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リサーチ・コンサルティング部門 

 

＜中央政策動向＞ 

 

【医療機器の開発、製造】 

 

■2015 年5 月 8 日―「中国製造 2025」を発表 

中国が実施する製造強国戦略の初めの10年計画である「中国製造2025」では、2025年までに日本、米国、ドイ

ツなどの世界の製造強国に仲間入りし、2035年までに中級レベルへアップ、2049年には技術・品質などの総合力

で、世界製造強国のトップレベルとなる将来像が示されている。 

➀イノベーション駆動、➁品質優先、③グリーン発展、④構造 適化、⑤人材本位という「5つの基本方針」が

掲げられ、イメージング設備や医療用ロボットなどの高性能診療設備を含め、10 の分野で国内生産比率を大幅に

引き上げることが発表された。 

また、イノベーション力、品質向上による利益創出率、ブロードバンド環境整備／デジタル制御率、グリーン発

展をはじめとする四つの方面について具体的な指標が12個設定された。イノベーション力についての具体的な指

標としては、一定規模以上の製造業での研究開発費の売上に占める割合が2025 年に1.68%に達すること、一定規

模以上の製造業での有効特許数が2025年に1.1件／億元に達成することがある。 

医療機器領域における要点として、医療機器のイノベーション力と産業化レベルを向上させ、イメージング設

備、医療用ロボット、完全分解血管ステントをはじめとする高価格消耗材と、ウェアラブル、遠隔診療などといっ

たモバイル医療設備を重点的に発展することや、3D プリンターや、iPS を含めた幹細胞などの関連新技術に関し

て技術的な突破を実現することなどが挙げられる。 

－ 国務院 2015/5/8  http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm 

 

■2021 年3 月 13 日―「中華人民共和国国民経済と社会発展第 14 次 5 カ年計画と 2035 年遠景目標要綱」を発表 

本要綱では、「革新」（イノベーション）、「協調」、「グリーン」（エコ）、「開放」、「共有」からなる「新しい発展理

念」に沿って「質の高い発展」を目指す中国経済の今後5年間の姿と、それを実現するための「双循環戦略」を中

心とする方策が示されている。医療に関しては、製造業のコアコンピテンシーの向上や先端医療機器・創新薬の核

心技術を突破することに言及した。 

具体的な方策としては、腔鏡手術ロボット、体外膜肺酸素結合機などの核心技術を突破し、ハイエンド映像、放

射線治療などの大型医療設備・主要部品を開発する。脳ペースメーカー、全分解血管ステントなどの埋め込み型製

品の開発、リハビリテーション補助機器の品質向上を推進する。同時に、薬品と消耗材の集中大量購買と使用改革

を推進し、ハイエンド医療機器を発展させる。革新薬、ワクチン、医療機器などの迅速な審査・認可メカニズムを

完備させ、臨床急需と希少疾病用医薬品、医療機器の審査・認可を加速させ、臨床急需の海外新薬・医療機器の上

市を促進させる等が提示されている。 

－ 中華人民共和国人民政府 2021/3/13  http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm 

 

■2021 年12 月 21 日―10 の部門が「「十四五医療装備産業発展計画」を発表 

2021 年 12 月、10の政府関連部門より医療装備分野の初の国家レベルの産業発展計画--「第14次 5カ年計画」

が発表され、2025年までの全体目標と2035年までのビジョン目標が掲載された。 

2025年までに、医療機器産業の基礎の高級化、全バリューチェーンの 適化・アップグレード、技術力・性能・

品質の強化、産業生態系の完備化、ブランド力の強化という5つのサブ目標が設定され、主流医療装備は基本的に

有効供給を実現、ハイエンド医療装備の性能・品質を向上させ、医療装備業界の体系を形成し、公共衛生への全面

的な支援機能を初歩的に形成する。ブランド力の強化については、6〜8 社の企業が世界の医療機器業界のトップ
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50に入ることを目指す。 

また、診断検査設備、治療用設備、生命維持用設備、漢方医診療設備、妊娠・小児向け観光設備、健康・リハビ

リ用設備、体内埋め込み型医療設備の7つの重点発展領域が明確された。診断検査設備にはハイビジョン3D医療

用内視鏡、7T全身磁気共鳴画像診断装置などの映像診断設備が含まれている。 

2035年までに、医療機器の研究開発・製造・応用は世界先進レベルに達したグロー バル・イノベーション・リ

ーダーを目指している。 

－ 工業和信息化部/国家衛生健康委員会など10部門 2021/12/21  http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/28/content_5664991.htm 

 

【医療機器のマーケットアクセス】 

 

■2016 年10 月 25 日―「医療機器優先承認プロセス」を発表  

「医療機器優先承認プロセス」は、2017年1月1日から実施され、国家科学技術重点プロジェクトや重点研究

開発計画に関連する医療機器、希少疾患や悪性腫瘍の診断または治療、高齢者や子供向けに特化した医療機器お

よび臨床的に緊急性の高い医療機器を優先的に審査する制度である。 

－ 国家薬品監督管理局 2016/10/25  https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20161026164001187.html 

 

■2017 年10 月 8 日―「医療機器市販承認取得者制度」（Marketing Authorization Holder、MAH 制度）を発表 

2017年10月に「審査・承認制度改革深化、薬品医療機器イノベーション奨励に関する意見について」で初めて

提出され、同年 12 月に上海市で試行され、2020 年に全国適用となった「医療機器市販承認取得者制度」（MAH 制

度）の実施によって、薬事登録の主体と製造の主体が切り離された。そのため、研究開発型企業と製造企業との間

の役割分担が可能となり、研究開発型企業が製品ライセンスホルダーとして製品開発による市場収益をより享受

しやすい環境となった。 

同時に、本制度により、外資系メーカーも中国国内での生産品を扱う場合、製造工場の自社保有は必須条件では

なくなるため、国産化に向けた設備投資を大幅に削減することが可能となった。 

－ 中共中央弁公庁/国務院弁公庁 2017/10/8  http://www.gov.cn/zhengce/2017-10/08/content_5230105.htm 

 

■2018 年11 月 2 日―「イノベーション的医療機器特別承認プロセス(2018 年改訂版)」を発表 

本改訂版は2014年版を基に改訂したものであり、2018年12月1日から実施される。イノベーション的医療機

器特別承認プロセスは、中国で特許を取得し、国内初かつ国際的にも先進性が認められる臨床応用価値の高いイ

ノベーション医療機器を優先的に審査する制度である。 

「2018年改訂版」では、適用状況や審査と通知形式を完備し、申請プロセスを細分化し、イノベーション審査の

実効性を高め、イノベーション的医療機器の許可事項変更を優先的に処理することを明確にした。 

－ 国家薬品監督管理局 2018/11/2  https://www.nmpa.gov.cn/ylqx/ylqxggtg/ylqxqtgg/20181105160001106.html 

 

■2020 年9 月 25 日― 「医療機器輸入品の中国国内製造に切り替える際の通達」を発表 

その内容は、既に中国国内で薬事登録した輸入医療機器を中国国内製造に切り替える際、国産品としての薬事

登録プロセスを簡略化する優遇施策である。 

すでに第二類、第三類医療器械の輸入登録承認を取得した製品が中国国内で生産して登録申請する時、医療器

械の科学的な監督管理の原則に基づいて、主要な原材料と生産技術が変化せず、品質管理システムが一致してい

ることを前提に、一部の原申告資料が国内生産製品の登録申告に使用されることが認められる。これは資源を節

約し、審査・認可・認可の効率を高めるのに有利である。 

－ 国家薬品監督管理局 2020/9/25  https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20200925152407171.html 

 

【医療機器の購買と使用】 

 

■2019 年 5 月 28 日―「ファースト台(セット)重大技術装備保険補償メカニズムの試行作業を深く推進することに関する

通知」を発表 

この制度は、2015年から工信部、財政部は保険会社等と連携して導入した国産品購買の促進策である。 
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通知によると、「ファースト台(セット)重大技術装備普及応用指導目録」内の装備を製造し、ファースト台(セッ

ト) 重大技術装備総合保険、あるいは国際通行保険条項で保険に加入した企業は、装備がユーザーに交付され、累

計保険料が20万元に達した後、保険補償を集中的に申請すると規定された。中央財政は対象となる被保険企業に

対し、実際の保険料率3％以下、実際の年間保険料率の80％以下に従って保険補償を行うものである。保険期間は

継続的かつ中断されないものとし、保険補償期間は保険期間に基づいて計算し、3年を超えないものとする。 

－ 財政部/工業和信息化部/銀保監会 2019/5/28  http://www.gov.cn/xinwen/2019-05/28/content_5395560.htm 

 

■2019 年12 月 3１日―「ファースト台(セット)重大技術装備普及応用指導目録(2019 年版)」を発表 

この指導目録は工信部により重大技術装備の発展状況に応じて２～３年ごとに調整するものである。 

「2019年版」では、医療関連設備を含めた24種類のカテゴリーがある。医療設備は2017年版での32件から27

件に減り、ハイビジョン電子内視鏡システム(硬性/軟性)を含めた5件は2019年版で除去された。 

2018 年に発表された「ファースト台(セット)重大技術装備示範応用促進に関する意見」では、ファースト（セ

ット）製品の入札時に、入札単位は、市場占有率や使用業績などの要求を提出し、入札プロジェクトの実際需要を

超えたり、特定製品をセットして評価基準・技術パラメータを設定することはしないことが明確された。 

－ 工業和信息化部 2019/12/31  https://wap.miit.gov.cn/jgsj/zbes/wjfb/art/2020/art_48540fba42264fc896b33e07491b863d.html 

 

■2020 年7 月 4 日―「重大技術装備輸入税収政策管理弁法実施細則」を発表 

本細則によって、重大技術装備製造業の発展促進を図っている。 

本細則では、重大技術装備の輸入税収政策の申請企業条件、免税資格申請手続き、免税資格再審手続きなど細則

を定めた。申請企業は一般的に中国が発展を支持する重大技術装備・製品を生産し、強力な設計・開発・製造能力

と、比較的充実した専門技術者チームを備える企業である。新免税資格認定申請は毎年1回、3年ごとに集中的に

見直す。 

－ 工業和信息化部などの5の部門 2020/7/4  http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n377/c5155272/content.html 

 

■2021 年5 月 14 日―財政部および工信部が「政府輸入品購買審査指導基準」(2021 年版)」を発表 

本指導基準の実行によって、政府購買には「輸入品制限」を推進することを図る。本指導基準では、該当品目を

政府調達する際の国産品の購入割合が100％、75％、50％、25％のいずれかで設定される。収載されている315品

目の半数以上の178品目が医療設備であり、137品目（77％）が100％国産品購入、12品目（6.7％）が75％国産

品購入、24品目（13.5％）が50％国産品購入、5品目（2.8％）が25％国産品購入となっている。 

100％国産品購入と定められた品目には、核磁気共鳴撮像装置（MRI）、デジタルX線撮像システム（DR）、陽電子

放射断層撮像装置（PET）、眼底カメラ、顕微鏡、動態血圧システム、検体検査装置、透析装置、内視鏡（の一部）、

運動リハビリ装置等が含まれており、欧米系医療機器メーカーに限らず、日系医療機器メーカーにも大きな影響

を与えるであろう。 

－ 財政部/工信部 2021/5/14  https://www.txbidding.com/nd.jsp?id=1014&ivk_sa=1024320u 

 

■2021 年6 月 22 日―「研究開発機構国産設備購入の増値税還付管理方法」の改訂に関する告知を発表 

本改訂は、2019年12 月に発表した「研究開発機構設備購入増値税政策の継続執行に関する公告」を基に、実施

期間を2023年12月31日まで延長したものである。条件に合致する研究開発機構が国産設備を購入する際に、本

方法に従って増値税を全額返還することによって、科学研究業界の技術開発を促進することを図る。 

－ 国家税務総局 2021/6/22  http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5166025/content.html 

 

■2021 年12 月 25 日― 「中華人民共和国科学技術進歩法」改訂版を発表 

2022年1月1日、新たに改正された科学技術進歩法が正式に実施された。改訂版では、政府購買の場合、製品の

機能・品質などの指標が政府購買需要を満たすことができる条件の下で、国内の自然人、法人と非法人組織の科学

技術イノベーション製品・サービスを購入するものとし、初めて市場に投入された製品に対して率先して購入し、

商業業績を理由に制限しないことなどと規定されている。 

－ 中華人民共和国第13期全国人民代表大会常務委員会 2021/12/25  http://www.gov.cn/xinwen/2021-12/25/content_5664471.htm 
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■2021 年12 月 10 日― ５の部門が「重大技術装備輸入税収政策の調整に関する目録の通知」を発表 

本通知では、重大技術装備輸入品の免税政策を享受する医療機器の範囲がさらに縮小された。2022 年以降、輸

入免税政策を享受できる医療機器は2019 年の 12 種類から8 種類に減り、国産医療設備の入院をさらに促進され

る。このうち、3.0T 以下の超電導磁気共鳴画像診断装置、64 層以下の多列型スパイラルCT 装置、デジタルX 線

診断装置、デジタルマンモグラフィ装置、画像誘導加速器放射線治療装置、モバイルデジタルX線装置などは「輸

入免税対象外重大技術装備・製品カタログ」に明記されている。 

－ 工業和信息化部/財政部などの5の部門 2021/12/10  http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/19/content_5661949.htm 

 

■2021 年12 月27 日― 「外商投資参入特別管理措置(マイナスリスト)(2021 年版)」、「自由貿易試験区外商投資参入特

別管理措置(マイナスリスト)(2021 年版)」を発表 

２つの管理措置では、外資が「人体幹細胞、遺伝子診断と治療技術の開発と応用」への投資を禁止し、「医療機

関は合併会社に限定される」、外資が「漢方薬の錠剤の蒸し、炒め、炙り、焼成などの砲製技術の応用と漢方薬の

秘密保持処方製品の生産」への投資を禁止することと指摘された。 

－ 国家発展改革委員会/商務部 2021/12/27  http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/28/content_5664886.htm 

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/28/content_5664887.htm 

 

■2022 年1 月 5 日―「第8 回優秀国産医療設備選考申告状況公示に関する通知」を発表 

医療現場での国産医療機器の使用を促進するため、2014年から中国医学装備協会が国家衛健委の依頼で、「優秀

国産医療設備選定カタログ」を実施してきた。2021 年 8月まで計7回が実施され、8月に第8回の選定が開始さ

れた。90 にわたる製品カテゴリーの優秀国産ブランド医療機器が選定された。中国の代表的医療機器メーカーで

あるMindrey、United Imaging、Neusoft等では、多数の製品が「国産カタログ」に収載された。 

「国産カタログ」の選定は、主に①技術要件（60％）、②企業基本情報（約 20％）、③専門家による臨床応用評

価（約20％）の3軸での評価に基づく。総合得点と各評価軸の得点がすべて80点以上の評価を獲得する場合、「カ

タログ」に収載される。 

2022年1月に申告状況公示では、Sonoscape、Scivita 、Aohua、Optomedic等企業は、胃腸境、腹腔鏡、使い捨

て尿管軟鏡、蛍光腹腔鏡、磁気制御カプセル内視鏡を含む5大医用内視鏡製品44点を申告した。 

－ 中国医学装備協会 2021/1/5  http://lx.yxzb.org.cn/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=118 

 

 

＜中国地方政策動向＞ 

 

■2020 年7 月 21 日―『広東省財政庁の省政協第 12 期第 3 回会議第 20200567 号提案への回答』を発表 

 本回答では、広東省衛生健康委員会は公立病院の国産自主ブランドの大型医用設備配置に対する支持を強化す

ることを発表した。 

 具体的な措置として、市（県）レベル以下の医療機関が大型医療機器を初回購入、市（県）レベルの医療機関が

大型医療機器を二台目以上購入、地級市レベル以上の医療機関が三台目以上購入する場合、原則として国産品を

購入する。国産の大型医療機器購入承認手続が簡素化され、乙類大型医療機器の承認期限が法定20営業日から8

営業日まで短縮された。大型医療機器の購買枠設置では、国家科技部プロジェクトの対象製品、国家NMPAによっ

て認定された革新的な対象製品などに関してはより優遇政策の実施などが挙げられる。 

－ 広東省財政庁 2020/7/21  http://czt.gd.gov.cn/yjzj/zxwytafwgk/content/post_3049428.html 

 

■2021 年2 月 4 日―「浙江省財政庁の政府調達輸入品管理のさらなる強化に関する通知」を発表 

  本通知によると、2021 年-2022 年に浙江省政府の輸入品購入統一論証リストに組み込まれた医療類設備は 195

種類あり、2020年より20種類の医療設備が減少した。 

 政府調達する際の「輸入品制限」がさらに推進されている。 

－ 浙江省財政庁 2021/2/4  http://czt.zj.gov.cn/art/2021/2/4/art_1164164_58922104.html 

 

■2021 年3 月 2 日―「広東省衛生健康委員会の 2021 年省級衛生健康機構輸入品リストに関する公示」を発表 
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  2021 年の「輸入品リスト」によると、輸入可能な医療設備の数が急減し、2019 年の 132 種類から46 種類に減

少した。このうち、超音波電子内視鏡システム、腹腔鏡システムなどを含む 15 件の内視鏡関連製品は 2021 年に

リストから除去された。 

これは、国産医療設備の輸入代替が加速していることを意味する。 

－ 広東省衛生健康委員会 2021/3/2  http://wsjkw.gd.gov.cn/zwgk_gsgg/content/post_3233250.html 

 

■2021 年3 月 11 日―広州市財政局が「広州政府輸入品購買管理の 適化」を発表 

本通知では、輸入品を購入する際に輸入品と国産品の比較を論証し、輸入品の評価における購買専門家の役割

を強調することが要求された。購入予定のある輸入品は中国国内に国産同類製品があるが実需要を満たせない場

合、国産同類製品と輸入品の技術パラメータ・機能性などの面での比較状況表、および本部門の「三重一大」事項

の議事決定の会議紀要、記録など材料を提出すること。輸入品購買プロジェクトの入札公告・書類の中で国産品サ

プライヤーと輸入品代理サプライヤーが同時に参加することを許可することが要求された。 

－ 広州市財政局 2021/3/11  http://www.ccgp.gov.cn/zxdt/202104/t20210402_16108631.htm 

 

■2021 年4 月 16 日―四川省が「省級 2021-2022 年政府輸入品購買リスト論証意見公示(医療衛生設備類)」を発表 

本通知によると、輸入品として直接調達できる医療設備は59種類だけで、その他は国産品の優先購入が必須で

ある。政府輸入品購買の論証結論は基本的に、国産品が輸入品と差があり、医療衛生実験室の要求を満たすことが

難しいとのことである。輸入医療設備の購入条件として、前年度の3級病院CMI 値が1.016 以上、あるいは3級

以上の手術、省級以上の機構の科学研究業務などに使用される場合だけである。 

－ 四川省財政庁/四川省政府調達網 2021/4/16  https://www.instrumentsinfo.com/instruments/news_biao_21_itemid_8124.html 

 

■2021 年5 月 8 日―杭州市財政局が「政府輸入品購買管理の規範化に関する通知」を発表 

本通知では、購買者は国産自主イノベーションを奨励・支持し、輸入品の国産化代替推進を加速することが指摘

された。特殊な需要を満たす以外に、政府の輸入品の購入総額は2021年から3年間で、年平均10%以上下がる目

標を示した。 

本通知によると、国産同類の代替品がある場合、またはすでに購入した同類輸入品の数が需要を満たしている

場合、原則として輸入品を購入しない。購買者がファースト台（セット）製品と「逸品をつくる」との国産自主イ

ノベーション製品を優先的に購入することを奨励・支持する。購買者は技術サービス総得点を超えない前提の下

で、国産自主イノベーション製品に対して適切な審査加点を与えることができる。購買者は市場調査と価格計算

をしっかりと行い、非剛性、非急需、非重点の輸入品の購買を抑え、全省の統一論証製品リストに組み入れること

を理由に、国産品の競争参加を制限しないことなどが明確された。 

－ 杭州市財政局 2021/5/8  https://ggc.hzvtc.edu.cn/info/1066/2047.htm 

 

■2021 年6 月 15 日―陝西省衛生健康委員会事務室が「予算単位政府輸入品購買管理方法」を発表    

本方法では、各政府部門が輸入品を購入する際に、部門申告、専門家論証、ネット公示、部門集中論証、財政承

認の5つの段階が定められ、ある意味で国産品購入が促進されている。方法によると、四半期ごとに政府輸入品購

買集中論証を組織し、予算の調整、応急救済などの特殊な状況を除いて、原則的に零細な輸入品の購入申請を受け

入れない。また、輸入品購買は以下の条件の一つに合致することが必要：1.中国国内では入手できない、2.中国国

内では合理的な商業条件で取得できない、3.法律法規に別途規定で輸入品の購入が必須、4.国内設備技術性能指

標は要件を満たさない。 

－ 陝西省衛生健康委員会事務室 2021/6/15  http://sxwjw.shaanxi.gov.cn/sy/ztzl/jjglnzt/gzdt_4836/202106/t20210615_2179397.html 

 

■2021 年8 月 25 日―「広東省粤港澳大湾区大陸臨床急需輸入港澳薬品医療器械管理暫定規定」を発表 

   本規定によると、臨床急需輸入港澳医療機器とは、香港・マカオ公立病院がすでに購入・使用し、臨床急需に

属し、臨床応用先進性のある医療機器を指す。申請提出後、専門家の論証が必要で、かつ 1 年間の有効期間であ

る。急需薬品・医療機器は中国大陸で上市した後、急需品としての輸入が認められなくなること。 

－ 広東省市場監督管理局/広東省市場監督管理局など10部門 2021/8/25  http://mpa.gd.gov.cn/xwdt/tzgg/content/post_3498383.html 
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■2021 年10 月 1 日―福建省財政庁が「政府輸入品購買需要調査の展開に関する通知」 

本通知では、ほとんどの購買部門が輸入品購買を申請する際に、需要調査関連資料を提供していないことが指

摘され、今後申告材料の完全性、審査の効率性の向上が図られる。 

本通知によると、2021年7月1日から、輸入品購買を申請する際に、購入部門は「政府購買需要管理方法」の

規定に厳格に従って需要調査を展開し、需要調査状況を申請材料の一つとして財政部門に提出する。 

－ 福建省財政庁 2021/10/11  

http://zfcg.czj.ningde.gov.cn/350900/article/d2bad35854053876b45269f56e50dee2/f526964e2a6911eca72f0cda411dbbd6/ 

 

■2021 年12 月 31 日―広州市財政局が「広州市政府調達書類作成指導意見(2021 年改訂)」パブコメを発表 

「指導意見」第13条によると、輸入品の購入は必須である場合、サプライヤーが購入書類の「貨物リスト」に

製品が輸入品であるかどうかを明記することが必須である。輸入品の調達は、規定に従って、管轄の予算部門が審

査し、同級財務部門に提出するものとする。国産品の入札を拒否し、評価で差別し、落札や取引を拒否することは

しない。 

－ 広州市財政局 2021/21/31  http://czj.gz.gov.cn/gkmlpt/content/7/7999/post_7999935.html#601 

 

■2022 年1 月 5 日―「浙江省財政庁の政府調達需要管理のさらなる強化に関する通知(意見募集稿)」に関する通知 

  本通知は、輸入品購入の承認申請をする前に、輸入品購入の必要性を論証することが必須であると強調した。論

証意見は完全で明確かつ客観的であること、論証結果は合理的かつ十分であること、論証の形式化を避けること、

など意見が挙げられる。 

－ 浙江省財政庁 2022/1/5  http://czt.zj.gov.cn/art/2022/1/5/art_1229541492_987.html 

 

■2022 年3 月 7 日―四川省が「医療健康装備産業の高品質発展を支持する若干の政策措置について」を発表 

本政策措置では、国産医療設備のイノベーションを推進させる意図が見られる。 

13条の措置のうち、6条は核心技術の難関攻略、イノベーション・プラットフォームの構築、臨床研究能力の向

上、研究開発への投入の増大、知能装備開発とイノベーション成果の転化などに焦点を当てている。イノベーショ

ン成果の転化関連の補助資金は 高5000万元に達している。 

－ 四川省人民政府弁公庁 2022/3/7  https://www.sc.gov.cn/10462/zfwjts/2022/3/11/44cd13fa0e2444daa0cd5b5266d7d375.shtml 

 

■2022 年5 月 6 日―安徽省財政庁等の３の部門が「公立医療機関の政府輸入品購買の規範化に関する通知」を発表 

本通知の発表によって、政府の購買政策をさらに充実させ、国産医療設備の発展を支持することを図っている。 

通知によると、今年 6 月 1 日から、公立医療機関が許可を得ずに輸入製品の購入は禁止である。政府購買の場

合、製品の機能・品質などの指標が政府購買需要を満たすことができる条件の下で、国内の自然人、法人と非法人

組織の科学技術イノベーション製品・サービスを購入するものとし、初めて市場に投入された製品に対して率先

して購入し、商業業績を理由に制限しないことなどと規定されている。 

－ 安徽省財政庁/省衛健委/省医療保険局 2022/5/16  https://www.ah.gov.cn/zwyw/jryw/554127981.html 

 

 

本内容に関するご照会は、リサーチ・コンサルティング部門(厳華/朱)宛にお願い致します。 

Tel: +86-21-6841-1288 
 

――― 

本資料は、情報提供を目的に作成されたものであり取引の誘引を意図したものではない。また、2022 年 05 月 16

日時点で弊社が一般に信頼出来ると思われる資料に基づいて作成されたものであるが、内容に誤りがないことを

保証するものではなく、情報の正確性・完全性・網羅性・商用性については、一切の保証をするものではない。 


