
数字で見るデータ 医療技術大国スイス
概要
スイスは世界的に最も重要な医療技術立国として知られています。スイスほど労働者に
占める医療技術従事者の割合が多い国はありません。最先端の研究施設と発展を続ける
ヘルスケアのコンビネーションは、製品のイノベーションを刺激し、スイスを医療技術分
野の研究開発及び製造の理想的な立地にしています。

出典：SMTI Report、2018
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研究開発（F+E）
• 国際比較によると、スイスは外国人専門技術者にとって、最も魅
力的な国であるという結果が出ています。

• 2016年には、医療技術の分野でスイスからの特許申請がおよそ
600件ありました。これは前年度に比べて11 ％も多い件数です。
欧州圏内で比較してみると、スイスはドイツとオランダに続いて
3位に入っています。

予算と資金
• 世界で最も重要な金融市場との距離が近いため、新規企業が
資金調達をするには最適の環境にあるといえます。また、ベン
チャーキャピタルと未公開株式への投資も簡単です。

• 2017年にはスイスのベンチャーキャピタルの約4分の3が ライフ
サイエンス分野に投資されました。医療技術関連のスタートア
ップ企業は、投資された資本金から8,700万スイスフランを捻出
しました。

• スイスは世界で最も重要な銀行立地であると同時に、欧州最大
のライフサイエンスの証券取引所でもあるため、幅広い資本調
達の可能性を提供しています。スイス証券取引所（SIX）が取引
する資本の49 ％は、ライフサイエンスプロジェクトに関するも
のです。

• スイスの医療技術分野におけるノウハウの伝達や協力は独特
なものです。スイスの医療技術メーカーの94 ％は 、大学、病院、
機械工学や製薬など関連分野の企業といったパートナーと 協働
しています。この関係がイノベーションの秘訣です。メドテック
関連の製造業、およびその業界専門のサプライヤーやサービ
ス業者が、高い密度でスイスに集中しています。これにより、ス
イスはメドテック関連の産業クラスターとして、独自の存在感を
放っています。それに加えて、先端技術関連企業が集中してい
ることが、スイスの特徴です。そして、これらの企業が培った専
門的なノウハウから、メドテック業界も利益を得ています。

• 2017年にはスイス連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）におい
て、約1,000人がライフサイエンスの学士、修士、博士の各課程
で学びました。高等専門大学全体 では、この年に2,600人の学生
が化学やライフサイエンス関連学科で学んでいます。スイス連
邦工科大学チューリッヒ校（ETHZ）では、10人の教授が医 療 技
術の分野で研究しています。今後も10人の新任教授や新しいイ
ンフラ、医療技術プロジェクトファンドを通して医療技術を推進·
強化していきます。また、バーゼル大学のバイオメディカルエン
ジニアリング学部やベルン大学付属病院も、医療技術の領域の
研究開発に集中的に取り組んでいます。さらに、ETHZの健康科
学および先端技術学部では、基礎研究から臨床応用に至るまで
研究されています。

• 2017年、スイスにおける医療技術のメーカーは総売り上げの
6 ％–18 ％、サプライヤーも同様に総売上の5 ％–9 ％を研究開
発に費やしました。メーカーおよびサプライヤーのいずれの業
種でも、マイクロ企業や中小企業が、2017年の総売上の最も大
きな割合を研究開発に充てています。

• 知的所有権保護のための登録手続きは簡単で効率的です。欧
州特許庁（EPA）や世界知的所有権機関（WIPO）などによる知
的所有権の国際保護システムを通じ、国際的に有効な登録が
できます。他国での代理作業は必要ありません。

• スイス·イノベーションパークはスイスのイノベーション国家と
しての地位を守り、競争力を高めるものとして期待されていま
す。この施設は、連邦工科大学チューリッヒ校およびローザンヌ
校の周辺地域の2か所にあるハブ拠点と、アールガウ、バーゼ
ル、ビールの3か所にあるネットワーク拠点を活用し、2016年初
頭に始動したものです。

技を有する国人労働者を惹き付ける力
World Talent Report ランキング、2017年
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200 40 60 80

メドテック関企業がスイスに資する5つの由
由全体のうちの割合（%）業者とサプライヤー（n=116）

出典: SMTIアンケート、 2018年

 十分に蓄積されたメドテック分野
 のノウハウ

 高い労働生産力
 安定した経済環境

 自由が利く労働市場
 高い技能を備えた專門熟練

 労働者(労働者の利用可能性)

68 %

57 %

49 %

38 %

37 %



• 外国企業がスイスで起業または移転するには、多くの州で最大
10年間、完全または一部の法人税及び資本税が免除されます。

• 世界規模の巨大コンツェルンのみならず、数多くの中小企業に
よってスイスの医療技術関連セクターは成り立っています。こ
のセクターの全企業のうちの93%は従業員が250名よりも少な
く、5社中4社は50名にも届きません。そして、従業員数が10名に
も満たないマイクロ企業が、その中では最も大きなグループで
す。専門分野の企業設立や買収の機会が与えられています。

• スイスのライフサイエンス部門は、世界の他の都市と比べて最
高の労働生産性を誇ります。2017年のメドテック関連業界の総
売り上げは、158億スイスフランにも上りました。これは、従業員
一人当たりの労働生産性が27万スイスフランに達したことを示
しています。

• スイスのイノベーション促進エージェンシーであるイノスイス
（Innosuisse）は、経済と市場の共同作業を支援しています。同
組織は、そのための目的に応じてイノベーションのためのプロ
ジェクト、ネットワークの構築、職業教育、そしてコーチングを提
供しています。イノスイスは、年間で約 2 億スイスフランの支援
金を用意しています。その大部分は、イノベーションのためのプ
ロジェクトの支援に使用されています。

• スイス以外の機関でも公的資金援助への申請は簡単です。2014
年から2020年にかけて計画されているEUの第7次研究フレーム
ワーク・プログラムでは、1億7,240万スイスフラン（予算全体の
2,2 ％）が助成基金に配分されることが決まっています。特筆す
べきは、スイスのプロジェクト案の審査通過率が他国と比べて一
段と高いという点です。 

基本条件と市場アクセス
• スイスの医療技術市場は国際的な進出を強く志向しています。
一方では、さまざまな多国籍企業がスイスに活動拠点を置いて
います。一方で、スイスで製造される医療技術機器のうち75 ％
が輸出されます。主な輸出先は米国とドイツ、さらに、中国と日
本が続きます。スイスの公的輸出信用機関であるSERVがリスク
のある輸出業の保護を担います。

• メドテック関連分野の経済成長率は、長年にわたって安定して
おり、スイスの国内総生産（GDP）の成長率を大きく上回ってい
ます。今後は米国、ドイツ、スイス、中国で大きな成長が見込ま
れています。 

• 医療システムが高度成長し、財政安定しているおかげで、スイ
スは医療技術製品の最重要な戦略市場となっています。

• スイスは一人当たりの医療費支出が世界で最高で、医療技術機
器メーカーにとっは魅力的な市場になっています。国内市場を
強化するため、医薬品費用は社会保障を通じて煩雑な手続きな
しに迅速に払い戻されます。

• EUEFTAや中国や日本を含む 40ヵ国との自由貿易協定によ
り、重要な輸出市場へのアクセスが確保されています。適合性
評価及び品質管理の相互適応によりスイスの医療技術メーカ
ーはEU、EEA、EFTAとの貿易の費用を大幅に削減できます。 

• 製品登録及び適合性評価を相互適応したおかげで、EU内の市
場アクセスは簡単になりました。

• スイスは、ドイツと中国に次いで3番目に多い2国間の投資保護
協定を結んでいます。

スイスのメディテック関の輸先、2017年
輸出先トップ10ヵ国

  10CHF
 米国 3.0
 ドイツ 2.2
 オランダ 0.8
 ベルギー 0.6
 フランス 0.6
 中国 0.5
 日本 0.5
 英国 0.3
 イタリア 0.3
 オーストラリア 0.2

輸全体 11.3

出典: SMTI, 2018年
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最新の動向
• スイス国会は、未来ファンド（www.zukunftsfonds.ch）を設立す
る提案を全州議会に要求しました。年金基金から、医療技術分
野など将来を担う経済セクターのベンチャーキャピタルに投資
することが求められています。この決定により、スタートアップ企
業がとりわけ恩恵を受けることができます。

• スイスには2012年より、独自の移植登録（SIRIS）システムがあり
ます。このシステムは産業界や病院にとってベンチマークに活
用されています。長期検証結果と余命分析のデータバンクとし
て、SIRISは医療技術産業の重要な早期警戒システムとツールと
なっています。

• 移植医療と企業精神の国立能力センターをベルンに設立するこ
とで、産業界と病院の協力が容易になり、立地の国際競争を考
える上で移植の基本条件が改善されました （www.sitem-insel.
ch）。  

• 2017年5月26日以降、 欧州で新規則が発行されました。そのひ
とつは、欧州医療機器規則（MDR）と呼ばれるもので、もうひと
つは欧州対外診断用医療機器規則（IVDR）です。これらの規則
は、患者の安全性のさらなる改善を目的に発行されました。この
MDRとIVDRの導入により、移行期間内にEU圏内の各国は、それ
ぞれの基本法をこの規則に適応できるように調節することが求
められています。そうして、スイスでは、2020年の上旬に改訂さ
れたスイス医療機器法の施行を予定しています。スイスのメド
テック産業は、これまでの高い技術革新力を維持し、まだまだ潜
在的な可能性が眠っているデジタル化のポテンシャルを開花さ
せ、強化していけるように力を注いでいます。

問合せ先、追加情報体験者の声

「ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカ
ルカンパニーは、6,000人を超える従業員を雇用す
るスイス最大の米国の雇用主です。医療技術製品
メーカーとして従業員のノウハウとクオリティは何
よりも大切です。スイスではこれらの優位性が際立
っています。」
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