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1. 改革前の状況 

（1）全国の状況 

中国は近年、国民皆保険制度の実現に向けて大きく前進しました。2003年以降に 10億人が基本医療保険制度に加入し、2014年末に
は加入者が 95％以上に達しました。医療保険制度加入者の急増に伴い、2004年に 54％だった医療費自己負担割合は現在 32％と急激
に減少。この 10年間の減少率は主要経済圏で第 1位、全世界でも第 9位となっています。  

しかしながら中国には、医療制度に投じた予算を、全国民が質の高い医療を確実に利用できるようにするために活かすという大きな課題が未解
決のまま残されています。組織的な非効率や不平等が蔓延する病院業界は、以下のように最も難しい問題を抱えるセクターの一つです。 

− 屈折した動機付け：中国の公立病院はその名前とは裏腹に 1990年代から営利を追求しているのが実情です。薬剤のマークアップが大き
な収入源になっているため、過剰処方や過剰治療への強いインセンティブが働き、一部の省では医療関係者への暴力行為が起きるほど国
民の信頼は揺らいでいます。 

− 非効率： 2013年のデータによれば、中国の公立病院の平均入院日数は 10日となっています。ちなみに OECD諸国の平均は 7.8日
です。低レベルの管理、臨床プロトコル、診療報酬体系は、いずれも非効率性を生み出す大きな原因です。一方 2003年以降、基本医
療保険に加入した市民は 10億人を超えます。これが新たな需要の増大を生じさせ、病院は対応に苦慮しているという状況です。 

− 薬剤処方の手数料： 中国の医師は比較可能な国々と比べて低賃金です。また、医師という職業の地位は諸外国ほど高くありません。収
入を補うために、薬剤処方の手数料を徴収することが当たり前のように行われています。優先的な治療や順番待ちリストの繰り上げの見返り
として、医師に「袖の下」を握らせる患者もいます。 

− 長期にわたる患者の経済的負担： 医療社会保険の対象範囲は広いものの、患者は医療費の何割かを支払わなければなりません。ま
た、外来医療費には保険償還が適用されないこともしばしばです。 医療費は上昇傾向にあるため、家計支出に占める医療費の割合は一
向に下がらず、2014年「中国家計追跡調査」報告書によれば、2012年の割合は 11％となっています。 

中国政府は、民間病院セクターの成長を促進することでこれらの問題のいくつかを解決しようとしました。そして 2008年以降、約 7,000 もの民
間病院が建設され、確かにキャパシティは増えましたが、これらの施設のほとんどが小規模なため、数の上では中国の病院総数の 50％未満であ
る公立病院が、全国の病床と医療サービスの 90％以上を担っているのが現状です。 

つまり、中国が国民皆保険を目指す上で、公立病院の改革は避けて通れない道なのです。 ある政府当局者はこれを「地図にない水域」と表現
しました。改革プログラムの中で、技術的にも政治的にも一番難しい部分という意味です。一番激しい論争が起きているのは、改革によって公立
病院に対する国の統制を著しく強めるべきなのか、それとも弱めるべきなのかという点です。中国で医療制度の歴史が始まって以来、市場主導派
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と政府主導派は衝突を繰り返してきました。過去の失敗が過度な民営化のせいで起きたのか、それとも民営化が足りないせいで起きたのかについ
ては未だに議論が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

（2）地方の状況 

激しい論争の的となっているこうした制度上の問題を解決するための最適なモデルについてコンセンサスを形成すべく、中国全土で都市レベルの試
験的取組みが多数開始されました。2010年には 17都市のみでしたが、現在は 200以上の都市で実施されています。三明市は 2014年 5
月にこうした試験的改革を実施する都市に指定されましたが、実は 2012年に改革は始まっていました。 

三明市の人口は約 250万人です。都市部の人口とその周辺を取り囲む市
内の 1,735 の村の人口はほぼ同数で、同市の病院システムは両方の市民
に医療サービスを提供しています。三明市は中国南東部の端、山がちな福
建省の一都市で、上海の南方約 600 キロに位置します。  

市民一人当たりの GDP は 7,200 ドルで、中国の水準で言えば経済的に
中流クラスですが、労働者が地域内外の豊かな都市に流出するなど、脱工
業化に伴う衰退の影響が生じています。労働年齢の成人の流出は急速な
人口の高齢化を意味し、今や市の人口の 15.7％前後が 60歳以上で
す。  

三明市には県レベル以上の公立病院が 22 あります。これらの病院が医療
活動の大部分を担っています。  

中国のあらゆる公立病院システムが抱える共通の問題に加え、深刻な財政
危機も三明市の医療改革を促した要因の一つです。三明市の都市従業者
基本医療保険基金は大赤字に陥っていました。中央政府の交付金では、必
要な保険償還が行えなくなってしまったのです。2011年の時点で、都市従
業者医療保険基金の赤字額は 30億円超に達していました。これは、三明
市政府の 2011年税収の 14.4％に当たります。 

三明市の幹部は、基金の赤字が解消されるまで倹約を重ねる方法ではなく、
医療機関システムの中心にある根本原因と基本的不均衡を正すことにしまし
た。取組みの対象は、薬価のマークアップ、不透明でご都合主義な医療サー
ビスの料金設定、不平等な保険適用、あらゆるレベルの医療従事者に対す
る不信などの問題です。 

「当市が改革に乗り出した一番のきっかけは医療保険基金の赤字だが、改
革のためには、低レベルで高額な医療サービス、吊り上げられた薬価、過剰
処方といった根本的な問題に踏み込まざるをえなかった」 

Zhan Jifu氏 三明医療改革リーダーシップ室 室長  

中国医療制度改革の歴史概略 
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三明市の四位一体改革 

2. 三明市の四位一体改革 

三明市の問題の根底にあるのは、誤った動機付けとそれを正せない脆弱なリーダーシップ体制でした。 中国では問題解決のために、いくつかの試
験都市でさらに公立病院を民営化し、営利企業に転換する計画がありますが、三明市のモデルこそが堂々たる「本来あるべき」やり方です。三明
市は以下のような理念を掲げています。 

− 1： 公立病院を集中管理し、政府による統制を強める。 

− 2： 薬剤調達と保険基金管理の非効率な点を明らかにし、大幅なコスト削減機会を特定化・実現する。 

− 3： 削減された経費を医療提供者の適正な動機付けに活用する。 

− 4： 保険の適用範囲をさらに広げることで、患者にこれらの成果をはっきり見えるようにする。 

 
改革による動機付けの適正化と成果の再投資の流れ 

 
 
 

3. 改革のプロセス 

第 1段階：ガバナンスの改革 

なぜ変革が必要なのか 

− 医療に関する重要な業務を 7 つ以上の機関が分担して管掌していた。  

− 今後の改革段階には、断固たる強いリーダーシップが必要。 

− 削減成果を再投資するにあたり適正な支出が保証されなければならない。 

改革の具体的な内容 

− 2012年 1月、市政府は三明市医療改革リーダーシップ室を立ち上げ、これまで医療関係の業務を管掌していた 7 つの部局の機能を統
合。 

− この新機関に強固な権限を与えるため、市の最上級幹部の一人である副市長を室長に任命。 

− この統合チームが、公立病院のインフラ・設備、医療従事者のガバナンス、病院運営、CEO任命と薬剤調達の管理、社会保険、そして医
療改革全般を管掌。 

− このチームは予算についても強い管轄権を与えられていたため、改革を通じて達成された経費削減成果をどこに再投資するかを指示すること
が可能に。 

− ガバナンスの透明性を高めるための取組みの中核として、「健康三明ネット」というウェブサイトを開設。 市民はこのサイトを通じて市内で最も
大きい 22 の公立病院の実績データ（薬価、保険適用資格、医師の処方傾向など）にアクセスできるようになった。 

コスト削減と統制を中央で集中管理 

方
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第 2段階： 薬剤流通の改革 

なぜ変革が必要なのか 

− 不要な処方がかなりの比率で行われていた。 

− サプライチェーンの過程で薬価に数倍のマークアップが乗せられていた。 

改革の具体的な内容 

− 「2通の発票 1」システム（両票制）の導入： 三明市内の問屋のみが薬価のマークアップを行えるようにするために、薬剤の支払いを中央
の医療保険基金を通して行うことにした。基金は「2通の発票」（製薬会社から問屋宛ての発票と問屋から病院宛ての発票）が作成され
た場合に限り支払いを行う。こうした方法をとることにより、サプライチェーンの各段階で薬価の追跡が可能に。 

− 集中購買の実現：このように調達を中央でまとめることによって、保険基金は買い手として個々の病院よりはるかに大きな価格交渉力を持
つことができる。購買の規模をさらに大きくするために 4 つの都市（寧波、鳥海、珠海、玉渓）と連携して薬剤調達を公開入札とし、大幅
な経費節減を実現。 並行して薬剤リストを合理化。収載品目を 8,361 から１,858 に削減。 

− 病院レベルでのマークアップを禁止：病院が処方収入に頼ることがないように、公立病院が薬価にマークアップを乗せることを禁止。これにより
失われた収入を第 4段階で医療サービス料金に再投資。 

− マークアップ禁止規則を徹底させるため、「健康三明ネット」のウェブサイトで薬価を公開。患者は適正な価格で請求がなされているかどうかを
チェックできるようになった。  

− 「臨床成果が低い」薬剤の取締り： 臨床成果が低いと思われる 129 の薬剤を特定し、これらの薬剤の処方を厳しく監視。抗生物質の使
用規制を厳格化。 

                                                 
1 中国で政府が承認する正式請求書・レシートのこと 
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第 3段階： 医療保険の改革 

なぜ変革が必要なのか 

− 行政が細分化されていたため小さなリスクプールが多数生じ、赤字の基金と黒字の基金ができた。 

− かなりの部分のコストを行政が負担していた。 

− 3 つの制度の保険償還がかなり不平等。 

改革の具体的な内容 

− 5 つの県が 3 つの医療保険制度（農村合作医療保険、都市住民基本医療保険、都市従業者基本医療保険）をそれぞれ管理する方
法から市レベルでの管理に移行。結果としてリスクプールの総数が減少し、基金の使用が効率的に行われるようになった。 

− 全ての社会医療保険制度の調達を一本化し、バイイングパワーを高めた。 

− 上記の方法で得られた削減成果を原資として、最も償還率が低い制度（農村合作医療保険）の保険償還率を中間レベルの制度（都
市住民基本医療保険）と同じぐらいに引き上げ、新たに「都市・農村住民基本医療保険」制度を設けた。  

− この他にも、重病患者の償還率を高める、便利なプライマリーケア医療機関を利用しやすくする、伝統中国医学の償還率を 100%にするな
ど、患者の医療費自己負担を軽減するために複数の計画を実施。 

改革前－チェーンの各レベルでマークアップ 改革後－マークアップできるのは流通会社のみ 

工場渡し価格： 工場渡し価格： 20元 20元 
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− 農村合作医療保険（NRCMS）:農村の住民を対象とする、中国で最も償還率が低い保険制度。 

− 都市住民基本医療保険（URBMI）:正式に雇用されていない都市住民のための、償還率が中レベルの保険。 

− 都市従業者基本医療保険（UEBMI）:正式に雇用されている都市労働者のための、最も償還率の高い制度。 

− 都市・農村住民基本医療保険（URRBMI）:三明市独自の統一的制度。都市部以外の市民にも URBMI の利点を提供。 

第 4段階： 医療サービス提供者の改革 

なぜ変革が必要なのか 

− 公立病院が患者の利益を考えるよりも収益センターとして機能していた。 

− 低賃金の医療従事者は、ボーナス欲しさに過剰治療を行ったり、薬剤コミッションを受け取るために過剰処方を行ったりせざるをえなかった。 

− 患者と医療従事者の間の信頼関係がなく、衝突が起きていた。 

改革の具体的な内容 

− 病院の CEO と公立病院を対象に、運営と品質に関する 40 の指標をもとにした実績管理システムを確立。 

− 病院 CEO の給与を改定。各病院の収益ではなく、上記の実績管理システムに基づく成果に給与を連動させた。 

− 薬剤マークアップ収入の喪失を埋め合わせるため、手術、診察、相談、介護、入院の料金を全て引き上げ。  

− 薬剤コミッションその他の違法な収入の喪失を埋め合わせるため、医療従事者の給与を引き上げ。  

− 検査、手術、薬剤の過剰な使用を防ぐためのさまざま制限とチェックに加え、DRG ベースの支払システムを導入。 異常な数値を調査。 

− 市全体と周辺の村のプライマリーケアに資金を投入。 病院が正しく使用されるように、三明市は中国で初めて、村の診療所を利用する患者
への保険償還を提供。 

CEO と医師の給与水準改善例 

病院 CEOの年俸の変化  
 改革前： 

（人民元） 
改革後： 
（人民元） 

一級都市グレード A の病院 CEO 200,000 350,000 
一級都市グレード B の病院 CEO 150,000 300,000 
二級都市グレード A の病院 CEO 120,000 250,000 
二級都市グレード B の病院 CEO 110,000 200,000 

健康保険制度の規模を県レベルの基金運営から市レベルに拡大 

改革前：250万人を対象とする 15の基金 改革後：250万人を対象とする 2つの基金 

 
県レベルの
基金運営 

市レベルの
基金運営 
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医師の給与の変化 
 改革前： 

（人民元） 
改革後： 
（人民元） 

研修医 50,000 100,000 
医局員 68,000 150,000 
副診療部長 88,000 200,000 
診療部長 110,000 250,000 

データ出所： 三明市衛生計画委員会、KPMG の分析（2016年） 

4. 成果 

三明市の改革は、以下のように中国の病院セクターが抱える最大の課題の多くを同時に解決しました。 

− 医療支出全体の増加をコントロール可能なレベルに抑制。 

− 医薬品市場における過剰処方と不当利得行為に対処・撲滅。 

− 低賃金の医療スタッフの給与引き上げ。 

− 多大な患者自己負担を軽減。 

− 病院の業績管理と質の高い医療との整合化。 

− 保険基金を赤字から黒字に転換。 

改革に関係するさまざまなステークホルダーを調査したところ、保険機関、医療提供者、患者、政府というステークホルダー全員にとってプラスの成
果が達成されたことが判明しました。ただし、製薬会社の反応は一様ではありませんでした。特に、三明市をモデルとした改革が他の都市にも広が
った場合、製薬セクターの収入減少は業界再編につながる可能性が高いでしょう。 

 

（1）患者の立場から 

患者にとって目に見える大きな改善点と言えば、（特に農村住
民の）自己負担率の引下げと、薬価・医療提供者に関する信
頼のおける情報にアクセスできる新しいウェブサイトができたことで
す。 

現在、三明市の患者への保険負担率は全国平均をおよそ
10％上回っています。さらに、都市部と農村部の制度の格差が
解消されました。 

入院患者と外来患者の処方費用も激減し、現在は福建省の
全都市のなかで最低となっています。今や入院 1回当たりの平
均費用は省平均を 35％下回っています。 

こうした治療費の低下と償還率の上昇は、自己負担率データに直接的な影響を与えました。 

「保険負担率が上がったおかげで、農村部の住民も治療費を払いやすくなった」  患者へのインタビューより（2016年 6月） 

（2）医療従事者の立場から 

医療従事者の所得は改革後に倍増し、現在は全国平均の 1.8倍となっています。その結果、スタッフの満足度とモチベーションが目に見えて改
善されました。同時に、公立病院システム全体において薬剤処方時の手数料や「袖の下」といった行為もなくなりました。インタビューに応じた医療
従事者の多くは、現在の所得に満足していると述べています。これは中国ではきわめて稀な成果です。 

 

三明市と全国平均の償還率比較 

 都市・農
村住民 

 
 
都市 
従業者  都市 

住民 

 
農村 

 都市 
従業者 

三明中国 
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2011年から 2015年にかけて、公立病院の医療スタッフの平均所得は 6,300 ドルから 13,200 ドルにアップしました。同じ期間に病院 CEO
の所得は 15,400 ドルから 39,300 ドルに上昇し、トップクラスの CEO では 61,000 ドルに達した人もいるほどです。 

「我々の所得は大幅にアップし、結果として能力も満足度も高まった」  医療従事者へのインタビューより（2016年 6月） 

（3）病院の立場から 

三明市の公立病院の収入の比率は反転しました。2011年は薬剤が 47％、医療サービスが 39.9％でしたが、2015年には薬剤が 25.7％、
医療サービスが 64.8％になりました。この傾向はさらに進むことが期待されます。2018年前後に薬剤からの収入を総収入の 20％に抑えること
が目標です。 

2011年から 2015年にかけて公立病院の薬剤収入は 1億 2,000万ドルから 9,000万ドルに減少しました（3,000万ドル減）。 

しかし、同期間に医療サービス収入は 1億 200万ドルから 2億 2,900万ドルへと（1億 2,700万ドル）増加しており、薬剤収入の減少分
を埋めてもまだおつりがくるほどです。2 つの収入の正味増減額は、「2通の発票」制度（両票制）がもたらした医療システムの薬剤節減によるも
のです。 

「黒字が増え、サービス品質の向上と成長モデルの持続可能性が担保された」  病院 CEO へのインタビューより（2016年 6月） 

 

 
 

（4）政府の立場から 

政府にとっては、改革によって以下のような重要な目標が達成されたことになります。 

− 膨張し続けていた都市従業者基本医療保険基金の赤字が、2011～2015年の間に年間 3,150万ドルの赤字から 1,950万ドルの黒
字に転換。医療システム全体でさらなる節減が生じているため、数値はその後も引き続き改善されている。 

− 国民皆保険に向けて大きく前進。保険負担率が最も低かった農村合作医療保険制度の受益者への保険金支払いが、都市住民と同水
準まで向上した。 

三明市公立病院の収入内訳 

三明市内 22公立病院のスタッフの給与総額とスタッフ給与が医療サ
ービス収入に占める割合（2011～2015年） 

  

単
位
：
一
〇
〇
万
元 

スタッフ給与総額(単位：100万元)  

 

 

収
入
：
単
位=
一
〇
〇
万
元 

 
薬剤  

注：入手可能なデータに基づく。ただし、三明市以外のデータは 2014年現在の最新データ。 データ出
所：三明市医療保障基金管理センター 、KPMGの分析 

スタッフ給与が医療サービス
収入に占める割合(%) 
 

薬剤収入の割合
 

医療サービス 
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同時に、改革前は年 15％に達していた医療支出総額の年間増加
率が、現在はやや低めの 8～10％に下がりました。省平均と全国平
均（現在も 15％）をいずれも下回っています。累積すると、改革によ
る節減額はすでに 10億元近くに達しており、2020年には 20億元
を突破する見込み（累積ではなく、2020年単年の数値）です。 

 

 

 

「保険基金が黒字になったという点で市のコスト負担は軽減された。同時に地域社会で市政に対する評価が高まった」  市幹部へのインタビュー
より（2016年 6月） 

(5) 製薬セクターの立場から 

2011年から 2015年の間に、薬価は全体として 30％下がりました。中には価格が 90％下がった薬剤もあります。また、薬剤の使用も全体で
20％減少しました。抗生物質と「臨床的価値が低い」薬剤の使用はいずれも大幅に減少しています。 

三明市の改革が現地医薬品市場に大きな衝撃を与えたことは否定できません。製薬会社と医薬品卸へのインタビューによれば、製薬セクターで
生じた経費節減は、売上と利益の伸びを約 10年分後退させたといいます。 

しかし、業界全体がその影響を等しく感じているわけではありません。三明市には現地の医薬品卸が 11社ありますが、かなりの取引を失った結
果、3社がすでに倒産しています。一方、別の 3社は競争入札で契約を増やし、大きく利益を伸ばしました。それらの企業の 2014～2015年
の収益成長率は 13～18％に達しています。改革の結果は、薬剤サプライチェーンに属する企業が直面する過酷な環境というよりも、再編と「適
者の生き残り」という形で現れています。 

5. 今後の改革段階 

これらの成果を上げた三明市のモデルは、中国で最も熱い議論が交わされている改革モデルです。多くは、全国レベルでも同様の成果が上げられ
るかどうかが議論の焦点です。最近、11 の省と都市が、三明市モデルに似た試験的「総合」改革モデルの実施地に選ばれました。この他、いくつ
かの地域も「2通の発票」制度（両票制）、病院 CEO を対象とした統合型保険・給与制度など、三明市モデルの要素の一部を選択的に実
施しています。2016年 4月には、中国で最も重要な政策決定機関である国務院が、全ての公立病院改革が達成すべき重要課題を発表しま
した。いずれも三明市のモデルにかなり近い内容です。 

（1）未解決の課題 

しかし、実地調査をしたところ、改革の中枢にいる人たちはまだ道半ばだと考えていることがわかりました。この未解決の課題は、市全体で改革を
次の段階に進める動機になるでしょう。それは主に以下の 4 つの分野への取組みです。 

1. 給与支給モデルを品質と密接に連動させる必要性： 給与や行動に関してさまざまな基準を設けたものの、長期的には「高報酬の過剰処
方」モデルから「高報酬の過剰治療」モデルへの移行が起きるリスクがあることを三明市の幹部は認めます。今後数年の間に、単に数ではなく
質の高い医療に報いる、より高度な給与制度を考案する必要があるでしょう。加えて、改革が健康増進に与える影響を監視するためのデー
タを把握するシステムを確立することも必要です。 

2. 改革のメリットを患者が高く評価すること： インタビューに応じた患者に改革のことを尋ねると、全体として良い評価ではありましたが、患者
が具体的なメリットを感じにくいことは明らかでした。データを分析したところ、三明市は現在、保険による保障、高額医療費の自己負担支
出、治療費の点で他の都市よりはるかに恵まれた条件を提供していることが判明しました。しかし、現地の市民には、このように他の都市と比
較してみるという発想がないので、例えば医療費が 10％下がったことに多くの市民は気付いていないようです。また、不要な処方が回避され
たことを患者は知りようがありません。さらなる改革には政府の支援が必要であるため、成果をもっと目に見える形にする方法を三明市の幹部
が考えることが重要です。 

3. 薬剤の品質とアベイラビリティ： 三明市が薬剤を競争入札で調達するようになった結果、現地の薬価は劇的に下がりましたが、契約手続
きは価格のみに基づいて行われています。中国国内の医薬品の品質には大きなばらつきがあるため、三明市はその点を考慮に入れて入札

医療支出総額の増加率 

全国 省 三明市 
データ出所： 中国保健統計年鑑、三明市統計報告書、 

三明市HFPC、KPMGの分析 
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手続きを改善したいと考えていますが、中国国内の製薬会社は 5,000社以上、医薬品卸は 13万 5,000社にのぼります。入札手続き
の改善は大変な仕事になるので、全国あるいは省全体で取り組んだほうがよいかもしれません。さらに、改革が行われて以来、公立病院シス
テムで薬剤の供給不足が起きるケースが増えています。市場の統合でこれらの問題は最終的に解決されると考えられます。また、業者が薬
剤を安定的に供給できるかどうかを入札の段階で考慮に入れることも解決策の一つです。 

4. 強固なプライマリーケアシステムを構築することによって病院への依存を軽減すること： 現在は、三明市の全ての村に地元の医療センタ
ーが置かれ、医療保険も利用できるようになりましたが、プライマリー（初診）レベルでの医療従事者が不足しているため、医療の質（結果
として市民の信頼度）は比較的低いのが現状です。プライマリーケアのキャパシティを広げた上で、診療所と病院の間に双方向の紹介システ
ムを確立することが中国全体で優先課題となっています。三明市はこの課題に全面的に注力するまでには至っていませんが、改革の次なる
段階では重要な目標の一つになるでしょう。 

「以前は診療に 6元、処方に 20元かかっていたが、今は診療に 20元、処方に 6元かかる。だからどこが違うのかわかりにくい」  患者へのイン
タビューより（2016年 6月） 

6. 世界共通の教訓 

三明市の抱える問題の中には中国の医療システム特有の問題もありますが、非効率、不平等、腐敗など、世界中の多くの新興市場が公共医
療システムに関して似たような問題を抱えています。以下のように、三明市の経験は全世界に当てはまる教訓をいくつか含んでいます。 

 
 
（みずほチャイナマンスリー 2017年 6,7月号に掲載） 

  

保険制度の大規模化 

誤った動機を正す取組み 

透明性の持つ力 

低予算の医療システムでも効率改善は可能 

新たな投資と結びつけて抜本的改革を容易に 

保険制度や保険金基金の細分化は非効率であり、多くの無駄が生じます。加入者管理の規模を拡大す
ることにより、医療システムの事務処理効率が高まり、医薬品の購買力が強化されるだけでなく、対象人数
が増えることで需要の変動が平坦化されます。 

高・中・低所得の国々の医療において、非効率で不平等なパターンの根底にあるのは給与支給システムの
欠陥です。これを改革することで、医療の提供のありかたに明らかに大きな影響を与えることができます。医
療の質に基づくモデルのほうが量に基づくモデルより望ましいと言えますが、この変革には時間をかけて段階
的に取り組まなければなりません。 

支給モデルの変革に加え、医療提供者の実績に関するデータの透明性を高めるだけでも、医療提供者、
特に実績の低い医療提供者の行動に劇的に大きな影響を与えることができます。三明市の情報ウェブサイ
トも、患者への情報提供が腐敗への対抗手段になる可能性を示しています。 

中国が国民一人当たりの医療に支出する金額は 400 ドル前後で、OECD平均の 10分の 1 にも届きま
せん。この点を考えると、この支出は全て必要な支出であり、有意義な改善は予算を増やさない限り不可
能とも思えますが、三明市の経験から、実はそうではなく、低予算の医療システムでも非常に高い効率を生
み出し、それをサービス改善に再投資できることがわかりました。 

高い効率を生み出し、それを再投資できる状態になったなら、今後の新しい投資は改革の優先課題と結び
つけるべきです。三明市で改革への抵抗がきわめて小さかったのは、主要なステークホルダーの多くが変革に
よって経済的な利益を享受できる立場にあったからです。 
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