薬品の価格と調達及び医
療保険支払いのメカニズムの不備などの問題に加え、新
規参入のし易さ、業界計画の管理欠如、不十分な市場競
争、法に基づく監督業務のレベルの低さなどにより引き起
こされるさまざまな問題を、薬品流通業界は抱えている。

①先進国と比較すると、中国の医薬品流通は多段階的
で、取引も多層的である。医薬品が出荷から最終消
費者の手に渡るまで、外国の成熟した市場では一般
的に２、３段階を経るだけなのに対し、中国ではし
ばしば2から７段階経ている。卸売りだけでも、全
国を管轄する総代理店が有るほか、地域の代理店と
省・市レベルの代理店が存在する。一方、往々にし
て生産企業は事務所を構え、各レベルの卸売企業や
病院、または小売薬局とそれぞれ接触を図っている。
一般的に、各レベルの卸売企業と生産企業の事務所
は、病院や小売薬局に医薬品を直接販売することが
可能なため、医薬品流通プロセスはこれから多様化
し、コントロールが難しくなるだろう。

②中国の医療機関は、国が財産権を有し、市場での地
位が高く、医・薬合同経営の基本医療体制が敷かれ、
医師の処方に対する有効な監督管理が欠如している
ことなどが原因で、医薬品が病院に届いてから患者
に販売されるまでのプロセスが大変複雑である。図
2-6-6の適切なプロセスの域を超えている。また、一
部の医薬品については流通過程において「リベート
の連鎖」が隠れている。

③多すぎる取引段階と複雑な取引ルートは、情報を非
対称で不透明なものにし、当然流通の効率を下げ、
利益の損失を招いている。このことは、医薬品価格
のうち、流通段階の比重が65%を超え、そのうち卸
売段階が50%を占めていることに直接表れている。
卸売段階のコストが高いため、販売コストも高くな
り、医薬品価格を下げることができずにいる。注目
に値するのは、卸売段階のコストが高くなるのは上
記の理由以外に、中国に存在する独特の医薬品価格
における「逆行調整」が重要な要因として挙げられ
ることである。医薬品という特殊商品の消費特性、
及び病院が買い手として優位であるという市場特性
に加え、医療機関特有の「医薬品代で医療収入を補
う」という利益メカニズムが作用し、独特の「逆行
調整」の仕組みが形成されている。医薬品価格が高
くなるほど病院の利益率は高くなる、それが企業に
逆行して、製品定価がより高くなるのである。

④４種類の医薬品流通ルートが存在するが、ルートⅠ
が中国の主要流通ルートである。医薬品は基本的に
医師の処方により病院内で購入する。およそ80%の
医薬品は病院内薬局で販売されているが、こうした

病院による医薬品の独占販売は市場における価格形
成の仕組みをねじまげ、いたずらに価格を吊り上げ
ている。中国の市場はバランスに欠けており、医師
と病院が医薬品市場において圧倒的な力を有するた
め、この問題を解決するためには、まず市場に係わ
る各当事者の力を均衡させることが必要である。
⑤中国の医薬品産業の集中度は低い。現在、中国の医
薬品卸売企業は16,000を超えている。医薬品流通
企業は数が多く、規模は小さく、その分布は合理性
に欠けている。医薬品卸売企業は医薬品の合理的な
流通のためではなく、いまだに行政による区分けに
従って配置されている。医薬品の小売販売店は、大
都市、中都市及び沿岸の発展した省・自治区に集中
しており、広大な農村地帯には非常に少ない。
⑥その一方、中国では、製薬企業、医薬品卸売企業及
び医薬品小売企業の勝手な振る舞いが、医薬物流資
源の深刻な浪費を招いている。それぞれが次々と自
社の物流センターを設立し、個別に管理しているの
である。この形式では物流資源を十分に利用できな
いことは明白であり、サプライチェーン内で密接に
連携し合うこともできない。そのためコア競争力が
上がらず、建設と経営のコストも高い。

(4)医薬品流通システムの改革
医薬品流通体制の改革を促進するためには、中間の過
程を減らし、流通コストを下げる必要がある。
この目標のため、国家食品薬品監督管理総局は体制改
革を試みており、この医薬衛生事業改革の新しい発展方向
に沿って、医薬品流通業界の科学的発展を促し、かつ国民
が安全、適切、便利に医薬品を使用できるよう、関連法令
と「中華人民共和国国民経済と社会発展第12回五カ年計
画概要」に基づき、医薬品流通業界の改革と発展の要件を
示した国家計画「全国薬品流通業界発展計画概要」を2012
年に公布した。計画では、2015年までに、全国の医薬品流
通業界は経済社会の発展という全体目標と高まり続ける
国民の健康への願いに合わせて成長し、ネットワークは合
理的に配置され、業界の組織化レベルは顕著に向上し、流
通効率は持続的に向上し、販売モデルも刷新され続け、中
核企業の競争力は増し、市場の状態は好転し、都市におい
ても農村においても住民は安全な薬を必要な時に使用する
ことができるようになり、公共衛生維持に必要な医薬品流
通システムが構築される、とある。具体的な発展目標は以
下の通りである。年間売上額が1,000億を超える全国規模
の大型医薬品商業集団を１～３社、年間売上額が100億を
越える地域密着型医薬品流通企業を20社形成する。医薬
品卸売企業100強の年間売上額の、医薬品卸売総額に占め
る割合を85%以上に、医薬品小売チェーン企業100強の年
間売上額の、医薬品小売企業売上総額に占める割合を60%
以上にする。チェーン型薬局の割合を小売店全体の2／
3以上に引き上げる。また県レベル以下の基層流通ネット
ワークのさらなる健全化をはかる。中核企業の総合的な実
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力を国際販売代理企業の最先端の水準に近づける。
もう一つの改革方式は、電子商取引に基づいて前掲の
発展を遂げる現代医薬品流通システムである。特徴は以
下の通りである。まず、医薬品電子商取引システムによ
る仮想市場を通じ、医療機関と小売企業とが直接取引を
行うことが可能となり、商品流通の公開性と透明性が確
保できるほか、卸売過程がなくなったため、これが取引
コスト削減に直接つながった。また、これまで効率が悪
く無秩序な状態であった情報の収集と流れを改善した。
情報化された取引手段を採用し、ネットワーク情報の網
羅性と即時性を存分に活かし、情報の流れを秩序立った
透明性あるものにすることで、医薬品情報を収集・分析
するための時間とコストを下げることができる。さらに、
幾層にも重なり、分散し、無秩序だった卸売企業を科学
的に整理統合して、中核企業を頂点に据える構造に変え
て、地域全体の配送ネットワークをカバーし、秩序なく
効率も悪い従来の物流システムを徹底的に改善できる。
つまり、独立した分散調達取引と、集約化された共同調
達取引の双方が可能となり、ニーズの差別化もコストの
削減も考慮することができる。各市場の監督管理情報を
公開し、クリーンなものとすることで、医薬品の品質と臨
床での投薬安全性を確保することができる。またこの薬
品流通システムにおいて、原材料供給企業、生産企業、配
送企業、販売代理企業を整合し全体を一つの構造に組み
込むことで、多層的な中間卸売過程を無くすことができ
る。従って、この医薬品業界のサプライチェーンシステ
ムにより、流通過程のコストは大いに低減し、ひいては
消費者の医薬品に関する負担も大幅に軽減するだろう。

2.6.3　医薬品流通業界の展望
世界の医薬品市場は、今後数年間は急速に拡大すると

思われる。市場規模も2009年の7,730億米ドルから1.2
兆米ドル以上に成長し、年平均８％前後の伸び率を維持
すると見込まれており、世界の医薬品流通業界の市場集
中度と流通効率は引続き上昇を続けるだろう。医薬品市
場の成長余地については、中国がその最大の市場になる
だろう。中国は中・高所得国へと向かい始めているが、
同時に高齢化も進んでおり、人々が生活の中で求めるも
のと消費構造はこれから大きく変化し、医療衛生サー
ビスと個人の健康維持へのニーズが大幅に高まると予
想される。医薬品市場成長の可能性は巨大である。政府
は 「行政と公的機関の分離、監督管理と職務遂行の分離、
医・薬分離、営利と非営利の分離」という医療改革の方
向性を打ち出し、「基本を保証し、基層医療を強化し、構
造を確立する」という医薬衛生体制改革の任務を提示し、
都市と農村をカバーする公共衛生サービスシステム、医
療サービスシステム、医療保障システムと医薬品供給保
障システムの設立を求めた。それらは必ず医薬衛生事業
の成長を促すと同時に、医薬品市場規模を拡大し、医薬
品流通業界に新たなチャンスをもたらすだろう。
チャンスをつかむには、困難に立ち向かわなくてはな

らない。医薬品流通業界の改革発展と国家医薬衛生体制
の改革は互いに補完し合っており、投薬制度の設計と密
接な関係を持つ。また医薬衛生体制の改革の過程は複雑
で漸進的である。まず外的環境をみれば、医薬品流通体
制の構造改革と、業界の管理体制の完備、及び特に重大
な利益構造の調整が必要である。それらの改革が当該計
画期間内に前進するかどうかは、明確ではない部分があ
り、全国統一市場の形成には、地方保護の問題など、ま
だ多くの課題を克服しなければならない。さらに内的環
境では、薬品流通業界の基盤は弱く、全体的な発展の程
度は低い。管理水準や施設設備は時代に適合しておら
ず、人材も不足しているため、業界構造の調整、及び構
造転換による成長の実現はまだ少し難しいといえる。
全国の医薬品流通業界は、経済社会の発展という全体
目標と高まり続ける国民の健康への願いに合わせて成長
し、ネットワークは合理的に配置され、業界の組織化レ
ベルは顕著に向上し、流通効率は持続的に向上し、販売
モデルも刷新され続け、中核企業の競争力は増し、市場
の状態は明らかに好転し、都市においても農村において
も住民は安全な薬を必要な時に使用することができるよ
うになり、公共衛生維持に必要な医薬品流通システムが
構築されるだろう。
医薬品流通業界の変革は漸進を続け、医薬衛生体制と
医療保障制度の改革は、医薬品流通業界に大きな影響を
与えると予測される。都市の社区と農村の基層医療機関
の発展により、より多くの医薬品がこれらの基層医療機
関を通して患者の手に渡るようになるだろう。同時に病
院が「医薬品代で医療収入を補う」体制を変えれば、医
薬品流通分野全体に変革をもたらすことになる。医薬
品流通業界改革の過程において、医薬品卸売企業と医薬
品小売企業は、集中度が徐々に高まり、流通業界のリー
ダー的企業となることが期待される。中国の医薬品流通
企業は、卸売であろうが小売であろうが、その市場容量
は医療保障制度の整備に伴いますます増大すると予測さ
れる。同時に、医薬品流通市場が徐々に規範化されるに
従い、リーダー的企業の市場集中度も高まるだろう。

2.7　医薬品価格
2.7.1　医薬品価格に関係する法規
計画経済下、医薬品の価格は政府によって定められ、
利益も行政がコントロールしていた。改革、開放と市場
経済の時代に入ると、医薬品価格も徐々に開放されてい
き、1996年末には、中華人民共和国の成立後に初めて中
国で開催された全国衛生事業大会において、国家発展改
革委員会が「薬品価格管理（暫定）弁法」を公布した。そ
の後、1997年に国務院が「衛生改革と発展に関する決定」
を公布し、衛生事業の公益性を強調した。同年、国家発
展改革委員会も医薬品価格に関する管理を再び強化し、
医薬品の価格を抑える一連の措置を取り、社会を強く反
映したむだに高い価格という問題の解決に努めた。2000
年には「三項制度」改革を推進するため、医薬品価格管理
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公布日 文書名称 主要内容
1996年8月21日 薬品価格管理暫定弁法（失効） 価格設定の原則、範囲、方法などの問題に対する初歩規定

1997年2月12日 薬品価格管理暫定弁法の補充規定 各種医薬品価格の設定方法

2000年4月24日 衛生部の医療機構薬品集中入札購入試行管理業務の強化
に関する通知 入札購入の主体、形式、原則などの問題の規定

2000年7月7日 医療機構薬品集中入札購入試行業務の若干の規定 入札購入の手順の規定、各参加者の行動への基本的要求の明確化

2000年7月20日 薬品価格管理改革に関する意見 入札購入の手順の規定、各参加者の行動への基本的要求の明確化

2000年11月21日 薬品価格監視測定弁法 医薬品業を営む機関の実際の購入、販売価格及び入札購入における落札価格
に対して監視測定する方法

2000年11月21日 薬品政府定価弁法 医薬品に対する政府の価格設定の原則、方法、手順の明確化と、具体的な価
格設定の公式などの明確化

2000年11月21日 薬品政府定価申告承認弁法 企業による医薬品価格設定、価格調整申請の規定、政府の価格審査期限など

2000年11月21日 国家計画委員会公布の「国家計画委員会定価薬品目録」の
発行に関する通知

政府定価目録に列挙されている医薬品の種類、具体的な種類の価格設定過程
など

2000年11月21日 乙類薬品価格設定調整に関する問題に関する通知 乙類医薬品に対する省政府の価格設定などの規定の段階的な実行の要求

2001年1月4日 国家計画委員会の単独定価薬品価格設定に関する問題に
関する通知 医薬品単独定価の範囲、申請手順、審査、専門家による論証などの問題

2001年1月22日 国家計画委員会の薬品集中入札購入に関する価格政策問
題に関する通知

入札した医薬品の値引き後に発生する価格差をどう分配するかなどの問題
に対する詳細規定

2001年3月16日 国家計画委員会事務局の薬品集中入札購入による価格差
分配比率確定の問題に関する通知 入札購入した医薬品の値引きにおける価格差分配比率の確定方法

2001年7月23日 医療機構による薬品集中入札購入業務のさらなる実行に
関する通知

入札購入の主な内容、組織形式、種類の範囲、入札評価基準及び医薬品落札
価格の管理などのさらなる明確化

2001年8月10日 薬品単独定価論証会試行弁法 論証会の専門家の選出方法、企業が準備すべき資料、会議手順など

2001年8月10日 化学薬品単独定価申告審議指標システム（試行） 具体的な化学医薬品七項目の単独定価申告審議指標の詳細な記述

2001年11月12日 医療機構薬品集中入札購入業務規範（試行） 各種入札購入当事者の行動基準、入札評価指標などについての詳細規定

2004年9月23日 医療機構薬品集中入札購入のさらなる規範に関する若干
の規定

購入範囲の拡大、合理的な医薬品落札価格の確定、入札手順の簡略化、積極
的な医薬品電子商取引の発展、物流配送などの要求

2004年9月29日 薬品集中入札購入価格及び有料管理暫定規定 落札医薬品に対しての合理的な価格比率の維持、小売価格の設定方法と普遍
的な査定方法など

2005年1月7日 薬品差額比較規則（試行） 同グループの医薬品、代表品、差額比較などの概念の定義や、各種差額比較
の計算公式の規定など

2005年3月28日 薬品差額比較規則（試行）の徹底施行に関する問題に関
する通知 差額比較規則の実施手順、適用範囲、計算順序などの問題の規定

2005年6月27日 国家発展改革委員会公布の「国家発展改革委員会定価薬
品目録」発行に関する通知

国家発展改革委員会及び省レベルの価格設定機関の薬品価格設定範囲、価格
設定形式と内容などの明確化

2005年11月2日 一部薬品の工場出荷過程からの価格設定の試行実施に関
する通知

試行を行う具体的な品目、工場出荷価格と小売価格の間に卸売り価格を設定
する方法などの規定

2006年1月17日 政府設定価格コスト監査弁法 定価コスト監査などの問題の定義、監査の管理方法、制度と原則などの規定

2006年5月19日 薬品と医療サービス市場価格秩序のさらなる整備に関す
る意見

医薬品価格の更なる値下げ、医薬品工場出荷価格を査定することへの試み、
外装に希望小売価格を表示する制度の推進などの要求の提起

2007年2月25日 医薬価格工作守則（暫定） コスト調査、専門家による審議と論証、集団による研究と審議など、医薬品
価格の遵守すべき行程の明確な指定

2009年 薬品価格管理弁法（討論稿） 政府による医薬品価格の設定と調整の基本的な方法、手順、経営者の売買行
為や法的責任などの内容の詳細規定

2010年3月5日 国家発展改革委員会の「国家発展改革委員会定価薬品目
録」などに関する問題の調整に関する通知 新たに調整した「国家発展改革委員会定価薬品目録」

2014年4月26日 国家発展改革委員会の安価な薬品価格管理に関する問題
の改善に関する通知

安価な医薬品価格管理方法の改善、安価な医薬品の一日当たりの費用基準の
確定、安価な医薬品をリストに加えたり削除したりする仕組みの確立。

出典：常峰、張子蔚、「中国薬品価格管理発展過程研究」『中国薬物経済学』、（2009）5：51-55

は改革の実施に伴い、国務院が「都市・鎮医薬衛生体制
改革に関する指導意見」を公布し、医薬品価格の調整を
その中心に据え、薬品価格管理弁法を制定した。同時に、
国家発展改革委員会も「薬品価格管理改革に関する意見」
を制定した。2006年に国務院は医療制度改革調整班を設
置し、2009年までには「医薬衛生体制改革の深化に関す
る意見」を公布、新医療制度改革が正式に始動したこと
を示した。新医療制度改革の意見の中で、医薬品価格管
理が再び重要な位置に据えられ、政府の定める合理的な
価格範囲の調整や、価格を定める方法の改善などの系列

的な医薬品価格形成メカニズムの改革の内容もその中に
は含まれている。同年、政策と歩調を合わせ、国家発展改
革委員会、衛生部、人力資源・社会保障部の3つの部と委
員会により「薬品と医療サービス価格形成メカニズム改
革の意見」が公布された。その中心の一つは、政府が管
理する医薬品価格の全面的な査定を基に、さらに高すぎ
る医薬品価格を下げていくことである。同時に、臨床の
必需品である安価な医薬品の価格を適度に上げていく。
表2-7-1は中国医薬品価格管理に関連する主要政策及
びその主要な内容である。

表2-7-1中国医薬品価格管理の主要政策
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2.7.2　医薬品価格設定モデルとメカニズム
(1)中国医薬品価格管理の沿革
（a）中央計画段階（建国初期から1984年まで）

計画経済体制の下、政府は医薬品の各方面の監
督管理に対し、行政による計画的な管理とコント
ロールを行い、計画目標を利用して直接需要と供
給、部門間の構成バランスのコントロールを図っ
ていた。従って、医薬品生産と企業からの製品承
認申請、生産・販売量の決定、価格設定、補償方法
など、全ての過程を政府主管部の厳重な管理下に
おいていたのである。こうした背景のもと、建国
初期から1984年までの35年間、医薬品価格は国家
が全面的にコントロールし、全ての医薬品価格は
長期に渡り中央による計画の管理下にあった。政
府が医薬品価格を査定し、「工場出荷価格」、「卸売
価格」、「処方価格」を経て、製薬企業、医薬品会社、
病院の各所で利潤が分配されていた。
初期のこのような規制方式は、当時の中国の衛

生事業発展モデルにある程度適合していた。建国
初期、中国は、国有製薬企業、国有医薬品販売会
社、国有病院の三位一体体制である医薬一体化方
案を推進した。この体制下で政府は病院の財政投
入に直接関与することはせず、病院が「医薬品を売
る」ことにより経費を取得することを促した。こ
れは即ち、改革されることが強く望まれる「薬で病
院を養う」という体制である。しかし当時は、この
「薬で病院を養う」体制による医薬品価格の異常な
高騰現象の広がりは起こっていない。それは主に、
計画経済の時代は流通過程における価格の上乗せ
現象は深刻でなく、価格の異常な高騰を生み出す
土壌はまだ存在していなかったことによる。
当然、この時期の医薬品価格は医薬品の真の価

値を反映したものではなく、その需要と供給を調
整する積極的な作用も発揮できていなかった。計
画経済の規制モデルが企業の生産に対する積極性
を消耗させ、医療資源配分効率もかなり低下させ
てしまっていた。80年代以降、中国は原材料の価
格を開放した。この時期、医薬品の需要量が急激
に上昇し始め、これにより、医薬品価格の矛盾が
日に日に目立つようになった。その後、政府は価
格調整によりこの矛盾を緩和したが、多方面で直
面した重圧は、医薬品価格管理モデルには改革が
必要であることを人々に警告した。

（b）価格管理準備段階（1984̶1996年）
重要文書「中国共産党中央の経済体制改革に関

する決定」が、1984年に召集された第12期中央委
員会第三回全体会議を通過した。その中には価格
体系改革に関する一連の規定が含まれている。こ
れをもって、いくつかの医薬品価格は徐々に開放
され始めた。しかし、医薬品価格を管理すべきか

どうかやその管理方法などの問題に対する人々の
認識が統一されていなかったため、この段階にお
ける医薬品価格管理業務の進度は遅く、構造もあ
まく、一時は医薬品価格秩序が混乱する局面を招
くこととなった。
第12期中央委員会第三回全体会議の後、政府は

医薬品価格管理システムの改革を開始し、国家統
一の定価薬品の範囲を徐々に縮小、変動幅のある
浮動価格の医薬品と自由な価格設定の医薬品の範
囲を拡大していった。しかし1996年８月以前は、
統一された薬品政府定価目録を国家が公布してい
なかったため、数十種類の基本治療薬を除いて、大
多数の医薬品価格がほぼコントロールされていな
い状態にあった。例えば、効能が基本的に同じ薬
品でも価格差が非常に大きく、特に外資系企業の
医薬品価格は往々にして高く、国有企業の数倍か
ら十数倍にまで跳ね上がっていた。これ以外にも、
新しい医薬品が即時に価格監督管理の範囲内に組
み入れられなかったことや、各部門の医薬品価格
に対する管理基準も一致していなかったことから、
医薬品価格は急速に上昇し始め、その変動幅は同
時期の物価上昇率の３－５倍を超えた。さらに深
刻なことは、「割引」、「リベート」などの不正競争
行為が氾濫し始め、医薬品市場価格の秩序は混乱
した好ましくない状態を呈し始めたのである。
ここに至って、医薬品価格問題は徐々に注目す
べき社会問題となり、人々はより科学的な、より
合理的な医薬品価格監督管理政策及び体系が一日
も早く実現できることを心待ちにするようになっ
た。この段階では、医薬品価格に直接関与する政
策はまだ少なかったものの、いくつかの医薬品管
理機構の設立とマクロ政策文書の公布は、次の段
階における価格管理の必要条件を作り出したので
ある。

（c）価格管理段階（1996年から現在に至る）
1996年前後、医薬品価格は急激に上昇し、社会

における医療費の負担も急増した。医薬品価格の
管理を強化し、医薬品価格の秩序を正すために、旧
国家計画委員会は1996年、「薬品価格管理暫定弁
法」を配布した。このことは、中国が正式な医薬品
価格の管理を開始したことを示している。この時
から、国家の関連部門は医薬品価格管理に対して
の持続的な検討及び改革と実践を開始した。「価格
法」と「薬品管理法」を中心とし、さらに医療体制
改革の要求を結びつけることを土台として、国家
発展改革委員会などの部門が、医薬品価格管理に
対するまたは関与する一連の文書を定め、中国の
医薬品価格管理政策及び体系を構築したのである。
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表2-7-2 各種価格設定パターンの比較
定価設定の主体 定価設定の対象 価格タイプ

政府定価 国家発展改革委員会 特殊管理医薬品 工場出荷価格
政府指導価格 国家発展改革委員会と省物価局 全ての企業が生産する当該医薬品 最高小売価格
市場調整価格 企業 自社が生産する当該医薬品 小売価格
単独定価 国家発展改革委員会 指導価格薬品中の特定企業の当該医薬品 最高小売価格

価格体系 企業 当企業が生産する当該医薬品 コストから小売価格に至るまでの各過程
での分配

出典：CFDA南方医薬経済研究所ウェブサイトより作成。

(2)医薬品価格設定パターン
本項では主に中国の医薬品定価設定のパターンを紹介

する。定価決定権を有する先の違いにより、医薬品の定
価は政府定価、政府指導価格、市場調整価格に分けられ
る。（表2-7-2を参照）

（a）政府定価
① 「国家基本医療保険と労災保険薬品目録」（以
下「医保目録」という）の西洋薬については、
表示された医薬品の中国語名称に基づき品目
を区分している（第178、665号は除外）。各品
目の処方薬に属する剤型は、処方薬に属する
が「医保目録」に列挙されていない剤型も含
め、全て国家発展改革委員会の価格設定範囲
に入れる。

② 「医保目録」に列挙されている漢方製剤（少数
民族の伝統的な薬品は含まない）は、表示さ
れた医薬品名称と剤型に基づき品目を区分し
ている。処方薬に属する剤型は、国家発展改
革委員会の価格設定範囲に入れる。

③ 「医保目録」以外の麻酔薬（以下、麻酔薬管理
に従う医薬品を含めるものとする）、第一類向
精神薬、国家の指令性計画に従って生産され、
かつ国家による統一買い付けの避妊薬・避妊
具及び計画免疫薬品、中国薬品物質特許の保
護期間内の医薬品は、国家発展改革委員会の
価格設定範囲に入れる。

④ 「医保目録」以外の血液製品（各種のヒト血漿
蛋白製品）は、国家発展改革委員会（衛生・計
画出産委員会と共同）の価格設定範囲に入れる。

（b）政府指導定価
① 「医保目録」内の非処方薬に属する剤型、及び
各地で調剤する地方の医療保険清算範囲内の
品目は、省・自治区・直轄市での価格主管部
門の価格設定範囲に入れる。価格設定形式は
政府指導価格とし、定価内容は小売価格とし、
具体的な定価形式は最高小売価格とする。

② 非処方薬の剤型は、国家食品薬品監督管理総
局公布の非処方薬品目録を基準とする。価格
管理を容易にするために、非処方薬とも処方

薬ともなる（「双方に跨るタイプ」）の剤型と、
一部の規格が非処方薬に属し、かつ一部の規
格が処方薬に属する剤型については、その全
ての規格品を各省・自治区・直轄市の価格主
管部門の価格設定範囲に入れる。
③ 麻酔薬、第一類向精神薬の卸売り価格、小売
価格は各省・自治区・直轄市の価格主管部門
が規定や弁法に基づき決定、公布する。
④ 院内製剤、「医保目録」に列挙された少数民族
の伝統的な薬品と漢方薬飲片は、各省・自治
区・直轄市の価格主管部門が、地元の状況に
基づき具体的な価格設定の権限、形式、内容
を確定する。

⑤ 国家発展改革委員会、衛生部など９つの部と
委員会は、2009年８月18日、「国家基本薬物制
度設立に関する実施意見」を公布した。これは
中国が国家基本薬物制度設立の業務を正式に
施行したことを示している。国家基本薬物制
度については「実施意見」以外に、９つの部と
委員会がさらに同時に「国家基本薬物目録管
理弁法（暫定）」と「国家基本薬物目録（基層医
療衛生機構の配備・使用部分）」（2009年版）を
公布した。「国家基本薬物目録」（2012年版）は、
2012年９月21日に衛生部の部務会議の審議を
通過し、2013年５月１日より施行されている。
規定によると、「基本薬物」（基本医薬品）と

は、中国の基本的医療衛生の需要に適合し、
剤型が適当で、価格が合理的であり、供給が
保障でき、一般の人々が公平に獲得できる医
薬品である。国家は基本医薬品を全て基本医
療保障薬品目録に加えた。その清算比率は非
基本医薬品より顕著に高く、個人の自己負担
比率を低くしている。このような経済的な手
段により、一般の多くの人々がまず基本医薬
品を使用するように導く。まずは主に基層医
療機関からその実施を開始する。

⑥ 単独定価について：「単独定価」は、実際には
政府指導定価の一種である。国家発展改革委
員会の規定によると、企業が生産し政府が価格
設定する医薬品について、その有効性と安全性
が他の企業が生産する同品目より明らかに優
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れている場合、または治療周期と治療費が他の
企業が生産する同品目より明らかに低い場合
に、単独定価の設定を申請することができる。

（c）市場調整定価
市場調整定価とは企業の自主定価を指し、「医保

目録」に入っている医薬品以外の大多数の医薬品
に対して企業の自主定価パターンが採用される。

(3)医薬品価格設定方法とその発展
上記のように、中国の現在の医薬品価格管理システム

は、一連の医薬品価格管理に関する政策により構築され
ている。中国の医薬品価格設定方法の中心となる内容
は、ⅰ原価加算方式、ⅱ単独定価、ⅲ差額比較規則の３
種の価格設定方法、及びⅳ集中入札購入という流通過程
における操作手段の４項目である。

（a）３種類の価格設定方法の発展
1996年の「薬品価格管理暫定弁法」に始まり、中

国は政府定価医薬品に対してマークアップ価格設
定を基礎に据えた原価加算方式を実行してきた。
その後いくつかの文書によって、定価目録、価格設
定過程、具体的な費用比率の設定、価格設定公式
などに関する内容が調整され、詳細化されている。
例えば2000年の「薬品価格管理の改革に関する意
見」には、「流通過程における仕入価格と販売価格
の差額比率、及び卸売価格と小売価格の差額比率
を一括計算し、価格によって異なる差額比率（差別
差率）を実行する」とあり、2000年の「薬品政府定
価弁法」には「各種医薬品の個別の状況に基づき、
販売費比率の差別化を実施する」、「各種医薬品の
革新的である度合いに基づき、最高売上利益率の
差別化を実施する」などとある。
当然、コストに基づく価格設定法には欠点もあ

る。例えば容易にラチェット効果を発生させ、生
産効率をマイナスの方向に刺激する作用があるこ
と、革新的な研究開発を奨励するのに不利である
ことなどである。そのため、中国はコストに基づ
き価格設定することを前提として、単独定価政策
を実施している。1998年から「国家計画委員会の
薬品価格政策の完備、薬品管理の改善に関する通
知」により「優質優価（良質高価）」を強調し始め、
企業による新薬研究開発を奨励し、技術進歩を促
し、さらに有効に製品構成を調整することを打ち
出した。その後「単独定価薬品価格設定に関する
問題に関する通知」が出され、単独定価の範囲が、
「他企業の同種医薬品と比較して、有効性と安全性
が明らかに優れている、または治療周期と治療費
が明らかに低い」医薬品に確定された。最新の「薬
品定価管理弁法（討論原稿）」は単独定価の資格を
知的財産権、技術革新などの分野に広げることを

明確にした。
しかし、製薬企業は単独定価の資格を得るため
に、または医薬品の集中入札購入及び強制値下げ
などの措置を避けるために、剤型を変える、規格
を変える、包装を変えるなどの不正な操作を広く
採用し始めた。この状況に対して、国家発展改革
委員会は2005年、「薬品価格差額比較規則（試行）」
と「薬品価格差額比較規則（試行）の施行の徹底に
関する問題に関する通知」を公布した。価格差額
比較規則により、異なる剤型・規格・包装材料の
「同グループの薬品」の価格差と価格比較を明確に
限定することで、医薬品定価の科学性と透明性を
高め、医薬品価格設定行為を規範化し、企業の公
平な競争を促進することが期待される。
この３種の価格設定方法の相互関係について、
最新の「薬品定価管理弁法（討論稿）」が明快に説
明している。価格主管部門による医薬品価格の設
定と調整は、代表品62の価格設定と、非代表品の薬
品価格差額比較規則に従った価格設定を組み合わ
せた方法をとっている。医薬品価格の設定と調整
は、いずれも医薬品の代表品の価格を指し、その方
法は原価加算方式に従い、統一定価と単独定価の
２種類の形式に分けられる。

（b）医薬品集中入札購入制度の発展
2000年、「都市・鎮医薬衛生体制改革に関する

指導意見」の中で「医薬品流通体制の改革の推進
と医薬品流通秩序の整頓」に対して具体的な要求、
つまり「薬品集中入札購入業務試行の実施」、「薬
品集中入札購入を規範化する具体的弁法の提出」
を提出している。その後、衛生部などの部門がこ
の制度を推進、規範化、完備する一連の文書を相
次いで公布した。
2000年と2001年に集中して公布された幾つか
の規定は、集中入札購入制度が堅持すべき原則、
形式、手順を明示し、購入範囲、入札評価基準、医
療機関が落札価格を基にどのように小売価格を設
定すべきかなどの問題を規定した。2004年の「医
療機関薬品集中入札購入のさらなる規範化に関す
る若干の規定」では、薬品集中入札購入制度は、医
療機関の医薬品購入方式を徐々に変化させ、医薬
品価格の透明性を増し、良質な医薬品の市場占有
率を高め、医薬品価格上昇の形勢を抑制したので
あり、これは医薬品販売と購入における不正を正
し、人民の医療費負担を低減する有力な措置の一
つであると考えられている。しかし、同時にこの
文書は、入札購入制度には依然として無視できな
い問題が存在することを明記し、これに対し具体
的な意見を提出している。具体的な意見には、「薬
品集中入札購入範囲の拡大」、「落札薬品の小売価
格を合理的に確定し、民に利を譲る（「譲利于民」）
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図2-7-1　中央政府医薬品価格監督管理行政部門の概略図

出典：中華人民共和国国家発展改革委員会価格監督検査及び独占禁止局、価格監視センター、薬品価格評価審査センターの公式ウェブサイトより作成。

中華人民共和国国家発展改革委員会

価格監督検査及び独占禁止局

価格検査所

薬品価格評価審査センター

市場価格監督管理所

価格監視センター

を実際に成し遂げる」、「薬品集中入札購入手順を
簡略化し、入札企業の負担を軽減する」、「剤型を
基本の単位として、入札募集、入札、入札評価を実
施し、入札企業が規格外の医薬品によって薬品集
中入札購入を逃れることを防止する」「医薬品電子
商取引や、物流配送など現代の流通方法の積極的

な発展」などが含まれている。

2.7.3　医薬品価格監督管理行政部門
(1)中央政府管理部門
薬価を監督管理する中央政府管理部門は以下の図に示
す通りである。

（a）価格監督検査及び独占禁止局の職責
① 全国の価格監督検査及び独占禁止業務の指
導、価格監督検査及び独占禁止政策、任務、業
務計画、実施意見の立案。

② 価格改革方案と価格調整管理政策・措置の実
施の徹底状況の監督検査、価格調整管理を強
化及び改善する意見の提出。

③ 全国的な商品価格、サービス価格、国家機関
収費（費用徴収）、事業性収費の監督検査の手
配及び実施、検査実施の法令に基づく根拠と
政策範囲の明確化、検査において生じる政策
問題の調整、解決。

④ 中央国家機関の各部門、省の人民政府と部門、
中央の企業と事業に関連する機関、社会組織
の価格や費用徴収の違法案件に対する調査、
処罰。省間における価格や費用徴収の違法案
件の調整、処理。価格や費用徴収の重大な違
法案件に対する調査、処罰。

⑤ 価格独占禁止法執行業務の担当、重大な価格
独占の行為及び案件の調査、認定、処置。
⑥ 市場の価格設定行為に対する監督管理業務の
手配と実施、重大な不正価格設定行為及び案
件の調査、認定、処置。市場価格の異常変動
に対する監督検査及び緊急対策業務の担当。

⑦ 価格監督検査と独占禁止に関する法令草案と
規則の起草、法に基づく各種違法価格設定行

為、価格独占行為に対する範囲の確定。
⑧ 省政府価格主管部門による行政処罰に不服で
ある者の再議案件と不服申し立て案件の受理。
⑨ 全国の社会による価格の監督、公共サービス、
信用の構築、価格通報業務に対する指導。

（b）価格監視センターの職責
主要な職責としては、国内・海外市場の重要な
商品・サービス価格の監視業務を担い、国家発展
改革委員会の価格監視報告制度を実施し、重要な
商品・サービス価格、需要と供給の変動状況の調
査、分析を行う。国家重要経済政策の価格領域へ
の反映を追跡及びフィードバックし、価格予測を
強化し、さらに事前の警告を適時に出し、価格情
報刊行物の編集と発行を行い、価格情報公表・広
報業務を全うする。さらに、国家発展改革委員会
が手配するコスト調査業務の実施を支援し、地方
の価格監視業務指導に協力する。
現在、国家発展改革委員会価格監視センターは、

国家発展改革委員会の設立した監視報告制度を計
画、実施する責任を担っている。それには、「全国
重要消費財とサービス価格監視報告制度」、「全国
食糧価格監視報告制度」、「全国鋼材市場価格監視
特別項目報告制度」、「全国主要家畜家禽製品及び
飼料価格監視報告制度」、「全国重要エネルギー価
格監視報告制度」、「全国重要生産手段価格監視報
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告制度」、「全国重要経済作物価格監視報告制度」、
「薬品価格監視報告制度」、「自動車価格監視報告制
度」、「不動産価格監視報告制度」、「国際市場価格
監視制度」、「先物市場価格監視報告制度」があり、
徐々に新しい価格監視報告制度をさらに設立して
いる。全国には9,000あまりの価格監視拠点が設
置されており、監視地区は31の省（区、市）の325
の市及び県にわたる。監視対象は数千種類もあり、
監視周期は日報、週報、旬報、月報、四季報に分け
られている。
センターは、国内価格監視所、国際価格監視所、

価格要素調査所、分析予測所、技術と情報所及び
「価格公報」の編集部などを設置しており、各部門
それぞれの役割に応じて、国内外市場の価格監視
と予測業務を分担して行い、国家発展改革委員会
に対しタイムリーな市場価格動向及び趨勢を報告
し、価格対策と事前の警告を出す。

（c）薬品価格評価審査センターの職責：
評価審査第一所は、一部の西洋薬の価格審査業

務の責任を担う。上記範囲内の医薬品のコストと
価格の調査、分析を実施し、専門家を組織して評
価審査し、上記医薬品価格の評価審査についての
意見及び価格設定・調整についての意見を提出す
る。上記医薬品の政府定価の実施状況を調査分析
する。地方、企業などが提出した価格資料のまと
めと分析を行う。薬品価格評価審査弁法及び関係
する法規、規約の起草、研究に参加する。
評価審査第二所は、一部の西洋薬の価格審査業

務の責任を担う。上記範囲内の医薬品のコストと
価格の調査、分析を実施し、専門家を組織して評
価審査し、上記医薬品価格の評価審査についての
意見及び価格設定・調整についての意見を提出す
る。上記医薬品の政府定価の実施状況を調査分析
する。地方、企業などが提出した価格資料のまと
めと分析を行う。薬品価格評価審査弁法及び関係
する法規、規約の起草、研究に参加する。
評価審査第三所は、漢方製剤の価格審査業務の
責任を担う。漢方製剤のコストと価格の調査、分
析を実施し、専門家を組織して評価審査し、漢方
製剤価格の評価審査についての意見及び価格設
定・調整についての意見を提出する。漢方製剤の
政府定価の実施状況を調査分析する。地方、企業
などが提出した価格資料のまとめと分析を行う。
薬品価格評価審査弁法及び関係する法規、規約の
起草、研究に参加する。総合情報所は、薬品価格評
価審査業務計画と年度計画を研究、立案し、薬品
価格評価審査に関する弁法を立案し、法規政策の
研究立案に関する業務のリーダーシップをとり、
センターの対外宣伝と法律事務を担当し、医薬品
価格の動向に対する監視分析を行う。各データ情
報システム及び専門家情報システムの管理業務に
責任を持ち、各種の関連する課題研究を計画する
業務のリーダーシップをとる。

(2)各地方政府管理部門
図2-7-2に各地方における医薬品価格監督管理に関わ

る政府管理部門を示す。

図2-7-2　各地方における医薬品価格監督管理に関わる政府行政部門の概略図

出典：北京市発展改革委員会、北京市海淀区発展改革委員会の公式ウェブサイトより作成。

省、直轄市、自治区

地級市発展改革委員会

区県級発展改革委員会
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市、区級発展改革
委員会

価格管理課

価格検査課

県級発展
改革委員会

価格・費用徴収
管理課 コスト監察課

コスト監察課
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以下、北京市を例にあげ、北京市発展改革委員会及び
その下部組織の主な職責を示す。

（a）北京市発展改革委員会の主な職責
① 国民経済と社会発展、経済体制改革と対外開
放分野に関する国家の法律、法規、規則、政策
の徹底と実現、北京市に関する地方の法規草
案及び政府規則草案の起草及び計画と実施。

② 北京市国民経済・社会発展戦略、中長期計画
と年度計画の立案、及び手配と実施。国家の
マクロコントロール要求に基づいた、経済社
会発展の全体の計画と調整、経済社会発展及
び経済構造調整の目標と政策及び措置の研究
と提出、各種コントロール手段の総合運用の
提案。北京市政府の委託による、市人民代表
大会への北京市の国民経済と社会発展計画及
び実施状況の報告。

③ 北京市の国民経済情勢と社会発展動向の監視
責任を担い、予測や事前の警告と、情報によ
る指導業務を担当し、マクロ経済の運行、総
需要と総供給のバランスなどの重要問題を研
究する。

④ 北京市財政、金融などの分野の状況のまとめ
と分析の担当。財政政策、金融政策、土地政策
の立案への参加。投資・融資体制改革の深化
の研究と提案、及び計画と実施。関係筋と共
同で政府の重大項目融資案の研究及び立案。

⑤ 北京市経済体制改革の指導、推進及び総括、
調整の責任を担う。経済体制改革の重大な問
題の研究、総合的経済体制改革案の計画と立
案、特別項目経済体制改革に関する案の調整。
経済体制改革試行業務の指導と調整。各種開
発区の改革と発展の重大な問題の研究、及び
関係する政策の実行の調整。

（b）北京市物価検査所の職責
法律、法規、規約規定の、省行政部門が行使すべ

き価格分野の監督検査、行政処罰と価格独占禁止
法執行を具体的に実施する職責を負う。価格分野
の重大事件と地域を跨ぐ案件の法に基づく調査と
処罰。価格独占の行為及び案件の法に基づく調査、
認定、処理。全市の価格特別項目検査作業の組織
化と実行。価格監督検査と価格独占禁止政策に対
する問い合わせと苦情、通報業務の担当。区県価
格監督検査業務の指導と調整。

（c）北京市価格監視センターの職責
主要な職責としては、国内、海外市場の重要な

商品・サービス価格の変動状況の監視と分析、北
京市が実際に出した価格の早期警告と対応策を結
び付けることを担う。

（d）北京市海淀区発展改革委員会価格管理課の職責
国家及び北京市から通達される価格調整・価格
設定案を組織・実行する。当区の価格管理業務を
担い、権限規定の経営性及びサービス性収費（費用
徴収）基準を設定・調整する。価格公聴会を組織・
召集する。一部の商品と費用徴収項目についての
価格監査と届出を行う。健全な市場価格の監視制
度及び監視ネットワークを確立する。当区の固定
監視拠点の価格情報収集日報及び相場監視月報の
業務を担う。価格方面の調査研究業務を組織化す
る。行政事業性収費（費用徴収）管理を計画、実施
し、行政事業性収費（費用徴収）機関の費用徴収許
可証の発行、変更と年次審査業務を担う。当区と周
辺地区市場の重要な商品の価格水準の把握及び価
格動向の分析により、政府戦略決定のための根拠
を提供する。管轄区内の国家機関、事業機関の行政
事業性収費（費用徴収）の公示及び教育収費（費用
徴収）公示制度の組織化、実施を担う。

（e）価格検査課の職責：
管轄区内の政府定価、政府指導価格及び市場調
整価格の監督検査を行う責任を負う。「価格法」の
中で禁止されている不正な価格設定行為と価格表
示規定に対する法律に基づく監督検査を担い、特
別項目検査の任務を全うする。管轄区内の行政事
業性収費（費用徴収）公示の実施状況に対して監
査、監督し、費用徴収の違法行為を検査、処理する
責任を負う。

2.8　ジェネリック医薬品
2.8.1　ジェネリック医薬品の定義及び関連法規
「薬品登録管理弁法」には、「ジェネリック医薬品の申
請とは、国家食品薬品監督管理局がすでに販売を承認
し、すでに国家基準がある医薬品の生産の登録申請を指
す。ただしバイオ製剤は新薬申請の手順に基づいて申告
する。」と規定されている。「薬品登録管理弁法（試行）」
は2002年12月1日より運用され、2005年、2007年に改訂
された後、2007年に正式に「薬品登録管理弁法」が施行
された。オリジナル医薬品製造の奨励、厳しい審査評価、
規範に基づく研究開発がその価値基準となっている。ま
ず、当該弁法はジェネリック医薬品の概念を取り入れ、
ジェネリック医薬品と先発医薬品の一致性について強調
しており、第74条で、ジェネリック医薬品は先発医薬品
と同じ活性成分、投与ルート、剤型、規格で、同一の治療
効果を有していなければならない、と規定している。ま
た多くの企業が生産している医薬品種については、関係
する技術指導原則を必ず参照し、先発医薬品を選択して
照合研究をしなければならないとする。次に国際的に通
用している研究方法に従って、高品質のジェネリック医
薬品を研究製造するよう申請者に指導しており、第31条
で、新薬登録を申請する場合は、臨床試験を実施しなけ
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ればならないと述べている。ジェネリック医薬品の申請
と補充申請の際は、当該弁法の付属書の規定に従って臨
床試験を実施する。最後に技術要件を厳しくし、技術上
の障壁を置いて、ジェネリック医薬品の過多と氾濫、低
水準医薬品の重複を防いでいる。第77条及び81条は、
ジェネリック医薬品申請審査評価に関するものである。
第5章では、ジェネリック医薬品の申告と承認の流れを
詳細に規定している。「薬品登録管理弁法」は、ジェネ
リック医薬品登録基準を引き上げることで、ジェネリッ
ク医薬品研究開発の水準引き上げを促進し、ジェネリッ
ク医薬品製剤の国際登録を推進している。また技術譲渡
政策を通じたブランドジェネリック展開を企業に勧め、
製薬企業の集約化経営を促進している。低水準医薬品の
重複と虚偽による登録を避けるために、良質な登録環境
構築に努め、ジェネリック医薬品企業の収益性を高め、
持続可能な成長力を向上させている。
「薬品価格管理弁法（意見募集稿）」では、ジェネリッ
ク医薬品を、法に基づいた薬品保護期間の満了後、他の
企業が薬品登録審査評価の関連規定に基づいて生産を承
認された、同様の有効成分と投与ルートを有する薬品と
定義している。この弁法により、ジェネリック医薬品の
価格及び価格制定規則の詳細が定められている。
2008年12月27日に全国人民代表大会常務委員会で「全

国人民代表大会常務委員会〈中華人民共和国特許法〉改
正に関する決定」が承認された。改正された「特許法」第
69条にいわゆるボーラー条項が追加されており、次のい
ずれかの状況がある場合は、特許権を侵害しているとは
みなされないとされている。

① 特許製品、または特許方法に基づき直接獲得した
製品を、特許権利者またはその許可を得た機関ま
たは個人が販売した後、当該製品を使用、販売の許
諾（許可）、販売、輸入する場合。
② 特許申請日以前にすでに同様製品を製造し、同様
の方法を使用した、または製造、使用に必要な準備
がすでに完了しており、かつ従来の範囲において
のみ製造、使用を継続する場合。
③ 中国の領地、領海、領空を一時的に通過する外国
運輸手段で、それが所属する国と中国とで締結し
た協定、または両者とも参加している国際条約、
または互恵原則に基づき、運輸手段そのものに
とって必要なためにその装置と設備に関連の特許
を使用する場合。

④ もっぱら科学研究と実験のために関連の特許を使
用する場合。

⑤ 行政による承認のために必要な情報を提供するた
め、特許医薬品または特許医療機器を製造、使用、
輸入する場合、及びその者のためだけに特許薬品
または特許医療機器を製造、輸入する場合。

2.8.2　ジェネリック医薬品市場概況
中国の医薬品市場においてジェネリック医薬品が占め
る比率は、95%を超えている。2005年～2009年の年平均
成長率（CAGR）は17.7%である。2012年の中国ジェネ
リック医薬品市場規模は817億米ドルであり、2014年時
点において、2015年には1,000億米ドル弱まで拡大する
と予測されている。
一方、中国ジェネリック医薬品企業の粗利率中間値は
76%（オリジナル医薬品の製造企業に近い）である。比較
のため例を挙げると、インドは51%、ジェネリック医薬
品グローバル企業は44%である。ブランドジェネリック
医薬品企業の平均粗利率は77%だが、一般ジェネリック
医薬品企業の平均粗利率は、過去２年間の政府の値下げ
政策の影響により、2010年の31％から2011年には26%
に下がっている。

2.9　医療保険制度
2.9.1　医療保険制度概況
中国の医療保険制度は1950年代に構築された。当時

は主に３種類、即ち企業労働者に適用される労働保険医
療制度、国家機関と事業組織の労働者に適用される公費
医療制度、農村住民に適用される合作医療制度に分けら
れていた。しかし市場経済の到来に伴い、企業の責任が
重すぎる、負担が大きいなどの問題が生じ、企業労働保
険制度が体制改革の更なる浸透を阻害するようになり、
この制度は時代に淘汰されていった。公費医療制度は現
在、いくつかの都市以外では、すでに記憶の中の事物と
なっている。家庭生産請負制度が推進される中、旧農村
合作医療制度は、既存の経済的基礎を失って、徐々に姿
を消していった。改革開放以来、特に第14期三中全会以
降は、党中央、国務院が一連の重大方策を続けて決定し、
積極的に基本医療保険制度の改革を進めた。
90年代から、中国は新しい医療保険制度を段階的に
設立している。1994年には江蘇省鎮江市、江西省九江市
において、労働者医療保険の改革試行事業を実施した。
1998年末に全国で都市・鎮労働者基本医療保険制度の改
革が実施され、公費医療制度や労働保険医療制度といっ
た組織福祉制度から社会保険制度への軌道転換が実現し
た。2003年、新型農村合作医療制度の試行事業が始まり、
2008年には全国範囲で展開された。2003年、2005年には
それぞれ農村と都市の医療救助制度を設立し、生活保護
受給者など困窮層への救済を実施することとした。2007
年、都市・鎮住民基本医療保険の試行事業を展開し、学
生、子供、老人など都市・鎮で生活する非労働者を保障
範囲に加え、2009年には全国に網羅的に広げた。
2009年末には、都市・鎮基本医療保険加入者は４億人

となり、新型農村合作医療制度の加入者は８億を超えた。
加入者の合計は12億を超え、全面的なカバーは基本的に
実現した。ここに至り、中国は政府主導で、個人、集団、
政府など多方面からの資金調達による、かつ都市と農村
をカバーする医療互助共済制度をほぼ構築したといえる。
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図2-9-1　中国多層医療保障構成図

出典：胡暁義「中国基本医療保障制度の現状と発展傾向」 行政管理改革雑誌社、（2010）第6期
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長年の改革と探索を通して、中国は「三縦三横」を特
色とする医療保障システムの基本枠組みを形成した（図
2-9-1）。三縦とは、都市・鎮労働者基本医療保険、都市・
鎮住民基本医療保険、新型農村合作協力医療保険であり、
それぞれ都市・鎮の労働者、都市・鎮在住の非労働者、
農村住民をカバーする基本医療保障システムの主要部分
である。「三横」は主体層、最低保障層、補充層であり、
３種の基本医療保険制度は主体層を構成する。また都
市・農村医療救助制度と社会慈善寄付制度は、困窮層の
保険加入と個人負担を支援するもので、最低保障層を構
成する。より高度で多様化した医療を求める人々のニー
ズには、補充医療保険と商業健康保険が応える。この基
本枠組みは中国の特色を鮮明に表している。我々は国民
皆保険を目標としているので、あらゆる階層の人々に対
して普遍的に利益をもたらす制度を設けなければならな
い。それは主に、都市と農村住民の保険加入に対する一

般的な援助と、困窮層への医療救済政策などで実現して
いる。しかし国の基本的な実情から考えると、政府全額
出資による「全人民無償医療」モデルの実現は不可能で
あるため、政府、社会、家庭、個人が共同で医療保障責任
を負担しなければならない。「中国共産党中央委員会国
務院の医薬衛生体制改革推進に関する意見」（中発[2009] 
６号）には、納付と待遇に相関関係がある医療保険制度
を医療保障システムの主体とすることが明確に示され
ており、多くのルートを通して資金を調達し、基本医療
サービスを購入することは、中国の現段階における経済
発展水準、医療サービス市場の現状に適合しており、医
薬衛生体制の改革推進にも資する。ここに至り、中国は
政府主導で、個人、集団、政府など多方面からの資金調
達による、かつ都市と農村をカバーする医療互助共済制
度をほぼ構築したといえる。

2.9.2　医療保険制度に関する法規制
中国では1980年代に社会保障制度が発展し始めたが、

立法の遅れと理念の不透明さが存在していた。医療保
険に関する法規は、国民の基本的人権を保障し、社会の
安定と公平を維持し、医療保険基金の安全で高い運用
効率を保障することで、社会全体の持続可能な成長を
促すことを、具体的な立法過程における基本理念とす
べきである。
1998年、全国規模で都市・鎮労働者基本医療保険制度

の構築がスタートし、2003年には新型農村合作医療制度
の試行事業が始まり、また農村医療救助制度の構築も開
始された。2005年に実施された都市医療救助制度試行事
業は、現在、すでに各地に広く普及している。2009年３
月17日に公布された「中国共産党中央委員会国務院の医
薬衛生体制改革推進に関する意見」（中発[2009]６号）で
は、「一つを整備、二つを全面化」との方針が明確に示さ
れている。即ち、「都市・鎮労働者基本医療保険制度を
さらに整備し、労働者人口を迅速にカバー」「2009年に
都市・鎮住民基本医療保険を全面的に推進」「新型農村

合作医療制度の全面施行」が謳われている。同年３月18
日公布の「国務院の医薬衛生体制改革短期重点実施方案
（2009～2011年）配布に関する通知」（国発[2009] 12号）
では、３年以内に３種の基本医療保険制度について「都
市・農村全体の住民をカバーし、保険加入率を90％以上
に引き上げる」ことを打ち出している。2013年末までで、
都市・鎮労働者基本医療保険の加入者は2.74億人、都市・
鎮住民医療保険の加入者は2.96億人、新型農村合作医療
制度の加入者は8.05億人であった。都市と農村の医療保
険及び医療制度の加入者の合計は13億人を超え、加入率
は95％以上に達し、全人民をカバーするという目標はほ
ぼ実現した。これらいくつかの制度の構築は、国民生活
の改善と社会保険の発展とを積極的に後押しした。第10
期全国人民代表大会5年立法計画の中で、社会保険法を
制定するか、または養老、医療、失業、労働災害、出産な
どについてそれぞれ立法することが明確に要求され、国
務院も現在の国の実状に基づき、失業保険条例と労働災
害保険条例を定めた。医療保険制度は社会法律システム
における重要な構成部分となっており、その立法過程に
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おいては、労働災害保険条例、失業保険条例、社会保険
費徴収納付暫定条例、労働保障監査条例、開業医師法、
医療事故処理条例、民法、保険法など関連法律と照らし
合わせて処理しなければならない。中国の基本医療保険
制度は、経済体制改革の必要に応じ、住民の基本的な医
療ニーズを保障し、医療費の増加を抑制する上で、重要
な役割を発揮している。そして各省、市、地区もまた国
務院の規定に基づいてそれぞれが関連法規制と細則を制
定している。以下、河南省を例として、中国医療保険制
度に関する法令を詳しく紹介する。

(1)労働者医療保険
（a）中央政府の政策文書
① 「国務院の都市・鎮労働者基本医療保険制度設立
に関する決定」（国発[1998] 44号）

② 「都市・鎮労働者基本医療保険業務管理規定配布
に関する通知」（労社部函[2000]４号）

③ 「都市・鎮労働者基本医療保険個人口座管理強化
の通知」（労社庁発[2002]６号）

④ 「都市・鎮労働者基本医療保険網羅範囲拡大業務
の更なる遂行に関する通知」（労社庁発[2003]６号）

（b）河南省政策文書
① 「河南省人民政府〈河南省都市・鎮労働者基本医
療保険制度実施意見〉配布に関する通知」（豫政
[1999] 38号）

② 「河南省人民政府〈河南省直属労働者基本医療保
険制度実施弁法〉配布に関する通知」（豫政[2001] 
51号）

③ 「河南省人的資源・社会保障庁、河南省財政庁の
省直属労働者基本医療保険統籌63基金最高支払
限度額調整に関する通知」（豫人社[2009] 486号）
2009-12-22

（c）鄭州市政策文書
① 「鄭州市人民政府事務局の鄭州市都市・鎮労働者
基本医療保険暫定規定実施細則等12の医療保険
制度改革文書配布に関する通知」（鄭政弁文（2000） 
152号）
１）  「〈鄭州市都市・鎮労働者基本医療保険暫定規
定〉実施細則」

２）  「鄭州市都市・鎮労働者基本医療保険服薬管理
暫定弁法」

３）  「鄭州市都市・鎮労働者基本医療保険診療項目
と医療サービス施設範囲及び支払基準管理暫
定弁法」

４）  「鄭州市都市・鎮労働者基本医療保険転院、急
診、区域外受診管理暫定弁法」

５）  「鄭州市都市・鎮労働者基本医療保険在宅病床
管理暫定弁法」

６）  「鄭州市都市・鎮労働者基本医療保険「特殊疾

病”“慢性疾病」管理暫定弁法」
７）  「鄭州市都市・鎮労働者基本医療保険指定医療
機関管理暫定弁法」

８）  「鄭州市都市・鎮労働者基本医療保険指定小売
薬局管理暫定弁法」

９）  「鄭州市都市・鎮労働者基本医療保険ICカー
ド使用及び管理暫定弁法」

10）  「鄭州市都市・鎮労働者基本医療保険費用決済
管理暫定弁法」

11）  「鄭州市基本医療保険サービス品質監督考査暫
定弁法」

12）  「鄭州市都市・鎮労働者商業補充医療保険暫定
弁法」

② 「鄭州市人民政府〈鄭州市都市・鎮労働者基本医
療保険暫定規定〉配布に関する通知」（鄭政（2001） 
21号）
③ 「鄭州市人民政府事務局<鄭州市都市・鎮労働者
基本医療保険外来診療規定病の外来治療管理暫定
弁法>配布に関する通知」（鄭政弁（2004）72号）

④ 「鄭州市人民政府事務局<鄭州市都市・鎮労働者
商業補充医療保険費納付基準>調整に関する通
知」（鄭政弁文（2004）105号）
⑤ 「鄭州市社会医療保険センターの鄭州市都市・鎮
労働者基本医療保険外来診療規定病暫定定額基準
配布に関する通知」（鄭社医（2005）13号）

⑥ 「鄭州市人民政府事務局の都市・鎮労働者基本医
療保険加入者入院時の統籌基金支払比率引き上げ
に関する通知」（鄭政弁文[2007] 44号）
⑦ 「鄭州市労働・社会保障局〈鄭州市都市・鎮労働
者基本医療保険、区域外受診者の外来診療規定病
確認実施細則〉配布に関する通知」（鄭労社医療
[2008]６号）

(2)企業医療保険
① 「河南省直属企業補充医療保険暫定弁法」（豫労社
医療[2001] 16号）
② 「鄭州市人民政府事務局〈鄭州市企業補充医療
保険管理暫定弁法〉配布に関する通知」（鄭政弁
（2002）２号）
③ 「困窮国有企業の基本医療保険参加に関する指導
意見」（豫労社医療[2002] 27号）

④ 「鄭州市人民政府〈鄭州市直属の破産国有企業と
困窮国有企業退職者の大病統籌医療保険暫定弁
法〉配布に関する通知〉（鄭政（2004）75号）

⑤ 「鄭州市直属企業、自立独立採算事業単位、差額
補助事業単位の離職幹部への医療保障管理暫定弁
法」（鄭弁（2004）24号）

(3)国有・集団資本と民間・外国資本の混合所有企業及
び民間・外国資本企業の労働者に対する医療保険
① 「国有・集団資本と民間・外国資本の混合所有企
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業及び民間・外国資本企業の労働者の医療保険加
入促進に関する意見」（労社庁発[2004]５号）
② 「労働・社会保障部事務局〈国有・集団資本と民
間・外国資本の混合所有企業及び民間・外国資本
企業の労働者が加入する医療保険への推進意見〉
転送に関する通知」（豫労社医療[2004]５号）

(4)その他
（a）都市・鎮における個人労働者基本医療保険
① 「鄭州市人民政府<鄭州市都市・鎮個人労働者の
基本医療保険加入暫定弁法>配布に関する通知」
（鄭政（2002）23号）

（b）都市・鎮における非正規就業者の基本医療保険
① 「都市・鎮非正規就業者の基本医療保険加入に関
する指導意見」（労社庁発[2003] 10号）
② 「労働・社会保障部事務局<都市・鎮非正規就業
者の基本医療保険加入に関する指導意見>転送の
通知」（豫労社医療[2003] 21号）

③ 「「河南省労働・社会保障庁<労働・社会保障部
事務局の都市・鎮非正規就業者の基本医療保険加
入に関する指導意見転送の通知」転送の通知」（鄭
労社医療[2003] 14号）

④ 「都市・鎮非正規就業者の基本医療保険加入に関
する意見」（豫労社医療[2003] 27号）

⑤ 「河南省労働・社会保障庁〈都市・鎮非正規就業
者の基本医療保険加入に関する意見〉転送に関す
る通知」（鄭労社医療[2003] 16号）

（c）出稼ぎ農民医療保険
① 「出稼ぎ農民の医療保険加入網羅率拡大特別行動
展開に関する通知」（労社庁発（2006）11号）
② 「〈河南省労働・社会保障庁の出稼ぎ農民の医療
保険加入網羅率拡大特別行動展開に関する実施方
案〉配布に関する通知」（豫労社医療[2006]５号）

（d）国家公務員医療補助
① 「国務院事務局からの労働保障部、財務部〈国家
公務員医療補助実施に関する意見〉転送の通知」
（国弁発（2000）37号）
② 「河南省人民政府事務局からの省労働・社会保障
庁、省財政庁〈我が省国家公務員医療補助に関す
る意見〉転送の通知」（豫政弁（2000）105号）
③ 「河南省人民政府事務局の河南省直属国家公務員
医療補助暫定弁法と河南省直属労働者高額医療
費補充保険暫定弁法配布に関する通知」（豫政弁
（2001）106号）
④ 「省労働・社会保障庁、財政庁の省直属国家公務
員医療補助暫定弁法調整に関する意見転送の通
知」（豫政弁[2002] 70号）

（e）鄭州市の市直属国家公務員医療補助
① 「鄭州市人民政府の鄭州市直属国家公務員医療補
助暫定弁法配布に関する通知」（鄭政（2002）１号）
② 「鄭州市人民政府事務局の鄭州市直属国家公務
員医療補助暫定弁法配布に関する通知」（鄭政弁
（2002）１号）
③ 「鄭州市人民政府事務局の鄭州市直属国家公務
員医療補助暫定弁法調整に関する通知」（鄭政弁
（2002）67号）

(5)都市・鎮住民基本医療保険
（a）中央政策文書
① 「国務院の都市・鎮住民基本医療保険試行事業展
開に関する指導意見」（国発[2007] 20号）
② 「都市・鎮住民基本医療保険取扱管理サービス業
務意見配布に関する通知」（労社部発［2007］34号）
③ 「都市・鎮住民基本医療保険医療サービス管理に
関する意見」（労社部発[2007] 40号）

（b）河南省政策文書
① 「河南省人民政府の都市・鎮住民基本医療保険制
度構築に関する実施意見」（豫政[2007] 68号）
② 「人社部発[2009] 35号文書の転送、都市・鎮住民
基本医療保険業務全面展開に関する通知」

（c）鄭州市政策文書
① 「鄭州市人民政府〈鄭州市都市・鎮住民基本医療
保険弁法（試行）〉配布に関する通知」（鄭政[2007]
４号）
② 「鄭州市人民政府事務局〈鄭州市都市・鎮住民補
充医療保険弁法（試行）〉配布に関する通知」（鄭
政弁[2007]２号）
③ 「鄭州市都市・鎮住民基本医療保険指導班の都市・
鎮住民医療保険費納付に関する通知」（鄭居民医
保（2007）８号）
④ 「鄭州市人民政府事務局の鄭州市都市・鎮住民基
本医療保険制度発足と実施に関する通知」（鄭政
弁文[2007] 10号）
⑤ 「鄭州市人民政府〈鄭州市都市・鎮住民基本医療
保険と補充医療保険補充規定（試行）〉配布に関す
る通知」（鄭政[2008] 18号）

(6)大学生の都市・鎮住民基本医療保険
① 「国務院事務局の都市・鎮住民医療保険試行事業
の対象範囲に大学生を組み入れることに関する指
導意見」（国弁発（2008）119号）
② 「在鄭州教育機関の全日制大学生・中等専門学校
生の鄭州市都市・鎮住民基本医療保険加入に関す
る意見」（豫労社医療[2008] 10号）
③ 「河南省人民政府事務局からの都市・鎮住民医療
保険試行事業対象範囲への大学生組み入れ実施に
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図2-9-2　医療保険管理体制

出典：広東省人的資源・社会保障庁、広東省社会保険基金管理局公式ウェブサイトより作成。
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関する意見転送の通知」（豫政弁（2009）126号）
④ 河南省人的資源・社会保障庁事務室「単科大学生・
大学生の都市・鎮住民基本医療保険外来診療医療
費統籌への参加に関する意見」

⑤ 河南省人的資源・社会保障庁、河南省教育庁「大
学生医療保険加入関連業務遂行に関する通知」（豫
人社[2009] 438号）

⑥ 「鄭州市労働・社会保障局、鄭州市財政局〈全日
制大学生・中等専門学校生の鄭州市都市・鎮住民

基本医療保険外来診療医療費統籌参加実施弁法〉
配布に関する通知」（鄭労社医療[2008]４号）

2.9.3　医療保険管理体制
中華人民共和国国務院人的資源・社会保障部内の医療
保険司が国家医療保険制度を統括し、その下部に属する
各省、自治区の人的資源・社会保障庁のそれぞれに置か
れた社会保険事業管理局が医療保険の監督管理を実施す
る。医療保険管理体制は図2-9-2を参照のこと。

広東省を例にあげると、同省の人的資源・社会保障庁
の医療保険処と社会保険基金監督処の職責はそれぞれ次
のとおりである。

（a）医療保険処の職責
医療保険と出産保険の基本政策、発展計画、基

準の制定とその実施の手配。医療保険と出産保険
基金管理弁法の制定。基本医療保険と出産医療に
関する医薬品、診療、医療サービス施設の範囲及
び支払基準の制定の手配。補充医療保険政策と管
理弁法の制定。公費医療管理政策及びその改革法
案の制定。省直属組織の公費医療管理業務。省直
属組織と中央政府在広州市組織の医療保障管理業
務への指導。

（b）社会保険基金監督処の職責
社会保険及びその補充保険基金と労働保障特別

項目資金の監督管理制度、運用政策の制定とその
実施の手配、及び法に基づく監督検査。社会保険
基金投資政策の制定。会計監査、基金に関する重
要情報の特別報告。企業年金基金管理契約の登録
業務。社会保険検査資格認定の実施と評価業務の
手配。基金管理に関して生じる重大な犯罪への調
査と処罰の手配。省の社会保険基金監督委員会の
日常業務。

（c）広東省社会保険基金管理局の職責
① 国家と省の制定する各種社会保険法令、政策規定
の徹底的な実施。
② 省直属組織、中央政府在広東省事業組織の社会保
険の登録を直接取り扱う。社会保険費納付申告の
審査。社会保険関係の成立、中断、移転、継続、終
了業務。各種社会保険の待遇の審査。
③ 庁の統一手配下で、全省の各種社会保険データ情

02_第2章.indd   124 15/07/21   17:08



125JST  中国総合研究センター（CRCC）

第２章　医薬品行政管理の動向

報の採集、統計、分析、管理作業を担う。省直属組
織、中央政府在広東省事業組織の各種社会保険費
納付記録、ファイル、個人口座の情報資料の管理。

④ 庁の統一手配下で、全省の各種社会保険基金の年
次、四半期、月次の財務報告をとりまとめて編集
する。社会保険取扱機構を指導し、社会保険基金
の財務会計制度と会計監査を実施する。

⑤ 庁の委託を受け、社会保険基金の統籌と調整につい
て具体的に示した弁法を制定する。社会保険取扱機
構による社会保険基金の管理、積立、支給への指導。
⑥ 上級機関の統一規定に基づく、社会保険取扱機構
職員の就業資格、勤務基準、業務訓練計画、審査
規範及び内部規制に関する業務。

⑦ 庁の統一手配下で、社会保険周知業務に係わり、
社会保険周知の具体計画を策定する。

⑧ 庁の統一手配下で、社会保険取扱機構の渉外技術
協力、技術交流、専門的訓練を実施、手配する。

⑨ 省人民政府、労働・社会保障庁から委託されたそ
の他職責。

（d）医療保険部の職責
省直属組織、中央政府在広州市組織の労働者基

本医療保険の取扱・監督・情報管理業務、保険加
入者の基本医療待遇審査、指定医療機関・指定小
売薬局に対する料金決済と監督管理への参加。省
直属組織、中央政府在広州市組織の離職労働者、
二等乙級以上の革命障害軍人、医療保険対象者の
医療保険管理。省直属組織、中央政府在広州市組
織の国家公務員医療補助管理と高等教育機関学
生、省直属労働者家族の医療保険管理。省直属組
織、中央政府在広州市組織の企業労働者補充医療
保険に関する業務。
広州市人的資源・社会保障局の下部に属する

医療保険サービス管理局と社会保険基金管理セン
ターの職責はそれぞれ次の通りである。

（e）医療保険サービス管理局の職責
全市の医療保険、労働災害保険、出産保険、失

業保険、公費医療、新型農村合作医療などの医療
サービス管理及び取扱業務。当市の医療保険基金
の予算・決算の編制、管理、支給、会計監査。当
市の医療保険個人口座管理及び資金決済、支払作
業。当市統一計画地区における社会保険医療費の
再審査、決済及び受診管理業務。全市の都市・鎮
住民医療保険取扱サービス管理業務、及び市場メ
カニズム導入に対する管理、指導、監督、訓練、考
査の実施。全市の新型農村合作医療取扱サービス
の管理指導業務。当市の公費医療の管理と公務員
基本（補助）医療費の再審査、決済及び受診管理業
務。新医療制度改革方案実施の手配及び統籌地区
外の保険加入者が当市で受診する場合の医療費の

代行決済と受診管理サービス業務。社会保険指定
医療・医薬品機関とのサービス協定の締結と、関
連政策の周知と業務訓練の実施。社会保障行政部
門に協力し、指定医療・医薬品機関による政策、
規定、医療サービス協定などの執行に対し、指導、
監督、検査、定期査定、考査を行い、入院指定医療
機関に対し現地滞在監督管理業務を実施する。指
定医療・医薬品機関で記帳された医療費の審査。
二次取扱機構が扱った外来診療特定項目及び再通
院、転院、地域外受診の承認などの業務に対する
監督検査。社会保険医療取扱業務管理サービス基
準、規程、周知資料の編集、業務に関する質問・相
談サービスの提供、クレーム受理。社会保険医療
業務情報システムに対して要件を提示してテスト
し、標準データバンクの構築とデータ管理・メン
テナンス作業を行う。
社会保険医療取扱業務、関連政策の調整研究及
び統計分析の手配と参加。二次取扱機構の統籌、
指揮、管理。市の人的資源・社会保障局から委託
されたその他任務を実行。

（f）社会保険基金管理センターの職責
国家、省、市に係わる社会保険の政策法規の徹
底執行と、加入組織の社会保険登記の管理。全市
統一の社会保険業務操作規程、管理弁法とサービ
ス基準の制定とその実施の手配。保険関係の移転
に伴う社会保険継続業務の取扱管理務。各種社会
保険基金の徴収納付、民間開放、財務計算及び管
理業務を法に基づいて処理し、社会保険基金の価
値保全と増加のために最適な提案を行う。社会保
険業務に係わるデータの試算、リサーチ、統計分
析作業の実施。社会保険業務情報システムやネッ
トワーク・オフィスなど外部アプリケーションの
計画、構築と、関連の付帯設備の管理。社会保険会
計監査、社会保険待遇に関する詐欺、不正の防止、
労働災害保険基金先行支払いに対する返済請求業
務。社会保険業務内部統制と社会保険基金資産の
全体管理。市の人的資源・社会保障局の委託を受
け、社会保険加入者のみなし納付年限の審査と繰
り上げ退職審査業務を行う。
社会保険業務に関する周知、情報提供、投書と
行政不服審査、行政訴訟。社会保険業務保存書類
の管理、保管、サービス、全市の社会保険保存書類
に関する業務の規範化と指導。社会養老保険個人
口座の管理及び企業年金審査管理作業。各種の全
市型の助成金、特別手当の民間開放業務。区（県級
市）の社会保険取扱機構に対する業務指導、業務
訓練と業務監督。
広州市海珠区人的資源・社会保障局の下部組織、
海珠区社会保障課と社会保険基金管理センターの
職責はそれぞれ次の通りである。
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（g）社会保障課の職責
全区の社会保障事業発展計画と年度計画の制

定。養老、失業、出産などの社会保険政策の徹底
実施。国家機関と企業・事業組織の基本養老保険
と失業保険及びその補充保険に関する政策、農村
養老保険と土地を収用された農民に対する社会保
障に関する基本政策、都市・鎮住民養老保険に関
する政策、医療保険基本政策及びその補充医療保
険に関する政策と管理弁法、出産保険の基本政策、
改革案、関連基準の実施を手配する。公費医療管
理政策の確実な実施。社会保障政策の周知、社会
保険政策と情報の調査研究、収集、分析、公表作
業。区の失業者の退職承認作業。加入組織の職員
及び区内の失業者の繰り上げ退職とみなし納付年
限に対する予備審査作業。早期退職者勤続年数照
合作業。国家機関または事業組織を辞職した、ま
たは解雇された幹部職員の勤続年数照合作業。国
家機関と事業組織の早期離職幹部職員の勤続年数
照合作業。省、市の国有企業または集団企業早期
離職者の勤続年数照合作業。全区の退職者に対す
る社会化管理サービス作業の統籌。

（e）社会保険基金管理センターの職責
関係法令と規定に基づく、区内の雇用組織の社

会保険申告登記、変更登記、登記の取消しと「社会
保険登記証」の年次審査。区内の雇用組織の労働
者養老保険、労働災害保険、失業保険、出産保険、
医療保険業務の処理。保険費納付組織による社会
保険費納付申告に対する審査と社会保険会計監査
業務。社会保険に関係する個人口座の登記と管理。
区内の保険加入労働者の養老、失業、労働災害、

出産などの社会保険待遇の受け取り申請に対する
査定と支給。社会申告退職者が受け取る政府助成
医療保険金の査定。社会保険料徴収額を税務機関
に定期的に報告する。社会保険基金の会計、統計
計算作業。

2.9.4　医療保険制度の種類
現在、中国の医療保険システムは、主要なものとして

国家機関・事業組織の公費医療制度、都市・鎮労働者基
本医療保険制度、都市・鎮住民基本医療保険制度、新型
農村合作医療制度を含む。この４種類の基本医療保険制
度以外に、数種類の付加的な医療保険制度が存在する。
以下、各医療保険制度の詳細を紹介する。

(1)国家機関・事業組織の公費医療制度
中国の公費医療制度は、1952年６月27日に政務院が公

布した「全国各級人民政府、党派、団体及び所属事業組
織の国家職員公費医療予防実施に関する指示」に基づき
構築、実施されていた。1989年、衛生部、財政部が合同
で下部組織に配布した「公費医療管理弁法」により、公

費医療享受対象者の範囲、経費の支払い、管理機関とそ
の職責などが明確に規定された。

（a）享受範囲と対象
各レベル政府、党派、国民団体及び文化、教育、
科学研究、衛生などの事業組織の職員、二等乙級
以上の革命障害軍人、高等教育機関の在学生。

（b）待遇基準
国家機関・事業組織の公費医療制度については、
病院受付代、栄養補給薬品及び整形、矯正など一部
の項目は自己負担するが、他の医療・医薬品費の全
て、または大部分は公費医療により支払われる。

（c）費用支払方法
サービス項目に基づき、外来診療、入院時の検
査費、医薬品費、治療費、手術費、計画出産手術の
医療・医薬品費及び業務上の負傷や障害が残った
場合の医療・医薬品費などを支払う。公費医療の
経費は国家財政により負担し、各レベル衛生行政
部門が設立した公費医療管理機構が管理する。
公費医療制度は中国が享受対象者のために実施
する無償医療保障制度の一種である。公費医療経
費の主要な財源は国家の各レベル財政部門で、各
レベル衛生行政部門が設立した公費医療管理機構
がこれを管理する。従ってこの制度は、事実上、一
種の国家または政府による保険制度である。

(2)都市・鎮労働者基本医療保険制度
1998年12月14日に「国務院の都市・鎮労働者基本医
療保険制度に関する決定」が公布実施され、これを機に
中国社会医療保険制度構築が正式にスタートした。その
基本内容は以下を含む。

（a）享受範囲と対象
企業（国有企業、集団企業、外資系企業、私営企

業など）、国家機関、事業組織、公共団体、民営非企
業組織を含む都市・鎮のすべての雇用組織及びそ
の従業員は全て基本医療保険に加入しなければな
らない。郷鎮企業及びその従業員、都市・鎮の個
人経営組織の所有者及びその従業員も基本医療保
険システムに含めることができる。政策規定上、都
市・鎮の非正規就業者及び出稼ぎ農民もこの制度
でカバーする。

（b）統籌の範囲
医療保険基金は雇用組織と従業員が共同で納付
する。雇用組織は従業員賃金総額の約６％を納め
る。従業員個人の納付比率は一般的に本人の賃金
の約２％である。具体金額は統籌を実施する各地
区毎に決定する。即ち当該地政府が経済発展水準、
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実際の受け入れ能力と医療消費水準に基づいて確
定し、必要に基づき絶えず調整を図っていく。基
本医療保険の統籌を実施する（行政）単位は原則
として地区・市レベルで、どうしても難しい場合
は県を統籌実施の単位とすることができる。北京、
天津、上海は、全市で統籌する。

（c）支払開始基準
統（統籌基金）・帳（個人口座）合一の制度モデ

ルに基づき、基本医療保険基金は社会 統籌基金と
個人口座の二つに分けられている。個人口座の資
金由来は個人納付部分と企業納付部分の二つの部
分で構成される。具体的事項は統籌を実施する地
区の疾病支出リスクを考慮して確定する。個人口
座は労働者本人が所有し、主に外来診療（少額）の
医療費の支払いを行い、繰越と相続が可能である。
統籌基金からは主に入院費用（高額）が支払われ、
社会保険取扱機構が統一して計画、調整、使用す
る。統籌基金には支払開始基準と最高支払限度額
が設定されており、限度額を超過した部分は、労
働者高額医療費用補助、公務員医療費用補助、企
業補充医療保険、商業医療保険などの手段を用い
て解決する。

(3)都市・鎮住民基本医療保険制度
2007年７月10日、国務院は「都市・鎮住民基本医療

保険試行事業展開に関する指導意見」を配布した。2007
年10月10日、労働・社会保障部により「都市・鎮住民
基本医療保険医療サービス管理に関する意見」が公布さ
れ、2008年には人的資源・社会保障部が再び「2008年
都市・鎮住民基本医療保険試行事業遂行に関する通知」
を公布した。都市・鎮住民医療保険は都市・鎮労働者医
療保険と相対しており、ここでいう「都市・鎮住民」は、
都市・鎮の非労働者、及びその他の退職した都市・鎮住
民を指す。

（a）保障対象
保障対象は、都市・鎮労働者基本医療保険制度

の対象に属さない未成年、すでに退職年齢に達し
ているが退職待遇を受けていない高齢者、及び固
定職業、固定収入をもたない人々を含む。具体的
には以下の人々を含む。都市・鎮の女性50歳以上、
男性60歳以上、無職、基本養老待遇を受けたこと
のない住民。都市・鎮の大学、中等専門学校、高等
学校、中学校、小学校、幼稚園の生徒。都市・鎮の
学齢期前の児童。都市・鎮の非正規就業者、個人
経営者。都市・鎮の生活保護受給者。都市・鎮の
範囲内に居住する農村住民。都市・鎮の暫定在住
者で半年以上生活しており当該市の住民戸籍を持
たない住民（出稼ぎ労働者、流入労働者）。

（b）保障基準
この保険制度は全国範囲で試行事業が始まった
ばかりであり、納付水準と保障水準は各地で異な
る。多くの地方では低水準から始める傾向があり、
納付、保障とも水準は低い。財政補助の具体的な
方案は財政部門、労働保障部門、民政部門などに
より研究確定されており、補助経費は各レベル政
府の財政予算に組み込まれている。

（c）資金調達方法
都市・鎮住民基本医療保険は個人（世帯）の納
付を主とし、政府が適切な補助をする。条件が整っ
ている雇用組織は、労働者の家族の保険加入費用
に対しても補助を行ってよい。資金調達基準は統
籌を実施する地区毎に、都市・鎮における様々な
住民群の病気発生率、入院費用、個人（世帯）と政
府受け入れ能力などの要素に基づいて合理的に決
定される。
都市・鎮の住民の中で「生活保護」の対象者、労

働能力を失った重度の身体障害者、家庭が困窮し
ている高齢者に対しては、重点的に補助が与えら
れる。各レベル政府の財政力の増強と都市・鎮住
民の平均可処分所得の向上に伴い、都市・鎮住民
基本医療保険への政府補助と全体資金調達の基準
も徐々に引き上げなければならない。都市・鎮住
民が納付する基本医療保険費、及び事業者が労働
者世帯のために納付する医療保険費について、国
家は税収優遇政策を制定しなければならない。

（d）費用の支払い
都市・鎮住民基本医療保険統籌基金は、都市・

鎮住民個人（世帯）の納付、政府の補助、社会寄付
などで構成されている。主に、保険加入住民に対
し、医療保険の規定範囲内で、入院医療費と規定病
種の外来診療医療費が支払われる。都市・鎮住民
基本医療保険においては、統籌基金の支払開始基
準及び最高支払限度額が設定されている。統籌基
金支払開始基準以上、最高支払限度額以下の医療
費については、統籌基金と都市・鎮住民が一定の
比率で分担し、負担している。統籌基金の支払開
始基準、最高支払限度額、個人負担比率は、各統籌
を実施する地区毎に、「収入に応じた支出、収支の
均衡、やや黒字」の原則に基づき、基金会の資金調
達水準、指定医療機関の等級、加入年限などの要素
により合理的に決定される。

(4)新型農村合作医療制度
都市・鎮労働者医療保障制度が全国範囲で実施、完備
されることに伴い、党と政府は農村医療保障制度の設立
と発展に更に力を注ぐようになった。2002年10月、中国
共産党中央委員会、国務院は「農村衛生業務の更なる強
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化に関する決定」の中で、2010年までに全国の農村にお
いて、社会主義市場経済体制の要求と農村の経済発展レ
ベルに適合する農村衛生サービスシステムと農村合作医
療制度の基礎を設立すると明確に述べている。同時に、
2003年から新型農村合作医療制度設立の試行事業を実施
することを決定した。

（a）主要な特徴
新型農村合作医療は、政府が組織、主導、支援

し、農民は自発的に参加するものである。それは、
個人、集団、政府という多方面から資金調達し、重
病への備えをメインに据えた農民医療互助共済制
度である。加入対象者は全ての農村戸籍を持つ国
民であり、中央財政からは中西部地区の（市街地
を除く）加入農民に対し毎年一人平均10人民元を
基準として補助金が出る。地方財政からは毎年一
人平均10人民元以上を基準として補助金が出る。
これは中国政府が初めて実施する農民基本医療衛
生問題解決のための大規模な投資である。医療費
の高騰に伴い、資金調達水準及び財政補助資金も
毎年増加している。各地の資金調達及び具体的な
清算比率に違いはあるが、統籌基金の余剰金は必
ず範囲内に収まるようにコントロールしなければ
ならない。１年の余剰金は原則15％以内とし、余
剰金の累計はその年の統籌基金の25％を越えては
ならない。
以前の合作医療制度に対し、新型農村合作医療
制度の最大の特徴は、資金調達構造が完備されて
おり、個人、集団、政府の資金調達責任が明確で、
政府の支援が強化されていることにある。医療制度
の資金調達においては責任の大部分を政府が担っ
ている。資金問題は常に合作医療制度のネックで
あったが、新型農村合作医療制度では、資金調達の
ルートと基準において、各レベル財政部門による資
金援助と主導的役割が際立っている。中西部地区
では、農民個人の毎年の納付額は10人民元のみで、
政府財政から合わせて20人民元の補助、2006年か
らは調整が加えられ40人民元の補助がある。
また、保障構造上、重病を主要な対象とするが、

軽い病気にも配慮している。これは「病気により
貧しくなる、病気により貧困に逆戻りする」こと
を予防するためであり、そのためリスク回避能力
も高まっている。管理体制については、医療保険
の管理層がレベルアップし、同時に政府の管理責
任も強化されている。医療基金統籌を実施する（行
政）単位もレベルアップし、範囲も拡大した。さら
に農民の自発的参加の原則や、情報取得と監督管
理参加における農民の権利が強調されている。以
前の合作医療資金の統籌を実施する単位は一般的
に郷または村であったが、新型農村合作医療の場
合は、県である。

（b）加入状況
新型農村合作医療保険試行事業は2003年に始

まった。北京、上海、江蘇、浙江、広東の５省（市）
において、合作医療はすでに全ての県（市、区）を
カバーしている。地区別に見ると、東部地区は農
民加入率が高いが、貧困者と特別困窮者の加入率
は低い。中西部地区では農民加入率は低いが、「五
保戸」64世帯、貧困者、特別困窮者の加入率は高
い。新型農村合作医療制度は、普及すれば農村医
療保障の問題を解決できるという共通認識もすで
にできており、社会に公正をもたらして、農村に
おいて調和社会を実現することを前提としている
が、この制度に係わる利益主体は複雑で多様であ
るため、その実現にはまだ長期にわたる模索が必
要である。

(5)大病医療救助
特別困窮者層に適切な医療を保証するために、中国は
2005年から大病医療救助制度の実施を開始した。都市大
病医療救助及び農村大病医療救助を含み、救済の対象は
都市と農村の生活保護対象者、「五保戸」世帯、その他の
低所得者と特別困窮者層である。資金調達方法は財政部
門による補助で、救助方法は「保険加入の助成、基本診
療費の減免、特殊外来診療費の定額救済、入院医療費救
済、重病慈善救済」などである。これ以外に、国家は収
益の高い企業に、労働者のための企業補充医療保険の設
立を許可しており、企業は賃金総額の４％を補充医療保
険費とすることができる。

(6)商業医療保険
（a）清算型医療保険と補償型医療保険

清算型医療保険（普通医療保険）では、患者が
病院内で支出した医療費を保険会社が清算する。
一般的に、外来診療医療保険と入院医療保険に分
けられる。
補償型医療保険（特別項目医療保険）は、患者
が、契約に記載された種類の疾病にり患したと病
院から明確に診断された場合、保険会社が契約に
基づいた金額を患者の治療や看護のために支払う
ものである。一般的に単独疾病保険（がん保険な
ど）と重大疾病保険（10種、20種、30種などの重
大疾病保険）に分けられる。

（b）特別手当型医療保険
特別手当型医療保険は、保険会社が、契約に規
定された特別手当基準に基づき、被保険者に対し、
決められた回数、期日または項目に基づいて保険
金を支払う医療保険である。支払手続きと発生し
た医療費は関係が無いので、領収書を提出する必
要はない。
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（c）費用型医療保険
費用型医療保険は、顧客に実際に発生した医療

費に対し、保険証券の規約に従って保険金を給付
する保険である。顧客の医療費を埋め合わせるこ
とを目的としており、支払手続き時、顧客の外来
診療または入院の領収書が必要となり、支払範囲
は基本的に「社会保険」と一致する。

2.9.5  医療保険制度の展望
中国医療保障制度は歴史に合わせて進展してきた。大

多数の人々にとって、白紙状態からの飛躍的な発展を遂
げた制度である。さらに改革と発展の方向へ進むには、
主に保障水準を引き上げ、保障成績を改善していかなけ
ればならない。医療保障制度は、改革と発展により、最
終的には都市・農村別々の状態から都市・農村共に統籌
制度へ、不完全な社会保障システムが健全で完備された
ものへ、補償制度の配分が選択性のある状態から公平で
差別なく行き届いたものへ、人々の生存条件を維持する
だけのものから自由、平等、尊厳を守るものへと転換を
成し遂げるだろう。

見通しでは2020年までに、国が、都市と農村の医療保
険及び労働者医療保険をさらに整理して、地域毎の費用
納付型医療保険制度を設立し、同時に多層にわたる医療
保障システムを完備して、疾病リスクをより大きな範囲
に分散すると予想されている。この段階では、保障水準
は規定範囲内の平均医療費の80％以上となり、個人負
担は20％以内に減少する。これにより、将来の疾病治療
に対する不安が根本的に解消され、健康水準は向上し、
対象層の違いによる医療保障待遇の差は顕著に縮小し
ているだろう。2020年から21世紀半ばまでに、全国民
対象の健康保険制度が構築され、将来の疾病治療に対す
る国民の不安が解消するだけでなく、疾病予防と医療保
健サービスの提供も可能で、公共衛生事業と医療保障水
準における都市と農村の差は基本的に無くなり、一人当
たりの衛生費総額は先進国の衛生費水準に接近または
到達し、衛生に関する個人の支出のうち現金による支出
の割合は20%未満となるだろう。介護保険制度は全面
的な成長を遂げ、日に日に重要な役割を果たすようにな
るだろう。
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3.1　医療衛生関連法概説
本節では、医療衛生関連法令について紹介する。ここ

にいう医療衛生関連法令とは、疾患の予防治療、労働・
生活及び学習環境の改善、出産・生育など、さまざまな
衛生関連活動において発生する法律関係を調整する法令
である。これらの各種法令は、中国の法体系の重要な構
成要素であり、主に医療事故、衛生防疫、医薬品管理、職
業病、慢性疾患、執業医師法などの10部の法律と、エイ
ズ予防、医療事故処理、医薬品管理、公衆衛生に関する
ものなど15部の規則からなる。

3.1.1　疾病予防コントロール体制
中国の疾病予防コントロール体制は、政府主導のもと、

関連部門と地域社会が広く関わっており、全国の衛生機
関の関連部門及び機関、即ち衛生・計画出産行政部門、
疾病予防コントロール関係の医療衛生機関及び基層衛生
機関（都市部の都市コミュニティサービスセンター及び
ステーション、農村地区の郷鎮65衛生院、及び村衛生室）
で構成され、国レベル、省レベル、市レベル、県レベル、
地区レベルの５段階の組織により体系づけられている。
2004年、中央機構編成委員会弁公室、財政部及び国家

衛生・計画出産委員会が共同で公布した「疾病予防コン
トロールセンターの編制規準に関する指導意見」では、
県レベル以上の行政部門は管轄区域内に１ヶ所の疾病予
防コントロールセンターを設置するものと定めている。
同センターの主な役割は、突発的な公衆衛生事件の対応、
伝染病及び非伝染病の慢性疾患に対する予防と治療、ワ
クチンの投与や予防接種などである。

(1)伝染病に関する法規の制定
近年、特に2003年の中国でのSARS流行以来、中国共
産党中央委員会及び国務院は、伝染病の予防及び治療活
動の重要性を認識し、「国民経済と社会発展計画」の一項
目として、かかる活動を組み込んでいる。翌2004年、「伝
染病予防治療法」の改正後、国務院は「病原微生物実験
室生物安全管理条例」、「ワクチン流通及び予防接種管理
条例」、「エイズ予防治療条例」、「重大動物感染状況応急
条例」など一連の行政法規を相次いで公布し、エイズや
結核など関連する疾患の予防治療に向け、専門プロジェ
クトやアクション計画を承認した。国家衛生・計画出産
委員会は「結核病予防治療弁法」、「性病予防治療弁法」
など10部の部門規則を制定・改正し、50項目にも及ぶ伝
染病診断基準を発表し、同時に各省（区市）は40部以上
の地方性法規及び地方政府規則を公布した。

(2)伝染病予防治療法
2004年、全国人民代表大会常務委員会が公布した改正

「伝染病予防治療法」は、伝染病の予防、感染情況の報告・
通報及び公表、感染情況の統制、救急医療措置、監督管
理および保障措置などについて規定している。第３条で
は、甲類、乙類、丙類の三種の分類による法定伝染病が
明記されている。甲類伝染病にはペストとコレラ、乙類
にはSARS（重症急性呼吸器症候群）、エイズ、ウィルス
性肝炎、ポリオ、高病原性鳥インフルエンザや肺結核な
ど26種類が、丙類にはインフルエンザ、流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）、ハンセン病、チフスや手足口病など11
種類が含まれる。
同法第４条では、省・自治区・直轄市の各行政区域内
で多発する地域伝染病（風土病）についても、情況に応
じて乙類、または丙類伝染病と同等レベルの管理を行い、
公表するとともに、国務院衛生行政部門への報告を義務
づけている。

(3)エイズ予防治療条例
2006年、国務院は「エイズ予防治療条例」を公布した。
その主な目的はエイズの発生と流行を予防し、統制する
ことであり、国民の健康と公衆衛生を保障することであ
る。同条例第２条では、エイズの予防と治療について「予
防に重点を置き、予防と治療を統合する」という方針を
定めている。そして各級政府の責任のもと、社会全体で
予防治療に努める仕組みを構築するよう指導し、宣伝教
育を強化し、防護措置を講じ、総合的な予防・治療活動
の実施を進めている。また医療機関に対しては、HIV感
染者やエイズ患者であるが故に、その他の疾患の治療を
他院に押し付け、または拒否することを禁じている。さ
らに県レベル以上の地方政府は、経済的な困難を抱える
エイズ患者やHIV感染者に対し、支援対策を講じるべき
としている。

(4)結核病予防治療計画
2011年７月、国務院弁公庁は「全国結核病予防治療計

画（2011－2015年）」を発表した。ここには主に結核病
の現状と予防治療における目標値、保障措置についての
概況が記されている。

（a）結核病の現状
国内の状況は依然として楽観視できるものでは
ない。WHO（世界保健機関）の発表によると、中
国の結核病の発症者数は年間約130万人、これは
全世界の14％にあたり、国別では第２位に位置す
る。近時においても、肺結核の発症者数は毎年約
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100万人と報告されており、甲類・乙類伝染病の
中でも常に報告症例の上位を占めている。そのう
ち、多剤耐性肺結核の危険は次第に顕著になって
おり、新規の罹患者は毎年12万人にも達している。
今後数年の間に、多剤耐性肺結核を中心とする結
核病の流行の可能性があるとされている。

（b）予防治療の目標値
① 2015年までに、活動性肺結核の発見・治療患者数
を400万人とする。

② 新規の喀痰塗抹陽性患者の治癒率は85％以上を
維持する。

③ 2015年までに、県レベルでのFDC（抗結核薬配合
剤）の使用率を100％とする。

④ 2015年までに、80％以上の県レベル結核病実験室
で喀痰培養検査を、100％の市レベル結核病実験
室で薬剤感受性試験を、100％の省レベル結核病
実験室で結核菌の迅速な検出を行うものとする。

⑤ 2015年までに、地域を跨る流動人口66の肺結核患
者の情報フィードバック率を90％とし、結核治癒
率を80％とする。

⑥ 2015年までに、各地域の市単位で、多剤耐性肺結
核患者の診断と治療のカバー率を50％とし、多剤
耐性肺結核の疑いのある者のスクリーニング率を
80％とする。

⑦ 2015年までに、HIV感染者の結核病スクリーニン
グ率を90％とし、エイズが多く発症する（全体の
中程度以上）県（区）の結核病患者のHIV感染ス
クリーニング率を70％とする。

⑧ 2015年までに、すべての国民の結核病の予防治療
知識の認知率を85％とする。

（c）予防治療措置
①肺結核患者の発見、治療及び管理を強化する。
② 患者の管理を規範化し、治療のレベルを高める。
指定医療機関においては、肺結核患者に対し、無
料で最先端の抗結核医薬品による治療及び訪問検
査をするものとし、診断検査及び補助治療の実施
をルール化し、患者の医療費負担を軽減する。

③ 多剤耐性肺結核診療のカバー範囲を拡大し、薬剤
耐性ウィルスの拡散を抑制する。

④ 宣伝教育を強化し、予防治療に関する知識の普及
に努める。

⑤ 科学研究を促進し、技術的サポートを提供すると
ともに、国際交流を積極的に推進し、海外との連
携を図る。

（d）サポート措置
各地域に対し、省・市・県レベルにおいて、結

核予防治療ネットワークの構築を推進し、それぞ
れの機関の職責を明確にした上で、サポート体制

を完備し、且つ、そのための費用も確実に支出す
るよう求めている。また政府による現行の診断治
療費の無料化政策をベースとして、それぞれの地
域の実情に応じて、診療費の減免項目を合理的に
拡大することを可能とする。同時に、FDC（抗結
核薬配合剤）の生産供給を拡大し、第二選択薬と
しての抗結核薬の国産化を加速させる。

(5)免疫に関する規定
国家免疫計画とは、中央政府または各省（自治区、直
轄市）が制定した免疫ワクチン接種の種類や接種回数、
接種の間隔等のプログラムに基づき予防接種を計画的に
行い、伝染病の発生と流行を予防・コントロールするも
のである。
2007年、衛生部67が定めた「国家免疫計画の拡大実施

案」には以下のように記されている。各省（自治区、直轄
市）の衛生庁（局）、発展改革委員会、教育庁（教育委員
会）、財政庁（局）、食品薬品監督管理局（薬品監督管理局）
は、伝染病を予防・コントロールして、経済の持続的発
展と社会との調和を図り、国民の健康を保障するため、
2007年から、国務院の承認を経て、国家免疫計画の範囲
を拡大し、既に全国で適用されている免疫計画に加え、
A型肝炎ワクチン、髄膜炎ワクチン、日本脳炎ワクチン、
麻しん・おたふくかぜ・風しんの三種混合ワクチン、無
細胞百日咳ワクチンを新たに組み入れ、適齢児童に対
し予防接種を行う。さらに、伝染病が流行した地域にお
いては、その実情に基づき、重点的に流行性出血熱ワク
チン、炭疽菌ワクチン、レプトスピラ症ワクチンの接種
を行う。

（a）接種対象
国家免疫計画で制定されたプログラムに基づ
き、予防接種の月（年）齢に達したすべての適齢児
童を対象とする。流行性出血熱ワクチンの接種対
象は、重点対策地区の16歳－60歳の住民とする。
炭疽菌ワクチンの接種対象は、炭疽病患者または
感染動物との接触者、および炭疽病が流行した地
域の周辺エリア居住者等のハイリスクグループと
する。レプトスピラ症ワクチンの対象者は、流行
地域において汚染水に接触した可能性のある７歳
－60歳のハイリスクグループとする。

（b）総目標
国家免疫計画を確実に実行することで、ポリオ
の根絶状態を維持し、麻しんの発症を排除し、B型
肝炎の発症を抑制することができる。本計画の目
標は、ワクチンによる予防を継続的に維持するこ
とで伝染病の発症率を下げることにある。
「国家免疫計画の拡大実施案」では、以下の四つ
の指標を示した。
第一に、2010年には、適齢児童へのB型肝炎ワ
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クチン、BCG、ポリオワクチン、DPTワクチン、麻
しんワクチンの接種率を郷68単位で90％以上とす
る。
第二に、2010年には、髄膜炎ワクチン、日本脳炎
ワクチン、A型肝炎ワクチンの接種を全国の適齢
児童に普及する。
第三に、流行性出血熱ワクチンの接種率を重点

対象人口の70％以上とする。
第四に、炭疽菌ワクチン及びレプトスピラ症ワ

クチンの接種率は、緊急措置の場合で70％以上と
する。

3.1.2　職業病予防治療の法規と政策
(1)職業病予防治療法
1987年、国務院は「じん肺予防治療条例」を公布し、
2002年には衛生部が「職業病予防治療法69」を公布した。
これらの法律は職業病被害の予防、抑制及び排除を直接
の立法目的としており、職業病の予防治療がようやく法
の管理のもとで行われるようになったことを示してい
る。2009年７月、衛生部は「『国家職業病予防治療計画
（2009－2015年）』の確実・徹底的な実行に関する通知」
を公布し、地方政府に対し、職業病の予防治療を地域経
済と社会発展の計画に組み入れるよう求め、関連指標と
主要な任務については政府の業績評価システムに盛り込
むとした。
2011年、国務院の業務報告書では、職業病の予防コン

トロールと監督管理の強化を求めており、中央政府はま
すます職業病の予防治療を重視するようになった。
「職業病予防治療法」第２条によると、「この法律にお
いて『職業病』とは、企業、事業所及び個人経営の経済組
織（以下「使用者」という）の労働者が、業務中に粉塵、
放射性物質またはその他の有毒・有害物質に触れる等の
原因により患った疾患をいう」と定義されている。2002
年に公開された「職業病目録」に現在の職業病が列挙さ
れており、10カテゴリー115種類に及んでいる。具体的
には、じん肺、職業性放射線障害、中毒など物理的、生物
学的な要因により引き起こされるものや、職業性皮膚疾
患、職業性眼疾患、職業性耳鼻咽喉疾患、職業性がんな
どがあり、その他にも他の職業病によって引き起こされ
るものが含まれる。

(2)職業病の予防治療計画
「医薬衛生体制改革に関する中国共産党中央、国務院
の意見」では、国民の健康を脅かす職業病等の疾病を監
視・測定及び評価し、予防コントロールを強化する必要
がある旨、明確に示している。職業病予防治療法の施行
後、各地方及び各関連部門は職業病危険因子の管理体制
を整備し、特に重大な職業病については専門チームを作
り、その治療にあたっている。また、使用者に対しては
健康管理と労働実態の管理を規範化し、労働者の健康や
生命の安全に悪影響を及ぼすと思われる違法行為を厳格

に調査し処分している。これにより、社会一般の職業病
に対する予防治療の意識も徐々に高まり、大型・中型企
業の職業労働衛生基準も大きく改善し、職業病発症の勢
いをある程度抑制できた。しかし、現在も、職業病予防
治療をとりまく状況は依然として厳しい。
その理由として、以下の５つの顕著な課題が挙げられる。
① 職業病の患者数が多いこと。
② じん肺、中毒などの職業病発症率が依然として高
いこと。
③ 職業病の危険範囲は広く、医薬、化学工業、冶金
など職業が多岐にわたること。
④労働者の健康被害が大きいこと。
⑤集団的な職業病発症例が頻発していること。

こうした課題を解決するため、中央政府主導のもと、
各部門には協力・調整を、使用者には管理責任を、業界
には規範管理と職業病予防体制の構築を求め、「国家職
業病予防計画（2009－2015年）」に基づき、職業病予防治
療活動体制について、以下の目標を明確に定めた。

① 2015年までに、じん肺の新たな発症事例の年平均
増加率を現在の8.5％から５％に抑え、主な慢性
的職業病については有効な措置を講じて職業病危
害をコントロールし、急性職業性放射性疾患につ
いては発症させない。

② 2015年までに、職業病の危険性のある企業の責任
者及び労働者の職業衛生研修率を90％以上とする。
③ 2015年までに、全国の職業病予防治療監督カバー
率を2008年より20％以上引き上げ、重大な職業
病危険案件の調査処理率を100％とする。
④ 2015年までに、正規雇用労働者の労災保険カバー
率を90％以上とし、職業病患者には直ちに適切な
治療を提供し、各権益を保障する。

3.1.3　慢性疾患の予防コントロールに関する法規と政策
近年、工業化、都市化、高齢化の加速に伴い、慢性疾患

の患者数及び死亡者数は、急激な上昇傾向にある。慢性
疾患の患者数は２億6,000万人を上回り、慢性疾患によ
る死亡者数が国内の死亡者全体に占める割合は85％に
達した。こうした状況は当分の間続くと見られ、慢性疾
患は「患者数が多い上に、治療に要する期間が長いこと
からサポートのニーズは高く、医療費の負担も重い」と
いう特徴を持つことから、慢性疾患による患者の医療費
負担は、全疾患の患者の医療費負担の70％までに拡大し
ている。慢性疾患はすでに中国人の健康水準の向上に悪
影響を与えており、経済発展を妨げる重大な公衆衛生問
題として社会問題化している。
衛生・計画出産委員会は慢性疾患の高い発症率を特に
重大視し、その予防治療については積極的に措置を講じ
るべきとし、重点施策として推進している。
第一に、都市、農村をカバーする慢性疾患予防体制を
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積極的に構築する。すでに、疾患予防コントロールセン
ター、基層医療衛生機関、病院、予防専門機関が共同で
慢性疾患予防対策ネットワークを形成しつつある。
第二に、医療改革と緊密に連携し、基本公衆衛生サー

ビスプロジェクトのほか、特殊な疾患や特定の地区に対
する重大公衆衛生疾患プロジェクトを立ち上げる。高血
圧や糖尿病患者の健康管理などを基本公衆衛生サービ
スに含め、がんの発症率が高い区域や農村女性の子宮頸
がん及び乳がん検査などは重大公衆衛生疾患プロジェク
トで実施し、がんの早期検診・治療を重点的に行う。
第三に、総合的な予防治療コントロール施策を確実に

実行し、国民の生活習慣にも踏み込んだ健康教育に注力
する。また、慢性疾患の予防コントロールモデル地区の
建設や、健康に関する知識を普及するための推進計画の
策定など総合的な活動を行う。
第四に、慢性疾患の推移を捉えるなどのモニタリング

を行い、情報を集約する管理システムを構築する。
第五に、主な慢性疾患に対する予防技術ガイドブック

を制作し、技術指導と能力向上のため多くの末端の衛生
従事者に対し教育・研修を行う。同時に、我が国の教育
部体育部門とも連携し、慢性疾患の予防治療に積極的に
貢献する。
慢性疾患患者の増加を受け、2012年には衛生部、国家

発展改革委員会、財政部などの15部門と委員会が共同で
「中国慢性疾患予防治療計画（2012－2015年）」を策定し
た。これは、国レベルでの初めての総合的予防治療対策
である。
本計画の主な内容は以下の４点である。
第一に、政府が主導し、各部門の横断的な連携体制を

構築する。各レベルの政府と関連する部門は慢性疾患の
予防治療に関する責任を明確にし、それぞれの公共政策
の発展戦略に、国民の健康問題への取組みを盛り込むよ
う示した。
第二に、慢性疾患の総合予防治療専門ネットワークを

構築する。疾患の予防コントロール機関、病院、専門予
防治療機関、基層医療衛生機関はそれぞれに責任を分担
し、段階別の管理体制を整え、リソースと情報の共有を
実現する。
第三に、国民を、一般グループ、慢性疾患のハイリス

クグループ、慢性疾患患者グループの３つに分類し、各
グループに有効な予防治療措置を講じ、予防に主眼をお
いた、予防と治療の一体化施策の展開を基本原則とする。
第四に、省、部との連携を密にし、衛生都市、健康都市
などモデル地区の建設に取組み、メリハリのある段階別
の指導により、慢性疾患の総合的予防治療能力及びレベ
ルの向上を図る。

さらに、以下のとおり、2015年までの具体的な目標を
示している。

① 慢性疾患の予防コントロールに関する基本的な情
報の認知率を50％以上に、また35歳以上の成人

については血圧、血糖値に関するそれぞれの認知
率を、70％、50％とする。
② 健康的な生活習慣を普及する活動を全国の50％
以上の県（市、区）の50％で実施し、国家レベル
の「慢性疾患総合予防コントロールモデル地区」
を全国の10％以上の県（市、区）に設置する。
③ 国民一人当たりの食塩摂取量を１日９ｇ以下に
抑え、成人の喫煙率を25％以下に、日常的に運動
する人口を32％以上に、さらに、成人の肥満率を
12％以内に、児童や青少年の肥満率は８％以内に
抑える。
④ 高血圧や糖尿病患者の管理率は基本的に40％と
し、国民の血圧、血糖値のコントロール率を60％
に、脳卒中発症の増加率を５％以内に抑え、死亡
率を５％下げる。
⑤ がんが高い確率で発症する地域の30％において、
がんの早期検診と早期治療を展開する。
⑥ 40歳以上の慢性閉塞性肺疾患の発症率を８％以
内に抑える。
⑦ 適齢児童の小窩裂溝カバー率を20％以上とし、12
歳の虫歯の発症率を25％以内に抑える。
⑧ 国民の死因に対する監督・測定を全国の90％以
上の県（市、区）で実施し、慢性疾患と危険因子の
監督・測定を全国の50％以上の県（市、区）で、
栄養状況に関する監督・測定を全国の15％以上
の県（市、区）で実施する。
⑨ 慢性疾患の予防とコントロールに従事する者の
内、５％以上は疾患コントロール機関の専門職員
を配置する。

3.2　国の医療計画
3.2.1　中国医療衛生事業の発展状況
中国政府は医療衛生事業を非常に重視しており、衛生
事業の方針に基づき、中国独自の医療衛生の発展をめざ
してきた。二十一世紀に入ってからは、中国の衛生事業
の発展がますます加速し、都市部をカバーする医療衛生
サービスのシステムが構築され、疾病の予防と治療の能
力が強化され、医療保障制度によりカバーされる人口が
増加し、国民の健康レベルが大幅に向上した。

(1)基本的な衛生状況
第一に、住民の健康状況は改善されつつある。平均余
命（life expectancy）は、2000年の71.4歳から2010年には
74.8歳まで延び、妊産婦の死亡率は、2002年の51.3人／
10万人から2011年には26.1人／10万人に減少した。乳
幼児の死亡率は2002年の2.92‰から2011年には1.21‰
に減少し、また、５歳以下児童の死亡率は2002年の3.49‰
から2011年には1.56‰に減少した。
第二に、医療衛生のリソースが継続的に増加してい
る。2011年年末、全国の医療衛生機関は95.4万施設に上
り、その内病院は2.2万施設、基層医療衛生機関は91.8万
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施設である。人口千人あたりの医療衛生機関の病床数は
3.81床、診療（補助）医師数は1.82人、登録看護師数は1.66
人、１万人あたりの公共衛生機関の専門職員数は4.73人
となっている。
第三に、医療衛生サービスの利用が著しく増加した。

全国の医療機関の診療のべ患者数は2002年の21.45億人
から2011年には62.7億人に増加し、入院患者数は2002
年の5,991万人から2011年には1.5億人に増加した。2011
年における国民の平均受診回数は4.6回で、住民百人あ
たりの入院人数は11.3人、病床利用率は88.5%、平均入
院日数は10.3日である。2011年、自宅から徒歩15分以内
で医療機関に到着できる住民の割合は83.3%であり、農
村地区では80.8%となっている。
第四に、都市部と農村間、及び地域間における医療

サービスの発展レベルの差が更に縮小した。2003年、住
民基本医療保障制度のカバー率はそれぞれ都市が55%、
農村部が21%だったが、2011年には、それぞれ89%と
97%に増加し、都市部住民と農村部住民における健康指
標（WHO)の差が、徐々に縮小されてきたのが分かる。
第五に、医療衛生総費用について、構造上の変化が見

られるようになった。2002年、中国医療衛生総費用の内、
住民個人による医療衛生支出の割合は57.7%にものぼり、
政府予算と社会医療衛生支出（医療保険からの支出）は、
それぞれ15.7%と26.6%を占める。2011年、住民個人に
よる医療衛生支出の割合は34.9%まで減少し、政府予算
と社会医療衛生支出の割合は、それぞれ30.4%と34.7%
まで増え、政府医療衛生支出は、2008年の3,593.94億人
民元から2011年の7,378.95億人民元まで年平均21.68%
のスピードで増え続け、同期衛生総費用と財政支出の年
平均成長速度をはるかに上回った。

(2)医薬衛生体制改革
2009年３月、中国政府は「医薬衛生体制の改革の深化

に関する意見」及び今後重点的に実施する方案を打ち出
した後、基本を守り、末端組織を強化して、体制を整え、
医療制度改革を全面的に展開し、三年間の努力を経て、中
国独自の基本的な医療衛生制度の枠組みを作り上げた。
第一に、基本的な医療保障制度が形成され、「病気があ
れば必ず受診できる」環境を実現するための決定的な一
歩を踏み出した。2011年までに、従業員医療保険、都市
部住民医療保険、新型農村合作医療保険加入数は13億人
を越え、カバー率は95%以上となった。
第二に、国家基本医薬品制度がほぼ確立し、基層医療

衛生機関の運営する新体制が徐々に形成されてきた。全
ての政府系末端組織の医療衛生機関で、基本医薬品の
「零利益」、つまり仕入れ値での販売を実現し、基本医薬
品の価格を平均で30%下げることができた。
第三に、基層医療衛生サービスのシステムが充実しつ

つあり、「強い基層機関」の医療制度改革目標の第一段階
が実現できた。2009年から、財政部は470億人民元を超
える資金を投入し、3.6万施設に登る基層医療衛生機関の

建物建設を支援した。
第四に、公共衛生サービスのプロジェクトを実施し、
都市・郷鎮住民公共衛生サービスの均等化が一層向上し
た。国は、特殊な疾病、対象者及び特殊な地区に対し、農
村妊産婦の入院分娩の補助、15歳以下の住民へのB型肝
炎ワクチン接種、農村女性の妊娠前及び妊娠初期の葉酸
の早期補給、低所得の白内障患者に対する無償手術、農
村の適齢期の女性に子宮頚がん及びと乳がん健診を実施
した。これらの大型公共衛生サービスのプロジェクトを
通じて、約２億人がその恩恵を受けた。

(3)重大疾病の予防と治療
第一に、住民の健康を脅かす代表的な伝染病と風土病

をおおむね抑止することができた。2010年末時点で、中
国で存命中のHIV感染者数及び患者数は約76万人であ
り、HIV感染者数を150万人以内に抑えるとの目標を遥
かに下回った。中国国内の結核有病率は66人／10万人
まで下がり、国連の「千年発展目標」によって定められた
結核病の予防指標をいち早く達成した。中国国内の住血
吸虫症患者は約32.6万人であり、2004年に比べ61.3%も
減少した。住血吸虫症が流行していた全ての県は、この
風土病征圧という目標を達成した。2004年に伝染病イン
ターネット直接通報システムが開通し、2007年には国家
免疫計画におけるワクチンが６種から14種に拡大、予防
対象となる疾病が７種から15種に増加し、対象者も児童
から大人へと拡大し、伝染病の発症率を下げることに成
功した。また、ヨード欠乏症の撲滅目標も国レベルでク
リアし、その他、カシン・ベック病、克山病及びフッ素中
毒症が効果的に制御され、発症患者が著しく減少した。
第二に、慢性疾患の効果的な予防が実現された。現在、
中国の慢性疾患患者数は2.6億人であり、慢性疾患によ
る死亡人数が死亡総人数の85%の割合を占め、慢性疾患
に関する患者の負担額も、全疾病の総負担額の70%を占
めている。2002年以降、治療を主とする対策から、治療
と予防を組み合わせた対策へと移行し、疾病予防機関、
基層医療衛生機構、病院及び予防治療専門機関が共同し
て、疾病対応ネットワークを構築してきた。

(4)その他の衛生業務
第一に、食品及び医薬品に対する管理能力が向上した。
食品及び医薬品の安全性を向上させるプロジェクトを２
年間実施し、不良品の粉ミルク、台湾の可塑剤事件等の
処理、非食用物質の違法な添加に対する取締り、非食用
物質64種類及び乱用されがちな添加物22種類のリスト
の公表が実施された。2010年、「国家薬品安全計画」の改
訂により、医薬品電子管理制度が構築され、医薬品の品
質に関する追跡調査や災害等の緊急事態に対応するため
の健全な管理体制が整えられた。
第二に、漢方医療及び漢方薬の重要性が再認識され、更

なる発展を遂げた。漢方医療及び漢方薬事業発展の為の
政策及び措置を定め、サポートを提供し、各行政レベル・
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各種類の漢方医療機関の能力を向上させることにより、
公共衛生・基礎医療・重大疾病及び難病の予防ならびに
治療の分野で、漢方医療及び漢方薬の効用が発揮された。
第三に、科学技術及び人材を更に強化した。「医学科学
技術発展の『十二・五』計画70」を制定し、「エイズ及び
ウィルス性肝炎等の重大伝染病の予防と治療」及び「重
大新薬の発明と製造」という２つの科学技術分野での重
大専門プロジェクトを起動させ、基層衛生事業の促進が
図られた。そして、公共衛生分野の人材、医学分野の優
れた人材、専門家が不足する分野の人材、漢方医療及び
漢方薬の人材、医師等の人材育成が推進されている。

3.2.2　中国の衛生医療事業を取り巻く厳しい状況
中国の衛生事業は、成果を上げると同時に、大きな課

題にも直面している。伝染病はまだ完全に制御されてお
らず、慢性疾患は大きく国民の健康を脅かしており、慢
性疾患による死者の人数は全国の病気による死者の80%
以上を占めている。工業化及び都市化、加えて生活スタ

イルの変化が環境汚染をもたらし、人々のストレスが増
え、また、喫煙や肥満等新たな問題も発生している。ま
た、経済発展のアンバランスは健康レベルの不公平をも
たらしている。例えば、乳幼児死亡率及び妊産婦死亡率
について、都市部の数値を100％とした場合、農村の５
歳以下の児童の死亡率及び妊産婦死亡率は、それぞれ
142%、64%上回ることになる。経済がまだ十分発展して
いない中、急速な高齢化が進みつつある。また、衛生サー
ビスのシステムと住民の健康ニーズとの間には、大きな
差が存在している。医療サービスシステムの構造及び体
制の更なる健全化・改善に向けて、政府の責任をさらに
明確にし、施策を実施する必要がある。

3.2.3　中国の医療衛生事業に関する「十二・五」計画
(1)発展の目標
中国国務院は、中国の医療衛生の発展指標として、
2012年に「中国医療衛生事業の『十二・五』計画」を打ち
出した（表3-2-1を参照）。

類別 指　　標 2015年
主　要　指　標

健康状況

1人当たり平均寿命（歳） 2010年より+1歳
乳幼児死亡率（‰） ≦12

5歳以下児童の死亡率（‰） ≦14

妊産婦死亡率（/10万） ≦22

業　務　指　標

疾病予防制御

法定伝染病の報告率（%） ≧95

存命中のエイズウィルス感染者と患者数（人） 120万前後

B型肝炎の表面抗原検出率（%） ≦6.5

郷（鎮）を単位とする適齢児童の予防接種計画によるワクチン接種率（%） ≧90

主な慢性疾患予防・治療の重要情報に対する周知率（%） ≧50

高血圧と糖尿病患者の予防の標準化管理（%） ≧40

婦人・幼児の
衛生

3歳以下の児童のシステム化管理率（%） ≧80

妊産婦のシステム化管理率（%） ≧85

妊産婦の入院分娩率（%） ≧98

衛生監督 給水量1000㎥/日以上の集中式供水企業に対する衛生監督のカバー率（%）≧90

医療保障
都市部においての基本医療保険３種の加入率（%） 2010年より、3％引き上げる
政策範囲内の入院費用対医療保険基金の支払割合（%） 75前後

衛生資源
千人当たりの稼働（助手）医師数（人） 1.88

千人当たりの登録看護師数（人） 2.07

千人当たりの医療機関病床数（床） 4

医療サービス
二級以上の総合病院の平均入院日数（日） ≦9

入退院の診断合致率（%） ≧95

衛生費用
衛生総費用に個人医療衛生支出が占める割合（%） ≦30

１人あたりの基本公共衛生サービス経費の基準額（元） ≧40
出典：「中国医療衛生事業の『十二・五』計画」

表3-2-1　「十二・五」期間中の衛生事業発展指標
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(2)重大疾病の予防管理体制の構築
第一に、継続的に重大伝染病、寄生虫病、風土病の予

防治療に取り組む。エイズに対して、「４つの免除、１つ
の保護」政策を実施し、エイズ予防の宣伝と教育を拡大
し、監視・検査を行い、母子間の感染を予防して、総合
的に予防管理し、抗ウィルス治療のカバー率を上げ、血
液管理、医療保障、扶助・救助及び権益保護、体制の組
織化及び充実化理を推進する。
第二に、現代型結核病の予防管理に継続的に取り組み、
肺結核患者400万人を発見・治療し、多剤耐性肺結核の
治療の標準化管理活動を展開し、市（地区）を単位とし
て、多剤耐性肺結核の診断・治療のカバー率を50%に引
き上げる。
第三に、免疫計画達成のためにワクチン通常接種率を

引き上げ、流動人口の予防接種の管理を強化する。ポリ
オ撲滅状態を取り戻し、維持継続する。麻疹の撲滅を実
現する。重点対策対象者のB型肝炎ワクチンの接種に力
を入れる。感染源のコントロール及び感染経路の遮断に
より、住血吸虫症の総合的な予防治療施策を実施する。
マラリア、リーシュマニア症および他のベクター媒介疾
患の予防管理を強化し、エキノコックス症の総合的な予
防治療施策を徹底する。主要な風土病の監視体制を整
え、予防治療施策を展開し、被害を無くす。食塩へのヨー
ド添加等の対策により、ヨード欠乏症の総合予防治療措
置を実施し、2015年までには、ヨード欠乏症の撲滅状態
を維持できた県（市及び区）の比率を95%まで引き上げ
る。風土病としてのフッ素、ヒ素中毒に対して、当該地
区の水質の改善、ボイラーを交換するなどの措置を取る。

(3)慢性疾患及び職業病の予防管理
慢性疾患の総合予防管理の方策を実施し、慢性疾患の

高リスクグループの早期発見と予防ケアを強化する。高
血圧、糖尿病などに対しては、基層医療機関にて総合的
な予防ケアを実施する。各級の医療機関では、35歳以上
の初診患者に血圧測定の制度を設け、また80%以上の社
区71・郷鎮72の医療衛生機関において、血糖値の測定サー
ビスを提供する。貧困地区では、高血圧患者と糖尿病患
者に治療用の医薬品を無料で提供する。「全民健康生活
習慣」の呼びかけを行い、慢性疾患総合予防管理のモデ
ル地区を創設し、高リスクグループへの健康管理、生活
習慣の指導及び関与、そして65歳以上の住民に対して健
康管理を実施し、目標実施人数を60%以上とする。脳卒
中・冠動脈性心疾患及び他の心血管と脳血管疾患のスク
リーニング検査及び予防治療に努める。がんの高発症地
区では、主ながんのスクリーニング検査、早期発見及び
早期治療を実施する。
職業病の予防治療に力を入れる。じん肺、職業中毒、

職業がんなどの多発する疾患の観測を強化する。職業健
康診断のカバー率を引き上げ、職業健康リスク評価を実
施する。職業病予防治療に関する法令と規格体系を整備
し、職業病の診断と鑑定手順をマニュアル化する。職業

病予防治療の宣伝・教育を強化し、職業健康を促進し、
専門家を育成し、職業病予防治療の能力とレベルを向上
させる。

(4)女性・乳幼児の衛生事業への着実な取り組み
子宮頚がん・乳がんのスクリーニング検査を中心に、

農村でよく見られる婦人科の疾病の予防治療に取り組
み、2015年までに、農村の適齢の要検査女性の多発疾患
の検査率を70%に、2015年までに、新生児遺伝代謝性疾
患のスクリーニング検査率を70%に引き上げる。サラセ
ミアの予防管理に努め、2015年までに、5歳以下の児童の
発育遅延率を10%以下、貧血有病率を20%以下に抑える。

(5)医療保障システムの整備
引き続き新型農村合作医療保険制度を発展させ、加入
率を95%以上に保ち、長期的に安定した資金調達と成長
の体制を構築する。新型農村合作医療保険制度の資金調
達をよりスムーズにし、資金調達レベルや保障水準にお
いて、都市部住民医療保険との差を縮め、将来的に都市部
と統一の医療保障制度を実現するための土台を構築する。
2015年までに、全ての一般外来を統一管理する。外来

慢性疾患の内、治療費が高額となるもの及び特別疾患に
ついて、補償範囲を拡大する。また引き続き重大疾患の
保障活動を展開する。即ち、小児白血病及び先天性心臓
病、尿毒症などの重大疾患の保障水準を全国的に引き上
げ、肺がんなどの重病も試験的に保障と扶助の試験的実
施対象とする。また、保障対象となる「重大疾患」の範囲
を拡大することにより、これらの疾病の保障水準をも引
き上げる。

(6)その他の領域での取り組み
第一に、医療機関の改革を実施する。非営利医療機関
を主とし、営利医療機関を従として、公立医療機関が主
導的役割を果たし、非公立医療機関と共に発展を図る。
公立病院の役割、施設数、規模、構造と体制を合理的に
定める。公立病院の無計画な拡張を抑制し、非公立医療
機関の発展を促し、2015年までに、非公立医療機関の病
床数及び医療サービス提供量が医療機関全体の20%前後
に達することを目標とする。第二に、食品と医薬品の安
全レベルを引き上げる。「国家食品安全管理体系『十二・
五』計画」及び「国家薬品安全『十二・五』計画」を遂行
する。食品安全リスクの監督ネットワークを築いて監督
態勢を整え、食品安全リスクに対する国家レベルの統一
的な監督システムを構築して、食品安全リスク情報交換
制度を完備する。医薬品の安全レベルを高め、2015年ま
でに、全ての小売薬局及び病院の薬局の営業時間内にお
いて、勤務薬剤師が正しい薬の使い方を指導する態勢を
実現する。
第三に、健康産業の発展を促進する。民間資本の健康
サービス業参入を歓迎し、国民のさまざまなニーズに対
応できるよう、高齢者介護、心理カウンセリング、栄養
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指導、口腔保健、リハビリ、ターミナルケア、健康診断と
管理等のサービス業を展開する。小売薬局の発展を促進
し、医薬品流通業界に、医薬品の供給保証と市民への健
康サービスの役割を担ってもらう。健康管理に関する教
育及び研修を強化し、医療技術製品の研究開発プラット
ホームを立ち上げる。基準及びルールを定め、健康診断
業界の大規模化と産業化を押し進める。漢方医療の保健
サービス業の発展にも注力する。
第四に、医療サービスの監督管理の規則体系を整備す

る。医療サービスに対する監督管理を強化し、医療サー
ビスの監督管理関連法令及び標準体系のシステム化と完
備を進め、科学的かつ効果的な監督管理を実施する。「病
院管理年」キャンペーンを継続し、医療機関における医
療安全管理を強化する。病院と患者の紛争を調停・解決
し、患者の権利を救済する体制を整備する。また、医療
責任保険を積極的に推進する。公立病院の改革と発展を
探求し、構造と仕組みの最適化を通じて、公立病院の体
系を作り上げ、医療の質を高め、医療及び医薬品の費用
を抑制する。

3.3　医療機関
3.3.1　医療機関の概況
中国の医療機関は、主に公立医療機関と非公立医療機

関に分けられる。公立医療機関の大多数は非営利の医療
機関であり、これは当初の医療保険制度と政府の保護政
策に基づくもので、中国の医療機関市場においては主導
的な地位を占めてきた。一方、非公立の医療機関の大多
数は営利医療機関であり、主に民営と合弁病院であるが、
病院数や規模からみても公立病院と競えるものではな
い。しかし近年、国は非公立医療機関に対し、優遇政策
や規制緩和を進め、病院数の増加を推進しており、医療
サービスの新たな局面を迎えたといえる。

(1)中国の医療機関の沿革
中華人民共和国の建国（1949年）後、30年近くの長き

に渡り「計画経済」を進めてきたが、1978年の改革・解
放以降、徐々に「市場指向型経済」へと転換し、各業界
はもちろんのこと、医療衛生業界もその影響を受けるこ
ととなった。2008年に発行された「発展改革青書」では、
改革開放後30年にわたる医療衛生部門の体制改革につ
いて振り返っている。中国の医療機関は営利型と非営利
型の２種類に分かれ、改革開放以前の医療サービスシス
テムは、1950年代から60年代における計画経済体制の
構築・発展と共に構築されたものであった。医療機関の
主体は「公有制73」である。県及び県以上の医療機関は国
営・国有で、都市や郷の基層医療機関は基本的には「郷
鎮」または「社区」が設置したもので「集団所有制74」で
あり、いずれも「公有」の一種である。
政府は、公有制医療機関を、「統一収入・統一支出」即

ち計画経済管理方式により管理していた。政府が収支を
すべてコントロールし、医療機関は公益事業として福利

政策の一端を担っていたのである。政府が構築したこの
公立医療サービスシステムは、改革解放後も国民を十分
に満足させていたが、改革解放の深化と経済発展に伴い、
この巨大な規模、及び中長期的な観点からは、限りある
衛生事業予算をもって支援し続けることが困難となって
いった。一方で、改革開放後、相当な数の民間資本が市
場に参入し、これらの実業家からの「医療市場を開放し
てほしい」との声が日増しに高まった。この先、膨張す
ることが予想される医療サービス費を国家予算から捻出
する保障ができない状況下では、各方面の力を集結し、
資金を集めて新たな衛生事業を創立することは避けて通
れない道であった。こうした環境に呼応して、個人診療
所や民営、中外合弁・合作による医療機関が相次いで生
まれた。これらの非公有制の医療機関により、営利医療
サービスの陣容が形成された。

(2)公立病院の概況と現状
（a）公立病院の概況

公立病院の定義は広義と狭義に分かれる。広義
では、国有で政府機関が設置、あるいは集団所有で
地域が設置する病院を意味し、狭義では、政府衛
生部門が直轄する都市病院、県病院（二級以上の
病院）を意味する。また、古くから浸透している理
解では、公立病院とは国の投資により設置され、国
は無限の責任を負い、営利を目的とせずに、すべて
の国民に基本的な医療サービスを提供する病院と
される。中国の建国後、20年あまりの間、中国の病
院は福利を目的とする政府直轄の公立病院であり、
その中に各レベルの政府による公立病院、国有ま
たは集団所有の事業所の職員病院、更に県・郷政
府の農村衛生院、村衛生室が含まれていた。改革
開放後には公立医療機関改革が行われ、1985年よ
り権限委譲・利益譲渡を実施し、病院の自主権を
拡大させた。1999年には郷鎮衛生院の財産権に対
する公開入札が行われている。
2003年、SARSの流行により、これまでの公共

医療衛生システムのもろさが露呈し、法外な額の
入院費等の事件が表面化したことで、新たな段階
の公立病院医療改革の必要に迫られた。そこで、
胡錦涛総書記は中国共産党第18回大会において、
中国の公共医療機関による医療衛生サービスは公
益性の原則を堅持するべきであるとの見解を示し
た。多くの民営、公的・民営合弁経営の医療機関
が建設され、医療市場において公立病院と競争関
係に立つこととなった今日でも、公立病院は依然
として市場での主導的な地位を占めている。

（b）公立病院の現状と特徴
公立病院は中国医療サービスシステムの中心に
位置し、医療衛生業界内で主導的な立場を占め、
医療サービスの主要な提供者である。そして、公
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共病院の優位性として、安定した市場であること、
サービスのニーズが多いこと、技術部門・科学研
究部門・重点学科を共に完備していることが挙げ
られる。民営や外資による病院は増加の一途をた
どっているが、医療市場の主流には入り込めず、
市場に占める割合も小さい。ほとんどの市場は、
省都レベルの「三級甲」と県レベルのいくつかの
比較的大型の病院に占有されているのが現状であ
る。
「中国衛生統計年鑑」によると、全体に占める
公立病院数の比率は2007年の75.1％から2011年
の 61.6％へ、また病床数は同じく、91.4％から

87.5％へと共に減少している（表3-3-1、表3-3-2）。
しかしながら、病床稼働率は依然として民営病院
よりはるかに高い。2011年末の時点で、公立病院
の病床稼働率が92.0％であるのに対し、民営病院
はわずか62.3％であり、2007年との比較では、そ
の差は更に拡大している（表3-3-3）。
公立病院の診療患者数、入院患者数はともに上
昇傾向にあり（表3-3-4）、2011年の延べ診療患者
数は20.53億人であり、これは民営病院の10倍に
相当する。こうしたデータからも、現在もなお、
公立病院と民営病院の市場競争力には大きな開き
があることがわかる。

表3-3-1　公立病院と民営病院の数（2007-2011）

年
公立病院 民営病院

病院数 比率（%） 病院数 比率（%）

2007 14,900 75.1 4,952 24.9

2008 14,309 72.6 5,403 27.4

2009 14,051 69.2 6,240 30.8

2010 13,850 66.2 7,068 33.8

2011 13,539 61.6 8,440 38.4
出典：中国衛生統計年鑑（2012年）

表3-3-2　公立病院と民営病院の病床数（2007-2011）

年
公立病院 民営病院

病床数
（万床） 比率（%） 病床数

（万床） 比率（%）

2007 244.5 91.4 23.0 8.6

2008 261.0 90.5 27.3 9.5

2009 279.3 89.5 32.8 10.5

2010 301.4 89.0 37.4 11.0

2011 324.4 87.5 46.1 12.5
出典：中国衛生統計年鑑（2012年）

表3-3-4　公立病院と民営病院の入院患者数（2007-2011）

年
公立病院 民営病院

入院患者数
(万人） 比率（%） 入院患者数

（万人） 比率（%）

2007 6,078.72 93.7 408.48 6.3

2008 6,087.64 93.0 51.938 7.0

2009 7,809.65 92.0 678.38 8.0

2010 8,724.22 91.6 799.54 8.4

2011 9,707.50 90.3 1,047.30 9.7
出典：中国衛生統計年鑑（2012年）

表3-3-3　公立病院と民営病院の病床使用率（2007-2011）

年 公立病院
（%）

民営病院
（%）

公立病院と
民営病院の差（%）

2007 80.3 54.6 25.7

2008 84.0 55.3 28.7

2009 87.7 58.2 29.5

2010 90.0 59.0 31.0

2011 92.0 62.3 29.7
出典：中国衛生統計年鑑（2012年）

(3)民営病院の概況と特徴
（a）民営病院の概況

民営病院とは、主に個人経営病院、株式制病院、中
外合弁・合作病院を含むものであり、民間の医療法人
や個人などの民間資本により設立された病院である。
民営病院は、1980年代にはすでに開設されていた
が、大規模な発展を遂げたのは2001年以降である。
まず2001年９月、国が医療市場を開放し、民営医療
機関の発展を奨励したことから、民営病院が相次い
で設立された。更に、公立病院への資金投入が難し
くなったことから、地方政府が民間資本に頼った結
果、2003年からは民営病院の発展期に突入した。多
くの地方政府は医療体制の改革に着手し、公立病院
の委託経営や株式制等を認可、あるいは払い下げ方

式で民間資本を誘致した上で、民営病院に対しては
３年間の免税制度も導入した。2009年には、国家発
展改革委員会が公布した「中国共産党中央・国務院
の医薬衛生体制の改革の深化に関する意見」（中発
（[2009]６号）、及び「国務院の医薬衛生体制改革重点
実施案（2009-2011年）に関する通知」（国発[2009] 12
号）により、非公立医療機関の発展の積極的な促進、
医療運営体制における投資主体の多元化、投資方法
の多様化の方針が打ち出された。また、公立医療機
関の全体に占める比率を調整し、公立と非公立病院
の相互補完、共同発展の構図を描いた。これにより、
民営病院は、急速な数の増加と規模の拡大という、
第二の黄金期を迎えた。
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（b）民営病院の現状と特徴
2012年４月、国家衛生部は南京で開かれた民営

病院機関評価審査フォーラムにおいて、8,000あま
りの民営病院の内、三級病院はわずかに1.57％、
二級病院も８％であるのに対し、一級病院が90％
以上を占めていると指摘した。民営病院の病床数
は2005年の14.41万床から2011年には46.15万床
へと増加し、年平均増加率は21.4％であるが、こ
れは全病院病床数の12.5％に過ぎない。これは、
民営病院は病院数が多いにもかかわらず、規模は
依然として小さいことを示している。平均病床数
は、公立病院の半分にも及んでいない。また、民営
病院の分布状況には偏りが見られ、東部地区に集
中しており、2011年時点では、北京、江蘇省、安徽
省などでは民営病院の数が公立病院の数を上回っ
ている。また、病床稼働率にも特徴がみられる。
公立病院の病床稼働率が92％であるのに対し、民
営病院は62.3％と明らかに低い。
2011年、民営病院の外来診療回数は延べ2.06億
回であり、全体の9.1％に相当し、また入院患者数
は延べ1,047万人であり、全体の9.7％に相当する。
サービスの提供量についてみると、民営病院が全
体に占める割合はまだ小さいが、目覚しいスピー
ドで増加している。データによると（表3-3-5）、
民営病院の総数は2007年の 4,592から 2014年の
11,830と約３倍になっており、民営病院の全国の
医療機関総数に占める割合も年々増加し、「中国衛
生統計年鑑」によると、2014年７月には約46.96％
と半数近くに及んでいる。

(4)中外合弁病院の概況と現状
（a）中外合弁病院の概況

中外合弁・合作医療機関（中外合弁病院）とは、
外国の医療機関・会社・企業及びその他の経済組
織が、公平と相互利益の原則に基づき、中国政府
主管部門の認可を経て、中国国内（香港、マカオ及
び台湾地区を除く）において、中国の医療機関・
会社・企業・その他の経済組織と合弁または合作

の形式で設立した医療機関を指す。
1994年２月、国務院は「医療機構管理条例」を公

布し、初めて医療機関の所有形式を５種類に分類
し、「全民所有、集団所有、私営、中外合弁・合作、
その他」とした。これにより、営業許可の形式を通
じて、「中外合弁・合作」医療機関及び「私営」医
療機関の医療サービス業界における位置づけが明
らかとなった。
1989年、衛生部及び対外貿易経済合作部は、「外

国人及び華僑による病院または診療所の設立なら
びに外国人医師による中国での医療行為実施に関
する規定」を定めた。本規定は、「外国人が中国の
医療市場に参入し、外資独資にて病院または診療
所を設立し、営利目的で医療サービスを提供する
ことは、中国経済への影響が大きいため許可しな
い」とし、その一方で、「外国人または華僑との合
弁・合作形式での病院または診療所の設立を求め
る者は、条件の良い外資合作先を１ないし２社選
定し、試行的に合弁・合作を実施することができ
る」とした。そして、2000年２月16日、国務院体
制改革弁公室等８部門が「都市・鎮の医療体制改
革に関する指導意見に関する通知」において、「各
種医療機関の合作・合併を奨励し、共同で医療サー
ビス集団を形成する」とし、医療市場への外国資
本の誘致に扉が開かれた。
2000年５月15日、衛生部及び対外貿易経済合作

部が公布した「中外合弁・合作医療機構管理暫定
弁法」（以下、本節（3.3）において「中外合弁・合
作管理弁法」という）は、中外合弁・合作医療機関
について専門的に規定する始めての法令であり、
新設する中外合弁・合作医療機関の組織形態につ
いて明確な指針を示す他、「中国国内での外資独資
による医療機関の設立申請は認可しない」とする。
2008年１月１日、衛生部及び商務部が公布した「中
外合弁・合作医療機構管理暫定弁法の補充規定」
では、「香港、マカオの医療サービス提供者が大陸
地域で合弁・合作医療機関を設立する場合、その
投資金額は1,000万人民元を下回ってはならない」
としている。
2009年３月、中国共産党及び国務院による「医
薬衛生体制改革の深化に関する意見」では、関連
法規を早急に制定・完備すること、外資の医療機
関の参入条件等を含む民間資本参加のプロセスを
規範化すること、公平公正な業界の管理政策を完
備することが規定されている。
更に2010年11月、国家発展改革委員会、衛生部
等６つの部・委員会は「社会資本による医療機構
設立の更なる奨励・牽引に関する意見の通知」を
公布し、医療機関の更なる対外開放のため、外国
資本による医療機関の設置を「制限類」から「許可
類」の外商投資プロジェクトとした。また、「外国

表3-3-5　民営病院数（2007-2014）

年
公立病院

入院患者数 (万人） 比率（%）

2007 4,592 24.9

2008 5,403 27.4

2009 6,240 30.8

2010 7,068 33.8

2011 8,440 38.4

2012 9,786 40.3

2013 10,594 42.24

2014 11,830 46.96
出典：中国衛生統計年鑑及び中国衛生・計画出産委員会の公式ウェブサイト
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の医療機関、企業及びその他の経済組織が、中国
国内で中国の医療機関、企業及びその他の経済組
織と合弁、または合作形式で医療機関を設置する
ことを認め、外国資本の持ち株比率の制限も、今
後段階的に解消する」とした。その上、「一定の条
件を備えた外国資本が国内に独資医療機関を設置
することも試行的に認め、段階的に開放する」と
している。さらに、香港・マカオ・台湾地区が出
資する医療機関について、関連規定に基づき優遇
政策を享受できるようにした。
審査認可権限については、2011年１月25日、衛

生部の「中外合弁・合作医療機構審査認可権限の
調整に関する通知」により、「中外合弁・合作によ
る医療機関の設立に関する審査認可権限を、省レ
ベルの衛生行政機関に委譲した」とされる。
また認可の条件に関しては、「中外合弁・合作管

理弁法」では、中外合弁・合作医療機関は以下の
条件を満たす必要があるとしている。

① 独立した法人であることを要する。
② 投資総額は2,000万人民元を下回ることができない。
③ 中外合弁・合作医療機関における合弁・合作の中
国側当事者の持分または権益の比率は、30％を下
回ってはならない。

④合弁・合作期間は20年を超えることができない。
⑤ 省レベル以上の衛生行政部門が定めるその他の条件。

（b）中外合弁病院の特徴と現状
WTO加盟後10年あまりの間に、中国政府が設

立を認可した中外合弁・合作総合病院及び専門病
院の正確な数値は公表されていなかったが、2009
年７月、商務部が公表した統計データによると、
全国で214の中外合弁・合作医療機関があるとさ
れ、そのうち、稼動している市レベルの中外合弁
病院は70程に過ぎない。これは医療機関全体の
１％にも満たない。ただ近年では、政策による奨
励や市場における規制が緩和されつつあること
で、中国の大都市には大型の中外合弁病院が設立
されている。その多くが、三級総合病院であるが、
医療サービス対象者は主に外国人や香港・マカ
オ・台湾と国内の高所得者層である。主な特徴は
以下のとおり。

① 経営規模：ベッドを設置しない診療所または診療
センターが多く、約50%以上を占めている。病床
数が200以上のところはわずか20％に留まる。ま
た投資額もそれほど多くなく、200万米ドル以下
が約50%を占めている。

② サービス内容：主に眼科、歯科、皮膚科、産婦人科、
血液透析科等の専門病院であり、総合病院は比較
的少ない。

③ 地域分布：全国の19の省、自治区、直轄市に分布
し、経済が発達している沿岸地域の大小都市に多
くが集中している。具体的には、北京、上海、広東、
遼寧、山東省等の地域である。

④ 合作の対象：外国側の合作対象は主に米国、日本、
中国香港、中国台湾などに所在する会社が多い。
出資者は、企業、医療機関、慈善団体、医療保険機
関等の様々な形式を通じて参入している。

(5)医療機関の展望
2009年の医療衛生体制改革以降、医療保険によるカ
バー率と公費負担比率の上昇は、医療サービスの需要
拡大につながった。しかしながら、公立病院による医療
サービスの提供はこのニーズに追い付かず、待ち時間が
長い上に、診療時間は短く、サービスの態度も悪い等、
「看病難」（診察を受けるのが難しい）等の問題が次第に
浮き彫りになった。こうした問題を解決するため、政府
は民間資本による病院の設立を奨励するようになった。
2012年に公布された「『十二・五』期間における医薬衛

生体制改革企画及び実施方案の通知」と、2010年に公布
された「社会資本による医療機構設立の更なる奨励・牽
引に関する意見の通知」では、非公立医療機関の発展を
促進することが明確に示されている。具体的には、2015
年までに、非公立医療機関の病床数とサービス供給量を
全体の20％前後とし、非公立医療機関と公立医療機関
の調和のとれた発展を実現させるとした。さらに、実力
のある企業・慈善団体・財団・商業保険機構などが海外
投資家と共に設置する医療機関、法律に基づき資格を有
する個人（香港・マカオを含む）が設立する個人診療所
など、民間資本による、且つ適切な規模の発展が見込め、
特色ある医療機関の設置を奨励している。これらの一連
の政策は、非公立医療機関の増設について、以下に述べ
るとおり、過去に例を見ない好環境をもたらしている。
第一に、中国における民営医療は、1980年代から30年
余りの年月を経て発展し、昔流の小規模な町医者から、現
在の民営医療集団や産業連携による運営へと進化し、規
模・質共に飛躍を遂げている。また、施設数の上では公立
病院に匹敵しており、今や、医療機関の重要な一部となっ
ている。共産党の18期三中全会（2013年11月）において、
国務院が公布した「健康サービス業発展の促進に関する
若干の意見」では、非公立医療機関が自身の特長を活か
し、特色あるサービスを提供することで、国民の多様化・
個別化する医療サービスのニーズを満足させるよう奨励
している。営利を目的とする非公立医療機関は、医療サー
ビスの項目ごとに自ら価格を設定することができ、条件に
適合すれば医療保険の適用範囲に組み入れられ、所轄の
衛生部門と病院の経営管理・サービス提供等に関する協
定書を締結し、協定書を遵守して管理を確実に行えば、公
立医療機関と同様の公費政策を適用するとした。これら
の内なるニーズと有利な政策の後押しを受け、民営医療
機関の発展は今後、さらに加速することが期待される。
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第二に、外資医療機関に対する規制緩和があげられる。
WTO加盟後、中国政府は外国の医療サービス提供者と
中国の医療機関・会社・企業・その他の経済組織が協同
で合資合作医療機関を設立することを許可した。「中外合
弁・合作管理暫定弁法」では、中外合弁・合作医療機関
の投資総額は2,000万人民元を下回ってはならないとし、
外国側当事者が支配権をもって経営に参画することがで
きるようになった。しかし、外資が参画した医療機関の
規模は小さく、総合型の病院が少なく、また主なサービ
ス対象者が外国人と高所得者層が中心であるため、中外
合弁・合作医療機関の発展は制約を受けている。その後、
「社会資本による医療機構設立の更なる奨励・牽引に関
する意見の通知」（既出、2010年11月公布）は、「海外資本
の医療機関の設置を許可する」とし、更に「条件に適する
海外資本による中国内での独資医療機関を試行的に設置
し、徐々に開放していく」とする規定を示したが、この通
知は４年間実施されず、2014年にはじめて転機が訪れた。
即ち、2014年７月に公布された「外資独資病院設立の試
行業務展開に関する通知」で、北京市、天津市、上海市、
江蘇省、福建省、広東省及び海南省を指定して、「海外投

資者が新設または買収の方式で外資独資病院を設立する
ことを許可する」とした。このことは外資医療機関にとっ
て明るい兆しとなった。総じて、中国は中外合弁医療機
関、外資独資病院などの設立を加速させ、非公立医療機
関の数を急激に増やすことにより、公立病院優位の状況
を脱却し、医療市場を拡大させ、衛生資源を最適化し、消
費者への良い医療サービスの提供を図ろうとしている。

3.3.2　医療機関の監督管理
近年の医療市場における主体の多元化改革の進展に伴
い、医療機構の数は次第に増加し、業界の発展に好機を
もたらしている。これにより、中国の衛生監督管理体制
も相当な規模を備えるに至った。この体制は、法律、部
門規則、規範性文書、各業界基準及び技術標準、ならび
に相応する執行体制で構成されている。医療機関の監督
機関は主に国家衛生局、発展改革委員会、食品医薬品監
督管理部門である（表3-3-6）。国務院衛生行政部門は、
全国の医療機関に対する監督管理の責任を担う。県レベ
ル以上の地方政府衛生行政部門は、当該行政区域内の医
療機関に対する監督管理責任を担う。

表3-3-6　医療サービス管理の所轄省庁（国家レベル）
監督管理の役割 医療機関の分類 監督管理機構

参入の監督管理
公立非営利 衛生・計画出産委員会、国家食品薬品監督管理総局、中医薬管理局、

中央機構編制委員会事務室、人事部
民間非営利 衛生・計画出産委員会、民政部
営利医療機関 衛生・計画出産委員会、工商部門

価格の監督管理
公立非営利 衛生・計画出産委員会、国家食品薬品監督管理総局、国家発展改革委員会（物価部門）
民間非営利 衛生・計画出産委員会、国家食品薬品監督管理総局、国家発展改革委員会（物価部門）
営利医療機関 工商部門、物価部門

品質の管理 全ての医療機関 衛生・計画出産委員会、国家食品薬品監督管理総局
公的補助 公立非営利 衛生・計画出産委員会、財政部

非営利への監督管理
公立非営利 衛生・計画出産委員会、財政部、国家発展改革委員会
民間非営利 衛生・計画出産委員会、民政部

出典：高世楫、張安、徐蘭飛「医療サービスの構造改革には管理体系の完備が不可欠」（『中国発展観察』、(2006））より作成。

(1)公立病院の監督管理体制
中華人民共和国建国（1949年）後、中国の医療機関の

監督管理体制は新しい発展の時代に入り、1949年11月１
日、国家衛生部が正式に成立し、全国の衛生行政業務を
主管することとなった。各省、直轄都市、自治区及び地
域（市）、県各級レベルにおいても、相次いで衛生庁、局、
科などの衛生行政管理機関を設置した。中国衛生事業の
継続的な発展と管理体制の整備に伴い、食品医薬品監督
管理・財政・物価等の行政管理部門、ならびに医学会等
の組織も、それぞれ程度は異なるものの、医療サービス
機関の監督管理に関与してきた。これにより、図3-3-1に
示すとおり、徐々に公立医療機関に対する監督管理の組
織体系が形成されていった。

図3-3-1が示すとおり、公立医療機関に対する行政監
督管理の主体は、主に、衛生、財政、食品医薬品監督管理
等の政府行政職能部門によって構成されている。
公立医療機関の監督管理について、衛生行政部門の主
な職責は以下のとおりである。

① 医療機関及び医療従事者のライセンスの許可、臨
床応用技術の許可管理。 
② 医療サービス機関の診療、介護、リハビリ等の医
療サービスに対する監督管理
③ 医療機関のサービスの質、安全、業績等に対する
監督、評価及び管理
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財政部門の主な職責は、以下のとおりである。
① 医療サービス領域と財政管理に関する方針、政策、
法規を責任もって組織し、実施する。また、公立
医療機関に関する財政面に関与する。

② 公立医療機関の国有資産の管理に責任を負い、国
有資産所有者の代表権、監督管理権及び処分権等
を行使する。

③ 公立医療サービス機関の財務管理に対する監督・
検査

また、食品医薬品監督管理部門の主な職責は、以下の
とおりである。

① 国家の医薬品に監督管理の法律、法規及び行政規
章の監督及び実施

② 法律に基づく医療機関の医薬品・医療器具の使用
に関する違法行為の調査

③ 医療機関の医薬品の質に対する監督、検査及び抜
き取り検査

(2)民営医療機関の監督管理
中国の民営医療機関は、すでに医療市場の半数を占め

るようになっているが、民営医療機関に対する監督管理
制度はまだ十分な整備がなされていない。主として、民
営機関の「医療機構開業許可証」、従業員の資質、医療廃
棄物の処理、医療広告などの面において監督管理が行わ
れている。
民営病院の監督管理機関は、主に中央政府及び所在地

の省・市レベルの衛生局、食品薬品監督管理局、工商管
理局などである。公立病院と異なり、政府による民営病
院の監督管理は間接的であり、法律の賦与した権利に基
づくものである。民営医療機関は、先述した主要な監督
管理機関による監督管理に従うほか、「執業医師法」、「医
療機構管理条例」、「医院分級管理弁法」、「医院評価審査
暫定弁法」、「看護士条例」、「医療事故処理条例」、「医院
感染管理弁法」、「消毒管理弁法」などの法令を遵守すべ
きとされる。

(3)中外合弁医療機関の監督管理
中外合弁医療機関の数は相対的に少ないが、中国にお
ける医療機関の一部を構成している。その主な監督管理
機関は、民営医療機関の監督管理機関と相似している。
中外合弁医療機関は、主に「中外合弁・合作管理弁法」

（既出、2000年５月公布）に基づき監督管理される。同法
第４条は、「中外合弁・合作医療機関は国家の関連法律法
規及び規則を遵守しなければならない」「中外合弁・合
作医療機関の正当な経営活動と合弁・合作当事者の合法
的な権益は中国の法律の保護を受ける」とし、第５条は、
「衛生部及び対外貿易経済合作部は各自の職責の範囲内
において、全国の中外合弁・合作機関の管理業務を行う。
県レベル以上の地方政府衛生行政部門（漢方医／漢方薬
主管部門を含む）と対外経済貿易行政部門は、各自の職
責の範囲内において、当該行政区域内の中外合弁・合作
医療機関の日常監督管理業務の責任を負う」とする。さ
らに第30条は、「中外合弁・合作医療機関の『医療機関

出典：羅楽宣、馮占春、王躍平「我が国の公立医療機関監督管理組織体系研究」（『医学と社会』、2006)

図3-3-1　中国医療機関監督管理組織体系
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開業許可証』を毎年一回検査するものとし、かかる検査
は当該医療機関の許可登録機関が行う」とする。そして
第31条は、「中外合弁・合作医療機関は、政府の外商投
資企業（外資系企業）に関する規定に基づき、国家の関
連部門の監督を受ける」と規定している。

3.3.3　医療機関の態勢
(1)各級医療機関の定義
中国の医療機関評価制度は、1989年に衛生部が公布し

た「医院分級管理弁法（試行草案）」及び「総合医院分級
管理標準（試行草案）」に基づき開始された。同文書では、
病院の審査制度が明記され、病院の機能・役割・施設の
スペック・医療技術、医療サービスの質及び合理的管理
といった総合的な基準に基づき、病院を等級別に管理す
る。各病院の機能と役割によって一・二・三級に分類し、
更に各等級の病院は評価を経て、甲、乙、丙等でランク
付けされ、三級病院については特別ランクを増設し、全
部で三等級・10ランクとなる。評価の手順として、ⅰ第
一に病院の機能及び役割及びそして当時の等級の基準に
基づき、各病院の等級を「三・二・一級」と確定し、ⅱ次
に、各級ごとに1,000点満点の総合評価方式により、各病
院の具体的ランクを決めていく。例えば、900点超を甲
ランクとし、750～899点を乙ランク、600～749点を丙
ランク、600点未満を不合格とする。

（a）一級病院
一級病院とは、一定人口の社区住民に対し、予

防、医療、保健、リハビリサービスを直接提供する
基層医療機関の病院・診療所である。その具体的
な基準は下記のとおり。
①建物の建築面積は45㎡／床以上。
②入院病床数は20～99床。
③ 救急診療室、内科、外科、産婦人科及び予防保
健科の全てを設置する。

④ 医療技術科学室には、薬局、検査室、レント
ゲン室、消毒供給室等の全てを設置する。

⑤ １病床あたり0.7名以上の衛生技術員を配置
し、医師を３名以上、看護師を５名以上、医薬
品・検査・放射線等の衛生技術者、主治医以
上の職位を有する医師を１名以上配置する。

（b）二級病院
二級病院とは、複数の社区の住民に対し、総合

的な医療衛生サービスを提供し、教育及び科学研
究の役割を果たす地域病院である。その具体的な
基準は下記のとおり。
① 建物の建築面積は45㎡／床以上。病室の実際
使用面積は５㎡／床以上。外来部門の建物の
建築面積は、一日当たりの平均診察患者数を
基準として、１人あたり３㎡以上。

② 入院病床数は100～499床。

③ 臨床科・室には、救急診療室、内科、外科、産
婦人科、予防保健科、小児科、眼科、耳鼻咽喉
科、口腔科、皮膚科及び感染症科を設置する。
この内、眼科、耳鼻咽喉科及び口腔科は合併
しても可。また皮膚科は内科または外科に組
み入れても可。
④ 医療技術科学室では、少なくとも薬剤科、検
査科、放射線科、理学療法科、消毒供給室、手
術室、病理室、血液庫（検査科への組み入れも
可）、リハビリ室、カルテ室を設置する。

⑤ 人員配置面では、0.88名以上の衛生技術員／
床、0.4名以上の看護師／床、副主治医以上の
職位を有する医師を３名以上配置し、各専門
科・室には、主治医以上の職位を有する医師
を１名以上配置する。 

（c）三級病院
三級病院とは、複数の地域の住民に対し、専門性の高
い医療衛生サービスを提供し、高度な教育、科学研究の
役割を果たす、地域の枠を超えた病院である。その具体
的な基準は下記のとおり。

① 建物の建築面積は60㎡／床以上。病室の実際
使用面積は6㎡／床以上。外来部門の建物の
建築面積は、一日当たりの平均診察患者数を
基準として、１人あたり４㎡以上。
②入院病床数は500床以上。
③ 臨床科・室には、救急診療室、内科、外科、産
婦人科、予防保健科、小児科、眼科、耳鼻咽喉
科、口腔科、皮膚科、感染症科、漢方科、リハ
ビリ科を設置する。医療技術科学室では、少
なくとも薬剤科、検査科、放射線科、手術室、
病理科、核医学科、輸血科、理学療法科（リハ
ビリ科を組み入れても良い）、消毒供給室、カ
ルテ室、栄養部と臨床機能検査室を設置する。

④ 人員配置面では、1.03名以上の衛生技術員/床、
0.4名以上の看護師／床、各専門科・室には副
主治医以上の職位を有する医師と臨床栄養士
が各２名以上、また、衛生技術員総人数の内
工程技術員（技師、助理エンジニア以上の者）
が占める割合は、１%以上である。

上記のとおり、病院の評価・等級分けを行って、更に
満点1,000点のルールに従い、甲、乙、丙の３ランクに分
け、それと同時に三級では特別ランク病院も増設する。
三級甲ランク病院は、科・室の設置、人員配置、管理
レベル、技術レベル、診療の質及び技術施設等について
等級別の基準に従い総合的な検査を行い、900点以上の
得点であるもの。
三級乙ランク病院は、科・室の設置、人員配置、技術
レベル、診療の質及び技術設施等については等級別の基
準に従い総合的な検査を行い、750～899点の得点である
もの。
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三級丙ランク病院は、病院建設はある程度の成績を上
げ、基本的な基準には合格しているが、本基準の求める
レベルからは大きな隔たりがあり、等級別の総合検査で
749点以下の得点であるもの。
三級特別ランク病院は、特に規模の大きな病院で、各

臨床学科の総合的なレベルは国内最先端の地位に在り、
他の三級病院からの転院を受け入れ、主要専門科の中で、
最低１つ以上が国際的に先進的なレベルと影響力を保持
し、WHOまたは国外学術機構と協力する学術センター
を有する。同じ評価期間中において、２-３件の部（省庁）
レベル以上の科学研究プロジェクトを担当し、二級以上
の「国家級科研成果奨」を最低１つ獲得し、主治医以上
の研修を行うことができ、博士及びポストドクターを育

成する能力を有する。

(2)全国の医療機関
2015年１月19日までの統計によると、中国では、現在
5,472施設の病院がある。この内、三級病院は1,151施設
であり、三級甲ランク病院が705施設（表3-3-7）、三級乙
ランク病院が198施設、三級でランク未定の病院が186
施設、三級のその他の病院が60施設、三級でランク不明
の病院が２施設である。また、二級病院は4,321施設であ
り、二級甲ランク病院が2,073施設、二級乙ランク病院が
754施設、二級丙ランク病院が49施設、二級ランク未定
の病院が1,086施設、二級のその他の病院が68施設、二
級ランク不明の病院が291施設である。

所在地 病　院　名　称

北京市

北京博愛医院 首都医科大学附属北京婦産医院

北京大学第六医院 首都医科大学附属北京口腔医院

北京大学第三医院 首都医科大学附属北京世紀壇医院

北京大学第一医院 首都医科大学附属北京天壇医院

北京大学口腔医院 首都医科大学附属北京同仁医院

北京大学人民医院 首都医科大学附属北京胸科医院

北京回龍観医院 首都医科大学附属北京友誼医院

北京積水潭医院 首都医科大学附属北京佑安医院

北京腫瘤医院 首都医科大学宣武医院

首都児科研究所附属児童医院 衛生部北京医院

首都医科大学附属北京安定医院 衛生部中日友好医院

首都医科大学附属北京安貞医院 中国医学科学院北京協和医院

首都医科大学附属北京朝陽医院 中国医学科学院阜外心血管病医院

首都医科大学附属北京地壇医院 中国医学科学院整形外科医院

首都医科大学附属北京児童医院 中国医学科学院腫瘤医院

天津市

泰達国際心血管病医院 天津市天津医院

天津市伝染病医院 天津市胸科医院

天津市第三中心医院 天津市眼科医院

天津市第一中心医院 天津市腫瘤医院

天津市児童医院 天津医科大学第二医院

天津市環湖医院 天津医科大学口腔医院

天津市口腔医院 天津医科大学総医院

天津市人民医院 中国医学科学院血液病医院 (血液学研究所 )

天津市中心婦産科医院 上海市第六人民医院

上海市

復旦大学附属児科医院 上海市第六人民医院

復旦大学附属婦産科医院 上海市第十人民医院

復旦大学附属華山医院 上海市第一婦嬰保健院

復旦大学附属眼耳鼻喉科医院 上海市第一人民医院

復旦大学附属中山医院 上海市東方医院

復旦大学附属腫瘤医院 上海市児童医院

華東医院 上海市肺科医院

上海交通大学医学院附属第九人民医院 上海市公共衛生臨床中心

上海交通大学医学院附属仁済医院 上海市精神衛生中心

上海交通大学医学院附属瑞金医院 上海市同済医院

上海交通大学医学院附属上海児童医学中心 上海市胸科医院

上海交通大学医学院附属新華医院 中国福利会国際和平婦幼保健院

重慶市

重慶市第九人民医院 重慶医科大学附属第二医院

重慶市第三人民医院 重慶医科大学附属第一医院

重慶市涪陵中心医院 重慶医科大学附属児童医院

表3-3-7　三級甲ランク病院のリスト
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所在地 病　院　名　称

重慶市
重慶市三峡中心医院 重慶医科大学附属口腔医院

重慶市腫瘤医院 重慶医科大学附属永川医院

四川省

成都市

成都大学附属医院 省骨科医院

成都市第二人民医院 四川大学華西二院

成都市第三人民医院 四川大学華西医院

成都市中西医結合医院 四川省人民医院

成都医学院附属医院 四川省腫瘤医院

成都中医薬大学附属医院

達州市 達州市中西医結合医院 達州市中心医院

德陽市 德陽市人民医院

広元市 広元市精神衛生中心 広元市中心医院

楽山市 楽山市人民医院
涼山彝族
自治州 涼山州第一人民医院

瀘州市 瀘州医学院附属医院

綿陽市 綿陽市第三人民医院 綿陽市中心医院

南充市 南充市中心医院 川北医学院附属医院

内江市 内江市中医医院

攀枝花市

攀枝花市第一人民医院 攀枝花市中西医結合医院

攀枝花第三人民医院 攀枝花市中心医院

攀枝花鋼鉄有限責任公司職工総医院

遂寧市 遂寧市中心医院

雅安市 雅安市人民医院

宜賓市 宜賓市第二人民医院 宜賓市第一人民医院

自貢市
自貢市第四人民医院 自貢市精神衛生中心

自貢市第一人民医院

河北省

保定市
保定市第二医院 涿州市医院

保定市第一中心医院 河北大学附属医院

滄州市 滄州市人民医院 滄州市中心医院

滄州市中西医結合医院

承徳市 承徳市中心医院 承徳医学院附属医院

邯鄲市
邯鄲市第一医院 河北工程大学附属医院

邯鄲市中心医院 冀中能源峰峰集団有限公司総医院

張家口 河北北方学院附属第一医院

唐山市 河北聯合大学附属医院

石家庄市

河北省児童医院 河北医科大学第四医院

河北省人民医院 河北医科大学第一医院

河北医科大学第二医院 石家庄市第四医院

河北医科大学第三医院 石家庄市第一医院

衡水市 衡水市人民医院

任丘市 華北石油管理局総医院

唐山市
開灤総医院 唐山市人民医院

唐山市工人医院

秦皇島市 秦皇島市第一医院

邢台市 邢台市人民医院

廊坊市 廊坊市人民医院 中国石油天然気集団公司中心医院

山西省

大同市
大同煤鉱集団有限責任公司総医院 大同市第五人民医院

大同市第三人民医院

晋中市 晋中市第一人民医院 山西省栄軍精神康寧医院

臨汾市 臨汾市第四人民医院 臨汾市人民医院

呂梁市 山西省汾陽医院 呂梁市人民医院

晋城市 山西晋城無煙煤鉱業集団有限責任公司総医院 山西省晋城市人民医院

太原市

山西省児童医院 山西省腫瘤医院

山西省人民医院 山西医科大学第二医院

山西省太原精神病医院 山西医科大学第一医院

山西省心血管病医院 太原鋼鉄 (集団 )有限公司総医院

山西省眼科医院 太原市第三人民医院 (太原市伝染病医院 )

03_第3章.indd   145 15/07/21   17:09



146 JST  中国総合研究センター（CRCC）

中国医薬品産業の現状と動向

所在地 病　院　名　称

山西省

太原市

山西省運城市中心医院 太原市第四人民医院

山西省長治市人民医院 太原市中心医院

山西省職業病医院

忻州市 忻州市人民医院

陽泉市 陽泉煤業 (集団 )有限責任公司総医院 陽泉市第一人民医院

長治市
山西潞安鉱業 (集団 )有限責任公司総医院 長治医学院附属和平医院

長治医学院附属和済医院

遼寧省

鞍山市 鞍山鋼鉄集団公司総医院 鞍山市中心医院

本渓市 本渓鋼鉄（集団）総医院 本渓市中心医院

朝陽市 朝陽市中心医院

大連市

大連大学附属新華医院 大連市中心医院

大連大学附属中山医院 大連医科大学附属第二医院

大連市第三人民医院 大連医科大学附属第一医院

大連市友誼医院

丹東市 丹東市第一医院 丹東市中心医院

撫順市 撫順鉱務局総医院 撫順市中心医院

阜新市 阜新鉱業集団有限責任公司総医院 阜新市中心医院

葫芦島市 葫芦島市中心医院

錦州市 錦州市中心医院 遼寧医学院附属第一医院

瀋陽市

遼寧省金秋医院 瀋陽医学院沈洲医院

遼寧省人民医院 中国医科大学附属第四医院

遼寧省腫瘤医院 中国医科大学附属第一医院

瀋陽市第五人民医院 中国医科大学附属盛京医院

瀋陽医学院奉天医院

遼陽市 遼陽市中心医院

盤錦市 盤錦遼河油田総医院 盤錦市第二人民医院

調兵山市 鉄法煤業（集団）総医院

鉄嶺市 鉄嶺市中心医院

営口市 営口市中心医院

吉林省

吉林市

北華大学附属医院 吉林医薬学院附属医院

吉化集団公司総医院 吉林市人民医院

吉林市中心医院

長春市

吉林大学第二医院 吉林省人民医院

吉林大学第一医院 吉林省腫瘤医院

吉林大学口腔医院 一汽総医院（吉林大学第四医院）

吉林大学中日聯誼医院 長春市児童医院

長春市
吉林省肝胆病医院 長春市婦産医院

吉林省精神神経病医院 長春市中心医院

松原市 吉林油田総医院

四平市 四平市中心医院

延辺市 延辺大学附属医院

黒龍江省

大慶市
大慶龍南医院 大慶市人民医院

大慶市第三医院 大慶油田総医院

ハルビン市
哈尓濱二四二医院 哈尓濱医科大学附属第四医院

哈尓濱市第四医院 哈尓濱医科大学附属第一医院

ハルビン市

哈尓濱市第一医院 黒龍江省農墾総局総医院

哈尓濱医科大学附属第二医院 黒龍江省森工総医院

哈尓濱医科大学附属第三医院 黒龍江省医院

双鴨山市 黒龍江省農墾紅興隆管理局中心医院

鶏西市 鶏西鉱業集団総医院 鶏西市人民医院

ジャムス市
佳木斯大学附属第三医院 黒龍江省農墾建三江管理局中心医院

佳木斯大学附属第一医院 佳木斯市中心医院

牡丹江市
牡丹江市婦女児童医院 牡丹江医学院第二附属医院

牡丹江市康安医院 牡丹江医学院紅旗医院

七台河市 七台河鉱業精煤 (集団 )有限責任公司総医院 七台河市人民医院

チチハル市
斉斉哈尓市第一医院 斉斉哈尓医学院附属第一医院

斉斉哈尓医学院附属第二医院 斉斉哈尓医学院附属第三医院
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所在地 病　院　名　称

江蘇省

常州市 常州市第二人民医院 常州市第一人民医院

淮安市 淮安市第一人民医院 淮安市婦幼保健院

連雲港市 連雲港市第一人民医院 連雲港市婦幼保健院

南京市

南京脳科医院 南京市児童医院

江蘇省人民医院 南京市婦幼保健院

江蘇省腫瘤医院 南京市鼓楼医院

南京市第二医院 南京市口腔医院

東南大学附属中大医院 南京医科大学第二附属医院

南京市第一医院 南京医科大学附属口腔医院

南通市
南通大学附属医院 南通市第一人民医院

南通市第三人民医院 南通市腫瘤医院

蘇州市 蘇州大学附属第一医院 蘇州大学附属児童医院

泰州市 泰州市人民医院

無錫市

無錫市第二人民医院 無錫市精神衛生中心

無錫市第四人民医院 無錫市人民医院

無錫市婦幼保健院

徐州市 徐州市中心医院 徐州医学院附属医院

塩城市 塩城市第一人民医院

揚州市 揚州市第一人民医院 江蘇省蘇北人民医院

鎮江市
鎮江市第四人民医院 鎮江市第一人民医院

江蘇大学附属医院

浙江省

湖州市 湖州市第三人民医院 湖州市中心医院

金華市 金華市中心医院

麗水市 麗水市中心医院

寧波市
寧波市第一医院 寧波市医療中心李惠利医院

寧波市婦女児童医院

紹興市 紹興市婦幼保健院 紹興市人民医院

温州市
温州医学院附属第二医院
（温州医学院附属育英児童医院） 温州医学院附属眼視光医院

温州医学院附属第一医院

杭州市 浙江大学医学院附属第二医院 杭州市第一人民医院

杭州市

浙江大学医学院附属第一医院 杭州市紅十字会医院

浙江大学医学院附属児童医院 浙江省口腔医院

浙江大学医学院附属婦産科医院 浙江省人民医院

浙江大学医学院附属邵逸夫医院 浙江省腫瘤医院

杭州市第六人民医院 浙江医院

杭州市第七人民医院

臨海市 浙江省台州医院

安徽省

合肥市
安徽省立医院 合肥市第二人民医院

安徽医科大学第一附属医院 合肥市第一人民医院

安慶市 安慶市立医院

蚌埠市 蚌埠市三人民医院 蚌埠医学院第一附属医院

巣湖市 巣湖市第一人民医院

池州市 池州市人民医院
滁州市 滁州市第一人民医院
阜陽市 阜陽市人民医院

宿州市 淮北鉱工総医院

淮北市 淮北市人民医院

黄山市 黄山市人民医院

六安市 六安市人民医院

馬鞍山市 馬鞍山市人民医院 馬鞍山市中心医院

銅陵市 銅陵市人民医院

蕪湖市 皖南医学院附属弋磯山医院 蕪湖市第二人民医院

福建省 福州市

福建省福州結核病防治院 福建医科大学附属第一医院

福建省福州神経精神病防治院 福建医科大学附属協和医院

福建省婦幼保健院 福州市伝染病医院

福建省立医院 福州市第二医院
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所在地 病　院　名　称

福建省

福州市 福建省腫瘤医院 福州市第一医院

龍岩市 龍岩市第一医院

南平市 南平市第一医院

寧德市 寧德市閩東医院

莆田市 莆田市第一医院 莆田学院附属医院

泉州市 泉州市第一医院 福建医科大学附属第二医院

三明市 三明市第一医院

廈門市

廈門大学附属第一医院 廈門市婦幼保健院

廈門大学附属廈門眼科中心（廈門眼科中心） 廈門市仙岳医院

廈門大学附属中山医院

漳州市 漳州市医院

江西省

撫州市 撫州市第一人民医院

贛州市
贛南医学院第一附属医院 贛州市人民医院

贛州市立医院

吉安市
吉安市第三人民医院 井岡山大学附属医院

吉安市中心人民医院

南昌市

江西省児童医院 南昌大学第四附属医院

江西省精神病院 南昌大学第一附属医院

江西省皮膚病専科医院 南昌大学附属口腔医院

江西省人民医院 南昌市伝染病医院

江西省胸科医院 南昌市第三医院

江西省腫瘤医院 南昌市第一医院

南昌大学第二附属医院

景德鎮市
景德鎮市第二人民医院 景德鎮市第一人民医院

景德鎮市第三人民医院

九江市
九江市第三人民医院 九江市第一人民医院

九江市第五人民医院 九江学院附属医院

萍郷市 萍郷市人民医院

上饒市 上饒市第五人民医院 上饒市人民医院

新余市 新余市人民医院

宜春市 宜春市人民医院

鷹潭市 鷹潭市人民医院

山東省

浜州市 浜州医学院附属医院

済南市

済南市第四人民医院 山東省立医院

済南市中心医院 山東省千仏山医院

山東大学第二医院 山東省腫瘤医院

済南市 山東大学斉魯医院

済寧市 済寧市第一人民医院 済寧医学院附属医院

聊城市 聊城市人民医院

臨沂市 臨沂市人民医院

青島市
青島大学医学院附属医院 青島市中心医院

青島市市立医院

東営市 勝利油田中心医院

泰安市 泰安市中心医院

坊市 坊市人民医院

煙台市 煙台毓璜頂医院

棗庄市 棗庄市立医院

博市 博市中心医院

河南省

安陽市 安陽市人民医院 安陽市腫瘤医院

開封市 河南大学淮河医院 開封市第一人民医院

洛陽市 河南科学技術大学第一附属医院

焦作市 焦作市第二人民医院 焦作市人民医院

洛陽市 洛陽市中心医院

漯河市 漯河市中心医院

南陽市 南陽市中心医院

平頂山市 平頂山市第一人民医院 中平能化医療集団総医院

03_第3章.indd   148 15/07/21   17:09



149JST  中国総合研究センター（CRCC）

第３章　医療制度の動向

所在地 病　院　名　称

河南省

濮陽市
濮陽市安陽地区医院 濮陽市油田総医院

濮陽市人民医院

新郷市 新郷市中心医院 新郷医学院第一附属医院

鄭州市

鄭州大学第五附属医院 河南省精神病医院

鄭州大学第一附属医院 河南省人民医院

鄭州市中心医院 河南省腫瘤医院

周口市 周口市中心医院

湖北省

十堰市 東風汽車公司総医院

鄂州市 鄂州市中心医院

恩施市 恩施土家族苗族自治州中心医院

潜江市 湖北江漢油田総医院

黄岡市 黄岡市中心医院

黄石市 黄石市中心医院

荊門市市 荊門市市第一人民医院

荊州市 荊州市第一人民医院 荊州市中心医院

十堰市 十堰市人民医院 十堰市太和医院

武漢市

武漢大学口腔医院 武漢市中心医院

武漢大学人民医院 湖北省婦幼保健医院

武漢大学中南医院 湖北省中山医院

武漢鋼鉄（集団）公司職工総医院 湖北省中医医院

武漢科学技術大学天佑医院 湖北省腫瘤医院

武漢市

武漢市第三医院 華中科学技術大学同済医学院附属梨園医院

武漢市婦女児童医療保健中心 華中科学技術大学同済医学院附属同済医院

武漢市普愛医院 華中科学技術大学同済医学院附属協和医院

武漢市中西医結合医院

咸寧市 咸寧市中心医院

襄陽市
襄陽市第一人民医院 襄陽市中医医院

襄陽市中心医院

孝感市 孝感市中心医院

宜昌市
宜昌市第一人民医院 中国葛洲壩集団中心医院

宜昌市中心人民医院

広東省

東莞市

東莞市東華医院 東莞市人民医院

東莞市婦幼保健院 東莞市石龍人民医院

東莞市厚街医院 東莞市太平人民医院

東莞市康華医院

仏山市

仏山市禅城区中心医院 仏山市南海区婦幼保健院

仏山市第二人民医院 仏山市南海区人民医院

仏山市第一人民医院 仏山市順德区第一人民医院

仏山市婦幼保健院 仏山市順德区婦幼保健院

仏山市高明区人民医院

広州市

広東省第二人民医院 広州市紅十字会医院

広東省婦幼保健院

広東省農墾中心医院 広州市精神病医院

広東省人民医院 広州医科大学附属第二医院

広東薬学院附属第一医院 広州医科大学附属第三医院

広東医学院附属医院 広州医科大学附属第一医院

広州市第一人民医院 南方医科大学南方医院

広州市番禺区中心医院 南方医科大学珠江医院

広州市婦女児童医療中心 曁南大学附属第一医院

惠州市 惠州市中心人民医院

江門市 江門市人民医院 江門市中心医院

掲陽市 掲陽市人民医院

開平市 開平市中心医院

羅定市 羅定市人民医院

茂名市 茂名市人民医院

梅州市 梅州市人民医院
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所在地 病　院　名　称

広東省

普寧市 普寧市人民医院

清遠市 清遠市人民医院

汕頭市 汕頭大学医学院第一附属医院 汕頭市中心医院

韶関市 韶関市第一人民医院 粤北人民医院

深圳市

深圳市宝安区人民医院 深圳市竜崗中心医院

北京大学深圳医院 深圳市南山区人民医院

深圳市第二人民医院 深圳市人民医院

陽江市 陽江市人民医院

湛江市 湛江中心人民医院

肇慶市 肇慶市第一人民医院

中山市

中山大学附属第三医院 中山大学中山眼科中心

中山大学附属第一医院 中山市博愛医院

中山大学附属腫瘤医院 中山市人民医院

中山大学孫逸仙紀念医院 中山市小欖人民医院

珠海市 珠海市婦幼保健院 珠海市人民医院

湖南省

常德市 常德市第一人民医院

郴州市 郴州市第一人民医院

懐化市 懐化市第一人民医院

婁底市 婁底市中心医院

衡陽市
南華大学附属第二医院 南華大学附属第一医院

衡陽市中心医院 南華大学附属南華医院

邵陽市 邵陽市中心医院

湘潭市 湘潭市中心医院

益陽市 益陽市中心医院

永州市 永州市中心医院

岳陽市 岳陽市一人民医院

長沙市

中南大学湘雅二医院 湖南省児童医院

中南大学湘雅三医院 湖南省人民医院

中南大学湘雅医院 湖南省腫瘤医院

株洲市 株洲市一医院

海南省

海口市 海口市人民医院 海南省農墾総医院

三亜市
海南省人民医院 海南省農墾三亜医院

海南医学院附属医院

貴州省

安順市 安順市人民医院

畢節市 畢節市人民医院

貴陽市

貴陽市第二人民医院 貴陽医学院第三附属医院

貴陽市第四人民医院 貴陽医学院附属医院

貴陽市第一人民医院 貴陽中医学院第二附属医院

貴陽市婦幼保健院 貴州省骨科医院

貴陽市口腔医院 貴州省人民医院

貴陽医学院第二附属医院 貴州省腫瘤医院

六盤水市 六盤水市人民医院
黔東南ミャ
オ族トン族
自治州

黔東南苗族侗族自治州人民医院

黔南プイ族
ミャオ族自
治州

黔南布依族苗族自治州人民医院 黔西南布依族苗族自治州人民医院

銅仁市 銅仁市第一人民医院

興義市 興義市人民医院

遵義市
遵義市第一人民医院 遵義医学院附属医院

遵義医学院附属口腔医院

雲南省
昆明市

昆明医科大学第二附属医院 云南省第一人民医院

昆明医科大学第一附属医院

玉渓市 玉渓市中医医院 玉渓市人民医院

陝西省

安康市 安康市中心医院

宝鶏市 宝鶏市中心医院

漢中市 漢中市中心医院 三二○一医院
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所在地 病　院　名　称

陝西省

西安市

陝西省結核病防治院 西安市第四医院
陝西省人民医院 西安市第五医院
陝西省腫瘤医院 西安市第一医院
西安高新医院 西安市児童医院
西安交通大学第一附属医院 西安市紅十字会医院
西安交通大学口腔医院 西安市結核病胸部腫瘤医院
西安市第八医院 西安市精衛中心
西安市第九医院 西安市中心医院

渭南市 渭南市中心医院
咸陽市 咸陽市中心医院
延安市 延安大学附属医院
楡林市 楡林市第二医院 楡林市第一医院

甘粛省

蘭州市
甘粛省康復中心医院 蘭州大学第二医院
甘粛省腫瘤医院 蘭州大学第一医院
省人民医院 蘭州市第一人民医院

平涼市 平涼市人民医院
慶陽市 慶陽市人民医院
酒泉市 酒泉市人民医院
天水市 天水市第一人民医院 天水市中西医医院
張掖市 張掖市人民医院

青海省 西寧市

青海大学附属医院 青海省第四人民医院
青海紅十字医院 青海省婦女児童医院
青海省蔵医院 青海省人民医院
青海省第三人民医院 青海省心脳血管病専科医院

内モンゴル
自治区

包頭市
包頭市中心医院 内蒙古包鋼医院
内蒙古科学技術大学包頭医学院第一附属医院

オルドス市 尓多斯市中心医院
赤峰市 赤峰市医院
牙克石市 内蒙古林業総医院
通遼市 内蒙古民族大学附属医院

フフホト市
内蒙古医学院第二附属医院 内蒙古自治区婦幼保健院 (内蒙古自治区婦女児童医院 )

内蒙古医学院附属人民医院 内蒙古自治区国際蒙医医院
内蒙古医学院附属医院 内蒙古自治区人民医院

寧夏回族
自治区 銀川市

寧夏回族自治区人民医院 銀川市第一人民医院
寧夏医科大学総医院

西蔵
（チベット）
自治区

ラサ市 西蔵自治区人民医院

広西チワン
族自治区

百色市 百色市人民医院 右江民族医学院附属医院
北海市 北海市人民医院

南寧市

広西医科大学第一附属医院 広西壮族自治区人民医院
広西医科大学附属口腔医院 広西壮族自治区腫瘤医院
広西壮族自治区工人医院 南寧市第二人民医院
広西壮族自治区民族医院 南寧市第一人民医院

貴港市 貴港市人民医院

桂林市
桂林市第二人民医院 桂林医学院附属医院
桂林市人民医院 広西壮族自治区南渓山医院

河池市 河池市人民医院

柳州市
柳州市工人医院 柳州市人民医院
柳州市柳鉄中心医院 柳州医学高等専科学校第一附属医院

欽州市 欽州市第二人民医院 欽州市第一人民医院
梧州市 梧州市工人医院
玉林市 玉林市第一人民医院

新疆ウイグ
ル自治区

カラマイ市 克拉瑪依市中心医院

ウルムチ市
烏魯木斉市友誼医院 新疆医科大学第五附属医院
新疆維吾尓自治区人民医院 新疆医科大学第一附属医院
新疆医科大学第二附属医院 新疆医科大学附属腫瘤医院

伊寧市 伊犁哈薩克自治州友誼医院

出典：中国衛生・計画出産委員会の公式ウェブサイトより作成。
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3.3.4　渉外医療
(1)外国人の医療需要状況　
中国国内の各都市の国際化の進展にしたがって、対外

開放、国際協力、経済・貿易交流が日増しに活発となり、
各種の長期・短期居住、就業、企業投資実施、ビジネス
交流、旅行、親戚訪問等による訪中外国人は日々増加し
ている。「国際金融報」（2013年５月31日）の統計データ
によれば、中国のWTOに加入後、訪中外国人の人数は
毎年平均で10％増加している。北京では、外国人の居住
人口はすでに11万人を超え、2020年には60万人を突破
すると予測されている。この状況は、渉外医療・健康サー
ビスの需要に新たな変化をもたらしている。多くの外国
人は、新たな医療サービスのユーザーとして、巨大な医
療健康サービスの潜在的市場を形成している。

(2)渉外サービスの医療機関
在中外国人は、いかなる医療機関でも診療を受けるこ

とができ、中国人と同じ基準により費用を支払う。北京・
上海・広東省などの経済的に発達した地域は、外国人の
主な居住地域でもあるが、外国人にサービスを提供して
いるのは主に中外合弁医療機関であり、公立病院の外国
人に対するサービス提供の割合は少ない。中小の都市に
おいて、外国人にサービスを提供する病院の多くは、診
療科を完備している有力な三級甲病院である。

3.4　医療学会
3.4.1　中華医学会概況
中華医学会は中国の医学科学技術者が自発的に組織

するとともに法律に従って設立し登録した学術的、公益
的な非営利の法人団体であり、中国共産党と国と医学科
学技術者をつなぐ橋梁と紐帯であり、中国の医学科学
技術事業を発展させる社会的役割を担う。中華医学会
（Chinese Medical Association）は1915年に成立し、現在
88の専門分科会があり、会員は50万名で、16の直轄部門、
３つの法人実体機構が設けられ、加えて、中国人民解放
軍軍事医学科学院と医学図書館1か所を運営している。

(1)学会の趣旨
中華医学会は広範な医学科学技術者を団結させ、組織

して、国の憲法、法律及び法規を遵守し、国の科学技術
事業と衛生事業の方針を貫徹すること、医学倫理を尊重
して社会の正しい気風を大いに発揚すること、会を民主
的に運営する原則を堅持して民主的な学術を十分に発
揚し、医学科学技術者の専門技術のレベルを高め、また、
医学科学技術の繁栄と発展、医学科学技術の普及と幅広
い推進、医学科学技術関係者の成長、医学科学技術と経
済建設の結合を促進させることで、会員と医学科学技術
者、そして人民の健康のために奉仕し、社会主義の近代
化と建設に奉仕することを趣旨としている。

(2)主な業務
中華医学会の主な業務は次のとおり。医学学術交流の
展開、123種類の医学や科学普及等の各種定期刊行物及
び100種類あまりの音声や映像出版物の編集出版、継続
的医学教育の展開、国際間の学術交流の展開、医学科学
技術プロジェクトの評価、評定審査と医学科学技術方策
についての論証、優秀な医学科学技術の成果（学術論文
と科学啓蒙作品等）評定選考と奨励、専科医師の訓練、
養成と考査の展開、優秀な医学科学技術人材の発見や推
薦及び養成、高い医療倫理を持ち業務に優れている医療
従事者の宣伝や奨励、政府からの委託業務の担当や委託
任務の請負、臨床研究特別項目資金の設立、臨床科学研
究水準の引き上げ、医療事故の技術鑑定及び予防接種異
常反応の技術鑑定事業の組織、医学科学研究の成果実用
化と応用の推進、党と政府への医学科学技術者の意見と
要望の伝達等。

(3)機構の発展

表3-4-1　中華医学会の沿革

　 開催時間 開催地 会長

成立大会 1915年2月 上海 顔福慶
第1回 1916年2月 上海 顔福慶
第2回 1917年1月 上海 伍連徳
第3回 1920年2月 北平 兪鳳賓
第4回 1922年1月 上海 刁信徳
第5回 1924年2月 南京 牛恵琳
第6回 1926年2月 上海 劉瑞恒
第7回 1928年1月 北平 林可勝
第8回 1930年2月 上海 牛恵生
第9回 1932年9月 上海 牛恵生
第10回 1934年3月 南京 林宗揚
第11回 1935年11月 広州 朱恒璧
第12回 1937年4月 上海 金宝善
第13回 1940年4月 昆明 金宝善
第14回 1943年5月 重慶 沈克非

第15回 1947年5月 南京 朱章庚、
姚克方

第16回 1950年8月 北京 傅連暲
第17回 1952年12月 北京 傅連暲

第18回 1956年7月 北京 傅連暲、賀彪、
銭信忠、白希清

第19回 1984年2月　 北京 呉階平
第20回 1989年2月 北京 陳敏章
第21回 1994年3月 北京 陳敏章
第22回 1999年4月 北京 張文康
第23回 2005年4月 北京 鐘南山
第24回 2010年4月 北京 陳竺
出典：中国衛生・計画出産委員会の公式ウェブサイトより作成。
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1910年、伍連徳が新聞紙上で医学会設立の呼びかけを
発し、1915年２月、国内各地の医師31名が上海市で中華
医学会成立大会を開催し、顔福慶を初代会長に選出した。
会の所在地は上海市に定められ、当時会員は合計232名
であった。11月、中国語と英語併記の『中華医学雑誌』
が創刊され、第１巻第１号には「中華医学会宣言書」が
発表され、学会の趣旨を、医師の交流を深め、医師の道
徳及び医師の権利を尊重し、医学衛生を普及し、中国と
海外の医学界と連携することと公表した。1916年２月、
上海市で第１回会員代表大会が招集、開催され、学会の
定款が採択された。また、伍連徳を会長に選出して、代
表大会を２年ごとに１回開催することを決定した。学術
活動と組織業務は直ちに展開し始めされ、1917～1930年
の間に７回会員代表大会を招集、開催した。1932年4月、
中華医学会と中国博医会（1886年創立、初代会長は嘉約
翰（ジョン・グラスゴー・カー））は連合会議を行い、両
会の合併を発表した。名称は引き続き中華医学会とする
こととなった。同年９月、合併後の第1回代表大会（即ち
第９回大会）では牛恵生が会長に選出された。当時の会
員数はすでに1,500余名に達していた。日中戦争の時期、
学会は重慶市に移転し、1947年には上海市に戻った。学
会は成立から1949年までに合計して15回の会員代表大
会を招集、開催した。設立された専門学会には、内科、外
科、婦人科、小児科、医学史、衛生等の11学会があり、『恵
嘉二氏内科要覧』、『邁魏二氏外科手術』、『羅氏衛生学』、
『高氏医学辞書』等の書籍と『中華医学雑誌』、『中華医学
雑誌外国語版』、『中華健康雑誌』と『医文摘要』等の定期
刊行物が出版された。この時の会員数はすでに3,000余
名に達していた。
1950年、中華医学会は第16回会員代表大会を招集、開

催した。大会は中華人民共和国政府第１回全国衛生会議
が確定した全国衛生事業の方針を受入れて学会定款を改
訂し、傅連暲を理事長に選出するとともに、総会の所在
地を上海市から北京市に移した。全国各省、自治区にす
べて分会が設けられた。1951年１月、中華医学会は中華
全国自然科学連合会に加入した。1958年９月中国科学技
術協会が成立し、中華医学会はその一構成部分となった。
50年代中期には、専門学会は15に増え、また、発行され
た医学定期刊行物は19種類を数えた。1960年にはすべ
ての定期刊行物が点検作業のために一時停刊となった
が、その後相次いで復刊された。国際医学交流も増加が
見られた。1956年の第18回会員代表大会のとき、会員（中
医105名を含む）はすでに15,218名に達していた。「文化
大革命」の期間、学会の活動は中断したが、70年代初め
にかけて、徐々に回復した。改革、開放が実行されて以
降、学会の会務と学術活動にはかなり大きな発展がみら
れ、またこの時は学会の活動が最も活発な時期でもあっ
た。学術交流が展開され、医学科学の発展を促すことが
従前通り学会の主な任務であった。毎年全国的な学術会
議が100前後開催された。
学会はまた国家科学研究難関攻略プロジェクトと衛生

事業の重要な点について、多くの学門分野の展望に関す
る学術研究討議を組織し、科学的論証を通じて、方策の
提案とコンサルティングを行った。例えば肝炎、腫瘍、
性病等に対していずれも予防治療対策の提案を行った。
民間国際医学交流も比較的大きな発展がみられ、中華
医学会と世界の医学会及び18の国際的な専門学会と緊
密な関係を構築し、多くの国の医学会と友好的な交流を
行っている。毎年50組以上の海外の訪中団・グループに
応対し、20組以上の外国訪問及び国際会議参加を組織し
た。学会が毎年国内で開催する国際会議と二国間会議は
10余を数える。学会と香港、マカオ地区との往来は非常
に緊密なものとなっている。現在はさらに中台の学術交
流と友好往来を展開している。台湾医学会、台湾医師公
会、台湾全科医師会等の学術団体のいずれも招きに応じ
て大陸地域を訪問しており、学会も専門家を台湾に派遣
して講義を行っている。

(4)主宰活動
国家機関の職能が変化しつつある時期において、学会
は中国衛生・計画出産委員会から委託された任務を積極
的に引き受けている。例えば、医学科学研究成果評価に
係る計画策定と実施、科学研究基金の入札募集、中堅及
び若手学術交流及び世界を志向した講座の開催、医薬品
の評価、診断治療基準の検討、各種業務条例、制度の起
草等の業務への参与である。
継続的医学教育の強化、人材の成長を促すことは学会

に新たに追加された任務である。学会は多くの学術シン
ポジウムを組織し、条例と職務規範の制定に参与し、好ま
しい継続教育の経験及び方法を積極的に普及している。
学会は中華医学音声画像出版社を設立し、各種録音テー
プ、ビデオテープとスライド等の音声及び映像教材を制作
している。情報の交流を強化するため、図書情報センター
を設立した。国際医学交流展開のために資金を積み立て、
中華国際医学交流基金会を設立した。学会の優位性を十
分に利用して、学会の趣旨を堅持することを前提として、
科学技術コンサルティング開発を積極的に展開し、科学
技術の成果、新技術、新製品を普及させ、医学と工業、医
学と貿易の結びつきを促しただけでなく経済効果も増し
ており、学会活動の展開のために財源を開拓した。
1989年２月、中華医学会第20回全国会員代表大会が北
京市で開催された。大会で改訂された会則においては、
学会の趣旨を「広範な医学科学技術者を団結させ、中国
の医学科学技術の繁栄と発展を促進し、医学科学技術の
普及と推進を促進し、医学科学技術人材の成長及び向上
を促すため、中国人民の健康水準を高めるために奮闘す
る」と明確にした。
学会が出版している中華医学シリーズ雑誌は417種類
を数えるとともに、学会機関紙『中華医学信息導報』が
出されている。学会には、学術会議事務部、編集出版部、
継続教育部、対外連絡部、科学技術コンサルティング部、
図書情報センター等の事務機構が設けられている。
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3.4.2　中華医学会の分会
中華医学会には現在88の分会がある。以下の表に示す。

No. 分会 設立時 (年 ) No. 分会 設立時 (年 )

1 医史学分会 1936 45 救急医学分会 1987

2 内科学分会 1937 46 航空宇宙医学分会 1987

3 外科学分会 1937 47 風土病学分会 1987

4 産婦人科学分会 1937 48 高地医学分会 1987

5 小児科学分会 1937 49 医学科学研究管理学分会 1987

6 皮膚性病学分会 1937 50 産褥期医療学分会 1988

7 眼科学分会 1937 51 臓器移植学分会 1988

8 耳鼻咽喉－頭頸外科学分会 1937 52 航海医学分会 1988

9 結核病学分会 1937 53 医学倫理学分会 1988

10 放射線学分会　　 1937 54 顕微外科学分会 1989

11 公共衛生学分会 1937 55 創傷学分会 1990

12 神経学分会 1951 56 教育技術分会 1990

13 精神疾患学分会 1951 57 行動医学分会 1990

14 病理学分会 1954 58 美容医学分会 1990

15 物理医学・リハビリ学分会 1978 59 消化器内視鏡学分会 1991

16 科学普及分会 1962 60 糖尿病学分会　 1991

17 腫瘍学分会 1965 61 レーザー医学分会　　 1992

18 心臓血管疾患学分会 1978 62 高圧酸素医学分会 1992

19 微生物学・免疫学分会 1979 63 疼痛学分会 1992

20 麻酔学分会 1979 64 肝臓疾患分会 1992

21 検査分会 1979 65 臨床伝染病学分会 1993

22 整形外科学分会 1979 66 医学情報学分会 1993

23 核医学分会　 1980 67 心身医学分会 1993

24 放射線医学・防護学分会 1980 68 映像技術分会 1993

25 呼吸器疾患学分会 1980 69 医用工学分会 1993

26 消化器病学分会 1980 70 医学細胞生物学分会 1993

27 血液学分会 1980 71 全科医学分会 1993

28 内分泌学分会 1980 72 熱帯病・寄生虫学分会 1994

29 腎臓学分会 1980 73 手外科学分会 1994

30 感染症学分会 1981 74 心臓電気生理学・ペーシング分会 1994

31 老人病医学分会 1981 75 男性科学分会 1995

32 泌尿外科学分会 1981 76 アレルギー反応学分会 2001

33 医学教育分会 1983 77
骨粗鬆症・
Bone and mineral research分会 2001

34 計画出産学分会 1985 78 生殖医学分会 2005

35 リウマチ分会 1985 79 重症医学分会 2005

36 整形外科分会 1985 80 経腸・非経腸栄養学分会 2004

37 医学病毒学分会 1985 81 婦人科腫瘍学分会 2004

38 胸部心臓血管外科学分会 1985 82 スポーツ医療分会 2007

39 神経外科学分会 1986 83 健康管理学分会 2007

40 火傷外科学分会 1986 84 防災医学分会 2011

41 超音波医学分会 1986 85 デジタル医学分会 2011

42 放射線腫瘍治療学分会 1986 86 臨床薬学分会 2011

43 医学遺伝学分会 1986 87 臨床輸血学分会 2014

44 小児外科学分会 1987 88 組織修復・再生分会 2014

出典：中国衛生・計画出産委員会の公式ウェブサイトより作成。

表3-4-2　中華医学会各分会
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次に、この中から代表的な中華医学会分会を幾つか取
り上げ、その分会の沿革及び専門分野の学術活動につい
て紹介する。

(1)心臓血管病学分会
（a）沿革

中華医学会心臓血管病学分会（CSC）は中華医
学会の二級専門分会に所属し、1978年８月に設立
された。中華医学会の指導のもと業務を行い、中
華医学会の定款を遵守する。中国の10年に及ぶ文
化大革命が終結し、ほどなくして様々な科学研究
や学術活動が徐々に復活し、著名な心臓血管学者
である呉英愷会員の発起及び推進のもと、1978年
8月に心臓血管内科、心胸血管外科、心臓血管疫学
等に関係する専門家を中心とした新しい専門分会
（CSC）が設立され、中華医学会という巨大な学術
組織を構成する一つの重要な新団体となった。当
該分会は、中国心臓血管病の予防管理および内科・
外科の診療技術の普及と向上、心臓血管病専門分
野の発展に多大な影響を与え、強力な保障機能を
提供した。医学と科学の発展及び学門分野の専門
化に伴い、1985年８月には中華医学会胸部心血管
外科学分会が、1994年9月には中華医学会心臓電
気生理学・ペーシング分会がCSCから独立して設
立された。このほかにも、中国には心臓血管病に
関係した学術組織、例えば中国医師協会心臓血管
内科医師分会、心臓血管外科医師分会が存在し、
CSCはこれらの姉妹組織と一致協力、相互扶助し、
中国の心臓血管予防治療事業において然るべき貢
献を果たしている。
36年にも及ぶ活動を経て、CSCは中国の心臓血

管界に所属する会員多く抱え、学術的影響が極め
て大きい最も活動的な専門学術組織として発展し
てきた。分会設立以降、分会役員の任期満了ごと
に全国心臓血管病学術会議をおよそ４年に１度、
また、学術的に注目されたテーマについて毎年２
回のシンポジウムを開催している。このシンポジ
ウムは、1998年には２年に１回、2009年からは年
に１回のペースで開催されている。1993年第４回
委員会では青年委員会が設立され、また、1998年
第５回からは研究グループが設立され、さらには
2004年第６回からは専門委員会が発足している。
2006年第７回では中華医学会二級分会に次期主
任委員を設け選出している。1989年の世界高血圧
連盟 World Hypertension League（WHL）への加
盟に続き、1996年には世界心臓連合World Heart 
Federation（WHF）に加盟した。

（b）職能的使命
CSCの主要な職能的使命は中国心臓血管病の学

術交流、臨床研究、学門分野の発展を促進するこ

とであり、政府、分会、公衆と３つのレベルにおい
て分会の職責を果たすことである。

a）政府の心臓血管病予防管理事業推進への協力
中国心臓血管病学術団体の牽引的組織として、
CSCは政府の関連部門が行う血管専門医師の研修、
専門医師の認可、現場医師の研修に協力するほか、
胸痛センターの認定、全人民心臓血管健康活動、
「ガイドラインに基づく実行」（GWTG）プロジェク
ト、中国心筋梗塞デーの提案及び発起といった分
野で多くの極めて有効な活動を行い、中国の心臓
血管学分野の発展や中国人医師の臨床診療水準の
規範化、向上を積極的に推進する役割を果たして
いる。例えば、CSCは16の省市の数十か所の医療
機関に対してSTEMI（急性ST上昇型心筋梗塞）規
範化救急医療プロジェクトを推進し、このプロジェ
クトにおいて国家衛生・計画出産委員会が関係病
院に対して行った胸痛センター認定に協力した。
これは今後の中国心筋梗塞救急ネットワークセン
ターの設立に大きく貢献することになるであろう。

b）中国心臓血管病学術交流プラットフォームの構築
CSCは分会として次の６分野での業務を担う。
① 中国の各種心臓血管病治療ガイドライン及び
コモンセンスの制定及び改訂を行い、CSCの
名義で特殊案件に対する意見報告の発表を行
う等。
② 全国及び国際的な心臓血管病学分野の学術交
流を積極的に計画し推進する。
③ 継続教育の実施、医師の格付け査定、専門医
師の認可、研修等の業務を担う。ESC（欧州心
臓病学会）とCSCが提携して立ち上げた「中
欧大学」が、CSCの医師教育及び研修の要所
となる。また、医師格付け査定については既
に整備された枠組みが出来上がっており、専
門医師の認可についても近い将来、その枠組
みが正式に始動する予定である。
④ 学門分野の発展を導くため、学門分野の標準
体系を作り、冠状動脈性心臓病のインター
ベンション治療、急性冠状動脈症候群の品質
モニタリング及び評価等について多種の心臓
血管病の国家品質管理基準を構築する。
⑤ 現場の医師の研修：現場での医療行為を改善
して、現場・遠隔地区の診療水準を向上する
ため、CSCは『中国現場医師心臓血管病実用
ハンドブック』、『中国現場医師心臓血管医薬
品実用ハンドブック』及びその他の関連する
資料を作成し、併せて現場医師の研修計画を
策定する。
⑥ 国際交流協力を深め、中国の心臓血管学分野
の発展を推進する。例えば、CSCとESCの提
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携では、医師の育成訓練に重きをおいており、
高レベルでの意見交換、年次総会での共同
フォーラムを開催するほか、最大提携プロジェ
クトとしてCSC-ESC中欧大学を開設し、オン
ライン授業を通じて中国心臓血管医師に最前
線の専門研修を生涯にわたり実施している。

c）社会の関心及び公衆の健康意識の向上
CSCの主な創設メンバーの専門家は1958年から

既に集団での心臓血管病予防治療活動を展開して
いる。かつては「高血圧を克服しよう」という気迫
溢れるスローガンを掲げ、各地の実情に合わせた
方法で絶えず総括して向上させ、国内外で評判が
高い「首鋼モデル」を打ち立てた。1983年当時の
主任委員である呉英愷会員は分会の申請を受け、
発展途上国では唯一の代表として、WHOで行わ
れたこれまでで世界最大規模の心臓血管疾患の傾
向及び決定因子（MONICA）に関する多因子研究
に参加した。21世紀に入り、CSCは国の「全人民
心臓血管健康行動」の呼びかけに応じ、社会の各
方面の力を結集させ、様々な方法で「早めのスク
リーニング、早めの診断、早めの治療」という予防
治療理念を広め、心臓血管疾病の予防治療を前進
させて発症率を低減させた。2014年、世界心臓デー
の宣伝キャンペーンではCSCが牽引役となり、全
国各省市の60余りの病院で無料診断、患者への教
育講座、病院内での宣伝教育ビデオの放送等の宣
伝活動が展開された。世界心臓デーの機会を利用
して、CSCは、政府の指導者及び衛生主管部と委
員会に対し「健康的な心臓環境―世界の呼びかけ」
提言書を提出し、政府が社会経済発展政策を制定
する際には、心臓血管疾病の予防管理及び生活
環境の改善を重要目標とするようアピールした。
CSCは2014年から毎年11月20日を「心筋梗塞応
急処置デー」とし、心筋梗塞による死亡に関連し
て、健康教育の制度化と長期化を目指している。

(2)精神医学分会
中華医学会精神医学分会は中華医学会に所属する専

門分会であり、中国の精神医学分野において最も重要で
最も影響力のある学会である。前身は中華医学会神経精
神科学会である。1951年８月１日に北京市で設立され、
許英魁を主任委員とし、魏毓麟を副主任委員兼秘書とし
た。1955年３月13日に分会雑誌『中華精神科雑誌』が創
刊され、当時は季刊として中国の学術分野において最も
影響力のある専門雑誌となった。1994年に中華医学会精
神医学分会と神経病学分会がそれぞれ独立し、世界基準
に合わせて発展する中国精神医学事業を分会の役割とし
た。学門分野の構築、科学研究の促進、臨床業務の推進、
学術会議の開催、継続教育の実施、中堅及び若手の人材
育成、そして、国際交流においても目覚しい発展を遂げ

ていき、2004年には中国の精神科医師の数が16,000人に
達した。中華医学会精神医学分会の第１回委員会は1995
年に設立され、張明園教授が主任委員となり、沈漁邨教
授と楊徳森教授が副主任委員となった。1998年、張明園
教授は継続して第２回委員会の主任委員となり、周東豊
教授と陳彦方教授が副主任委員となった。2003年には周
東豊教授が第３回委員会の主任委員となり、陳彦方教授、
呉文源教授、孫学礼教授が副主任委員となった。2006年
の第４回委員会の主任委員も周東豊教授が継続して担っ
た。2009年には趙靖平教授が第5回委員会の主任委員と
なった。2012年12月には北京大学精神衛生研究所の于
欣教授が第6回委員会の主任委員となった。
① ビジョン：中国精神医学を代表する最も権威のあ
る学術の声として、健全な精神医学診療サービス
の提供を可能にする。
② 使命と価値観：精神医学分野医療サービスの質を
向上させる。精神医学分野の教育と科学研究分野
の発展を促進する。中国の20,000人の精神科医師
を全て対象とし、会員の学術的ニーズを満たすよ
う全力を尽くす。

(3)糖尿病学分会
中華医学会糖尿病学分会（Chinese Diabetes Society）
は中華医学会の直属専門学会であり、1991年10月に上
海市で設立された。その前身は中華医学会内分泌学会糖
尿病研究グループであり、これは1985年に武漢市で召
集された第２回全国内分泌大会で設立された。1987年
に中華人民共和国衛生部の承認を経て、研究グループは
「中華医学会糖尿病学分会」の名称で国際糖尿病連合会
（International Diabetes Federation）に加盟した。1991
年に第３回日中友好糖尿病学術交流及び第３回全国糖尿
病学術会議が上海市で開催され、中華医学会糖尿病学分
会が正式に設立された。これより中国の糖尿病予防治療
は新しい段階へと突入した。
糖尿病学分会の使命は、教育、研究、医療を通して糖
尿病の予防、治療、完治を目指すことである（Prevent, 
care and cure diabetes through education, research and 
good medical practice.）。
糖尿病学分会に所属する専門会員は、国内主治医ク
ラス以上の内科、内分泌科及び糖尿病専門医師、栄養士
1,500人余りであり、現在、糖尿病性足疾患と糖尿病学教
育研究グループが設置されている。設立以来、糖尿病の
教育及び宣伝、疫学調査、予防、治療、科学研究などの一
連の組織的な活動において大きな成果を挙げている。
1980年、中華医学会内分泌学会糖尿病研究グループ

は全国第１回疾病率調査を実施し、初めて政府に糖尿病
の疫学分野の資料を提出した。1995年、糖尿病学分会は
再び全国規模で糖尿病の疫学調査を実施し、衛生部と協
力して『95国家糖尿病予防治療大要』を作成した。2007
年、中国の糖尿病の疾病率と発症率、発症後の経過変化
を把握するために、糖尿病分会が組織する大規模な「他
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施設共同疫学調査プロジェクト」が展開された。このプ
ロジェクトに関係するサンプルは4万件以上あり、プロ
ジェクトの第１期は2008年末に完了、第2期に関しては
現在実施中である。このプロジェクトは良い成果が見ら
れ、糖尿病発症後における経過変化、異なる社会経済層
における発症率等を把握することができ、国家予防治療
政策の制定に対して、策定の根拠を提供することができ
た。また、社会経済学の分野から糖尿病が患者と家庭に
与える影響を把握するために、糖尿病学分会と国際糖尿
病連合会が共同で疾病による負担の調査の実施を計画し
ている。
糖尿病学分会は設立以降、様々な方法を通して中国の

糖尿病学術交流と学術レベルの向上に努めてきた。1987
年からは日中友好糖尿病学術研究討論会が２～３年に１
度、中国と日本で交互に開催されている。さらに、2006
年からは中華医学会ブランド創設会議の呼びかけに応
え、毎年１回全国学術会議を開催している。2008年には
第12回全国会議がアモイ市で開催され、3,300人余りの
糖尿病専門従事者と500人余りの企業従業員が参加した。
この会議は中国最高規模のものとなり、糖尿病専門学術
会議において最も大きな影響力を有するものとなった。
糖尿病学分会は国際交流と協力を重視している。1995

年には国際糖尿病連合会に加盟し、積極的に連合会の各
活動に参加してきた。糖尿病学分会は絶えず国際交流と
協力の範囲を広げており、日本糖尿病学会、欧州糖尿病
学会（EASD）、欧州糖尿病財団、アメリカ糖尿病学会と
友好的な関係を築いている。1980年代に、日本糖尿病学
分会と日中交流と協力を開始して以来、今日に至るまで
その関係が続いている。糖尿病学分会と欧州糖尿病学会
は、イーライリリー社からの経済援助により、中国の青
年医師の科学研究資金を共同で設立している。

(4)医学ウイルス学分会
（a）分会の紹介

中華医学会医学ウイルス学分会は1985年９月に
設立された。中国の医学ウイルス学の基礎を築い
た黄禎祥会員と洪涛、顧方舟、候雲徳、劉崇柏、張
凝秀、姜素椿、張紀孫らの専門家が積極的に中華
医学会に働きかけた結果である。医学ウイルス学
分会の設立の目的は、当該分野の交流と協力の基
礎の確立、人材発掘と育成手段の形成、医学ウイ
ルス学分野の知識と普及の窓口の提供である。こ
れにより、中国の医学ウイルス学の発展を促進し
てきた。

（b）分会の歴史
中華医学会医学ウイルス学分会は設立から19年

が経過し、設立目的の中国医学ウイルス学事業の
振興、国内外学術交流の推進により、ウイルス性
疾病の予防治療に大きく貢献している。1984年、
医学ウイルス学の基礎を築いた黄禎祥会員と著名

なウイルス学者の洪涛、顧方舟、候雲徳、劉崇柏及
び、人民解放軍第302病院の張凝秀、姜素椿、張紀
孫ら専門家が積極的に中華医学会に働きかけ、中
華医学会医学ウイルス学分会が設立され、1985年
９月22～24日に北京市で設立大会が開催された。
当時の衛生部部長、中華医学会会長の陳敏章教授
が大会に参加し重要な講演を行い、アメリカのウ
イルス学者ロイズマン教授も学術発表を行った。
黄禎祥会員によって『中華実験と臨床ウイルス学
雑誌』創刊の提案もなされた。
1985年９月下旬、北京市にて医学ウイルス分会

委員会が設立され、第１期主任委員を黄禎祥会員、
副主任委員を洪涛教授、張凝秀院長が務め、構成
する委員は31名であった。1987年３月24日に黄
禎祥教授が不幸にも病死したため、洪涛教授が主
任委員を引き継ぐこととなった。
1988年10月中旬、成都市にて第２回全国医学ウ
イルス学学術会議が召集され、会議期間中に第２
期医学ウイルス分会委員会委員が選出され、洪涛
が主任委員として、劉崇柏、鄥美娟、鄭志明が副主
任委員、委員は39名で構成されることになった。
1993年10月下旬、アモイ市にて第３回全国医学
ウイルス学学術会議が開催され、会議期間中に第
３期医学ウイルス分会委員会委員が選出され、洪
涛が主任委員として、劉崇柏、鄥美娟、李徳が副主
任委員、委員は39名で構成されることになった。
1996年10月中旬、西安市で第４回全国医学ウイ
ルス学学術会議が開催され、会議期間中に第四期
中華医学会医学ウイルス分会委員会委員が選出さ
れ、候雲徳会員が主任委員に、第一副主任委員に
洪涛、副主任委員に趙凱、戚中田が選出され、委員
は34名で構成されることになった。
2008年８月下旬、青島市で第５回全国医学ウイ

ルス分会学術会議が開催され、会議期間中に、第
５期中華医学会医学ウイルス分会委員会委員が選
出され、名誉主任委員に候雲徳会員が、主任委員
に洪涛、副主任委員に王宇、趙鎧、戚中田、顧問に
劉崇柏、委員は46名で構成されることになった。
今期（第８期）75医学ウイルス分会主任委員は袁
正宏が担うことになった。前期の主任委員は金奇
であり、次期の主任委員は王佑春、副主任委員に
舒躍竜、阮強、貌肦勇、徐志凱が選出された。常務
委員は16名で構成され、委員は35名となった。

(5)医学情報学分会
中華医学会医学情報学分会は1993年６月に江蘇省南

京市で設立され、第１回全国医学情報学術会議が開催さ
れた。中華医学会の82専門分会の一つである。当該分会
は主に医学情報、医学図書館、病院の情報化などの専門
分野に関係する。現在、次の４つの組織が存在する。ⅰ
医学情報教育研究グループ、責任者は吉林大学王偉教授。
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ⅱ医学科学技術文献検索研究グループ、責任者は中国医
学科学院医学情報研究所の許培揚教授。ⅲ医学情報学研
究グループ、責任者は中国医学科学院医学情報研究所の
代涛教授。ⅳ病院情報化研究グループ、責任者は南通大
学の董建成教授。2007年９月17日には陝西省西安市で
医学情報学分会青壮年委員会が設立されている。
中華医学会医学情報学分会は設立以来、年１回当該学

門分野の全国規模による年次総会を開催している。また
この期間に、当該学門分野の国家級継続医学教育プログ
ラムと訓練講習を多数実施している。
現在、中華医学会医学情報学分会の主任委員は代涛、

事務長は楊民である。

(6)眼科学分会
19世紀初頭、眼科の分野に西洋医学が伝わり、中国の

眼科医師の人数及び学術レベルが次第に向上していっ
た。20世紀初頭には、一部地域の眼科医師によって地方
眼科学会が設立された。
1937年４月、中華医学会第12回全国会員代表大会に

出席した眼科代表が正式に全国統一の中華医学会眼科学
会設立を宣言した。周誠滸、林文秉がそれぞれ正、副会
長に就任し、学会は上海市に置かれたが、同年の盧溝橋
事件により、分会の活動は一時停止した。1947年、南京
市で中華医学会第15回全国会員代表大会の開催期間に、
眼科学会の活動も再開され、林文秉、陳耀がそれぞれ正、
副会長に就任した。
1950年８月に北京市で開催された中華医学会第16回

全国会員代表大会に出席した眼科代表が中華眼科学会
委員会委員の改選を行い、畢華徳、羅宗賢がそれぞれ正、
副会長に就任した。この会議で、眼科学会定款が採択さ
れ、正式名称を「中華眼科学会Chinese Ophthalmological 
Society」とした。同年、眼科学会は中華医学会に伴って
上海市から北京市へ移転した。その後、各省市眼科学会
が続々と設立され、又組織活動は回復していった。
1965年、中華眼科学会の名称で全国眼科学術会議が単
独で開催され、これは「第１回」中華眼科学会全国眼科
学術会議と称した。1979年には第２回全国眼科学術会議
が開催され、その後は４年に１度、1984年に南寧市で第
３回会議、1988年に南京市で第４回会議、1992年に北京
市で第５回会議、1996年に杭州市で第６回会議、2000年
に上海市で第７回会議が開催されている。
全国眼科学術会議は2002年から２年に１度の開催と

なり、2005年以降は毎年開催されるようになった。すで
に第13回会議まで開催されている。11の眼科専門研究
グループが専門学術会議を開き、眼科専門学術レベルの
発展を推進している。
アメリカ中国系眼科学会（CAOS）の提案を踏まえ、眼

科学会常務委員会は顕著な貢献があった眼科医師を表彰
するために、1992年から全国規模で、ゴールデンアップ
ル、ゴールデンキー賞の選考、発表を行っている。その
後、特別功績賞、中華眼科学会賞や国際金賞などが増設

された。
1930年初めに、周誠滸、畢華徳が眼科文献の発表のた

め、当時の『中華医学雑誌』に眼科文献専門号を編集出
版することに尽力し、1943年までに11回出版されてい
る。1950年10月１日には、中華眼科学会は正式に『中華
眼科雑誌』を独自に出版し、季刊誌、隔月誌、月刊誌とそ
の発刊間隔は変化してきた。近年においてはページ数も
増え、64ページから96ページと厚みを増した。
中華眼科学会の会員は1950年には101人であったが、
2000年には4,000人が登録されている。当時の全国眼科
医師数は22,000人ほどであった。中華眼科学会は年々国
際眼科学界との関係を広げていき、幾度も国際眼科学術
会議を主催開催してきた。そして趙家良教授の努力によ
り、2004年、2005年には、中華眼科学会は国際眼科学連
合（IFOS）とアジア太平洋眼科学会（APAO）の一員と
なることができた。
現在、中華医学会眼科学分会は第９期になり、黎暁新
教授が第９期の主任委員に就任した。今期の眼科学分会
の活動目標は、眼科医師の学術レベルの向上、眼科科学
の進歩、中国眼科界の国際化、眼病患者への良質なサー
ビスの提供を促すことにある。

(7)胸部心臓血管外科分会
中華医学会胸部心臓血管外科分会は1985年８月に設

立され、最初の主任委員は人民解放軍総合病院の蘇鴻煕
教授が担った。その後1988年、1992年、1996年、2002年、
2006年、2009年（第２期～第７期）にかけ胸部心臓血管
外科学分会委員会で改選が行われ、主任委員はそれぞれ
中国人民解放軍総合病院の蘇鴻煕教授、首都医科大学附
属北京安貞医院の孫衍慶教授、中国医学科学院阜外心臓
血管病医院の朱暁東教授（２期連続）、中国医学科学院阜
外心臓血管病医院の胡盛寿教授（２期連続）が務めた。
中華医学会胸部心臓血管外科分会は瀋陽市、西安市、
北京市、昆明市、蘇州市、成都市、広州市などで９回の全
国胸部心臓血管外科学術会議を開催してきた。1999年に
は国際肺癌学会（International Association for Study of 
Lung Cancer,IASLC）と協力し、1999年、2000年、2002
年、2005年に瀋陽市、北京市、南寧市、ハルピン市で第
１～４回IASLC中国国際肺癌学術研究討論会を開催し、
2004年には世界心臓胸部外科学会（The World Society 
of Cardiothoracic Surgeons,WSCTS）と協力し、中国主
催の第14回WSCTS国際心臓外科医師大会を開催した。
2009年３月に台湾胸腔及び心臓血管外科協会連合と共に
台北で「2009海峡両岸胸腔及び心臓血管外科医学会議」
を開催し、2010年には中華医学会第10回全国胸部心臓血
管外科学術会議及び第20回アジア心臓血管胸部外科医
師協会大会を開催した。分会青年委員会は毎年「中華医
師会心臓血管胸部外科青年医師フォーラム」を開催し全
国の青年医師から好評を得ている。分会主催の各種学術
活動により胸部外科技術は広く普及し、中国の胸部外科
レベルを向上させる重要な基盤となり、胸部心臓血管外
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科事業の進歩と発展に大きく貢献している。そして、国
内胸部心臓血管外科専門家からも高い評価を得ている。
分会は次世代の胸部心臓外科医師の育成を重要視して

おり、積極的に青年医師を教育及び訓練するシステムの
基礎を構築している。近い将来、青年医師臨床訓練基金、
科学研究特別プロジェクト基金、毎年開催される全国大
会での「青年優秀論文賞」を３つの柱として立ち上げ、
青年医師に研鑽を積ませ奮い立たせることを目標にして
いる。
分会は国際的な主要学会との協力強化を重要視してお

り、中国胸部外科の国際影響力を拡大してアメリカ胸部
外科学会（AATS）、欧州心臓胸部外科学会（EACTS）な
どと公式な関係を築き、胡盛寿主任委員がAATSの委員
に選ばれるに至っている。アジア胸部心臓血管外科学会
（ATCSA）においては「一つの中国」という原則のもと、
中国は当該組織内で合法的な地位が回復しており、分会
の国際影響力が年々高まっている。

(8)行動医学分会
「中華医学会活動医学分会」の当初の名称は「中華医学
会行動医学及び生体自己制御分会」であった。中国内の
沈家麒、楊菊賢、楊志寅などの学者の呼びかけで1989年
８月に設立された。1990年10月に天津市で設立大会と全
国第１回行動医学学術会議が開催され、上海中医薬大学
の沈家麒教授が第一期主任委員として選出された。1996
年５月には、上海第二医科大学の楊菊賢教授が第２期主
任委員として選出され、名称を「中華医学会行動医学分
会」と改めた。済寧医学院副院長の楊志寅教授が2005年
１月に第３期主任委員、2009年11月にも第４期主任委員
として選出された。2012年11月には、済寧医学院院長白
波教授が第５期委員会主任委員として選出されている。
中華医学会と歴代の主任委員の指導のもと、学会の趣

旨は堅持され、全国の多くの行動医学従事者の団結、同
従事者への一貫した指導、学会の各制度の真摯な実施、
中国における行動医学の発展促進、世界の行動医学界と
の交流活動の推進、行動医学の基礎と応用技術の普及と
促進、臨床診断と治療及び行動医学分野の人材育成など
に大きく貢献している。2009年、学会は「中華行動医学
賞」を設け、２回の評議選出を行い、楊菊賢、楊志寅が中
華行動医学終身功績賞を受賞、梁浩材、張理義、李振涛
が中華行動医学特別貢献賞を受賞した。
2008年８月、行動医学分会は正式に国際行動医学会に

加盟し、2010年10月には中華医学会行動医学分会青年委
員会を設立した。2012年２月、中華医学会組織管理部の
指導のもと、行動医学分会は９つの研究グループを設立
し、構成人数を確定した。研究グループは、分会の指導
を受け、多種多様な学術活動が行った。山東省、上海市、
湖南省、天津市、山西省、広西省、安徽省、広東省、河北
省、浙江省、甘粛省などの10余りの省や市において、相
次いで省レベル行動医学分会が設立され、一部の地級市
においても行動医学分会が設立されていった。ここ５年

の間に、学会の専門家や会員が国家自然科学基金、国家
科学技術支援計画及び省・部レベルの科学研究プロジェ
クトを担当し、総数では100余りのプロジェクトを実施
している。普通高等教育の「第11次五カ年計画」国家レ
ベル企画テキスト３冊、関係する専門書50冊余りが当会
の責任編集により出版されている。また2007年には、中
心となって編集した『行動医学専門用語の標準化』が国
家専門用語委員会により公布、施行されている。さらに、
学術定期刊行物『中華行動医学と脳科学雑誌』は『中国
語コアジャーナル重要項目総覧』において、コアジャー
ナル、中国科学技術コアジャーナル、中国上級科学技術
定期刊行物とされている。
学会組織に属する専門家は積極的に科学普及教育と社
会公益活動に参加している。「健康になる行動」の科学普
及書籍シリーズの制作は国家科学技術支援計画プロジェ
クト及び中国科学協力重点プロジェクトに加えられ、す
でに30冊余りを編集出版してきた。学会の楊志寅教授、
白波教授、鐘南山会員、王隴徳会員は2010年に上海万博
から招待を受け、彼ら顕著な業績を残した専門家と会員
が一堂に会し健康についての意見交換を行ったことは大
きな反響を呼んだ。「健康になる行動―全国100都市科学
普及教育巡回講演」は全国各地で開催されている。分会
が提唱する行動医学に関する意見の多くはすでに政府に
採用されており、衛生政策の決定や制定の科学的根拠と
なっている。近年、分会は行動医学の新理念を提唱して
おり、例えば「健康になる行動」、「心の健康が健康の源、
健康な行動が健康の基盤」などがある。行動医学分野の
発展を推進するためにも、国民の健康概念を強化するこ
とが重要な要素となる。

3.5　治療ガイドライン
3.5.1　治療ガイドラインの概況
現在、中国国内で示されている治療ガイドラインには、
中華医学会が提唱する『臨床診療ガイドライン』がある。
『臨床診療ガイドライン』は中華医学会が全国の臨床に
関わる医療従事者を対象として、診断治療について著し
た第一部医学学術書であり、国家財政部が支持し、衛生・
計画出産委員会が指導している。
今日の臨床医療行為は情報技術、バイオ技術、その他
のハイテクの発展と応用に伴って、絶えず進歩している。
各関連する学科の専門細分化と重複化がより鮮明にな
り、また、疾病の予防、診断、治療、進行、回復に対する
深い知見も得ることができ、臨床医療行為の発展には目
覚ましいものがある。特に近年、注目を浴びている「根
拠に基づく医療（EBM）」により情報技術の重要性が増
し、大規模なサンプル分析研究を通じた、十分信頼でき
る根拠を基盤として、科学的な診療方法が提案され、良
質な臨床診断治療が実現している。人類の疾病はますま
す複雑になっており、病状も千差万別である。予防、診
断、治療、進行、回復の法則を探求し、医療従事者に進取
の精神を根付かせ、さらなる発展のチャンスを捉えてい
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かなくてはならない。
我が中国の社会主義経済市場と社会サービスの協調

発展に伴い、人々の生活水準は絶えず向上し、医療サー
ビスの質とレベルに対する要求もますます高くなってい
る。医療従事者は全般的な医学理論や知識を備えていな
ければならず、医療機器の操作にも熟練し、豊富な臨床
経験と医者としての正しい品格を備えていなければなら
ない。新しい知識と技術、臨床診断治療レベルを持続的
に向上させることにより、適切な臨床医療行為を提供す
ることが出来るようになる。医療過程においては、病人
に対し厳密な経過観察を行い、迅速で正しい分析、判断、
処理を行い、標準化したサービスを提供しなければなら
ない。
医療従事者の業務レベルを維持するためには、医療

従事者に対して臨床診断、治療行為を具体的に指導し、
また、診療をルールと根拠に基づくものとし、医療従事
者の総合資質、医療サービスの質を向上させることで、
人々の健康水準を高めていかなければならない。そのた
めに、中国の国情に適合する臨床診断治療ガイドライン
が制定されたことは、医療事業の発展過程において非常
に大きな出来事であったといえる。国家財政部の支持の
もと、衛生部は中華医学会の専門家に依頼し『臨床診療
ガイドライン』を編集した。

2001年、『臨床診療ガイドライン』は衛生部の指導のも
と、中華医学会が先頭に立ち中華口腔医学会と臨床専門
に密接に関係する56の専門分会を組織化、数千名の専門
家が４年の歳月をかけて編集したもので、全国各医療機
関及びそこで従事する医療従事者が臨床医療行為におい
て参照使用できるものを提供した。
『臨床診療ガイドライン』は各学科に応じて分冊形式
で順次出版されている。現在、出版されている各学科
の『臨床診療ガイドライン』の分冊は以下の通りである
（表3-5-1）。

『臨床診療ガイドライン』は現状では国内唯一の系列
的医療ガイドラインであるが、分冊によっては若干標準
化できていない部分も見られる。例えば『心血管分冊』
はわずか200ページ余りであり、内容も詳細とは言いが
たいため、国家処方集作成においての参考価値は低い。
標準化できていない部分については臨床診断や適切な薬
の処方に影響を及ぼす可能性がある。このため、国が注
力し、権威ある専門家を集め、統一的な新ガイドライン
を作成すべき、または現在のガイドラインを基に国家の
標準医療ガイドラインを改訂し、臨床診療および適切な
医薬品治療のEBMの基礎とすべきことが専門家より指
摘された。

No 分冊名 出版時期 No 分冊名 出版時期

1 物理医学・リハビリ分冊 2005年12月 24 精神病学分冊 2006年02月

2 熱傷外科分冊 2007年09月 25 癲癇病学分冊 2007年07月

3 経腸・非経腸栄養学分冊 2009年01月 26 核医学分冊 2006年12月

4 免疫学分冊 2008年01月 27 手外科学分冊 2006年12月

5 腫瘍分冊 2005年11月 28 神経外科学分冊 2013年10月

6 結核病分冊 2005年06月 29 産婦人科学分冊 2007年01月

7 神経病学分冊 2006年12月 30 疼痛学分冊　 2007年01月

8 リウマチ分冊 2005年06月 31 心臓血管分冊 2009年01月

9 創傷学分冊　 2007年01月 32 呼吸器疾患分冊 2009年01月

10 麻酔学分冊 2006年01月 33 胸部外科分冊 2009年01月

11 伝染病学分冊 2006年12月 34 眼科学分冊 2006年12月

12 看護学分冊 2008年01月 35 口腔医学分冊 2005年06月

13 血液学分冊 2006年12月 36 消化器疾患分冊 2005年06月

14 外科学分冊 2006年12月 37 内分泌・代謝疾患分冊 2005年06月

15 小児内科分冊 2005年06月 38 美容医学分冊 2009年01月

16 小児外科分冊 2005年06月 39 整形外科分冊 2009年01月

17 計画出産分冊 2005年06月 40 重症医学分冊 2009年01月

18 皮膚病・性病分冊 2006年06月 41 耳鼻咽喉頭頸部外科分冊 2009年01月

19 泌尿外科分冊 2006年06月 42 放射線検査技術分冊 2009年01月

20 放射線腫瘍学分冊 2006年03月 43 骨粗鬆症・骨ミネラル疾患分冊 2006年12月

21 美容外科学分冊　 2009年04月 44 臨床病理学分冊 2009年01月

22 心臓血管外科学分冊　 2009年02月 45 急救医学分冊 2009年09月

23 補助生殖技術・精子バンク分冊 2009年09月
出典：中国衛生・計画出産委員会の公式ウェブサイトより作成。

表3-5-1　『臨床診療ガイドライン』分冊目録
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3.5.2　各種疾患医療ガイドライン状況
『臨床診療ガイドライン』は45冊に分冊編集されてお
り、ここでは代表的なもの５冊とその各章各節を紹介し、
読者が中国医療ガイドラインへの全面的な理解を得られ
るようにしたい。

(1)泌尿外科分冊
『臨床診療ガイドライン・泌尿外科分冊』は中華医学
会泌尿外科学分会が編集責任を担う。主要部分は分会常
務委員会が、章節の部分は専門家によって編集されてい
る。初稿の完成後から討議を繰り返し、改訂を繰り返し
てきた。全11章であり、泌尿外科に多く見られる疾病を
可能な限り扱っている。内容は簡潔で要点を押さえたも
のであり、認識の統一、治療の原則の統一を目標とし、
医療レベルの向上と、医学の発展促進に努めている。

出版日時：2006年６月
主要内容
第一章 泌尿、生殖系非特異的感染
第二章 泌尿男性生殖系特異的感染
第三章 泌尿系結石
第四章 前立腺肥大
第五章 泌尿、生殖系腫瘍
第六章 泌尿、生殖系損傷
第七章 小児泌尿外科
第八章 副腎外科
第九章 神経因性膀胱
第十章 腎血管性高血圧
第十一章 泌尿外科におけるその他のよくある病気

(2)神経病学分冊
本書は衛生部より中華医学会に委託され、中華神経病

学分会の権威ある臨床経験豊富で神経病学に造詣の深い
学者が共同で編集を行った。
本書は全部で13章に分かれており、神経系に多く見ら

れる疾病の臨床兆候と診断、治療規則を紹介している。
内容は簡潔で要点を押さえたものであり、実用性が高く
操作性があり、地域や機関、条件が異なる医療従事者や
医療単位のニーズに応えることが出来るものである。
本書では、国内外の最新疾病分類方法、臨床病型、臨
床診断規準、新しい治療法を可能な限り採用している。
例えば多系萎縮、慢性炎症性脱髄鞘性多発ニューロパ
シー、散発性のクロイツフェルト - ヤコブ病、多発性硬
化症、ミトコンドリア性筋障害、神経嚢虫症、遺伝性運
動失調症および急性脊髄炎などがあげられる。一部の内
容は、中国の神経科参考書に初めて掲載されたものであ
る。
本書は神経病学臨床従事者が必ず携帯しなければなら

ない参考書であり、医療行政管理者の技術品質評定にお
ける重要参考書である。

出版日時：2006年12月
主要内容
第一章 脳血管疾病
第二章 中枢神経系感染
第三章 神経系遺伝及び変性病
第四章 運動障害疾病
第五章 中枢神経系脱髄鞘性疾病
第六章 てんかん
第七章 頭痛
第八章 神経皮膚症候群
第九章 脊髄疾病
第十章 末梢神経障害
第十一章 筋肉と神経筋接合部疾患
第十二章 ミトコンドリア脳筋症
第十三章 ナルコレプシー

(3)結核病分冊
衛生部と中華医学会の要求に基づき、結核病学分会が

『臨床診療ガイドライン・結核病分冊』を編集した。本
書は呼吸系結核、肺外結核、結核とそれに関係する疾病、
非結核性マイコバクテリア疾患、結核の化学療法、免疫
治療、呼吸系結核の外科療法、結核の予防と肺結核によ
くある急性重症症状の診療など９章に分けて編集されて
おり、合計十万字余りが記載されている。各章節には結
核の臨床兆候、診断要点、治療原則と方法が詳細に記述
され、抗結核薬の種類と剤型、結核化学療法の基本原則、
結核化学療法対象、結核化学療法プロトコール、医薬品
投与量、用法、主要副作用と対処原則、結核の免疫治療
と呼吸系結核の外科治療、肺結核によくある急性悪化に
対する診療を重点的に紹介し、結核予防の重点対策を簡
明に説明している。本ガイドラインは結核専門機関の臨
床と予防スタッフ及び総合病院専門スタッフが使用する
ことが出来る。

出版時間：2005年６月
主要内容
第一章 呼吸系結核
第二章 肺外結核
第三章 結核と関係する疾病
第四章 非結核性マイコバクテリア疾患
第五章 結核の化学療法
第六章 結核の免疫治療
第七章 呼吸系結核の外科治療
第八章 結核の予防
第九章 肺結核の急性悪化に対する診療

(4)腫瘍分冊
本書は中華医学会の委託を受けた腫瘍学分会により編
集され、認定された臨床診療ガイドライン系列書の一つ
である。当該書は中華医学会腫瘍学会及び中国抗がん協
会の各専門家が共同で編集したものである。全部で12篇
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あり、食道、胃、肝臓、胆嚢、すい臓、大腸など消化器系
腫瘍、及び乳腺、婦人科、頭頸部、肺などの一般的な固形
腫瘍およびリンパ腫の臨床症状、検査方法、診断、治療
などについて詳細に説明している。
本書は内科、外科、腫瘍科の医師が参考に使用するこ

とができる。

出版日時：2005年11月
主要内容
第一篇 頭頸部腫瘍
第二篇 鼻咽頭がん
第三篇 肺がん
第四篇 乳がん
第五篇 食道がん
第六篇 胃がん
第七篇 肝臓、胆嚢、すい臓腫瘍
第八篇 大腸がん
第九篇 子宮頸がん
第十篇 軟部組織腫瘍
第十一篇 悪性リンパ腫
第十二篇 がん性疼痛コントロールと緩和ケア 

(5)てんかん分冊
本書は労働と社会保障部、衛生部と中華医学会が委託

した中国抗てんかん協会が、全国の主要なてんかん診療
治療を行う神経内科、神経外科、小児科、精神科及び中
国医学の専門家を組織して編集した『臨床診療ガイドラ
イン・てんかん分冊』である。全部で９章に分かれており、
てんかんの定義、分類、診断、薬物治療、外科治療、脳電
図の応用と結果判定、てんかんの持続状態及び特殊てん
かんの診療治療策略、予後、それに伴う社会心理問題、中
国伝統医学のてんかんに対する認識と治療原則などを紹
介している。本書は神経内科、神経外科、小児科、精神科
及び基層医療機関の医師がてんかん患者を診察治療する
時の根拠及び参考資料として使用することが出来る。

出版日時：2007年７月
主要内容
第一章 概要
第二章 てんかんの診断
第三章 てんかんの薬物治療
第四章 てんかんの外科治療
第五章 脳電図の応用と結果判定
第六章  てんかん持続状態及び特殊てんかんの診断

治療戦略
第七章 てんかんの予後
第八章 てんかんに伴う社会心理問題
第九章  中国伝統医学のてんかんに対する認識と治

療原則

3.6　医薬品開発業務受託機関
（CRO、Contract Research Organization）
3.6.1　中国CROの沿革
中国のCROはスタートが比較的遅く、その発展は2つ
の要素の影響を受けてきた。
一つは、国外医薬品企業の中国進出が、中国の医薬品
開発業務受託産業の出現と発展を促したことである。国
外医薬品企業は中国に進出した後、国内に国外医薬品企
業の代理として新薬または医療機器の承認手続きを行
うか、または企業のために管理コンサルティングや市場
営業販売計画を行う機関が正式に出現し、これらの機関
が中国CROのひな型となった。1996年、MDS Pharma 
Serviceは中国で北京美迪生薬業研究有限公司を設立し
て新薬の臨床試験研究業務を開始し、中国で最初の真の
意味でのCROとなった。1997年、中国最初の本土CRO
依格斯（北京）医療科技有限公司（Excel Pharaia Studies, 
Inc.）が北京で成立された。
もう一つは、2003年８月に公布された「薬物臨床試験

品質管理規範」（good clinical practice, GCP）における「申
請者は契約研究機関に委託して臨床試験の中の一部の作
業と任務を組織・執行することができる」との規定が中
国CROの発展を押し進めたことである。
2004年時点において中国のCROが400余社に達した
ことを示す文献は複数あり、また、2009年時点において
中国で1000余社のCROが大量に出現していることを示
す文献もある。業界内専門家の推定によると、現在中国
国内で臨床試験研究及び関連サービスを専門的に注力し
ている本土のCROは150～200社前後を数える。現在、
中国の医薬品開発業務受託市場は急速に拡大しており、
本土のCROも徐々に強大になっている。2004年12月に
成立した本土CROの杭州泰格医薬科技股份有限公司（泰
格医薬）は、2012年８月17日に深圳証券取引所の創業板
（GEM、成長企業市場）に上場している。現在、ますます
多くのCROが新薬研究開発に参画している中で、一部の
国家重大新薬イノベーション、「863」、「973」等の科学技
術プロジェクトの実施過程においても、CROの姿が徐々
に散見されるようになってきている。

3.6.2　中国CROの現状
(1)中国のCRO市場
現在、CROは北京、上海、南京と天津に集中している。
2008年、上海の医薬品開発業務受託の業務量は28億人民
元で、中国市場の30％を占め、CROは300社を数え、主
として上海張江生物医薬基地（張江薬谷）に集中してい
る。北京の医薬品開発業務受託の業務量は20億人民元
で、中国市場の20％を占め、CROは200社を数え、主と
して中関村生命科学園に集中している。南京の医薬品開
発業務受託の業務量は５億人民元で、中国市場の６％を
占め、CROは50社を数え、立地は比較的分散している。
2005年、中国の医薬品開発業務受託の市場規模はわず
か2,500万米ドル前後で、同時期のインドCROの市場規
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模の１／５程度であった。世界的な医薬研究開発の段階
変化のに伴い、臨床研究に関連する中国医薬品開発業務
受託産業は、2010年には世界の医薬品開発業務受託産業
360億米ドル市場の内の約５％のシェア、約18億米ドル
を勝ち取ることが予想されていた。2011年にプライス
ウォーターハウスクーパースが世界に発表した「アジア
地区医薬品開発業務受託の発展の動向」の報告によれば、
コスト、リスク及び市場のチャンスの３項目の指標に
従って評価すると、中国の医薬品オフショア開発業務受
託市場は2012年に7.91億米ドル近くの規模に達し、複合
年間成長率は33％となることが見込まれると指摘した。
中国全国医薬品技術市場協会の調査・試算によると、

2006年～2010年の臨床試験CROの市場規模は17億人
民元から56億人民元に増加し、年平均の複合年間成長率
は34.72％であった。2011年から2013年の年平均の複合
年間成長率は25％であり、2013年の中国国内臨床試験
CRO市場の販売収入は114億人民元に増加することが見
込まれている（図3-6-1）。ある分析によると、2006年の
中国臨床試験受託の市場規模は34億米ドルで、2008年に
はその規模は40億米ドルに達し、更に2011年には71.5
億米ドルの規模に達し、成長速度は15.8％となる見込み
である。このことから、中国医薬品開発業務受託市場は
飛ぶような速さで発展する段階にあることが分かる。

(2)中国CROのサービス業務
中国本土のCROは当初、国外CROが提供したサービ
ス内容を模倣して業務を展開していた。このため、国内
CROが提供するサービスは国外CROが提供するサービ
スと似通っていたものの、国外CROが提供できるサービ
ス項目に完全に肩を並べることはなかった。現在、本土
CROは、市場のニーズと企業の発展に基づいて、サービ
スの内容を絶えず調整及び拡大している。表3-6-1は、中
国本土CROの中で規模が最大でかつ臨床試験及び関連
サービスに力を入れて取り組んでいる「泰格医薬」が提
供しているサービス内容である。

図3-6-1　中国CRO業界の規模および成長

出典：魯菁「中国の医薬研品発業務受託サービス産業発展の研究」（2012）

業務名 業務内容

臨床試験プロジェクトの
計画、管理および
実施のサービス

臨床試験に関する基本文書の準備、例えばプロトコール、症例報告書 (CRF)、被験者同意書等
臨床試験のスタート、例えば臨床試験の責任医師および実施施設の選定、研究者会議のアレンジ、倫理審査、試
験施設との契約等
臨床試験に関する基本文書の準備、例えばプロトコール、症例報告書 (CRF)、被験者同意書等
臨床試験のスタート、例えば臨床試験の責任医師および実施施設の選定、研究者会議のアレンジ、倫理審査、試
験施設との契約等
臨床試験管理、監督、査察と品質管理
臨床試験安全性報告と臨床試験総括報告の作成

データ管理サービス
CRF設計、データ管理計画書、e-CRF設計とEDCシステム管理
データベース構築と検証法の制定、データのダブル入力、データチェックのプログラム化、医学用語コーディング、
Q&A作成、データベース更新、盲検性の確認、データベースのロックと伝送

バイオ統計サービス バイオ統計専門家によるプロトコールの制定及びサンプル数設計、バイオ統計専門家による臨床試験総括報告書
のレビューおよび、ブラインドコードの制定

登録サービスのフロー 登録可能性の評価、登録資料の整理および提出、品質基準再チェック、登録全プロセスの関与

トレーニングサービス
GCP、ICH-GCP実践トレーニング、臨床試験SOPのライティング及び管理トレーニング
臨床試験プロジェクト管理、プロジェクト責任者およびQA/QC査察員、臨床試験データの管理およびバイオ統
計トレーニング

その他 医学報告書の作成、コア実験室、第1相臨床試験、医学翻訳（多言語の相互翻訳、翻訳または同時通訳）
出典：魯菁「中国の医薬品開発業務受託サービス産業発展の研究」（2012）

表3-6-1　中国CROの業務内容（例）

3.6.3　主な中国国内CRO
(1)杭州泰格医薬科技股份有限公司 76

杭州泰格医薬科技股份有限公司（泰格医薬）は医薬品
関連製品の研究開発に専門的に従事している開発業務受
託機関（CRO）で、顧客に対し医薬品、健康食品、診断試
薬、医療機器等の製品に関する一連研究開発といった、
広範囲の専門サービスを提供する。同公司は2002年末に

設立され、本部は杭州に設置され、上海、北京、広州、重
慶等、各地に多数の事務所を設置している。また、2012
年８月には、深圳証券取引所の創業板（GEM、成長企業
市場）に上場している。泰格医薬は中国のGCPと ICH-
GCPに基づいて、中国の国情に適合したSOPを制定する
とともに、SOPに従って厳格に執行してきた。顧客の中
には国内製薬企業だけでなく、国内の多国籍企業や中国
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進出の意欲を持つ国外の医薬品企業もあり、すでにCRO
事業者の中において急成長を遂げている、本土化CRO企
業となっている。
サービスの範囲：各種医薬品の登録、臨床試験管理、

データ管理と統計、医薬品プロジェクトの研究開発サー
ビス、医薬品プロジェクトのフィージビリティスタディ、
専門の翻訳及び登録申請資料整理、GCPトレーニング。
　臨床試験サービスの実績がある分野：B型肝炎抗ウ

イルス薬、抗腫瘍薬及び腫瘍補助用薬、内服・注射抗生
物質、免疫抑制剤、糖尿病治療薬、脳心血管病薬、抗てん
かん薬、抗アレルギー薬物、乳腺増殖治療薬、感冒薬、脂
肪肝治療薬、呼吸免疫刺激剤、B型肝炎ワクチン、インフ
ルエンザワクチン、漢方製剤、整形外科医療器具。

(2)潤東医薬開発（上海）有限公司
潤東医薬開発（上海）有限公司は日本AC メディカル

株式会社（旧クロノバ株式会社）が出資し、旧潤東医薬
研究開発（上海）有限公司を基礎として、2004年に設立
された日中合弁のCRO企業である。本部は上海に置か
れ、北京と日本の東京及び大阪に支店があり、データ
センターは南通にある。この他、広州、南京、杭州、合肥、
武漢、長沙、重慶、瀋陽、ハルビン、成都、西安、済南、長
春、鄭州の14都市に臨床監査チームを配置している。
潤東医薬開発（上海）有限公司は新薬研究開発の各段

階において全面的な臨床試験専門業務を提供できる開発
業務受託機関である。同公司設立後の６年間に、88件の
第１相から第４相までの臨床試験プロジェクトを手掛け
ており、がん、心臓血管、呼吸器、消化器、内分泌、神経、
抗感染症、移植等の分野に及んでいる。

(3)亜邦医薬研究所有限公司
亜邦医薬研究所公司は中国薬科大学、江蘇亜邦薬業集

団股份有限公司及び同公司の科学技術要員が共同出資し
て設立したもので、イノベーション新薬の研究、登録申
請、臨床研究（CRO）、新薬産業化と新薬譲渡を主な業務
とする医薬研究開発のハイテク企業である。公司には研
究開発要員のピラミッド構造が形成されている。新薬の
テーマ選択、立案、プロジェクト化、薬学研究から、新薬
の産業化技術の研究、新薬の申請登録に至る業務をいず
れも独自に完成させることが可能である。
同公司は、化学医薬品合成研究部、医薬品製剤研究部、
医薬品品質コントロール・分析技術研究部、漢方薬抽出・
品質研究部、医薬品臨床研究・登録事務部、中間試験・
生産工場を設けている。
同公司は国内外の著名な医薬研究機構と良好なプロ

ジェクト研究の協力関係を打ち立てている。例えば、国
際的には香港の京威薬業、台湾の佳和桂公司、米国の
ACP社があり、国内では中国薬科大学薬学院、上海医薬
工業研究院、中国科学院上海薬物研究所、北京大学医学
部である。また、同公司は江蘇亜邦薬業集団公司の傘下
にある各製薬企業二類に対し四類新薬のプロジェクトを

譲渡した他、国内10余の製薬企業に対して技術譲渡と技
術サービスの提供を成功させた実績がある。同公司が研
究開発した新薬のプロジェクトは、上海浦東のハイテク
企業である張江迪賽諾医薬公司、江蘇天禾製薬有限公司、
山東魯南製薬股份有限公司、山西覇王薬業、無錫凱夫製
薬、重慶康爾威薬業有限公司、成都明欣製薬有限公司等
の著名企業に譲渡された実績がある。

(4)天津方恩医薬発展有限公司
天津方恩医薬発展有限公司は天津を中心としてそれ
ぞれ北京と上海に支店を設置するとともに、香港と米国
に子会社を設立し、国内外製薬企業及び生物医薬技術会
社に全面的な臨床新薬開発サービスを提供している。同
公司は国家食品薬品監督管理局の要求に従って、中央実
験室及び薬物ゲノム学の医薬品開発サービスを含む、臨
床１、２、３相の新薬開発サービスを提供することが可
能である。しかもその品質は米国食品医薬品局（FDA）
及び欧州医薬品庁（EMEA）の規格を満たすことも可能
である。同公司の創始者は中国CRO市場の先駆者であ
る。方恩の管理チームは国際的に主要な製薬企業と世界
的に著名な学術機構で数十年の業務経験を有する管理者
によって構成されている。チームの構成メンバーは、世
界の著名なCRO及び製薬企業で数十年の成功を収めた
業務経験を有するとともに、中米両国において多くの新
薬開発プロジェクトの任務を完成させた経験を有してお
り、全プロセスを総合したワンストップサービスを提供
することが可能である。これにはコンサルティングサー
ビス、プロジェクト管理、登録サービス、臨床試験設計、
臨床業務、安全操作、中央検査室と１、２、３相及び４相
のサービスが含まれる。

(5)北京万全陽光臨床研究服務集団
北京万全陽光臨床研究服務集団（VPS万全陽光臨床研

究サービス集団）の前身は万全陽光医薬科技有限公司で
あり、2000年８月に設立された。国内外顧客に対し、国
際水準の化学医薬品、バイオ製剤、漢方薬及び天然医薬
品、医療機器の臨床研究、薬効・薬物代謝・薬理・毒物
の研究、登録及び市場普及の全方位ワンストップサービ
スを提供することに力を入れている。
ここ数年間で完成させた各種研究プロジェクトは80
余項目あり、内分泌、神経、精神、心臓血管、消化器、抗
感染症、腫瘍等10余の治療分野に及んでおり、毎年平均
して40余のプロジェクトが中国各地で同時に展開され
ている。VPS万全陽光は中国市場に立脚して中国の政
策・法規と文化的特色を把握し、また国内の多くの臨床
研究機構、学術団体と良好な協力関係を確立して、国家
食品薬品監督管理総局（CFDA）及び多くの地方食品薬
品監督管理局等の政府機関と良好な意思疎通のチャネル
を形成しており、多くの国内外医薬企業（例えば中国製
薬、上海医薬集団、華源医薬、三九集団、双鶴集団、台湾
永信薬業、韓国Daewoong、インドRanbaxy、フランス
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Sofradim、ドイツRohm、イタリアAMSA、トルコFako
等）を顧客とし、現在は中国内で影響力を有するブラン
ド的専門CRO会社に成長している。
グループの傘下には、５つの研究センター（臨床研究
センター、臨床薬理（薬物代謝学、薬力学及び生物学的同
等性）サービスセンター、前臨床薬理研究センター、デー
タ管理・医学的統計センター及び中央試験室）と３つの
サービス管理部門（医薬品管理部、マーケット部、顧客
サービス部）があり、更に研究サービス部門の外に独立し、
品質監督の役割を果たす品質保証部が設けられている。

(6)北京華禧聯合科技発展有限公司
北京華禧聯合科技発展有限公司は技術イノベーション

と契約サービスを専門的に行う医薬品研究組織で、2003
年に設立され、登録資本は1,000万人民元、現在1,500余
平方メートルの標準化実験室を擁し、科学研究機器と設
備は国際的に一流のレベルに達している。

（a）技術の陣容と管理チーム
同公司は活力に満ち溢れた専門化チームを擁し

ており、平均年齢は35歳未満、博士、修士以上の
学歴の要員は90％を超えている。
同公司の管理層は良好な医薬科学研究のバック

グラウンドを有している。彼らは長年海外と国内
で医薬研究開発の業務に従事し、優れた医薬専門
のバックグラウンド及び医薬品研究開発、上市の
経験を有する、医薬業界におけるエリート組織で
ある。技術面の意思決定層は数十名の医薬大学・
専門学校の博士、修士によって構成される。研究
開発、承認申請及び譲渡した品目は100件近くに
及び、また高い専門リソース総合力及び十余年の
実戦経験を有し、国内外に名を知られた多くの製
薬工場、科学研究機構、病院と長期の広範な協力
関係を有している。

（b）発展の速度と業績
同公司は長期にわたって各種新薬の研究開発に

力を入れて取り組んでおり、同時にその強力な業
界内協力のバックグラウンドを基に、大量の医薬
研究開発サービス業務を引き受けてきた。
ここ数年すでに研究開発、届出が行われている
漢方薬、西洋薬の新薬は90余を数え、技術譲渡、委
託科学研究契約は70余件、完成させた難易度の高
い生産工程は10余項目、取得した各種臨床、生産
認可書類は20余件、代理登録で取得した臨床、生
産認可書類は60余件となっている。50余項目の漢
方薬、西洋薬が現在研究開発、届出の段階にある。
同公司はこの他に多くの工場から委託された難

易度の高い新薬製剤の開発、生産技術の移転業務
を受け持ち、大量の漢方薬フィンガープリントク
ロマトグラムの業務及び国内新薬原料の加工、輸

出業務における中間体ロット加工、不純物調製の
業務を引き受けている。10余件の輸入登録業務
を代理し、多くの特許、知的財産権の方面にかか
わるコンサルティング及び情報サービスを手掛
け、多くの医薬品上場企業のために技術コンサル
ティングとサービスを提供した。多くの漢方薬、
化学医薬品の受託臨床試験が現在進行中である。

(7)北京依格斯医薬技術開発有限公司
北京依格斯医薬技術開発有限公司は1999年に登記・
設立された。同公司は製品登録、プロジェクト管理、１
～４相臨床試験と国際多施設共同臨床試験の監査、被験
者の募集、データ管理、生物統計とコンサルティングを
含む薬品臨床開発に関係する一連のサービスを提供して
いる。同公司の従業員は豊富な経験を有するとともに、
多くの分野において実績を上げており、業界からは中国
で先頭を行く開発業務受託機関であるとみなされてい
る。同公司は中国の４大都市の北京（本部）、上海、広州、
成都に事務所を設けており、全国的に名を知られた病院
や主要研究者と幅広く、より深い協力を行っている。、ま
た40余の多国籍及び国内製薬企業からも認められた存
在となっており、更に政府部門、工業界、病院、研究機関
と広範な交流と緊密な連携を保持している。

(8)北京精誠CRO
北京精誠CROは医薬品研究開発及び医薬品市場研究
分野で活躍している専門のサービス提供機関で、国内で
先頭を行くCRO企業である。同公司は2001年に設立さ
れ、中国で最も早く成立したCRO企業の一つである。本
部は北京に置かれ、上海に分公司（支社）が設置され、米
国、英国、ドイツ、日本に支社が設置されている。
北京精誠CROは中国に立脚し、世界に眼を向け、伝統

医薬品及び新興のバイオ医薬品技術産業の研究開発過程
と医薬品市場研究分野に焦点を当て、顧客のために専門性
の高い技術的解決案を提供している。同公司の主な業務
範囲には、医薬品臨床試験の組織と運営管理、医薬品・医
療機器・健康食品の登録及び市場進出サービス、医薬品
業界市場研究とコンサルティングが含まれる。協力関係に
ある顧客には、大型多国籍製薬会社、国内研究開発型製薬
企業、関連する政府機構及び専門学術団体等が含まれる。

3.6.4　主な外資CRO
(1)クインタイルズ（Quintiles Transnational、昆泰医薬）
1984年設立、本部は米国ノースカロライナ州に置かれ、

53の国に事務所を設け、業務は60余か国に及び、専門要
員は25,000名を超える。クインタイルズは世界で最も売
れている30種類の薬品及び最も売れている９種類のバ
イオ製剤の研究開発または商業化の業務を完成させる支
援を行った。
1997年、クインタイルズは上海に事務所を設置し、
2001年に単独資本の昆泰医薬発展有限公司を設立し、本
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部を上海に設置した。その後北京、香港で分公司（支社）
を設立、そのサービス範囲は臨床試験、中央実験室及び
データ統計等の多岐にわたる専門性の高いサービスを
カバーしている。2011年末時点において、クインタイル
ズは中国の10都市で事務所を設け、326名の従業員を擁
している。その内、2011年に増員した従業員数は100名
を超えている。2011年の中国における年間利益は1億米
ドルに達し、2010年と比べて利益は250％増加し、収入
は39％増加した。2011年12月、クインタイルズは、中国
本土のバイオ医薬品企業及び多国籍医薬品企業の中国に
おける臨床試験研究展開のニーズを満たすため、北京で
CRO企業である昆拓公司を設立した。

(2)コーヴァンス（Covance、科文斯）
1997年設立、本部は米国ニュージャージー州プリンス

トンに置かれ、世界の30余の国と地域に事務所を置き、
１万名を超す従業員を擁し、42％の従業員が米国国外で
執務しており、世界のバイオ医薬企業に臨床試験の監査、
管理と薬品登録のサービスを提供することを狙いとして
おり、世界で二番目に大きいCROである。
1998年、コーヴァンスは中国に北京事務所を開設、業

務は臨床試験のフィージビリティ調査、監査とプロジェ
クト管理、臨床試験拠点の選択と管理、被験者募集、デー
タ管理、バイオ検査、医薬品登録、バイオ分析と中央検
査室等の多方面のサービスをカバーしている。2007年に
は上海国家バイオ産業基地核心区の張江ハイテク園区に
おいて科文斯（上海）中央実験室を設立し、中国におけ
る業務能力をいっそう向上させた。
上場会社の年次報告では、2009年及び2010年のコー

ヴァンスの世界での営業総収入はそれぞれ20億3,847万
米ドル、19億6,263万米ドル、営業総コストはそれぞれ
19億9,098万米ドル、17億3,402万米ドル、純利益はそれ
ぞれ6,745万米ドル、１億7,497万米ドル、粗利率はそれ
ぞれ28.31％、30.09％、純利益率はそれぞれ3.35％、8.96％
であったことが報告されている。

(3)PPD（Pharmaceutical Product Development Inc.）
1985年設立、本部は米国ノースカロライナ州ウィル

ミントンに置かれ、世界42カ国に85の事務室を置き、
11,000名の従業員を擁している。48％の従業員は米国国
外で執務している。
2003年、PPDは北京に代表事務所を設立、その後上海、

成都、広州にそれぞれ事務所を設置するとともに、江蘇
省泰州でワクチン臨床研究センターを設置した。2008年、
PPDは北京協和洛奇生物医薬科技発展有限公司と単独協
定を締結し、PPD中央実験室の業務を中国に進出させた。
さらに2009年、PPDは中国本土CROの依格斯の買収に
成功、PPDのアジア太平洋地区における２～４相臨床試
験、データ管理、バイオ統計、臨床試験品質保証と世界薬
品登録法規事務等の面におけるサービス能力を一層拡充
し、中国地区のために300余名の従業員を増員した。

上場会社の年次報告では、2009年及び2010年のPPD
の世界での営業総収入はそれぞれ14億1,057万米ドル、
14億1,677万米ドル、営業総コストはそれぞれ12億8,812
万米ドル、12億 454万米ドル、純利益はそれぞれ１億
2,733万米ドル、１億5,161万米ドル、粗利率はそれぞれ
48.10％、48.35％、純利益率はそれぞれ8.43％、11.24％
であったことが報告されている。2011年10月、PPDは
カーライル・グループ（Carlyle Group) と Hellman & 
Friedmanにより39億米ドルの現金で買収され、現在は
すでにナスダック市場から撤退している。

3.6.5　中国CROの展望
(1)中国医薬品開発業務受託機関市場は絶えず拡大して
いる
第一に、欧米の医薬品開発業務受託サービス産業の
中国への移転を主な原因として、中国医薬品研究開発業
務受託産業が急速に発展している。現在、中国はすでに
インドを上回り、医薬研究開発業務受託において最初に
選ばれる場所となっている。ここ数年、国際多施設共同
試験の中国における実施数は急速に増加しており、2004
年の50未満から2007年には250近くに成長している。
第二に、多国籍製薬企業が中国に製品を送り込む速度
と規模が増加している。多国籍企業、例えばノバルティ
ス、アストラゼネカ、グラクソ・スミスクライン等の企
業は、次々と中国に全機能型の世界研究開発センターの
設立を開始している。中国で臨床試験を展開することに
より、新薬研究開発と中国での販売開始との間の期間を
短縮することができる。
第三に、中国医薬品開発業務受託産業内部のニーズが
増加している。中国経済の飛躍的な発展に伴い、政府は
バイオ医薬品産業を重視するようになり、一部の本土製
薬企業の自主的イノベーション能力は増強され、その実
力と新薬開発能力は、すでに世界において臨床試験と国
外での登録申請を行うことができるレベルとなってい
る。例えば天津天士力製薬は、将来米国へ進出し臨床試
験用の新医薬品の申請（IND）を行う意向を示しており、
山東緑葉、和記黄埔、恒瑞、先声、華医薬、新生源等はい
ずれも独自の考えをもっている。質的に高いCROがこ
れらの企業を支援して医薬品研究開発及び関連の業務を
完成させることが必要となっており、本土の医薬品企業
と質の高いCROや米国FDAが認可するCROとが協力
する機会が増加している。
第四に、国家食品薬品監督管理総局（CFDA）が新薬
研究開発に対する監督を強化している。本土医薬品企業
の高水準、高品質の医薬品開発業務受託サービスに対す
るニーズの増大に対して、中国CRO市場の急速な成長は
必然的な趨勢となるであろう。
(2)市場の変化は頻繁で、本土CROサービスの品質のた
ゆまぬ向上と産業集中度の増加をもたらしている
現在、中国本土のCROは、無から有へと規模を絶えず
拡大しており、自己のブランドとサービスチームを段階
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的に確立している。ただし、本土のCROは専門水準、提
供する臨床試験の規格、規範性、資料の真実性と信頼性
の面において国外CROと比べてまだ一定の隔たりがあ
る。CROが受け持つ業務は世界製薬工業の価値の連鎖に
おける重要な一環であり、品質基準体系においては必ず
世界的な標準と軌道を一つにしなければならず、そうし
て初めて世界の医薬研究開発産業の連鎖の中に入ってい
くことができる。
市場の拡大に伴い、市場競争は日増しに熾烈になって

おり、一部の本土CROの水準は徐々に向上している一
方で、低水準のCROは次第に市場から淘汰されている。
CRO市場の合併・買収、合弁、リスク投資と上場等の市
場の動きは頻繁であり、例えば2008年及び2010年、泰
格医薬は２回にわたり、中国を代表する大型ベンチャー
キャピタルの啓明創投（Qiming Venture Partners）のに
よる出資を獲得し、2012年８月には深圳創業板（GEM、
成長企業市場）に上場し、CRO市場に衝撃を与えた。
2009 年、本土のCRO依格斯はPPDに買収され、2011
年、中国・米国の合弁会社である北京の凱維斯公司は
アイルランドのアイコン（icon）に買収され、2011年
１月、康龍化成（Pharmaron）は維通博際（中国）公司
（Bridge Laboratories China）を買収、医薬品受託製造機
関（CMO）の巨頭薬明康徳公司（Wuxi PharmaTech）は
上海の臨床研究に従事していたサービス会社２社を買収
して臨床試験の分野への進出を開始した。

(3)市場は低レベルの価格競争から技術とコア・コンピ
タンスの競争に方向転換している
市場競争は商品経済活動の普遍的な法則であり、また

CROが必然的にすべての商品生産者と同じように市場
競争の中に巻き込まれていくことを決定づけている。現
在、中国の臨床試験開発業務受託産業の集中度は高いも
のではなく、市場競争は全体的には相対的に低いレベル
に置かれており、依然として価格競争に集中している。
医薬品研究開発業務受託の発展と中国の臨床試験法規

の不断の確立と整備により、本土のCROは臨床試験の質
を重視するようになっている。本土のCROは、合弁また
は戦略的協力等の形式を通じて国外CROの先進技術、例
えば国際化の基準に合致するSOP、品質コントロール体
系または管理の経験を学習しており、最短の時間で多国
籍CROとの間の隔たりを縮小することに努力している。
同時に、個別のCROは戦略的高度な立場に立って、臨
床試験の細分化された市場への進出を開始している。例
えば永銘誠道（北京）諮詢有限公司と米国心臓血管研究
基金会（CRF）は協力関係に基づいて、心臓血管ステン
トまたはバルーンの臨床研究に力を集中するとともに、
CRFの援助の下、中国国内唯一の心血管インターベン
ションの中核的実験室を立ち上げた。現在、市場の競争
は価格競争から質の競争、種類の競争、宣伝の競争、サー
ビスの競争等のレベルの高い競争へと方向を転換してお
り、コア・コンピタンスの競争の芽が出始めている。

(4)国外CROが本土CROのシェアを奪い始めた
過去の10余年間、国外CRO、例えばクインタイルズや
PPD社は、一般的にはイノベーション医薬品国際多施設
共同臨床試験の中国本土における研究だけを受け持って
おり、ジェネリック医薬品の臨床試験は行っていなかっ
た。臨床試験実施の過程においてはFDAの規格に厳格
に従い、かつ徴収する費用は高かった。一方、本土製薬
企業のニーズは、CROの協力を通じて、ジェネリック医
薬品をできるだけ速やかにCFDAの登録に合格するよ
うにさせることであった。即ち、国外CROのサービス内
容と本土製薬企業のニーズとの間には交わるところがな
く、かつ本土製薬企業もクインタイルズのような多国籍
CROを雇用し彼らのためにサービスを提供してもらう
ための十分な資金支払能力を有していなかった。中国本
土CROが徐々に強大になり、その能力が高まり、中国医
薬品開発業務受託サービス市場の急速な拡大に伴い、多
国籍CROの市場占有率は減少している。現在、多国籍
CROは中国市場に注目し始めるとともに、相応の投資を
増やしている。例えば本土製薬企業のニーズを満たすた
め、多国籍CROは本土製薬企業に狙いを定めたCROを
設立し、または本土もしくは合弁のCROの買収を進め、
中国本土バイオ医薬品産業のニーズを満たし、本土CRO
のもとからある市場占有率を奪い取ろうとしている。例
えば2009年、PPDは依格斯を買収、2011年、アイルラン
ドのアイコン（icon）は北京凱維斯公司を買収、2011年、
クインタイルズは中国本土においてCRO企業である昆
拓公司の設立を発表している。

(5)政府は医薬品開発業務受託を重視し、産業発展の環
境が絶えず最適化されている
金融危機の発生にともない、多国籍製薬企業は医薬品
開発業務受託の役割をますます重視するようになり、医
薬品開発業務受託サービスの発展は経済発展の趨勢に順
応し、順調な発展を継続して維持してきた。国際医薬品
開発業務受託の方向転換がもたらした新しいチャンスを
捕らえるため、中国政府は直ちに医薬品開発業務受託の
発展を促進する政策を打ち出し、戦略的角度から計画を
進め、中国医薬品開発業務受託の発展を促進した。
国際医薬品開発業務受託産業の転換を秩序正しく受
け継ぐため、中国は「十一・五計画77」の中で、全国で複
数の開発業務受託拠点を建設しなければならないと明確
に提起した。2006年、中国商務部は前後して16の開発
業務受託拠点都市と４つの開発業務受託モデル園区を
認証し、全国の開発業務受託産業の発展に対して模範と
なる役割を果たすよう期待した。同時に、中国政府は北
京、上海等の20のモデル都市において開発業務受託産業
の試験的業務を実行するとともに、一連の奨励と支援の
措置を公布した。これには、税金の優遇、財政資金の支
援、実用的人材のトレーニング等の措置が含まれる。中
国の医薬品開発業務受託産業に対して、2007年、国家食
品薬品監督管理局が公布した「薬品登録管理規定」（局令
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（2007）第８号）はその中で、「国は新薬を研究、創出する
ことを奨励し、新しく作り出した新薬、難病、症状の重
い病気を治療する新薬に対しては特別な審査・認可を実
行する」と明確に指摘し、医薬研究開発の業務を直接後
押しするだけでなく、一歩進んで医薬品開発業務受託の
市場拡大を間接的に刺激した。2008年、中国国務院（中
央人民政府）は「重大新薬創製」科学技術重大特別項目
実施案を承認、「十一・五計画」期間だけで、特別項目の
資金は168億人民元に達しており、「十二・五計画」期間
の医薬分野における政府の支援は400億人民元に増加す
ることが見込まれている。2010年６月、「重大新薬創製」
科学技術重大特別項目の「十二・五計画」実施計画が公
布され、医薬品開発業務受託産業とバイオ医薬産業に対
する多項目の優遇政策とサポート政策が打ち出された。
これらは、医薬品開発業務受託産業の健やかで持続的な
発展にとって有利なものとなっている。
現在、政府の新薬研究開発分野における政策的支持と

資金的支援、及び国内医薬市場の環境の変化は、本土医
薬企業に新薬創新の研究業務を重視し始めるよう促して
いる。新薬研究開発への投資は年を追うごとに増加する
様相を呈し、新薬の研究開発を主な経営目的とした医薬
企業が数多く出現するなど、CROの発展のための環境は
大きく改善されている。

3.7　臨床検査
3.7.1　臨床検査市場
(1)発展の概況
臨床検査市場とは一般的に臨床検査の外部委託事業の
市場を指している。国の医療制度の影響により、中国臨床
検査市場の発展は比較的遅かった。1980年代中期、複数
の医学検査機関は、検査業務の院外向けサービスの試行を
開始し、その後、様々な形式の検査業務サービスが現れた。
これらの業務は主に医学ハイテク企業や病院のオープン
実験室より提供されたもので小規模なものであった。真の
意味での中国臨床検査企業は、21世紀初頭に出現した。
中国臨床検査市場は、近年急速に発展している。市場

規模は、2006年の1.7億人民元から2010年の12億人民元
へと、急速に増加した。この５年間における年平均成長
率は、それぞれ63％に達しており、2011および2012年の
年平均成長率はいずれも45％前後を維持し2012年の市
場規模は25億人民元に達した。
中国臨床検査企業数は、2014年にはおおよそ110社
で、そのほとんどが小規模なものである。主要な企業
は迪安診断（DIAN Diagnostic)、達安基因、金域検験
（KINGMED Diagnositic)及び艾迪康（ADICON）であり、
この4社で中国臨床検査市場シェアの70％を占めている。
臨床検査企業は総合型と専門型に区分され、それぞれ

についてチェーン型と非チェーン型がある。
総合型臨床検査企業の業務範囲は、生物化学、酵素免

疫、放射線免疫、PCR、微生物、染色体検出、骨髄細胞の
分析および組織病理、細胞病理及び検査等である。この

他、迪安診断、達安基因、金域検験及び艾迪康等に代表
される一部の企業は、検査用品の製造や販売代理の業務
を提供する。
専門型臨床検査企業の業務範囲は、単一な臨床検査の
アウトソーシング・サービスである。代表的な企業とし
て、北京迪諾、広州致遠等がある。

(2)関連政策
中国臨床検査市場の近年の急速な発展は、政府の打ち
出した新政策によるところが大きい。
衛生部は、2009年12月「医学検験所基本標準（試行）」

を公布し、初めて医学検査所（独立医学実験室）を医療
機関と定義し、同時に関連の従事者、設備、環境及び企
業の資本金等に関する要求を規定した。
本規定に基づき、医学検査所（医学独立実験室）の設立

にあたっては、申請の上認可を経て、「医療機構執業許可
証」（医療機関業務実施許可証）を取得する必要があり、
そのプロセスにおいては、環境保護部門、公安部門による
許可も必要とされている。申請後、許可証を取得するま
でおよそ１年、またはそれ以上の時間を必要とする。業
界の基準は「校正および検査実験室の認可規程」（ISO／
IEC17025）、「病院実験室品質管理」（ISO15189）である。
医学検査サービス業界は、主として衛生行政管理部門、

食品薬品監督管理部門、品質技術監督部門からの厳しい
監督管理を受ける。この他、医療検査機関が独立した司
法鑑定業務に従事する場合、司法行政部門からの認可と
監督管理を受ける必要がある。
2012年６月、国務院は「県級公立病院総合改革の試行

地区に関する意見」を公布し、初めて「資源の集約、検査
センター設立の推進及び医療機関での検査結果の相互承
認の推進を奨励する」ことを打ち出した。これは政府が
初めて臨床検査のアウトソーシング形式を公式に承認し
たものである。
2013年10月、国務院は「健康サービス業発展の促進に
関する若干の意見」を公布し、初めて「アウトソーシン
グサービスに大いに力を注ぎ、専門医学検査センターの
発展を導くこと」を明確にした。同時に政府は疾患の早
期予防・早期診断等の制度を推奨しており、臨床検査市
場に対して更なる発展のチャンスを与えている。

3.7.2　主な臨床検査企業
(1)迪安診断（DIAN Diagnostic)
迪安診断は検査サービスアウトソーシングをコア業務
とする臨床検査サービス機関であり、2001年に設立され、
2011年７月に株式上場した。迪安診断の業務内容は、司
法鑑定、検査製品の販売、検査技術の研究・開発などで
あり、杭州、南京、上海、淮安、温州、済南、瀋陽、黒龍江、
佛山に拠点を設けている。
迪安診断グループの一員である迪安遺伝子工程は、中
国で最も早くから、遺伝子検査技術の研究・開発および
サービス提供に携わる専門機関の一つである。
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また、迪安診断は、医療検査機器及び臨床検査試薬のサ
プライヤーとして、国際的にも最先端の医学臨床検査技
術及び設備を中国に導入することに力を入れている。ス
イスのロシュ（ROCHE）、ドイツのEUROIMMUN、フラン
スのビオメリュー（BIOMERIEUX）及びSTAGOなどの
著名なグローバル企業の中国における販売代理店となり、
取扱製品は臨床化学、免疫、分子検査、病理検査、微生物、
血液凝固、自己免疫などの専門分野をカバーしている。
迪安診断の2011年売上高は、前年比40.55%増の4.82

億人民元であった。医学検査サービスと体外診断製品の
増加が同様に順調であり、増加率はそれぞれ40.29%と
40.89%であった。また、2012年上半期の売上高は、3.16
億人民元で、そのうちアウトソーシング・サービス分野
が大幅に増加した。

(2)達安基因
達安基因（中山大学達安基因公司）は2001年に設立さ

れ、臨床検査、医学病理、科学研究協力および臨床試験
などの４つの分野において、以下のサービスを提供する。
サービス範囲：体外診断試薬及びバイオ製剤、健康食

品、医療設備の研究。食品検査・測定機器設備、ソフト
ウェアシステム及び関連技術サービスの研究・開発・販
売。体外診断試薬の製造。技術コンサルティングサービ
ス。医学検査、病理検査。
また、広東、上海、四川（成都高新区）、安徽、江西、雲

南等の省に拠点を設けている。
達安基因は近年、比較的高い成長の勢いを保持して

いる。売上高についてみると、2011年は4.57億人民元、
2012年は5.82億人民元であった。また2013年の売上高
は8.57億人民元であり、前年比46.62%増となった。

(3)金域検験（KINGMED Diagnositic)
金域検験は1994年、広州で設立された。主要業務は医
学検査、臨床試験、衛生検査、科学研究サービスであり、
広州、南京、済南、西安、合肥、鄭州、重慶、長春、昆明、
長沙、貴陽及び瀋陽等の都市において、一定の規模の総
合検査センターを設置している。
業務範囲は、医学検査、病理診断、新薬臨床試験、衛生
検査、健康診断であり、現在、1,600余りの項目を検査で
きる。分子病理、細胞病理、血液病理、腎臓病理、医学遺
伝等の分野において専門化促進の土台を構築している。
ロシュ（ROCHE）、ビオメリュー（BIOMERIEUX）、ア

ボット（ABBOTT）、QIAGEN、WIRTION、CCID等の
著名なグローバル企業と戦略的協力を行い、ロシュとビ
オメリューの中国地区における新技術および新製品の協
力モデル基地となっている。

(4)艾迪康医学検査センター（ADICON）
艾迪康医学検査センターは2004年に設立され、全国各
地に展開するチェーン型臨床検査企業であり、医学検査、
医薬品臨床試験、科学研究サービス、健康管理および病

理診断サービスを提供している。
現在、艾迪康医学検査センターは臨床実験室、病理実
験室、生殖・遺伝実験室、医薬品臨床試験実験室、代謝
疾患および理化学分析実験室など、５つのコア実験室を
有し、その下に20の専門臨床実験室が設置され、1,400の
検査項目を提供している。
艾迪康医学検査センターの傘下に上海艾迪康、杭州艾
迪康、済南艾迪康、合肥艾迪康、北京艾迪康があり、また
他の省の検査業界に注目し、進出している。国内のすべ
ての医療機関及び関連業界に専門的検査サービスを提供
することを目指している。
艾迪康医学検査センターは現在、上海、杭州、済南、合
肥、北京、福州、南昌、長春、武漢、南京、長沙、成都、瀋
陽、鄭州と広州の合計15の支店を構築し、全国の数千の
医療機関と協力関係を構築している。
艾迪康医学検査センターは米国のACONLABS実験
室及びジョンズ・ホプキンス大学医学センター実験室と
緊密な協力関係を保っている。両実験室は、艾迪康医学
検査センターに対し全面的な業務および情報のコンサル
ティングを提供し、また同センターの技術者に対するト
レーニングを定期的に実施している。

3.7.3　臨床検査市場の展望
現在、中国における臨床検査市場は歴史的な発展の
チャンスを迎えている。公立病院経費の抑制、基層医療
機関で診療・治療を受ける患者数の増加及び民営病院の
急速な成長という三大要素は、同時に中国の臨床検査市
場の急速な発展を推進するものと予想される。
まず、「薬で医者を養う」状態を解消するプロセスの進
展に伴い、公立病院の収入は大幅な低下のトレンドを表
しており、非常に大きなコスト削減のプレッシャーに直
面するものと予想される。また、近年、中国の基層医療
機関で診療・治療を受ける患者数は徐々に増加している
が、基層医療機関の設備や条件には限界がある。基層医
療機関は臨床検査企業との協力により、比較的小額の投
資をもって、その診断水準を迅速に向上させることがで
きる。更に、国内需要による牽引と政策による奨励を受
けて、中国の民営病院は急速に発展している。経済効果
から考えると、民営病院はよりコストをコントロールす
る必要があるため、臨床検査業務を臨床検査企業に委託
する方向に益々進んでいく。
海外の臨床検査市場の発展プロセスを参考にして、専
門家は、今後5年間で、中国の臨床検査市場は現在の7
倍に拡大し、毎年50％の増加率で成長していくと予測
している。中国医療制度改革の更なる深化に伴い、民間
資本の医療市場への参入及び13億人の医学検査に対す
る巨大なニーズは、医学検査を市場化・集約化の方向に
推し進めることとなる。これらの要因により、中国臨床
検査市場は計り知れないポテンシャルを有していると
言える。
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注釈一覧

第1章
1 市場集中度：主要企業の市場における占有度。
2 化学医薬品：化学合成により得られた原料で製造される医薬品を中心とする概念であり、漢方薬と対比される。詳細は2.2.2.　（4）現行
の「薬品注冊管理弁法」の内容の紹介、（g）化学医薬品の登録分類を参照。

3 計画経済：中央集権的な政治体制のもと、労働以外の資源を政府が所有し、政府の策定した計画に従い資源配分を行う経済体制。
4 大病統籌：一種の高額医療費保険制度。政府の医療補助に加え、各企業の福利厚生資金や利益の中からも一定の金額を集め、職員の高額
医療費に対応する健康保険の資金とするもの。

5 国家薬品標準：医薬品の品質確保を目的として政府が定める品質基準、検査方法及び生産工程などの技術条件であり、国家食品薬品監
督管理局の公布した「中華人民共和国薬典」、薬品登録標準及びその他の医薬品基準を含む。

6 中薬飲片：漢方材料を乾燥・切断・抽出等により加工したもの。
7 中国における「工業」は、日本の製造業に鉱業、エネルギー産業を加えた広い概念である（この「工業」に建築業を加えると「第二次産業」
となる）。

8 重化工業：政府の政策によって重点的に発展を促進する産業を指す（主に重工業、化学産業、電子産業など）。
9 コスト利益率：Ratio of Profi ts to Cost（利益総額÷コスト総額）。
10 基本医薬品：政府の制定する「国家基本薬物目録」に記載される医薬品。
11 規模以上の企業：主要事業の売上が2,000万人民元以上の企業。
12 三多三少：常飲薬・伝統薬・ジェネリック医薬品が多い一方、ブランド医薬品
13 三資企業：中国で外国企業が出資・設立する合弁企業、合作企業、独資企業という3種類の企業の総称。
14 長吉図：吉林省長春市、吉林市の一部地区及び図們江を範囲とする「長吉図開放先進地区」の略称。
15 長株潭：湖南省長沙市、株州市、湘潭市を中心とする湖南東部・中部の一部地区の略称。
16 直報企業：中国統計局に対し企業のデータを直接に報告するシステムに参加する企業。
17 第三者への医薬品の物流資格：中国では、第三者のために医薬品の運送業務を行う場合、政府機関から許可を取得する必要がある。
18 現代物流：情報、運輸、倉庫、在庫、運搬および包装などを包括に提供する物流サービス。
19 医薬品インターネット取引資格：中国では、医薬品のインターネット取引業務を行う場合、政府機関から許可を取得する必要がある。
20 単体店：単体で経営される薬局を指し、チェーン店と対比される。
21 単独都市型：単独の都市内において、チェーン店舗を設置する形態を指している。
22 社区：中国における行政単位の一つで、最末端の単位にあたる。
23 郷・鎮：中国における最末端の行政単位「郷」及び「鎮」を指す。
24 基本医薬品零差率：国が定める「基本医薬品」について、中間費用を削減し、小売価格を押し下げる政策。
25 医療末端：病院及びその他の基層医療機関による患者に対する医薬品販売を指す。詳細は「1.4.1中国医薬品の医療末端市場規模」を参照。
26 補益養生類：「補益」（滋養強壮・免疫力強化の作用）及び「養生」（人間が持つ自然治癒力を引きだす作用）を具備する漢方薬の種類。
27 31か所のサンプル都市：北京、上海、広州、武漢、深セン、南京、杭州、成都、重慶、瀋陽、ハルピン、石家荘、蘇州、無錫、天津、長春、西
安、鄭州、合肥、揚州、長沙、寧波、南昌、昆明、済南、青島、福州、南寧、太原、常州、厦門。

28 調査期間：2013年1月-2013年12月。
29 薬学理科：化学系の学部・学科において薬学研究を行うもの。
30 薬学工科：医薬品の製造を研究する学部・学科。
31 医療末端市場：病院及びその他の基層医療機関による患者に対する医薬品販売の市場。
32 病院末端市場：病院による患者に対する医薬品販売の市場。「医療末端市場」から基層医療機関の部分を除いたもの。
33 高齢者人口：60歳以上の人口を指す。

第2章
34 国家薬典：「薬品標準」（医薬品の品質確保を目的として政府が定める品質基準、検査方法及び生産工程などの技術条件）の一種。
35 正部級部門：日本の行政機関における「省」レベルの政府機構を指す。
36 中薬飲片：漢方材料を乾燥・切断・抽出等により加工したもの。
37 大陸地域：香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾を除いた地域を指す。
38 国家基本薬物目録：2.7.2（2）（b）⑤を参照。
39 局レベル：中国の行政系統（階層）は、上から順に「部」、「局」または「司」、「処」となる。
40 国家標準：中国の国家規格（基準）を指す。
41 衛生部：2013年に計画出産委員会と統合され、「衛生・計画出産委員会」と改称している。
42 中国語：「药品注册管理办法」
43 省局：省・自治区・直轄市級の食品薬品監督管理局を指す。
44 国家局：国家食品薬品監督管理総局（CFDA）を指す。

注釈一覧
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45 国家薬品標準：医薬品の品質確保を目的として政府が定める品質基準、検査方法及び生産工程などの技術条件であり、国家食品薬品監
督管理総局の公布した「中華人民共和国薬典」（国家薬典）、薬品登録標準及びその他の医薬品基準を含む。

46 化学医薬品：定義については、2.2.2.（4）現行の「薬品登録管理弁法」の内容の紹介、（g）化学医薬品の登録分類を参照。
47 中国語：「药物临床试验质量管理规范」
48 同局は、2000年3月に「国家食品薬品監督管理局」(SFDA)に改組された。
49 同局は、2013年3月に「国家食品薬品監督管理総局」（CFDA）に改組された。
50 中国語：「药物临床试验机构资格认定办法（试行）」
51 中医：漢方医学を指す（以下本表において同様）。
52 中国語：「国际多中心临床试验指南（试行）」
53 中国語：「新药注册特殊审批管理规定」
54 国内申請：国内の企業または個人による申請を指す。
55 国際申請：海外の企業または個人による申請を指す。
56 製法特許：製品の製造方法についての特許。
57 製品特許：製品自体についての特許。
58 中国語：「药品不良反应报告和管测办法」
59 中国語：「药品召回管理办法」
60 中国語：「药品经营质量管理规范」
61 社区：社区：中国における行政単位の一つで、最末端の単位にあたる。
62 医薬品の代表品：臨床治療で最も多用されている医薬品（製品）。
63 統籌：全ての企業・機関（雇用者）が公共の基金（医療保険基金）に費用を支出し、かかる基金の資金を保険加入者に対する支払いに当
てるもの。

64 五保戸：衣・食・住・医療・葬儀の5項目について、一定の条件に適合する高齢者、障害者及び未成年者が保障を受けること、またはか
かる保障を受ける世帯。

第3章
65 郷鎮：中国における最末端の行政単位「郷」及び「鎮」を指す。
66 流動人口：戸籍地を離れて都市部などで就職し、生活する人々を指す。
67 衛生部：2013年に計画出産委員会と統合され、「衛生・計画出産委員会」と改称している。
68 郷：中国における最末端の行政単位であり、県の下部管轄行政区を指す。
69 中国語：「职业病防治法」
70 十二・五計画：第十二次五ヵ年計画（中国の第十二番目の五ヵ年計画）。期間は2011年から2015年まで。
71 社区：中国における行政単位の一つで、最末端の単位にあたる。
72 郷鎮：中国における最末端の行政単位「郷」及び「鎮」を指す。
73 公有制：国または集団が所有していること、またはその財産。
74 集団所有制：集団が所有していること、またはその財産。
75  2015年4月現在。
76 3.6.1にて既出の「泰格医薬」である。
77 十一・五計画：第十一次五ヵ年計画（中国の第十一番目の五ヵ年計画）。期間は2006年から2010年まで。
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