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当研究所について

中国を中心とした

• 医療・衛生情報の収集、翻訳～分析～発信
• 感染症情報

• 医療衛生事故情報

• 医療衛生関係の法令の改変情報

• 各種相談対応
• 中国の医療機関紹介

• 日本の医療機関紹介

• ビザ取得や各種法律に関する問い合わせ対応

• 投資相談など
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1. 中国と日本の医療機関
• 日本の常識は世界の非常識、日本の非常識は世界の常識

• １～３級に加えて甲乙丙の階層

• 日本は基本的にフリーアクセス

• 中国では、保険によりゆける病院が限られている？

• イギリス・カナダでは？

• 救急車？

2. 中国と日本の法定伝染病
1. 中国の法定伝染病は、

1. 甲類（ 2種類）

2. 乙類（26種類）

3. 丙類（11種類）



中国の医療機関
• 三つの級・三つの等、に「特級」の10段階

• 機能及び役割に応じて等級別に分類管理
• 更に20床超でも「級なし」もある為4グレードになる

• 一級病院は 「甲等」・ 「乙等」・ 「丙等」に

• 二級病院は「甲等」・ 「乙等」・ 「丙等」に

• 三級病院は「甲等」・ 「乙等」・ 「丙等」に

• 三級甲等の上には「特級」も！

（北京では中日友好、首都医院等が三特医院「らし
い」）

• 法令： 医院分級管理弁法、医院分級管理標準

一般の邦人が通うのは、日系クリニックか外資クリニック。

公立病院の場合は、三甲（三級甲等）医院が主流！
注

看病难，看病贵
対策として

先看病后付费
に？！



医療衛生機構977,613箇所の内
訳

三級医院（1,445⇒1,671⇒1,828）

特級（?）

一級医院（5,808⇒6,026⇒6,568）

二級医院（6,530⇒6,572⇒6,704）

その他* （14,477⇒14,817⇒ 35,027 ）
注＊：専門公衆衛生機構とその他機構が含まれる

末端医療衛生機構
（922,080⇒916,623 ⇒ 917,684 ）

社区衛生服務中心 （33,313⇒ 33,873⇒ 34,081）
郷鎮衛生院 （37,200⇒ 37,060⇒ 36,982）
診療所 （176,260⇒179,728⇒ 185,741）
村衛生室 （665,138⇒665,186⇒ 649,141）

等等

無級医院（8,600⇒9,237⇒9,802）

民営（ 8,864⇒ 10,127⇒11,514 ）

医院（22,383⇒23,506⇒24,902）

公立（13,519⇒13,379⇒13,388 ）

as of May 14, 2014
中国衛生計生委発表

2012年3月末958,940

⇒ 2013年3月末955,273

⇒ 2014年3月末977,613

専門公衆衛生機構：CDCや母子

保健機構、専門疾病予防治療
院（所・ステーション）、衛生監督

署（センター）などが含まれる

出典URL（衛生計生委）：www.moh.gov.cn/mohwsbwstjxxzx/s7967/201405/46369fd589e24ae890a1dc08f215c974.shtml



中国の病院

華西第二医院（成都） （東真由美さん撮影）

北京21世紀医院 （著者撮影）

☝ 上海中山医院（著者撮影）
☜ 上海華東医院 （著者撮影）



健康診断（健康診断管理暫定規定）

健康診断管理暫定規定 [2009年09月01日から施
行]

第四条 下記条件を満たしている医療機構は、健康診断の申請
をすることができる。

（一） 相対的に独立した健康診断スペース及び待合室を具備し
ており、その建築総面積が400㎡以上あり、各独立した検査室の
面積は6㎡以上あること。

（二） 登録診療科目は少なくとも内科、外科、産婦人科、眼科、
耳鼻咽喉科、口腔科、放射線科及び医学検査科（検査試験科）
を含んでいること。

（三） 少なくとも2名以上の内科或いは外科の副教授（副研究
員）以上の専門技術職資格を有する診療医師がおり、各臨床検
査科室には1名以上の中級の専門職資格を有する医師がいるこ
と。

（四） 少なくとも10名以上の登録看護師がいること等6項

条件を満たさぬクリニックは違法。 チラシやHP等の広告も禁止！！注



救急車利用
基準救急費用

项目（項目） 単位 価格

ベンツ

シボレー

心肺蘇生救急車 救急車 3.5元/km（車往診費用40元）

輸入救急車 トヨタ 2.5元/km（車往診費用20元）

国産救急車 福田（Foton） 2.0元/km（車往診費用10元）

項目 単位 価格

皮下、筋肉注射 人回 0.50元

静脈注射 人回 1.00元

カテーテル留置 人回 8.00元

酸素吸入 一時間あたり
2.50元（酸素ボンベ）<加圧酸素吸入（＊）>

（注）加压吸氧加倍：二倍に加圧して酸素吸入をするもののようです

酸素吸入マシン 一時間あたり 5.00元

人工呼吸器利用 一時間あたり 20.00元（輸入品）

心電図検査 人回 8.00元

心電図自動分析 人回 4.00元

心電図（ECG） 一時間あたり 5.00元

心臓マッサージ 人回 15.00元（連続マッサージ15分以上は更に加算）

同期除細動 人回 20.00元

非同期除細動 人回 10.00元

気管挿管 人回 20.00元

空腹時血糖 アイテム 8.00元

救助（大） 一日当たり 120.00元

救助（中） 一日当たり 80.00元

救助（小） 一日当たり 40.00元

待ち時間費用

省市外への患者移送が認
められた場合

救急車1両に二人以上の
患者を運ぶ場合

＊北京救急センター HP（http://www.beijing120.com/jj_sfbz.asp ）より

明細

その他費用

10元/時間 （病人や家族が救急車を待機するよう要求をした場合、30分以内は無料、30分経過後は1時間ごとに費用徴収する）

車代、診療費は双方で商談

各自1キロ当たりの費用の60％を徴収、車上での診療費用は一人ごとに徴収

北京救急センターの救急車利用費用

車代 救急車両

高級救急車 5元/km（車往診費用40元，車内検査、治療費加算50%）

救護措置、治
療費

有料：人数割引もあるが、車種やスタッフ、搭載機材、距離で費用が変る注

翻訳：宮本昌和＠JOMF



感染症月報と年報

• 政府の公式発表は衛生・計生委発信のみ
• 新聞の発表は、基本的に衛生計生委情報の転載

• 甲乙丙類に分類される
• 甲（A）類は2種

• 乙（B）類は26種

• 丙（C）類は11種

• 月報は基本的に毎月10日発表

• 年報（1～12月）は、毎年2月10日に1月分の月報と同
時に発表
• 基本は各月報の累計だが、、、突然理由もなく数字が変

更されていることがある。特に2010年発表時に大差発生

計 ３９種類
日本では、感染症法に
基づく届け出義務があ
る感染症は112種ある

（下段URL参照）

注

http://www.kenkou.pref.mie.jp/kijyun_new/kijunmenu.html



毎月の発表統計を翻訳・分析しています。
入手希望の方には宮本までご連絡ください注

衛生計生委法定伝染病月報
（2016-5月）



法定伝染病 発症・死亡統計

病名 発音（拼音） 日本語
发病数
発病数

死亡数**

甲乙丙类总计 jiǎyǐbǐnglèi zǒngjì ABC類伝染病合計 861,676 1,559

  甲乙类传染病合计 jiǎyǐlèi chuánrǎnbìng héjì AB類伝染病合計 311,534 1,511

    鼠疫 shǔyì ペスト 0 0

    霍乱 huòluàn コレラ 0 0

    传染性非典型肺炎 chuánrǎnxìng fēidiǎnxíng fèiyán 伝染性SARS 0 0

    艾滋病 àizībìng エイズ 5,041 1,256

    病毒性肝炎* bìngdúxìng gǎnrǎn ウィルス性肝炎 121,692 39

      甲型肝炎 jiǎxíng gānyán   A型肝炎 1,802 1

      乙型肝炎 yǐxíng gānyán   B型肝炎 95,079 29

      丙型肝炎 bǐngxíng gānyán   C型肝炎 20,150 7

      丁型肝炎 dīngxíng gānyán   D型肝炎 38 0

      戊型肝炎 wùxíng gānyán   E型肝炎 2,478 2

      肝炎未分型 gānyán wèifēnxíng   未分類の肝炎 2,145 0

    脊髓灰质炎 jǐsuǐ huīzhìyán ポリオ 0 0

    人感染高致病性禽流感
réngǎnrǎngāozhìbìngxìng qínliúgǎ

n
ヒト感染高病原性鳥インフル 1 1 1

2016年05月全国法定报告传染病发病、死亡统计表
発表：2016年06月13日

（衛生計生委）

最新版！



病名 発音（拼音） 日本語
发病数
発病数

死亡数**

甲乙丙类总计 jiǎyǐbǐnglèi zǒngjì ABC類伝染病合計 861,676 1,559

  甲乙类传染病合计 jiǎyǐlèi chuánrǎnbìng héjì AB類伝染病合計 311,534 1,511

    麻疹 mázhěn 麻しん（はしか） 4,317 2

    流行性出血热 liúxíngxìng chūxiěrè 流行性出血熱 828 4

    狂犬病 kuángquǎnbìng 狂犬病 65 52

    流行性乙型脑炎 liúxíngxìng yǐxíng nǎoyán 日本脳炎（流行性B型脳炎） 8 1

    登革热 dēnggérè デング熱 30 0

    炭疽 tànjū 炭疽 13 1

    细菌性和阿米巴性痢疾 xìjūnxìng hé āmǐbāxìnglìji 細菌性及びアメーバ性赤痢 11,942 0

    肺结核 fèijiéhé 肺結核 100,500 150

    伤寒和副伤寒 shānghán hé shānghán チフス及びパラチフス 1,043 0

    流行性脑脊髓膜炎 liúxíngxìng yǐxíng nǎojǐsuǐyán 流行性脳脊髄膜炎 24 1

    百日咳 bǎirìké 百日咳 444 0

    白喉 báihóu ジフテリア 0 0

    新生儿破伤风 Xīnshēnér pòshāngfēng 新生児破傷風 23 1

    猩红热 xīnghóngrè 猩紅熱 7,980 0

    布鲁氏菌病 Bùlǔshìjūnbìng ブルセラ症（波状熱・地中海熱） 6,563 0

    淋病 lìnbìng 淋病 9,255 0

    梅毒 méidú 梅毒 40,765 1

    钩端螺旋体病 gōuduānluóxuántǐbìng レプトスピラ症 5 0

    血吸虫病 xuèxīchóngbìng 住血吸虫症 621 0

    疟疾 nüèji マラリア 369 1

    甲型H7N9禽流感 Jiaxing H7N9 qínliúgǎn A型H7N9鳥インフルエンザ 5 1

2016年05月全国法定报告传染病发病、死亡统计表
発表：2016年06月13日

（衛生計生委）



丙類伝染病

病名 発音（拼音） 日本語
发病数
発病数

死亡数**

  丙类传染病合计 bǐnglèi chuánrǎnbìng héjì C類伝染病合計 550,142 48

    流行性感冒 liúxíngxìng gǎnmào インフルエンザ 17,901 5

    流行性腮腺炎 liúxíngxìng sāixiànyán おたふくかぜ 17,889 0

    风疹 fēngzhěn 三日ばしか、風疹 1,155 0

    急性出血性结膜炎 jíxìngchūxiěxìng jiémóyán 急性出血性結膜炎 3,076 0

    麻风病 máfēngbìng ハンセン病 62 0

    斑疹伤寒 bānzhěn shānghán 発疹チフス 104 0

    黑热病 hēirèbìng カラアザール（黒熱病） 23 0

    包虫病 bāochóngbìng エキノコッカス症（包虫症） 350 0

    丝虫病 sīchóngbìng フィラリア症 0 0

    其它感染性腹泻病 qítā gǎnrǎnxìngfùxièbìng その他感染性下痢 67,507 0

    手足口病 shǒuzúkǒubìng 手足口病 442,075 43

2016年05月全国法定报告传染病发病、死亡统计表
発表：2016年06月13日

（衛生計生委）



中国の法定伝染病分類

• 甲類2種：ペスト、コレラ

• 乙類26種：伝染性SARS、エイズ、ウィルス性肝炎（A～E型・
未分類の肝炎）、ポリオ、人感染高病原性鳥インフル、麻疹、
流行性出血熱、狂犬病、流行性B型脳炎(日本脳炎)、デング
熱、炭疽、細菌性及びアメーバ性赤痢、肺結核、チフス及び
パラチフス、流行性脳脊髄膜炎、百日咳、ジフテリア、新生児
破傷風、猩紅熱、ブルセラ症（波状熱・地中海熱）、淋病、梅
毒、レプトスピラ症、住血吸虫病、マラリア、 鳥インフルエンザ
A（H7N9）、

• 丙類11種：インフルエンザ、おたふくかぜ、三日ばしか・風疹、
急性出血性結膜炎、ハンセン病、発疹チフス、黒熱病、包虫
症（エキノコッカス病？）フィラリア症、その他感染性下痢、手
足口病

全39種
日本は112種

注



乙２： エイズ（艾滋病・愛死病・愛滋病）

• 乙（B）類伝染病の一つ。

• 中国はエイズの発症者が多い。

• 『中国で報告されたエイズ累計感染者及び発症者数は
434,459名、うち発症者は166,627名、死亡者は88,223
名』の発表（2011/12/1 世界エイズ・デー）

• 衛生部統計上では、毎月数千人以上が発症し、数百人
が死亡しているとされている

2010年は発症15,982、死亡7,743、

2011年は発症20,450、死亡9,224、

2012年は発症41,929、死亡11,575、

2013年は発症42,286、死亡11,437、

2014年（10月ま
で）は

発症37,340人
死亡9,692人

日本では2013年に新たに報告された

エイズの患者とエイズウイルスの感染
者は、合わせて１５９０人（最多）に！

注



乙02： エイズ
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ことしも過去最高で
推移中！



乙02： エイズ
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2012年から急増！


