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▪ タイのFDA（保健省医薬品局）によれば、国内の医療機器・装置の年間生産額は約395億バーツで、そのうちの約70%が輸出向け、残りの30%は国内

向け販売である。

▪ タイには565社の医療機器・装置メーカーがあり、その多くはバンコクとその近郊に集中している。

▪ メーカーの80%以上が中小企業であり、大手メーカーは、主に本国親会社向け輸出品の生産をタイで行う多国籍企業である。

▪ 国内メーカーは、主にX線装置や消耗品（医療用ゴム手袋、注射器、カテーテル、オートクレーブ）など先端技術を必要としない製品を製造している。

北部
1.5%
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東部
8.4%

中央部
85.6%

うちバンコク
大都市圏*は

85.2%

小規模（従業員50名以下）

57%

中規模（従業員51〜200名）

24%

大規模（従業員200名以上）

19%

出所: Food and Drug Administration, Medical Devices Intelligence Unit (MedIU)

注*：バンコク大都市圏=BMR (Bangkok Metropolitan Region)

タイの医療機器メーカー

所在地別の分布 (2019年)会社規模別内訳 (2019年)
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▪ 病院やクリニックの数および医療観光客の増加により、タイの医療機器需要は高まっている。

▪ タイはASEANにおける医療機器の主要輸入国であり、2019年の輸入額は700億バーツだった。

▪ 米国、中国、ドイツ、日本が主要な輸入先であり、2019年の輸入額全体の半分以上を占めている。

▪ FDA（保健省医薬品局）によると、タイでは現在約2,500の業者が医療機器の輸入を行っている。
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Ireland 4%

The rest of  

EU 9%

EU 24%

米国 20%

中国 14%

日本 7%

ベトナム 5%

メキシコ 3%

2019年の医療機器の主要輸入先：国別内訳

出所: Medical Devices Intelligence Unit (MedIU), Office of Industrial Economics (OIE)

タイの医療機器輸入額の推移
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▪ 高度な技術を要する医療機器（電気機械装置、眼科用装置・光学機器、放射線機器など）の研究開発には巨額の費用がかかることから、タイはそういった

医療機器については輸入に大きく依存している。

▪ タイは使い捨て用品（手術用手袋、フェイスマスクなど）の製造拠点であるにもかかわらず、高品質のカテーテルや針製品などは、依然として輸入に依存し

ている。また、病院の数や患者の通院回数の増加に伴って、使い捨て医療用品や保護具の需要が高まり、輸入が増加している。

▪ さらに、国内需要が限定的なために、タイに生産投資を呼び込めない一部の医療機器（救急医療用の機器や人工呼吸器など）も輸入に頼っている。

出所: Medical Devices Intelligence Unit (MedIU), Office of Industrial Economics (OIE)

2019年：輸入医療機器に占める主要品目のシェア

電気機械装置
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電気機械装置 1%

使い捨て用品 8%

体外診断 (IVD)装置 8%

眼科用装置・光学機器 -1%

診断・治療用放射線装置 10%

病院設備 8%

歯科器具 3%

埋め込み型医療器具（インプラント） 7%

障害者用の補助製品 10%

埋め込み型医療装置（インプラント） 3%

補完療法用装置 2%

検査・実験用機器 17%

その他 8%

輸入医療機器全体の年平均成長率 5%

参考: * GMDNはGlobal Medical Device Nomenclature Codes
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▪ タイの医療機器輸出額は、2017年以降年間1,000億バーツを超えている。
▪ 主な輸出先は米国、EU、日本で、2019年の輸出総額の70％以上を占めている。
▪ これらの主要な輸出先の外国企業は、タイをOEM生産拠点として使用し、自国向けに製品を輸出している。

2019年の医療機器の主要輸出先：国別内訳

出所: Medical Devices Intelligence Unit (MedIU)

タイの医療機器輸出額の推移 タイに製造施設を持つ外資医療機器メーカー

社名 製品

Nipro 血液チューブセット、PTAバルーンカテーテル、皮下注射針、注射器

Hoya ガラスモールドレンズ、ガラスモールドレンズ用プリフォーム、
ガラス研磨レンズ

Kawasumi 血液透析、血漿交換、血液バンキングおよび輸血、輸液療法用製品

Asahi Intecc ガイドワイヤ（除、日本向け）、カテーテル、超極細ステンレスワイヤー
ロープ

Hakuzo 感染対策製品、絆創膏、プッシュ綿棒、無菌製品、
眼科手術用アイスティック

Mizuho 手術台、手術台の部品

Essilor 眼鏡用レンズ

Molnlycke Health 
Care

使い捨ての手術用ガウン、手術用ドレープ、手術用セットおよび創傷被
覆材

Cardinal Health 手術用および特殊用途医療用手袋

Greiner Bio-One 検査・実験用の高品質のプラスチック製品

Reckitt Benckiser 消毒薬、摂取療法薬、免疫サポートサプリ

Quasar カテーテル、電子機器、使い捨て製品

Ansell 医療用手袋、手術用手袋

Forme Medical 診療用椅子、治療台

Mercator Medical 医療用使い捨て手袋

Synergy Health ガンマ線照射設備

Karma 車椅子・歩行器

Biotem 歯科用インプラント装置

Infus 骨セメント混合器、輸血製品、アフェレーシス製品、ドレナージ製品

Metron 治療台

GE Healthcare EP記録、妊産婦・乳児ケア製品、超音波器、X線装置、マンモグラフィ、
人工呼吸器

出所: BOI、会社ホームページ

オランダ

ドイツ

フランス
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▪ 主な輸出品目は、医療用ゴム手袋、カテーテル、医療用チューブ、シリンジ、針、包帯などの使い捨て用品および眼科用装置、光学機器である。

▪ タイは世界有数のゴム手袋の生産国であり、フィッチ・ソリューションズによれば、マレーシアと中国に次ぐ世界第3位の手術用手袋の供給国である。

▪ タイに製造拠点を置く外国の医療機器メーカーは、主に使い捨て用品を製造している。カシコン・リサーチ（カシコン銀行傘下の総合研究所）によると、

タイ投資委員会（BOI）の投資優遇措置を受けている外資系医療機器会社の60%以上が、使い捨て医療用品（主にカテーテルと注射器）を作っている。

▪ 世界中で高齢化が進み予防的医療への関心が高まっていることから、障害者用の補助製品や体外診断用医療機器（IVD）の輸出市場が急成長している。

2019年：輸出医療機器に占める主要品目のシェア

% 医療機器の輸出総額に占める割合

出所: Medical Devices Intelligence Unit (MedIU), Office of Industrial Economics (OIE)

GMDN* CAGR 2015-19

使い捨て用品 6%

眼科用装置・光学機器 2%

電気機械装置 -11%

歯科器具 -2%

病院設備 0%

体外診断 (IVD)装置 80%

障害者用の補助製品 29%

診断・治療用放射線装置 5%

埋め込み型医療器具（インプラント） 38%

補完療法用装置 -27%

埋め込み型医療装置（インプラント） -26%

検査・実験用機器 13%

その他 10%

輸出医療機器全体の年平均成長率 4%

医療機器別輸出額の年平均成長率

参考: * GMDN is Global Medical Device Nomenclature Codes
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▪ サプライチェーンの混乱: 他の製品業界と同様、医療機器業界もコロナ禍によるグローバルサプライチェーンの混乱を経験した。

これにより、2020年の第1四半期以降、医療機器の輸出入が大幅に減少した。

▪ 耐久財の需要低下: コロナ感染拡大と政府による封鎖措置は、病院の財務状況に大きな影響を与えた。タイ医療機器技術産

業協会によると、民間病院を訪れる患者数は、感染拡大期間中に約40〜50%減少した。これにより新しい医療機器への投資

に抑制や先送りが生じた。

▪ 新型コロナウイルスの診断、予防、治療に対する需要の急増: 一部の医療機器に対する需要が落ち込む中で、個人用保護具

（PPE）、例えばサージカルマスク、N95マスク、フェースシールド、使い捨て手袋、ガウン、PPEスーツ、診断テストキット、サーモ

スキャン、人工呼吸器などについては、感染拡大段階で需要が急速に高まった。これらの製品の市場は、ワクチン開発が成功

するまで、今後も成長すると予想される。

新型コロナ
ウイルス
感染拡大期

ウィズコロナ・
アフターコロナ

▪ 感染流行とソーシャル・ディスタンシングの定着により、医療サービスにおけるデジタル技術の利用が加速している。

▪ 遠隔医療、電子カルテ、遠隔健康モニタリングなどに対応する特定種類の医療機器がパンデミック中に登場したが、これらは

医師不足の改善や通院費用の削減にも役立つため、今後も使用されることが予想される。

▪ タイは十分な感染拡大対策をとっているため、医療機器へのさらなる投資を惹き付けるだろうと予想される。
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1,100人
(2019年)

2,000万人
(2038年)

高齢化
社会

高齢者をサポートする補助製品、IVDテストキット、モニタリング装置、
および心臓病、脳卒中、糖尿病などの治療や患者のサポートに使用されるデバイスの需要が増加

o タイの高齢者人口は、2025年には1,500万人、2038年には2,000万人に達する見込み
o 世界の60歳以上の人口は、2050年までに合計20億人になると予想されている
o NCD（糖尿病、高血圧症、脳卒中、心血管疾患、がんなど）患者の数が増加している

321
(2011年)

378
(2019年)

民間病院

ハイテク医療機器、病院設備などの需要が増加

o 病院数・医療施設数は増加傾向
o 全国に1,400以上の公立および民間病院がある
o JCI認定病院数は66ヵ所とASEAN域内でNo.1
o 病院事業への新規参入者が多い（2019-2024年に新規開業する病院は10～20と推定される）

o 2018年の医療観光客数は250万人
o 2016年から2018年の間、医療費は年平均成長率31%で増加した
o 美容整形、歯科治療、健康診断、股関節・膝関節置換術は、医療観光客の間で人気がある

ハイテク医療機器、整形外科機器、歯科用機器などの需要が増加

医療
ツーリズム
の急増

o 政府の支援策、例えば医療政策、 タイ投資委員会（BOI） によるインセンティブ、東部経済回廊（EEC）の投資優遇策、Eヘルス（遠隔医療戦略）、
医療観光ビザ、長期滞在ビザなど

o ゴム、プラスチック、電気・電子機器、繊維業界などが医療機器製造を強力にサポートできる製造力を有する
o ASEAN域内の新興中間所得層が全人口に占める割合は現在の24%から2030年には65%に増加する見通しであり、これも医療機器需要を後押し
するものと期待される。 ASEANの医療機器の輸入額は1兆バーツを超えている

支援材料

国内で供給できる高品質の原材料が増えていることや多くの投資優遇措置は、医療機器メーカーの競争力強化つながる
一方、ASEAN域内の需要の高まりは、規模の経済につながる
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▪ タイ政府は、2004年以降国際的な医療ハブとして国を持続的に発展させる政策のもと、投資奨励策や医療ツーリズムの促進を目的とする特別ビザの
発給など多くの支援策や施策を継続してきた。

▪ 医療ハブ戦略10年計画（2016-2025年）は、関連機関が協力して高度な医療産業エコシステムを開発するためのガイドラインとして作成された。
計画は、医療サービスハブ、ウェルネスハブ、アカデミックハブ、および製品ハブという4つの柱から成っている。

アカデミックハブ:

▪ 専門職および大学院教育
▪ 技能労働訓練（セラピスト、介護福祉士など）
▪ リサーチセンター
▪ 国際会議
主要戦略:

▪ 健康科学および関連分野の国際プログラムを提供するため
に専門能力を強化

▪ 必要とされる診療科の臨床医の数を増やすための専門
能力の強化を推進

▪ 医療技術・健康センターを設立

医療ハブ政策

製品ハブ:

▪ 医薬品
▪ タイの植物（ハーブ）薬
▪ 健康食品、サプリメント
▪ 医療機器（画期的な消耗品、ハイテク機器、医療用3Dプリン
ターなど）

主要戦略:

▪ 国際基準を満たせるようにタイの植物（ハーブ）薬の質を高
め、マーケティング活動を実施

▪ 医薬品、医療機器、研究開発、関連製品の技術革新への
投資を促進

ウェルネスハブ:

▪ ヘルス・スパ
▪ マッサージ
▪ ヘルスリゾート・長期滞在
▪ リハビリテーションセンター

主要戦略:

▪ スパの製品・サービスをグローバル市場でアピール
▪ 国内の健康スパや伝統的タイ式マッサージ技術を国際水
準にまで向上

▪ 人材育成での官民連携を促進

医療サービスハブ:
▪ 医療（健康診断センター、歯科医院、美容整形、アンチエイ
ジング、不妊センター、関節置換術、高齢者ケア）

▪ 代替医療
▪ テスト・研究開発のための検査サービス
主要戦略:
▪ 国内のおよび国際的な認定の取得を病院に奨励
▪ 医療サービス事業に投資インセンティブを提供
▪ 外国からの患者のための効率的な患者移送システムや
通訳センターを設立

タイの医療ハブ政策の4つの柱
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法人税免税期間

ハイリスクまたはハイテク医療機器の製造:
► X線装置
► MRI装置
► CTスキャン
► インプラント
► 公共部門の研究または官民連携の研究から商品化された医療機器 など

8 年*

その他医療機器の製造
（布・繊維製の医療機器を除く）

5 年

布・繊維製の医療機器の製造:
► ガウン
► ドレープ
► キャップ
► フェースマスク
► ガーゼ・コットンウール など

3 年

不織布または不織布製の衛生用品の製造
► 医療用マスクや医療機器の原料として使用される不織布（スパンボンド、メルトブローンなど）

5 年**

► その他の不織布または不織布製の衛生用品 3 年

注： *プロジェクトに研究開発とイノベーションが含まれる場合、法人税免税額に上限はない
** 新型コロナウイルス感染拡大で需要が急増した医薬品への投資を奨励するため、法人税免税期間は3年から5年に変更された
*** 条件:

(1) 2020年1月1日から6月30日までの間にプロジェクトを申請すること
(2) 2020年12月31日までに生産を開始し、収益を生み出すこと
(3) 2020年から2021年の間、生産量の50%以上は国内で販売または寄付すること

▍医療機器の製造に関するBOI投資インセンティブ

機械輸入税の免除

輸出向け製品に使用される原材料の
輸入税の免除

免税インセンティブ
（土地所有権、ビザ、労働許可

についての優遇など）

法人税免税期間の満了後3年間、
さらに50%減免***

既存の製造ラインを医療機器や部品の製造に切り替える場合、2020年9月までに申請書を提出し、2020年内に輸入するという条件を満たせば、機械の輸入税が免除される。
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▍EECmd施設と投資インセンティブ

▪ 東部経済回廊開発の一環としてEECmdプロジェクトが、2019年2月からタマサート大学パタヤキャンパスで進められている。

▪ 約566ライ（91ha）におよぶエリアは、医療ハブ（ゾーンA）、デジタルイノベーションハブ（ゾーンB）、次世代自動車ハブ（ゾーンC）、住宅およびサービス
エリア（ゾーンD）の4つのメインゾーンから成っている。

▪ EECmdへの投資は、通常の法人税免税措置に加えて、その後2年間（純利益に対する）法人税の50%の減免措置が受けられる。

マプタプット港

レムチャバン港

サタヒップ港

ウタパオ
空港

デジタルイノベーションハブ
B1: タマサートイノベーションハブ
B2: パタヤサイバーポート

A1

A2

C1

C2
B2

B1

D2

D1

A3

D3

医療ハブ
A1:高等医学研究所
A2: 国際医科大学
A3: 国際医療センター: 病院およびその周辺の専門医療クリニック10棟（デジタル歯科

クリニック、不妊クリニック、血液透析センター、高齢者のため
の健康開発センター、製薬研究センターなど）で構成される

次世代自動車ハブ
C1:次世代自動車ハブ
C2:電気自動車学習ラボ

住宅およびサービスエリア
D1: 75室のエコホテル
D2:寮
D3: レイクサイドプレミアコンプレックス（高齢者用集合住宅施設）
—住宅施設、アンチエイジングクリニック、総合クリニック、
歯科クリニック、リハビリクリニックなどで構成される

出所：タマサート大学パタヤキャンパス

Area for 
future 

expansion

プロジェクト
エリア

所在地

566ライ
（〜91ヘクタール）

チョンブリー県の
バンラムン地区

EECmdマスタープラン
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出所: FDA、保健省（MOPH）、KPMG
注：*共通提出書類テンプレート（CSDT）によると準備が必要な書類は、 医療機器の情報、つまり、適合性を実証するための関連基本原則と検証方法、医療機器の説明（機能、材料、使用目的、
使用説明書、警告書、潜在的な悪影響など）、設計の検証と妥当性確認の概要を含む文書（前臨床試験、臨床証拠）、医療機器のラベリング、リスク分析、およびメーカーの情報

▪ 医療機器・装置の製造、輸入、およびマーケティング活動は、 FDA（保健省医薬品局） の監督下にある。

▪ 医療機器の製造、販売、輸入、宣伝活動を行うためには事前に、施設や製品の登録またはライセンスの取得が必要である。

o 施設の登録: 医療機器の新規事業者は、操業の前に製造・輸入施設を登録する必要がある。敷地内、製造場所、製造設備、倉庫は、衛生的か

つ良好な状態でなければならない。

o 製品の登録: 登録および許可のプロセスは製品がどのカテゴリーに分類されるかによって異なる。製品は、リスクレベルに基づいて3つのカテゴリ

ーに分類される。

ある。カテゴリー 認可が必要な医療機器 通知が必要な医療機器 一般的な医療機器（リスト登録）

製品

リスクレベル高：
注射器、IVD、コンドーム、手術用手袋、
血液バッグ、コンタクトレンズなど

リスクレベル中：

理学療法装置、アルコール検出器、メタンフェタミン
テストキット、シリコン製乳房インプラント、眼科用粘
性手術装置（OVD）、血液透析用濃縮液

リスクレベル低：
▪ ライセンスまたは通知を必要としないその他の医療機器
▪ 医療機器の約90%はこのカテゴリーに含まれる

登録条件

(1) 申請書提出* 

(2) 製造、輸入、販売の前に登録し
ライセンスを取得する

(1) 申請書提出*
(2) 販売ライセンスは不要
(3) 製造または輸入の前にFDAから製品通知を取

得する

(1) 申請書提出は不要だが、原産地の製造会社からの自
由販売証明書(CFS)および/または品質管理システム
証明書が必要

(2) 製品カタログ、または自由販売証明書で指定されてい
る製品の詳細を提出

(3) 滅菌製品やレーザー機器など、一部のデバイスには
ISO証明書と技術データ仕様書が必要

承認待ち期間 8-10 ヵ月 6-8 ヵ月 2-6 日

ライセンス・証書の

有効期限

5 年 5 年 自由販売証明書の有効期間によって異なる
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▪ タイは医療機器の主要な生産拠点であり、ASEAN加盟国の中で医療機器の輸出額・輸入額が最も大きい。同時に国内医療機器市場の規模も大きい。

▪ 医療サービスの拡大、医療観光客の増加、人口の高齢化などの要因によりタイの医療機器市場は今後も成長することが予想されている。加えて

ASEAN域内の中間所得層の台頭も、医療機器の輸出拡大に貢献するものと期待される。

▪ 一方、タイは医療機器（とりわけ電気機械装置や精密機器など）については輸入に大きく依存している。このことは多国籍メーカーが輸入代替品として

タイ国内でそうした製品を生産する絶好の機会を生み出している。非耐久性の医療用品および病院設備（ベッドや診察台など）の場合、各種業界（プラ

スチック、ゴム、自動車部品など）からの強力なサポートや国内の豊富な材料を活用できる。

▪ こうした事業機会がある一方で、タイには課題も残る。有資格の医療従事者が慢性的に不足しており、また商品化・事業化につながる研究開発の成果

の割合が低いという状況も続いている。

▪ しかし医療産業はタイの振興産業の1つに指定されており、政府の優遇措置や支援が外国投資家にメリットをもたらしている。業界の軸足をコスト削減

から高付加価値の追求へと移動させられるような高度な技術、イノベーション、研究開発への投資に対しては、特に恩恵が大きい。
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