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中国和日本在糖尿病有病率上的比較

世界的糖尿病人 口呈爆炸式的持紋増長 ,国 際糖

尿病咲盟(IDF)最 新凋査
1結

果表明,2017年的世界糖

尿病人 口己迭4イ乙2,500万人 ,其中包括中国在内的西

太平洋地区的糖尿病人 口迭 1イ乙5,900万人,是棚有世

界最多糖尿病人 目的地区(目 1)。 同祥的凋査結果霊

示 ,世界糖尿病人 口最多的国家 ,2017年中国成人糖

尿病患者1化1,400万 人 ,理所当然 的占据第一位 (国

2)。 2017年 6月 友表 的以17万人力対象的最新凋査
2

(」AMA)結果表明,2013年的中国本土成人糖尿病有

病率力 10。 9%(汲族 14.7%、 蔵族4。 3%、 回族10.6%,

民族同有差昇 )、 糖尿病前期有病率推淑1カ 35。 7%。

2003年到2012年 日本国民健康 ・菅券凋査中,以

成人5万多人力対象的十年追踪凋査
3結

果表明,日 本

成人糖尿病患病率力8.3%。 2017年的日本国民健康凋

査
4結

果表明,20夢 以上被張烈杯疑力糖尿病者推沢J力

1,000万人。

-3~畜牧民族 ,ll■島素分泌 良好的欧美人神相比
,

亜洲人神是衣耕民族 ,膜島素的分泌量是欧美人神的

一半以下,故即使亜洲人是林准体重 ,也容易友生糖

耐量昇常,更何況只要亜洲人梢微肥辟 ,就彼容易友

生糖尿病 ,人紳基因方面是其中的原因之一。男一方

面 ,双生活琢境及生活方式的角度 ,脂肪擾取量的増

多 ,由汽牟持有4in数増加而引起的透功不足 ,加之 日

本的超老於化而帯来的低菅券 ,肌肉功能低下 ,最終

早致包括中国及 日本在内的亜洲的糖尿病患者随欽食

生活刀慣的欧美化而呈逐年上升超勢。同吋,糖尿病

及其井友症 ,包括劉小血管井友症 (祝回膜病交・腎病・

神経障碍 )。 大血管井友症 (心血管疾病 ・脳中凩 。下

肢功詠硬化 )。 癌症 ・骨廣疏松 ・決知症等在内,己成

力危害其国民健康 ,縮短寿命的一人原因(国 3)。
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中国和日本在糖尿病的現状及課題上

的比較

日本糖尿病治庁的最大特点是通述困陳医庁 ,来

実現以糖尿病患者力中心的,把患者的治庁秋板性充

分凋劫起来的,全方位的教育 ,指早及治庁。通道 由

糖尿病寺科医卿 ,和包括押士 。菅券州・豹芥J卿 ・栓

査技州等在内的押有糖尿病寺立知沢的糖尿病庁券指

尋士而狙成的糖尿病医庁困陳,対糖尿病患者逆行糖

尿病治庁中最重要的定期的,定量的欽食庁法 ・透劫

庁法 ◆服豹/膜島素庁法 ,以及糖尿病足病的節査 。坪

借及足病教育等的指早。2001年 日本糖尿病学会没立

了糖尿病庁券指早士制度 ,現在己有1万9千多名 ,由

押士・菅界卿・弯芥J州 ・栓査技州等杓成 ,作力糖尿

病悔床生活指早的寺立人士得以決江。

糖尿病数据管理凋査
5結

果表明,在患者和医庁工

作者的不断努力下 ,日 本糖尿病患者的平均糖化血笙

蛋白HbAlc年度推移呈減少超勢。美干肥辟 ,到2013

年力止呈増K超勢 ,但2014年 以后呈降低超勢 ,2015

年的最新数据是24.7。 肥鮮得以改善的原因之一 ,可

口中者を史流
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接受糖賊病教育勒次数年 齢

圏4中 国糖尿病患者的現状

以月結力2009年 以后陪紋可以使用的DPP4抑 制芥J,

GLPl受体激泌芥J,SGLT2抑制芥J等 ,不助長肥辟凩除

的治庁得以実施的嫁故。同吋,膜島素使用的 Lヒ例呈

年年減少超勢 ,日服降糖豹及GLPl受体激泌芥J使用しヒ

例呈増多超勢 ,也是其中的一今原因 。美子血糖控制

現状 ,一半以上的患者血糖控制良好 ,30%的患者被

珍断力糖尿病却没有就珍 ,其結果早致 ,現在 日本糖

尿病患者大豹有1,000万人左右 ,其中,毎年由干糖尿

病 腎病而新避早入人工透析患者毎年込16,000人 以

上 ,失明3,000人 ,下肢裁肢3,000人以上 ,同 吋加之

心肌梗塞 ,脳中凩等劫詠硬化疾病的友生及友展 ,在

日本糖尿病己餐成力威肋国民健康 ,危害生命危陰的

重大疾病之一。男外,平均寿命的比較結果呈示 ,与

ヨト糖尿病者相 Lヒ ,糖尿病患者的平均寿命短大概10夢

左右 (男 性大豹短8夢 ,女性大豹短11夕 ),逮与心肌

梗塞 ,癌症等井友症的友生有美咲 ,也是正待解決的

課題之一。

中国的最新報告
2表

明,知道 自己被珍断力糖尿病

者占36.5%,接受治療者占32.2%,在接受治庁者中 ,

49。2%血糖控制 良好。我 fil実 施的中国糖尿病現状凋

査結果昆示 ,美干上海的糖尿病患者 ,BMI在 25以上

的肥辟者 占35%、 20夢 吋肥辟者 占10%,曽 径肥辟者

占70%以上 ;約 60%的患者存在欽食行力昇常,但包

括菅券指早在 内,没有接受道糖尿病教育的患者 占

60%以上。按 自己理解的方式来凋市欽食 ・送劫 ・豹

物及膜島素芥J量 的患者 占多数 ,膜島素促泌芥J的使用

占治庁的主体 ,其結果 ,一半以上的患者血糖控制不

理想
6(国

4)。 美干北京的糖尿病患者 ,与上海的糖尿

病患者 Lヒ較 ,血糖管理得更加不理想 ,膜島素的使用

者更多 ,高血圧 。高血脂合井的患者更多。美子杭州 ・

北京的糖尿病患者 ,足部干燥 ・疑似白癬感染症者 ,

比日本高出3倍…5倍之多
7、 8、 9。

日本式糖尿病□FA医庁在中国的芸減

対千持紋増K的 中国糖尿病 ,実施対策是亥J不容

後的当努之急。ゴ匡常期待我ril実 施且詮江了的日本式

糖尿病困険医庁的有数性可以成力解決同題的方法之

包括糖尿病困陳医庁在内,日 本有彼多仇秀的医

庁技木 ,在 日本国内,人 口越来越少 ,接受医庁的人

口也越来越少。男一方面 ,在 日本国タト,希望接受 日

本仇反医庁的国タト患者大有人在。在保持 日本国内医

庁保障制度的前提下 ,力了増避 日本医庁的反量 ,有

数利用有限的医庁資源 ,推避医庁国際化的挙措是必

要的,也是大勢所超 (国 5)6、
7。

作力医庁国際化的一今琢市 ,以輸出日本医庁力

目的,我個作力 日本径済声立省的重点扶植項 目,把

日本式糖尿病四臥医庁帯到中国,対各神医庁服努的

有数性遊行了凋査。日本的医州・押士・菅界卿 ・萄

芥J州等須成的医庁困険,与企立形成共同体 ,分別到

中国北京・上海 。杭州的医院実際避行 日本式糖尿病

中者孝史流
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日珍珍庁 ,以充分凋功患者治庁秋板性力主 ,対以患

者力中心的各神医庁服努 ,避行了有数性的強江 (国 6)。

中国的医庁保除制度ゴト常夏奈 ,不便保陰神癸繁

多 ,按医りT及地域等不同,其桂号費也不同 ;不同神

癸的保陰,其処方上限金額不同,超出処方上限金額

部分 ,有的医院双医卿工資中lEl除 ;新豹都不在保崎

所覆益疱時内等。員然中国与 日本的医庁保院制度裁

然不同,但中国的糖尿病現状 ,与 日本相同,即需要

包括医師・押士・菅券りT・ 豹芥JりT等在内的困険医庁

的介入。同吋,中 国的糖尿病患者 ,与 日本患者相同 ,

対欽食 ,込功等有所意沢者 占多数 ,但以自我方式凋

市者居多 ,学可熟情高 ,治庁秋板性張者居多
6、 7。

我個提供了中国糖尿病患者所需要的糖尿病困陳

医庁 ,結果表明,医卿的珍庁 ・菅界卿的菅界指早 ・

押士的糖尿病教育及足病的節査和指早・豹芥JりT的服

豹指早 。自我血糖監測 (SMBG)及活功量氾景器的

指早等我佃提供的所有医庁服努都ヨト常受中国糖尿病

患者的攻迎 ,通述困陳医庁的介入 ,使得欽食行力昇

常者減半 ,対糖尿病的決沢 ,欽食刀慣 ,送劫可慣得

以増避理解 ,其結果呈示 ,体重 。血糖値 ・糖化血笙

圏5医療国際化的目的

圏6躾合ま1滲的流程
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蛋白HbAlc・ 血圧・井友症的尿中微量白蛋白・血脂

等我ril凋 査的所有指林都呈明昆改善超勢 (国7),而

且 ,就珍次数越多的患者 ,其改善数果越明昆。通述

此次凋査 ,充分碗決了,糖尿病困陳医庁対中国糖尿

病患者同祥牧到了可持徴的有数性 ,及中国糖尿病患

者対糖尿病困陳医庁的需求是板高的結沿
6、 7。

逮次我個也対翻澤介人的有数性避行了凋査 ,結

果友現 ,只要翻澤的反量到位 ,指早数果及患者満意

程度没有差別。在上海 ,日 本押士足部節査吋,中 国

患者突然熱涸盈距,不会沸中文的日本押士不知原因 ,

通這翻澤 ,オ摘明白,患者表示 ,双来没有逮久多医

庁工作者遠久耐心地明取 自己的訴悦 ,力 自己一介人

提供速久劉致周到的服努 ,原来患者是被我Fil的 医庁

服努所感功了。述有一位80歩 的患者 ,我佃在上海双

事了5次 日珍 ,5次 日珍都決真地来就珍 ,在最后一次

日珍吋 ,交給了我佃一封感謝信 ,感謝信的最后写到「中

日人民友好万夢 !」 ,我佃ゴト常感功 ,ゴト常受鼓舞
10。

在 日本 ,医庁国際化的挙措也受到高度坪伶 ,干2014

年末荻中曽根康弘笑
11,2016年

度遂在 日本声立克争

力会波上友表
12,被

決定力 「改革2020」 医庁領域的

重点扶檀項 目
13,日

本径済新同及NHK等各大媒体都

曽相継扱道
14。

日本糖尿病糖尿病学会提出了糖尿病治庁的 目

林 ,即不供是力了窄持 良好的血糖 ・体重 ・血圧 ・血

(KgI CC

(醐 彗

国7指尋前唐職床指林的改善 (143例 )

鱗持轟好餞血糖、鉾重、
血葬、血臓鑢控雷状恣

日本精尿病学会 :糖 尿病治オ1旨南2017

国8 糖尿病治庁的目林
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蒻 主題研究

脂等的控制状恣 ,同吋通這抑制糖尿病須小血管井友

症 (祝同膜病交。腎病。ネ申径障碍)及功詠硬化疾病 (冠

状功詠疾病 。脳血管障碍 ・末梢功詠疾病)的友生和

友展 ,以送到維持与 J卜糖尿病者不交的日常生活反量

(QOL),碗保与ゴト糖尿病者不交的寿命 ,作力最終治

庁的目株 (国 8)。

通道此次項 目,使我個更深刻地感受到,一顆 “心"

是可以打功男一顆 “心
″

的。今后以糖尿病力主軸 ,

予防・珍断 。治庁一靖式服努的杓建 ,悔床 ・教育 ・

科研等多方面合作据点的杓建 ,友源干亜洲 。服努干

亜洲人 ・通合千亜洲人的糖尿病林准化治庁的杓建力

目 林 , 日 前 在 日 本 内 円 官 房 及MEJ(MediCal

Excellence」apan)的 重点扶植下 ,在中国各地力没

立 日本式糖尿病寺科医院在倣准各工作 (国 9)。

力了預防和抑制糖尿病及其井友症 的友生和友

展 ,包括家庭 。学校 。企立 ,社区 。政府部門等在内 ,

対各今人生隣段制定不 同的相庄対策至美重要 (国

10)。 期待以充分凋功患者治庁秋板性力特点的日本式

糖尿病圏臥医庁的治庁径詮 ,不便対中国,乃至世界

的糖尿病及其井友症的友生預防・友展抑制杵起到秋

板的作用。力此 ,各国需要携手共遊 ,友拝各 自的仇勢 ,

互相取Kネト短 ,以多扇的可持紋友展的方式 ,力人癸

共同財声 。有限資源的医庁 ,倣出我佃彼此的貢献。

鐙済声此省・骨予医院・医療器載 。医菱晶企立雛合体tll

鷹上薄中翔糖鮮癌中心的波置 (2011年 )

=杭
州中国糖雌病中心的哉量 (2012年 )

E北京中日糖尿病中心的性量 (2015年 )

■北京日本式糖難病青科甕院的岐立 (2017年 )

=申
国各地日本式糖難病囲険医療服努震升 (2018年 一 )

(元揚 。大連・潔琴||・ 杭州・犬津・声州・群南等 )

慾鼈黒鼈鉤主魏    輻
ざ

艤胸 響麒蜀 鬱絣
=一

隧餡服纂鶉蜆建
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鮫尿予饉測謳絣鸞鸞褥Å鋳靱鶉化褥瞭勒絢
日本企血在中国医療相美事血釣晨牙
・企血成功横式的的建
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『

1斉 誦 理し嵐

菊斉」部部長篠原高雄先生対子立努倣悦明

(薬斉」部篠原高雄部長によるご説明)

就老年医学埼奈京都健康長寿医庁中心的老師li3遊 行

交流

(東京都健康長寿医療センターの皆様と高齢者医療につい

て情報交換)

菊斉」部美ネし輔先生対干並努倣悦明

(薬斉」部関ネL輔先生によるご説明)

京京都健康長寿医庁中心的研究副部祇大

澤有Б朗

(東京都健康長寿医療センターの大澤郁朗研究
冨」部長)

N丁丁 Electronics ttechno Corporation就 居 家 医庁

所提供的電子病房服劣遊行悦明

(N丁丁エレクトロニクステクノの在宅医医療向け電子カルテ
のサービスについてのご説明)

副院長需藤英昭先生以及菊斉」部的工作人員

(齋藤英昭副院長及び薬斉」部の皆様と)

奈京都健康長寿医庁中心的理事長丼藤英喜先生 ,中心長汗俊鋭

先生 ,副所長逓藤玉夫先生和来坊□的合影

(東京都健康長寿医療センターの丼藤英喜理事長、許俊鋭センター長、

遠藤玉夫副所長と)

●■■|■|111■  ‐■■|■■|||‐  |               |  |‐  ‐
| ‐|■■■|||■■|111

隆

2017年5月 ,常熟中医医院坊 日囲坊同了京不口医院リ

笑容之家 (提供居家医庁 )就老年医学遊行了交流

2017年 5月 、常熟中医医院訪日団が高齢者医療の交流をす

るために来日し、東不□病院、笑顔のおうちクリニックを訪問。

日本老年医学会事物局今丼淳子女士

(日 本老年医学会事務局の今丼淳子さんと)

埼笑容之家的工作人員合影

(笑顔のおうちクリニックの皆様)

笑容之家珍所同逓程系筑操作

(笑顔のおうちクリニックの各拠点FB5に おける遠隔システム操作につ

いて)

中者を夫流

村尼十美能込在 日本対居家医庁提供的服

努所llll悦明

(日 本コニカミノルタの在宅医療の取組につ
いてのご説明)



2017年7月 り中国医院管理坊 日困来至」神戸参加了日本医院学会 ,

井坊同了京都市立医院以及神戸市立医庁中心中央市民医院。

2017年 7月 、中国病院管理訪日団来日し、京都市立病院及び神戸市立医

療センター中央市民病院を訪問すると同時に、神戸で開催された日本病院学

会にも参力□。

41R贔賣戌隧瞼
●
∴

神戸市立医庁中心中央市民医院的劉谷亮院長代理 (現院長 )以及高杯羊副院長和坊日□的合影

(神戸市立医療センター中央市民病院細谷売院長代行 (現病院長)及び高橋豊副院長と)

京都市立医院副院長森一樹先生埼副院長桑原安江女士

(京都市立病院森―樹副院長、桑原安江副院長と)

京都市立医院院長森本泰介先生致辞炊迎済日囲

(京都市立病院森本泰介院長によるご挨拶)

在神声市立医庁中心中央市民医院的康隻中心里

(神戸市立医療センター中央市民病院リハビリテーシ三ン三 二て)

神戸市立医庁中心中央市民医院大庁的院内通知屏

(神戸市立医療センター中央市民病院院内案内画面)

(り んくう総合医療センター八木原俊克理事長による病院リスク管理

についてのご講義)

|1缶杢繰合医庁中心理事長八木原俊克先生就医院凩陰管理洪座

在神声市立医庁中心中央市民医院的楼頂急救菫升机停机坪

(神戸市立医療センター中央市民病院屋上ヘリポートにて)



隋交流活動介鋼

2017年7月 ラ莱尭市人 民 ■

医院坊日囲来至」杏林大学医学

部付属医院以及兵庫具立尼崎

繰合医庁中心交流。       |

2017年7月 、栞ブ市人民医院  ■

訪日団が来 日 し、杏林大学医学  ■

馨墨ン      犀不

立尼崎総

 諦

鼈
一藉

由副院長需藤英昭先生来自介紹医院情況

(齋藤英昭副院長による院内説明)

在放射筏科参規先遊医庁没缶

(放射線部にて先進的な医療設備を見学)

埼兵庫具立尼崎繰合医庁中心院長藤原久文先生以及副院長需田宏先生的合影

(兵庫県立尼崎総合医療センターの藤原久義院長及び齋田宏副院長と)

埼杏林大学医学部付属医院副院長需藤英昭先生

(杏林大学医学部付属病院副院長齋藤英昭先生と)

2017年9月 ,中 国消化器医り市坊 日囲来至」了北

海道的手稲渓仁会医院り就消化器疾病遊行了交流 。

2017年9月 、中国消化器医師訪日団が北海道の手稲

渓仁会病院を訪れ、消化器疾患についての交流を行い

ました。

消化器中心負責人 ,消化器内科部長真回宏介先生以及消化器タト科部機中村文Fi

先生

(消化器センター長消化器内科の真□宏介部長、消化器外科の中村文隆部長と)

(自 然が多い北海道ではヘリポー トの二一ズは救急 内窃鏡練コ没各

車より少なくない)               (内 視鏡練習機材)

2017年10月 ,中国眼科医師坊同囲参肌了杏

林大学医学部付属医院。

2017年 10月 、中国眼科医師訪日団が杏林大学医

学部付属病院を見学

■
■
ヽ

埼副院長需藤英昭先生

(齋藤英昭副院長と)

●■111■■■‐
|■

埼眼科系統負責人一起遊行信息交換

(眼科専門システム担当者も交えて1青報交換) (眼科病棟 にて )

「
「1鑓彗11藤l111‐ _
在大自然較多的北海道,急救菫升机不比急救牟

的需求低

中者を史流

一一　　一　　　　　一



隕交流活動介鋼

2017年11月 ヮ浙江大学医学院附属第二医院り山京省建筑没汁研究院第四分院坊日囲赴日参加2017年医庁福祉建

筑京南亜大会 ,届吋薄坊了杏林大学医学部付属医院以及京京大学医学部附属医院。

2017年 11月 、浙江大学医学院附属第二医院、山東省建築設計研究院第四分院訪日団が来日し、2017年医療福祉建築東アジ

アシンポジウムに参力□すると同時に、杏林大学医学部付属病院及び東京大学医学部附属病院を訪問。

埼奈京大学医学部附属医院PubllcRelatlon中 心事劣部長

盆崎英司先生

(東京大学医学部附属病院パブリック・リレーションセンター塩

崎英司事務部長と)

埼杏林大学医学部付属医院副院長需藤英昭先生

(杏林大学付属病院齋藤英昭副院長と)

2017年11月 ,中国消化器

内科医師坊同囲来至」N丁丁京 曰

本美京医院遊行交流活動 。

2017年 11月 、中国消化器内

科医師訪日団が来日し、N丁丁東

日本関東病院にて交流活動を行

いました。

埼大圃研先生合影 ,他的大腸癌内窃鏡治庁立鏡在日本飯先

(大腸がんの内視鏡治療症例数日本 トップレベルを誇る大圃研先生 (大圃研先生の巨SD手術見学前 ご説明 )

病理珍断科部長的堀内店先生給来坊囲倣病理珍断洪座

(病理診断科部長の堀内啓先生による病理症例講義)

在放射筏科内部会波室里

(放射線科ミーティングルームにて)

消化器内科的村元芥先生 ,根岸良充先生 ,酒丼英嗣先生埼

済日□的老師個就内窃鏡病例研封

(消化器内科村元喬先生、根岸良充先生、酒丼英嗣先生と訪日団参

力□者で内視鏡病例についてディスカッシ∃ン)

埼京京大学医学部附属医院放射筏科花図升平先生 ,古田寿宏先生合形

(東京大学医学部附属病院放射線科花岡昇平先生、古田寿宏先生と)

2017年12月 ,中国放射筏医生坊 日囲済同了東京大学医学部附属医院。放射筏科医局長花図升平先生就

日本的放射銭科現状倣了悦明。

201フ年12月 、中国放射線科医訪日団が来日し、東京大学医学部附属病院を訪問。放射線科医局長花岡昇平先生に

日本の放射線科現状をご説明いただきました。

中者を史流





国保旭中央病院 国保旭中央病院
廉 吉虎
吉林省人民医院

2017年 9月 3日 至j10月 27日 ,我在国保旭中央病院遊

修泌尿外科。旭中央病院是一家大型察合病院,棚有989

張床位,負責周国十三市七町的医庁任分 ,覆益人口豹

100万人。泌尿外科是咳医院的重点科室 ,至J科里的第一

天就受至J了 中津裕臣部長及鈴木規之医生等的熱情接

待。毎天的工作是繁忙的,早晨8点升始全科査房,之后

便選手木室,基本上毎天8点 到16点 ,5台到8台 手木。

結束一天的手木后,毎晩5点 ,全科医生一起封沿病例 ,

包括当天入院患者,木后及木前患者。毎周三早晨,科
里都会遊行沿文封沿,主要是就科里医生友表的沿文或

者最新的泌尿外科相美沿文遊行全科封沿。通道両今月

的学刀,我掌握了前列腺癌的規模化珍断治庁。在鈴木

教授与島教授的指早和希助下,学 コ井頷会了輸尿管軟

鏡的操作,初歩掌握了送芥奇机器人的簡単操作,也深

刻的決沢到机器人輔助腹腔鏡相 Lヒ 普通腹膝鏡所具有的

明呈仇勢。

息之 ,員然只有短短両今月吋同,我今人在理沿知

沢,手木操作 ,珍庁理念等方面都有了ゴト常大的牧荻。

在今后的工作中,我杵致力干前列腺的規疱化珍断治庁 ,

径腹腹腔鏡手木及輸尿管軟鏡手木。

最后,哀心感洲院頷早展頷早及日本全国自治体病

院跡洪会給了我速次珍貴的,准得的学コ机会。

廉  吉虎
吉林省人民医院

2017年 9月 3日 から10月 27日 の間、私は国保旭中央

病院の泌尿器科にて研修を行いました。旭中央病院は大

型総合病院であり、989の病床を保有 しています。病院

周辺十三の市、七つの町からの患者に対する医療提供責

任があり、カバーする人□は約 100万人に上 ります。泌

尿器科は当病院の重要な診療科の一つですが、到着初日

から中津裕臣部長や鈴木規之先生から熱烈な歓迎をいた

だきました。毎日の仕事はとても忙 しく、朝8時から病

棟の回診後、すぐに手術室に入 ります。基本的には毎日

8時から16時まで手術室におり、手術は毎日平均 5か ら

8回行われます。一日の手術を終え、 17日寺から全診療

科の医師が集まり、一緒に症例検討を行います。その対

象はその日の入院患者から術後や術前の患者すべてであ

ります。毎週水曜日の朝、診療科内で論文についてのデ

ィスカッシ∃ンが行わね、同じ科内の医師によつて発表

された論文や最新の泌尿器科関連論文が対象とな りま

す。二か月の研修を経て、私は前立腺癌における診断の

標準化及び

'台

療方法について、理解できるようになりま

した。鈴木教授や島教授のご指導やサポー トの元、尿管

鏡の操作を習得 しただけでなく、手術支援ロボットダヴ

ィンチの簡単な操作ができるようになり、回ボットによ

る腹腔鏡手術のサポー トが普通の腹腔鏡手術と比べ、明

らかに優位性があることを深く認識することができまし

た。

二か月と短い期間ではありましたが、理論矢□識面、実

際のオペレーション、診療理念などいろいろな面で勉強

になり、大きな収穫がありました。今後仕事の中で、こ

こで習得 した前立腺癌における診断の標準化及び治療、

腹腔鏡手術や尿管鏡手術に力を入れていきたいと思いま

す。

最後に改めまして、受け入れてくださつた病院や先生

方に感謝を申し上げたいと同時に、日本全国自治体病院

協議会様にもこのような貴重な機会をいただいたこと、

深く感謝 したいと思います。

中者をえ流
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魃赴日研修感想

島田市民病院 島田市民病院
犯 祥
吉林省祇春市―汽忠医院

尊敬的全国自治体病院協波会,尊敬的島田市民病

院

在逮今美雨的秋天 ,我有幸来到島田市民病院学コ。

来歪J逮今凩景仇美,山青水録 ,富有田囲気息的城市我

感到非常高共。

在学コ的道程中,整形外科的中山威知郎医生給了

我彼大的希助,中 山医生帯我一同出 1可 珍,了解普通病

人的珍庁道程 ,仮瞬普通日本患者的訴悦。毎周我透在

中山医生的帯頷下封稔病人病情,現看手木,在手木中

学コ不同的手木操作方法 ,了解各紳手木机械的使用。

在困暇的吋同里同医院的其他医生交流 )全方位了解医

院,了解日本医庁制度,及而了解日本社会。

日本医庁制度径述数十年的友展 ,述是十分完各的。

医保覆孟片淫 ,費用技備 Lヒ 例高,病人負担軽,尤其是

遍布各地的珍庁所有数地起到了分流地作用,避免了大

医院人満力患,小医院 1可 可ν雀的現象。医生的流功性

也彼高,能更好的我到這合自己的平台。当然速和 日本

径済水平高,全国友展均衡 ,公立教育水平元明昆差別

等因素息息相美。

日本毎年新入取医生較少,早致医院都鉄医生,速
在 日本普通医院尤力明昆,半寛大城市逐是有吸引力。

島田医院有的科室就因鉄少医生面 1陶美閉,但速也保江

了医庁的高水准。日本医生自我要求高,競競」2主レ,逮
也是日本人的特点。同吋日本医生也彼辛昔,工作吋同

K,述要不断的学コ,尋我更這合自己的平台。

両今月的学可員然彼短暫,深入了解了日本医庁制

度 ,学可了新知沢 ;決沢了新的同行 ,交至J了 新的朋友 ,

Lla荻満満,希望有机会再相衆 !

紀 祥
吉林省長春市一汽総医院

尊敬する全国自治体病院協議会及び島田市民病院様 :

この美 しい秋の季節に、幸運にも島田市民病院で研修

することができ、また海と山を望む景色は美 しく、空気

がとても澄んだ町に来られ、うれしく思いました。

研修期間中は、整形外科の中山威矢□郎先生に大変お世

話になりました。中山先生の外来にも同席させていただ

き、一般外来患者に対 しての診療プロセスを目の当りに

し、日本の患者さんから生の声を聴 くことができま し

た。また毎週中山先生のご指導の下、患者さんの病状に

ついてディスカッションし、手術見学ではいろいろな術

法を学び、様々な手術機械の使用方法をも勉強 しまし

た。体み時間には、院内他の医師たちと交流することで、

病院や日本の医療制度を通 じて日本の社会を理解するよ

うに努めました。

日本の医療制度は数十年の発展を経て、いろいろな面

で考慮されています。医療保険は広くカバーしており、

公的負担率も高いため、患者の負担を軽減 しています。

また各地域のクリニックがサテライ トの役害」を果たし、

患者さんを分散することで、大病院に患者さんが集中

し、小規模な病院に患者さんが集まらないという問題を

解消 しています。医師も流動的で、自分に適 している病

院に就くことができるようになっています。もちろん、

これは日本経済 レベルの高さ、経済発展における地域差

がない、公立と私立の教育水準に明らかな差がないこと

と深く関係 しています。

日本では毎年新卒の医師が少なく、医師不足の問題を

抱えています。都会の病院では多少緩不□されています

が、地方の一般病院では深刻な問題です。島田市民病院

でも、医師が足 りず今後閉鎖される診療科があるようで

すが、閉鎖になったとしても医療 レベルは落としたくな

いようです。日本の医師は自分に対する要求が厳 しく、

仕事に責任感が強く、これも日本人の性格の特徴です。

また日本の医師は勤務時間が長く、更に自分に適した病

院を探すためにも、勉強を継続しなけねばならないので

大変です。

二か月の研修は長くありませんが、日本医療制度を深

く理解し、新しい矢□識を習得しただけではなく、新しい

仲間と矢ロリ合うこともできました。収穫はたくさんあ

り、ぜひまた機会があれば皆さんとお会いしたいです。

日常者をえ流
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日寸1司 学 会 勤1点| 日寸同 学 会 地 点

04.19(四 )…21(六 )日 本消化疾病学会忠会 (第 104回 ) 東京都

05.10(四 )-12(六 )日 本消化内撹学会忠会 (第 95回 ) 京京都 03.15(四 ) 癌李 口沿壕 (第 34回 ) 福図市

06.28(四 )-29{五 )日 本食道学会学木集会 (第 72回 ) 宇都宮市  03.15(四 )-18(日 )日 本脳卒中学会学木集会 (第 43回 )福 図市

03.15(四 )… 18(日 )日本脳卒中外科学会学木集会 (第47回 )福図市

05.11(五 )-13(日 )亜洲太平洋肝 EF■ 病学会 (第 25回 ) 横浜市 05.25(五 )-26(六 )日 本神経学会学木大会 (第 59回 ) 札幌市

06.14(四 )-15(五)日 本肝肛学会忠会 (第 54回 ) 大阪市 05,31(四 )… 6.02(六 )日本几科神経学会学木集会 (第 60回 )千叶市

06.29(五)-30(六 )日 本膜肛学会大会 (第 49回 ) 和歌山市

04.19(四 )… 22(日 )日本泌尿器科学会忠会 (第 106回 ) 京都市 03.17(六 )-18(日 )日 本寄生虫学会大会 (第87回 ) 京京都

05.11(五)-12(六 )日 本老年泌尿器科学会 (第31回 ) 福丼市 03.27(二)-29(四 )日 本鋼菌学会忠会 (第 91回 ) 福図市

06.08(五)-10(日 )日 本弩BF■学会学木忠会 (第61回 ) 新渇市 05.31(四 )-6.02(六)日 本化学庁法学会忠会 (第 66回 )  図山市

06.28(四 )-7.01{日 )日本透析医学会学木集会・忠会 (第 63回 )神戸市 05.31(四 )… 6.02(六 )日 本感染症学会学木沸演会 (第92回 )図山市

06.23(六 )-24(日 )日 本結核病学会忠会 (第93回 ) 大阪市

03.02(五 )中 03(六 )糖尿病学的遊歩 (第 52回 ) 福図市

04.26(四)-28(六 )日 本内分泌学会学木忠会 (第 91回 ) 宮崎市 04.28(六 )-29(日 )日本幅床皮朕科医会忠会図幅床学木大会(第 34回 )仙台市

04.26(四 )-28(六 )日 本凩湿学会忠会口学木集会 {第 62回 )京京都 05.31(四 )-6.03(日 )日本皮朕科学会息会 (第 117回 ) 声島市

05.24(四 )-26(六 )日本糖尿病学会年次学木集会 (第 61回 )京京都

06.15(五)-16(六)日本肥畔症治庁学会学木集会 (第 36回 )東京都

03.23(五 )中 25(日 )日 本循琢器学会学木集会 (第 82回 )大 阪市 07.12(四 )-13(五 )日本骨外科学会争 軟狙須帥瘤学木集会 (第 51回 )青争図市

04.26(四 )…28(六 )日本心BF■超声国学会学木集会 (第 29回 )盛図市

05.19(六 )-20(日 )幅床高血圧治塚 (第 7回 ) 京都市

07.11(三 )-14(六 )日 本心律不斉心屯学会 (第65回 ) 東京都 04.13(五 )… 15(日 )日 本内科学会忠会・沸演会 (第 115回 )京都市

07.12(四 )-13(五 )日本劫詠硬化学会忠会口学木集会 {第 50回 )大阪市 04.15(日 ) 日本幅床内科医会忠会 (第 35回 )  京都市

04.20(五 )… 22(日 )日本血液浄化技木学会学木大会J忠会 (第 45回 )名古屋市 04.11(三 )-13(五 )日本整形外科学会忠会・学木集会 (第 61回 )福図市

05.24(四 )-26(六 )日 本輸血・綱胞治庁学会忠会 (第 66回 )宇都宮市 04.26(四 )-27(五 )日 本手外科学会学木集会 (第 61回)宗 京都

06.28(四 )-30(六 )日 本血栓止血学会学木集会 (第40回 )札幌市 05.09(三 )-11(五 )日 本血管外科学会学木忠会 (第 46回 )山形市

06.28(四 )-30(六 )日 淋巴系銃学会忠会 (第 58回 ) 名古屋市 05.17(四 )-18(五 )日 本呼吸器外科学会思会 (第 35回 )千 叶市

05.17(四 )…18(五 )日 本盪傷学会忠会・学木集会 (第 44回 )千叶市

04.27(五 )-29(日 )日 本呼吸学会学木沸演会 (第 58回 ) 大阪市 05.24(四 )-27(日 )日 本骨外科学会学木息会 (第 91回 )神 戸市

05.24(四 )-25(五 )日 本呼吸内撹学会学木集会 (第 41回 )京京都 05.30(三 )… 6.01(五 )日 本ブL科外科学会学木集会 (第 55回 )新渇市

06.07(四 )… 09(六 )日本肝胆膜外科学会学木集会 (第 30回 )横浜市

03.07(三)-09(五 )日 本胃癌学会忠会 {第 90回 ) 横浜市 06.08(五)-09(六 )日 本几科神経外科学会 (第 46回 ) 東京都

05.16(三 )… 18(五 )日 本乳癌学会学木忠会 (第 26回 ) 京都市 06.21(四 )日 23(六 )日 本タト科朕合学会学木大会 (第 43回 )東京都

06.08(五)-09(六 )日本消化系銃癌栓珍学会忠会 (第 57回 )新汚市 07.11(三 )-13(五 )日 本消化外科学会忠会 (第 73回 ) 鹿ノL島市

07.19(四 )-21(六 )日 本幅床紳瘤学会学木集会 (第 16回 )神戸市

06.21(四 )-23(六 )日 本精神神径学会学木忠会 (第 114回 )神戸市

06.22(五 )… 24{日 )日 本変恋反庄学会学木大会 (第 67回 )千叶市

04.12(四 )中14(六 )日本脊柱脊髄病学会学木集会 (第 47回 )神戸市

07.26(四 )-28(六 )日 本骨代洲学会学木集会 (第 36回 )長 崎市

08.02(四 )-04(六 )日本心血管介入治庁学会学本集会 (第 58回 )ネ申戸市

03.09(五 )-10(六 )日本自己血輸血学会学木忠会 (第 31回)大阪市

06.08(五)-09(六 )日本心身医学会&学木沸演会 (第 59回 )名古屋市

04.05(四 )-07(六 )日 本タト科学会定期学木集会 (第 118回 )東京都

曇調識雲鷲電副順霧魂靴密涯星蓬甦
嘉鵞:獄講:錨鶴鍵麓軍幅錆燕奪識

日中医学交流中心医学培りll基地的主要特点是 :

及吋把握 日本医学界的最新避展 ,在第一 Ebl同将速些最新

信息介紹到中国,須須中国的医秀人員赴 日培り|1学刀。

医学培りll方式 :

釆取寺家授深与参肌、兄コ、実刀相結合,E/11体授深与分須封沿

相結合等多神艮活的方式。

可按照委培単位的要求制定培り|1汁支J井俎須実施。

日中医学交流中心的服努内容
。須須医学頷域各学科的培り||、 学コ
・接待安劇卜赴日研修、考察以及与研究机杓遊行学木交流
・企支J、 須須各学科的日中医学交流国際会洪
・逆清及安排参加在日本力ヽ的各学科学木会波

鼎力支
‐
持:

中番を支流
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菫寸1司 学 会 口寸1司 学 会

04.20(五 )… 22(日 )日 本りL科科学会学木集会 (第 121回 )福 図市 06.02(六 ) 日本CNS押理学会 (第 5回 ) 京京都

06.23(六 )-24(日 )日 本几科医学会忠会恰壕 (第 29回 ) 横浜市 06.30(六 )-7.01(日 )日本急救押理神理学会学木集会 (第 14回 )京京都

06.29(五)-30(六 )日 本りL科腎病学会学木集会 (第 53回 )福島市 07.06(五 )-07(六 )日 本医庁情報学会神理学木大会 (第 19回 )高知市

08.18(六 )… 19(日 日本押理研究学会学木集会 (第 44回 )熊本市

05.10(四 )-13(日 )日 本女ヨ声科学会学木洪演会 (第 70回 )仙台市

07.08(日 )-10(:二 )日 本国声期,新生りL医学会学木集会 (第 54回 )フス京:者 5 03.25(日 )-28(三)日 本菊学会年会 (第 138回 ) 金澤市

07.27(五)-29(日 )日 本先天昇常学会学木集会 (第 58回 )東京都 06.30(六 )-7.01(日 )日本医菊品信息学会・学木大会 (第 21回 )宇今鹿市

08.25(六 )-26(日 )日 本備制菊・生物佑制菊学会学木大会 (第 12回 )京者F市

05.11(五 )-13(日 )日本国腔科学会学木集会 (第 72回 )名 古屋市

05.30(三二)-6.02(六 )日 本耳鼻l因喉科学会息会・学木沸演会(第 119回 )横浜市 03.28(三 )中30(五 )日 本生理学会大会 (第95回 ) 高松市

06.01(五)-03(日 )日 本幅床銅胞学会忠会 (春期大会)(第 59回 )札幌市

06.02(六)-03(日 )日 本医史学会学木大会 (第 119回 ) 鹿几島市

04.19(四 )-22(日 )日 本眼科学会忠会 (第 122回 ) 大阪市 06.21(四 )-23(六 )日 本病理学会忠会 (第 107回 ) 札幌市

07.01(日 )-06(五 )日 本菊理学会年会 (第 91回 ) 京都市

04.28(六 )-29(日 )日 本幅床皮朕科医会忠会 (第 34回 ) 仙台市

05.17(四 )… 18(五 )日 本盪傷学会忠会・学木集会 (第44回 )千叶市 03.22(四 )-24(六 )日 本工生学会学木忠会 (第88回 ) 東京都

05.31(四 )-6.03(日 )日本皮朕科学会忠会 (第 117回 ) 声島市 05.16(三 )-19(六 )日 本声並里生学会 (第 91回 ) 熊本市

07.14(六 )-15(日 )日本りL科皮朕科学会学木大会 {第42回 )東京都

05.17(四 )-19(六 )日 本麻酔科学会学木集会 (第 65回 )横 浜市

07.19(四 )-21(六 )日 本疼痛学会大会 (第 52回 ) 京京都 05.31{四 )-6.02(六)日 本医庁器械学会大会 (第93回)  横浜市

06.08(五 )… 10(日 )日 本超音医学会学木集会 {第 91回 ) 神戸市

04.12(三 )-15(五 )日 本放射銭技木学会忠会 (第 57回 ) 横浜市 06.19(二 )-21(四 )日 本生体医工学会大会 (第57回)  札幌市

04.12{三 )… 15(五 )日 本医学放射銭学会忠会 (第 77回 ) 横浜市

06.28(四 )-29(五 )日 本病院学会 (第 68回 ) 金澤市

03.23(五 )-25(日 )日 本友込心理学会大会 (第29回)  仙台市

04.12(四 )… 15(日 )日 本医学物理学会学木大会 (第 115回)横浜市

06.08(五 )-10(日 )日 本京洋医学会学木忠会 (第 69回 ) 大阪市 05.11(五 )-13(日 )日本里生劫物学会忠会 (第70回 )  帯声市

05.11(五 )-13(日 )日本菅界・糠食学会大会 (第72回) 図山市

04.29(日 )… 30(月 )日 本在宅医学会大会 (第 20回 ) 京京都 05.19(六 )-20(日 )日本温泉気候物理医学会・学木集会 (第 83回 )鹿りL島市

06.14(四 )-16(六 )日 本老年医学会学木集会 (第 60回 )京 都市 06.02(六)-03(日 )日 本交通医学会忠会 (第72回 ) 大阪市

06.15{五 )… 17(日 )日 本媛和医庁学会学木大会 {第 23回 )神戸市 06.28{四 )… 7.01(日 )日 本基因盗洵学会学木集会 (第42回 )イ山台市

06.16(六 )-17(日 )日本社区医庁咲合学会学木大会(第 9回 )津市 07.11(三 )-12(四 )日本睡眠学会定期学木集会 (第43回)本 L幌市

06.28(四 )…7.01(日 )日本康隻医学会学木集会 (第 55回 ) 福図市 07.12(四 )-14(六 )日 本基因珍庁学会大会 {第25回)  伊勢市

07.14(六 )-15(日 )日 本在宅照押学会学木集会 (第 23回 )大阪市

07.05(四)-07(六)日本几科循琢器学会・学木集会 (第 54回 )横浜市

08.24(五 )-25(六 )日 本押理管理学会学木集会 (第 22回 )ネ申戸市

03.01(四 )-02{五 )日 本咽共科学会忠会'学木沸演会 (第 30回 )高知市

03.28(三)-30(五 )日本解音J学会忠会・全国学木集会 (第 123回 )武蔵野市

07.12(2コ )-13(I)日本几科耳鼻I因喉科学会忠会=学木沸演会{第 13回 )1黄渉ミT市

06.01(五 )-03{日 )日 本超音栓査学会学木大会 (第 43回 )大阪市

03.08(四 )-09(五 )日本腹部救急医学会息会 (第 54回 ) 京京都

05.31(四 )… 6.02(六 )日本幅床救急医学会息会・学木集会 (第 21回 )名古屋市

鍔塁倉濯暮畠庸 闇鶴冨:鶏譴1異

重糖   』E5ビ訴理:ち轟1懲馘:
から海外研修基地の指定を1受けてt‐ まヽ丸  ‐‐ ■|‐ ‐■

医学研修基地としての主な特長

日本医学界の最新状況をタイムリーに把握し、いち早く中国へ紹介する

とともに、中国の医療スタッフを組織し日本での研修を実施しま
｀
九

医学研修の方式

専門家による講義と見学、実習、あるいは全員参加の講義とグループ

討論を組み合わせるなa弾 力的な研修方式を採りいれて、委託先からの

求めに応じた研修計画を策定し、実施いたしま
｀
九

当センターの業務
・医学の各専門領域における研修及び学習の計画と実施
・訪日研修および各種視察、研究機関との学術交流などの受入れとセッ

ティング
・各専門領域における日中医学交流国際会議の企画と実施
0日本で開催する各種学会・学術大会へ参加するための招聘及び手配

中1者孝交流
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兵庫具立尼崎鎌合医庁中心
兵庫具立尼崎集合医庁中心建チ2015年 7月 1日 ,是由位子尼崎市的具立尼崎医院和具立塚口医院合丼而

成的新医院,是具内公立医院中最大規模的高度急性期医院。

具立尼崎医院自1936年建成以来フ作力欄有3袷珍庁科室的繰合医院,在大阪与神戸‐之同力具民提供含2

次急救在内的高度急性期 菫高度寺科医庁。上方面、具立塚口医院作力尼崎医院的分院建チ1953年 ,充実

了具立尼崎医院所不具各的成育医庁・国声期医庁・りし科急救医庁、承担着阪神地区的りし科急救医庁的骨干

作用。

両所医院長久以来―菫力尼崎市民的健康生活提供支援、具立尼崎繰合医庁中心将両院的珍庁功能相互

ネト充、取長ネト短,充実了珍庁功能与医庁没各、裸扱的提供 1次 ,3次急救医庁与最先端的高度寺科医庁,友

展力阪神地区的骨干医院。

服努対象不仮限子尼崎市,以阪神地区南部・北部的7市 1田I(人口釣173万人、医庁没施釣1600家机杓)力

対象飯域、至今力止庄対各神医庁需求及深題,今后成力地域医庁机杓及行政・福祉没施所期待的能影e」

造新医庁模式的医院。

作力公立医院具有最大規模的高度急性期 ・高度青科医療医院 m

●病床数730床 (其中 IC∪ 等重症病床143床 )

●4鈴珍庁科室

没施的特点
●大規模「巨R型急救中心」:24小肘365日元拒珍 1次・3次急救 (り し科&成人 )

●繰合田声期母嬰医庁中心&兵庫具医庁分娩中心
・プし科急救集中治庁室 (PICUi8床 )、 母体・月台りし集中治庁室 (MFIC∪ :6床 )、 新生りし集中

治庁室 (NICU・ GC∪ :27床 )

●手木室:含夏合手木室、机器人手木室共18同手木室、推遊日同手木

●爽害討能彰持数友揮功能,安全・安心的据点医院
・采用了大規模地震友生吋也能影維持医庁功能的抗震杓造、高層没董了自各友屯没各、接

水槽等

●教育・研修・研究功能充実的頷先医院

●琢境仇雅的生恣型医院

●以患者力本提供「放松」埼「舒這」的医院

〒660-8550 FL山奇市奈誰波田丁
=lT目

17番 77号  丁EL 06-6480-7000 FAX 06-6480-7001 http:〃 agmc.hyogo.jpノ

急救宣升机停机坪

隻合手木室

兵庫県立尼崎総合医療センター

兵庫県立尼崎総合医療センターは、尼崎市に位置する県立尼崎病院と県立塚口病院の統合新病院として、平成

27年 7月 1日 に県内公立病院では最大規模の高度急性期病院として開院しました。

県立尼崎病院は、昭和11年に尼崎市に開設して以来、32診療科を有する総合病院として阪神間の2次救急を含む

高度急性期・高度専門医療を県民に提供してきました。一方、県立塚口病院は、昭和28年 に県立尼崎病院の分院と

して同じ尼崎市内に開設され、県立尼崎病院にない成育医療・周産期医療・小児救急医療の充実を図り、阪神圏域

のイヽ児救急医療の中核的な役割を担ってきました。

両病院は、長きにわたって尼崎市民の健康な暮らしを支えてきましたが、県立尼崎総合医療センターでは、両病院の診

療機能の長所を生かし短所を補うことで診療機能と医療機器をさらに充実させ、1次～3次の救急医療と最先端の高

度専門医療を積極的に提供する阪神間の中核病院として生まれ変わ|り ました。

尼崎市だけでな彼 神南圏域・北圏域の7市 1町 (人 口約173万 人、医療施設 約1600機関)を対象領域とし、昨

今の様々な医療ニーズや課題への対応を可能としただけではなく、これからの新しい医療モデルを創造できる病院とし

て地域医療機関や行政・福祉施設から期待されています。

公立病院として最大規模の高度急性期・高度専門医療病院 ―………

●病床数730床 (うちICU等重症系病床143床 )

●46診療科

施設の特徴

●大規模「ER型救命救急センター」:24日寺間365日 断らない1次～3次救急 (小児&成人)

●総合周産期母子医療センター&兵庫県メディカルバースセンター
0小児救急集中治療室(PICU:8床 )、 母体・胎児集中治療室(MFICU:6床 )、 新生児集中

治療室 (NICU・ GCU:27床 )

●手術室:ハイブリッド手術室、回ボット手術室を含む18手術室、日帰り手術の推進

●災害時も機能し続ける安全・安心の拠点病院
◆大規模地震発生時にも医療機能を維持できる免震構造の採用、自家発電設備、受水槽

等の上階設置

●教育◆研修0研究機能の充実したリーディングホスピタル

●環境にイ憂しいエコホスピタル

●「ゆとり」と「快適さ」のある患者さん本位の病院

〒660‐ 8550 尼崎市東難波町二丁目17番 77号 丁EL 06‐ 6480‐7000 FAX 06‐ 6480‐7001 http:〃agmc口 hyogoEjp/

ロボット手術室 ハイブリッド手術室

熟‖1屁鶉ポ仄渕瓢鉤岬岬W,翠⑮

机器人手木室

ヘリポート
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上海市浦奈新区姥奈大道970号

由F縮 :201203

咤ュi歴i:86…21-50800909

中争真 :86-21-50800026

【llL准文号】

25mg:遊口菊品注冊江号 :H20140508

分装批准文号 :国菊准字 J20140122

75mg:i基口菊品)主冊iI‐号 :H20140509

分装批准文号 :国菊准字 J20140123

o注意事票彊本品用菊后 ′可能会肌察到血拓降低的情況 ′因此需密切肌察血拓的変化。

1畿 忌 鐵理対本品成分有逆敏史的患者。
(洋兄使用悦明ギ )

制造 :日 本切和友酵麒麟株式会社

分装 :lrt和 友酵麒麟 (中国 )制菊有限公司

沖菊声申 (文 )第 2015020064号

本庁告仮供医学 ′菊学寺立人士同漢
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