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01 S e t t i n g  u p  b a c k g r o u n d

背景を設ける



2017年以降、習近平総

書記は当時の安倍晋三

首相と何度も会談を行

い、両国関係の健全な

発展を効果的に推進し、

協力を展開する為に方

向を明示しました。

Industry status

背景を設ける



協力メカニズムを確立するた
めの覚書に署名します。

2019年8月、国家発展改革委員会の何

立峰理事長は、日本内閣府特命担当大

臣片山皋月とともに『日中地域発展協

力に関する覚書』に署名し、日中地域

発展協力メカニズムを正式に確立しま

した

発展協力で合意しました

2019年5月、李克強総理と当時の安倍

総理大臣は、日中の地域発展協力の強

化について多くの合意に達成しました。

Industry status

背景を設ける



2020年4月27日、国家発展改革委員会は、6つの日

中地域発展協力デモンストレーションゾーンに承

認し、地域ごとに異なる産業を合わせています。。

日中（天津）健康産業発展協力デモンストレーション

ゾーン：日中（天津）健康産業発展協力デモンストレ

ーションゾーンは健康産業を合わせ、革新的な要素の

クラスター化、ハイエンド生産製造、健康的な生活の

デモンストレーションを強化し、優良企業を紹介して

育成し、国際化医療康養機構の協力モデルを革新し、

京津冀健康産業の高品質発展を促進します。

Industry status

l 健康産業に焦点を合わせて高品
質の発展を推進します

背景を設ける



協力デモゾーンが承認された後、市政党委員会と市政

府は非常に重視し、「私たちはこの仕事を非常に重視

し、機会をうまく利用し、天津を発展させ、全体的な

状況に対応する」と鴻忠書記は専門的な指摘をしまし

た。

国勋市長は：「このことは重大な意義を持ち、絶好の

機会で、慎重に計画し、重大な協力プロジェクトの実

施に努めてください」と指摘し、協力モデル区に行っ

て調査指導を行い、順清常務副市長は何度も配置を手

配し、市級合同会議を開催し、協力模範区の建設をサ

ポートします。

Industry status

l 市の指導者の関心とサポート

背景を設ける



2020年6月30日、市政党委員会と市政府の強

力なリーダーシップのもと、関連する市の各

部門の強力な支援を受けて、日中（天津）健

康産業発展協力実証ゾーンの開所式とプロジ

ェクトの署名推進会議は成功的に開催され、

合計13件のプロジェクトが集中的に決済され、

総契約投資額は約500億元でした。

Industry status

l 揭牌仪式

背景を設ける



2020年には共同デモンストレーション

ゾーン内の17の拠点プロジェクトの建

設が加速され、産業プロジェクトの投

資とドッキングサービスが全力で促進

されます。年内には17の産業プロジェ

クトの契約があり、46のプロジェクト

が交渉しています。65社が共同デモン

ストレーションゾーンに登録していて、

完全な備蓄、契約、建設システムチェ

ーンを形成し、正式にモデルエリア建

設元年を開きました。

Industry status

l 協力デモンストレーション
ゾーンの1年目の状況

背景を設ける



Ø 『天津市2021年政府仕事報告書』は対外開放水準

の向上に全力を挙げています。「一帯一路」の建

設に積極的に溶け込み、中欧先進製造工業団地、

天津イタリア中小企業工業団地、中日（天津）健

康産業産業発展協力デモンストレーションゾーン

などの団地の計画建設を加速します。

Industry status

Ø 津静線市域（郊外）鉄道の建設に着手します。

Ø 高基準で大学の科学技術園を建設し、大学の科学技

術の成果を「初駅」と地域イノベーション「核心孵

化園」に転換させ、年間で市立大学サイエンスパー

クを3つ育成します。

Ø 成分漢方薬国家重点実験室などの建設を推進します。

協力デモゾーンは『天津市2021政府作業報告書』に含まれています。

背景を設ける



『天津市国民経済と社会発展14個目5年間計画と       

2035年の長期目標の概要』：

Ø 高水準で日中（天津）医療産業発展協力実証ゾーン

の建設を推進し、、康体融合の全ライフサイクル健

康サービス体系を構築し、京津冀健康産業オリジナ

ル基地を形成します。

Ø 静海、西青などの区位優勢を活用し、全面的なドッ

キングサービスの雄安新区を支持し、本市の国家級

発展区と雄安新区が共同で特徴的な工業団地を建設

することを奨励します

Ø 北辰、津南、静海などの区を支持して京津微革新セ

ンターの高レベル建設国家デジタルサービスと漢方

薬サービスの輸出拠点を構築します。

Ø 聚集地体育イベントの集いの場を作ります。

Industry status

協力デモゾーンは『天津市2021政府作業報告書』に含まれています

背景を設ける



共同デモゾーンは、静海区の2035年の「6つの静海」という長期目標である健康
静海に含まれています

Industry status

Ø グリーン静海

Ø 幸福静海

Ø 平安静海

Ø 現代静海

背景を設ける

健康静海

活力静海



02 B a s i c  a d v a n t a g e s

基礎優位性



協力デモンストレーションゾーンは京津

冀中部の核心機能区に位置し、京津両大

都市を背にして、東は濱海新区、西は雄

安新区に臨みます。

Ø 北京から150キロ、天津の中心街から10キロ

です。北京大興空港から120キロ、天津南駅

から10キロです

Ø 雄安新区から80キロ、天津空港から30キロ

です。市域（郊外）軌道津静線はすでに建

設が着手され、完成後10分以内に高速で核

心都市区に到達することができます

Basic advantages

基礎優位性

ロケーション優勢



51平方キロメートルの団泊湖は「中国湿地自然

保護区名簿」に登録され、雄浜回廊の生態ノー

ドの「緑の宝石」です。

l 2012年には国土資源省から「中国温泉都市」

と命名されました。

l 2017年に国家衛生計生委員会など5つの省庁

から「健康観光模範基地」という称号を授与

されました

l 2020年に国家生態環境部などの3つの省庁が

共同で発展した生態環境ガイド発展モデルの

試行プロジェクトを申告し、天津市から国家

生態環境部に推薦されました。

Basic advantages

生態優勢

基礎優位性



日中（天津）健康産業発展協力デモンストレー

ションゾーンは天津健康産業園の建設区と開拓

区に基づいて建設され、教育科の実力が十分で、

体育康養産業が発達しています。

これは天津市が首都以外の機能を引き継いで、

「1+16」プラットフォームの一つです。累計投

資額は千億元近くに達し、教育、医療、康養、

体育の四つのの特徴的な健康産業プレートが形

成され、健康産業のクラスター化、発展の基礎

を支えています。

Basic advantages

産業の優位性

基礎優位性



天津中医薬大学は2,000ムーの敷地面積、682,400平方

メートルの建設面積、33億元を投資しています。国

家の「世界一流学科建設高校」であり、文部省、国

家中医薬管理局、天津市がが共同で建設した大学で

あり、「漢方薬の国際協力の拠点」、「漢方薬国際

合作特別建設の拠点」、「国家中医薬管理局の最初

のバッチの輸出拠点」です。

Basic advantages

産業優勢——科学研究教育：天津中医薬大学

集中した教育資源と強力な科学研究力であり、天津中

医薬大学、天津医科大学、天津体育研究所などの大学

が協力デモゾーンに入っています

基礎優位性



天津医科大学は1952ムーの敷地面積、666,000平方メートル

の建設面積、49.6億元を投資しています。国家の「世界一流

学科建設高校」であり、文部省、国家衛生健康委員会、天津

市が共同で建設した大学であり、国家の「211プロジェクト」

重点建設学院であり、国家「2011計画」をリードしている大

学です。現在、一期工事が行われています。

Basic advantages

産業優勢——科学研究教育：天津医科大学

基礎優位性



天津体育学院は1,115ムーの敷地面積、46,4900平方メートルの建設面積、30億元を

投資しています。2017年の全国第4ラウンド学科の評価において、体育学第1級学科は

全国体育学科の上位5％にランクされており、4位にランクされていました。2017年11

月に全体的に協力デモンストレーションゾーンに搬入しました。

Basic advantages

産業優勢——科学研究教育：天津体育大学

基礎優位性



Ø 中国医学科学院血液病病院（中国医学科学院血液学研究所）は中国最大の医療、科学研究、教育、産業が一体となった国家

級研究型血液病専門医療機関です

Ø 現在国立血液系疾患臨床医学研究センター、国立実験血液学の主要研究所、国立「一帯一路」合同研究所、国立幹細胞工学

技術研究センター、国立工学研究センター、国立幹細胞工程産処化拠点6つの全国レベルのプラットフォームは、科学技術

部の革新的な才能を訓練するためのデモンストレーション拠点および全国の継続的な医学教育拠点です。

Ø 中国病院専門評判ランキング（血液学）で11年連続1位

Ø 中国病院科学技術ランキング（血液学）で7年連続1位

Basic advantages

産業の優位性——医療資源が豊富である

基礎優位性



天津協和博精医学診断技術有限公司は細胞遺伝学検査、病

原微生物検査、流型細胞検査、臨床遺伝子検査の四つの実

験室を設置して、検査項目の10大種類で400種類以上の検

査項目があります。「サービス＋製品」の一体化モデルを

採用して、お客様に専門的な医学検査サービス、総合診断

及び鑑別診断レポート、技術サポートサービスなどを提供

します

Basic advantages

産業の優位性――医療資源が豊
富である

2020年11月30日、国勋市長は中国医学科学院血液病病

院（血液学研究所）に行って調査の中で指摘されたの

は「団泊新院区の建設、工事建設、支援機能、血液供

給保証、医療保険の支払いの面でサポートを提供する

必要があります。」。

基礎優位性



天津中医薬大学第3付属病院や腫瘍陽子線治療国際医療センターなどのハイエンド医療プロ

ジェクトが建設中であり、建設後は京津翼地区ひいては全国医療水準の向上に重要な意義

があります

Basic advantages

天津中医薬大学第3付属病院 腫瘍陽子線治療国際医療センター

産業優勢——医療資源が豊富

基礎優位性



康養モードの欣穎、康寧津園は全

国初の大型養老総合ケアプロジェ

クトで、その「医療と介護を組み

合わせた新モデル、介護サービス

のパイロット総合改革を深める」

は国務院から表彰されます。

Basic advantages

産業優勢——康養モードが斬新

基礎優位性



Basic advantages

産業優勢——体育資源がそろっている

協力デモンストレーションゾ

ーンには団泊体育センター、

団泊サッカー場、国際テニス

センターなど23のプロ会場が

あり、全種類の体育試合を受

けられます。東アジア運動会、

第十三回全運会、WTA天津テニ

ス公開試合など国際国内の試

合活動を相次いで引き受けま

した。

2017年に国家体育総局から

「団泊国家体育産業実証拠

点」という称号を授与され

ました。

基礎優位性



Basic advantages

協力の優位性

日本政府企業と民間の協力交流が緊密です。

Ø 1、国家発展改革委員会が確立した日本との国家協力

メカニズムです。

Ø 2、協力デモンストレーションゾーンにある学校は日

本との既存の協力メカニズムを持ち、開放的な発展

理念を順守し、協力分野の開拓を探求しています。

基礎優位性



Ø 3、協力デモンストレーションゾーンには

日本神戸国際協力交流センターの天津事務

所などのの優位資源があり、日本の地域協

力メカニズムとの健全な協力デモンストレ

ーションゾーン管理委員会を確立し、健全

化する優位条件を備えています。

Basic advantages

協力の優位性

Ø 4、株式会社日本総合研究所、日本ハイエ

ンド工業智庫工場網などの産業プラット

フォームとハイエンド智庫と提携する企

業プロジェクト協力メカニズムがありま

す。

基礎優位性



「政策の低地、革新的な高地、プロジェクトの

福地」を目標に構築し、静海区と協力デモンス

トレーションゾーンは相次いで日中（天津）医

療産業発展協力デモンストレーションゾーンの

発展を支持する産業政策、科学技術政策、人材

政策、特別政策などを打ち出しました。

Basic advantages

政策の優位性

基礎優位性



Basic advantages

l 先進地域の政策措置を適用します。

l 医療業界における政策措置。

l 漢方薬業界の政策と対策。

l ヘルスケア産業のための政策措置。

l 体育産業のための方針と措置

l 計画達成に関する政策措置。

l 財政および財政政策措置

l 外国の科学技術の才能を承認するた

めの方針と措置。

『日中（天津）地域発展協力実証ゾーンの革新的発展を
支援する為の措置』

国の省庁からの支援を必要とする5つの関連する政策が国
の省庁に報告された。

政策の優位性

基礎優位性



Basic advantages

l 『日中（天津）地域発展協力実証ゾーンの建設

を支援するための実施計画』

l 国際医療協力モデルを革新します。

l 特徴的な商業健康保険サービスを探索します。

l 漢方薬産業の国際化を推進します。

l 日中の健康分野において、知識と才徳を兼ね備

えた人が高い集積を築いている地域を作ります。

l 国際的な研究病院を建設します。

『日中（天津）地域発展協力実証ゾーンの建設を支援す
るための実施計画』

地方自治体の支援を必要とする25の関連政策は、地方
自治体レベルの会議で検討され、承認されました。

政策の優位性

基礎優位性



03 F u n c t i o n  l a y o u t

機能配置



Function layout

機能配置

空間レイアウト（1つのコアと3つの拠点）

協力デモンストレーションゾーンを中心に、団体泊新城地区を牽引し、放射連動静海経済技術発展区、中

徳天津大邱庄生態城（大邱庄工業区）、副牙経済技術発展区を製造拠点とし、「1つのコアと3つの拠点」

の発展パターンを形成し、静海区の「健康中国戦略先行区の実施」の発展位置づけををサポートします。

天津静海経
済発展区

天津子歯経済技
術発展区

中日（天津）健康産業国際協力モ
デル区

中徳(天津)大邱
庄生態城



協力デモンストレーションゾーンの空
間パターン

Function layout

協力デモンストレーションゾーンの北から

独流減河、西から津文線、東至団泊湖西岸

生態黄色線、南から港静線までの計約38.55

平方キロメートルです。協力デモンストレ

ーションゾーンは既存の教育研究、医療リ

ハビリ、体育、健康養老などの産業基盤に

基づいて計画建設を行い、重点として「一

軸一帯九区」の機能的なエリアを作ります。

機能配置



Function layout

一軸:都市鉄道産業の発展軸のこと

市域の郊外鉄道の津静線の交通優位を十分

に活用し、都市のグリーン交通ネットワー

クを向上させ、途中で3つの駅を使用して、

TODの商業経済を促進し、国内外の先進的

成功事例を参考にし、市域鉄道産業の発展

軸を構築し、画期的なホテルの導入を構築

し、エンターテインメント、会議、ビジネ

ス、オフィスを統合する包括的なTOD商業

サービスセンターを構築します。

機能配置



Function layout

一帯：国際ビジネスセンターです

北から南まで800メートルの

範囲をカバーする長さ4キロ

メートルの体育アベニューを

軸の中心として、それは生態

自然を建設し、活力を奮い立

たせ、人を基本とする特色の

ある国際化商業街を建設し、

品質居住、商業レジャー、運

動休憩を一体化した都市機能

の軸となります。

機能配置



Function layout

第九区：健康生活先行区

計画面積は6.59平方キロメートルであ

る。住みやすい、宜業、旅行に適した

在宅養老、レジャー遊びと楽活経済の

健康生活の先行区を構築し、商業サー

ビス、金融サービス及びコミュニティ

医療サービスなどのサービス業をセッ

トで発展させ、知恵と健康生活理念を

導く。

機能配置



Function layout

計画面積は1.91平方キロメートルである。静海湾知恵小鎮を主体として、研究

開発センター、中日健康産業孵化センター、創業革新企業連合オフィス区、ビ

ッグデータセンターを設置し、国際一流の共通性技術発信プラットフォーム、

科学技術革新プラットフォームと資源共有プラットフォームの構築に力を入れ

ている。

第九区：革新孵化区

機能配置



Function layout

第九区：教育科学研究区

計画面積は4.63平方キロメートルである。天津中医薬大学、天津医科大学と天津

体育学院の3つの大学を集め、大学科学技術園の建設を推進し、健康教育、科学研

究及び医療サービスの連動発展を推進した。

機能配置



Function layout

第九区：国際医療区

計画面積は3.75平方キロメートルである。区内には

中国医学科学院血液病病院団泊院区、天津中医薬大

学第三付属病院、腫瘍プロトン治療国際医学センタ

ーと天津協和博精医学診断技術有限会社などを含む

中国医字科学院革新園区天津分院：計画敷地面積は

1,042ムーであり、8つのブロックを含む。医療、科

学技術、教育と健康産業を一体化として国家級医学

科学技術革新体系区域性センター、京津冀協同発展

健康産業集積センターを構築する。

機能配置



2月26日、中国工程院の副院長、中国工

程院の院士、中国医学科学院の北京協

和医学院の校長の王辰ら一行は静海区

静海区を訪れ、血液病病院のグループ

泊院区の既存の専門医療機関の位置づ

けを向上させ、血液病の専門優勢が際

立つハイエンドの総合医療機関の建設

を計画し、積極的に北京協和医学院付

属病院のブランドを推進します。血液

病病院団泊院区を中心に、中国医学科

学院の天津医学健康研究院を建設し、

質の高い医療産業資源を形成すること

が計画されています。

Function layout

第九区：国際医療区

機能配置



Function layout

第九区：フィットネスレジャー区

計画面積は4.18平方キロメートルである。現在の

体育場を担体として、スペインとイタリアなど国

の良質なスポーツ大会事業者、スポーツ専門人材

を導入し、国際サッカー技術水目的地の大区級セ

ンターを構築する。

機能配置



第九区：康養旅行区

計画面積は14.68平方キロメートル

である。康寧津園の基礎優勢、浜湖

湿地公園の生態景観優勢と国際医療

区に隣接する区の優勢を十分に利用

し、観光養老の独特な優勢を発揮し、

特色化国家健康観光モデル基地を建

設する。

Function layout

機能配置



Function layout

プロジェクト計画面積は約4.25平方キロメートルである。大学、病院、スポーツと生態

などの資源優勢を借りて、デジタル双子「双ゼロ」の健康都市国際協力展示センターな

どを建設する。

第九区：自発的健康国際協力科学技術園区

機能配置



Function layout

第九区：自発的健康田園総合モ
デル区

計画面積は8.83平方キロメートルである。

袁隆平、朱永官院士チームを導入し、高

標準農地、区域内の河道修復、景観遊線

環廊、全域累観、自発的健康田園総合体

景観、グリーン交通及び排塩工事などを

建設する。土壌管理と農地等級向上を結

合し、農地資源を十分に発掘、合理的に

利用した。現代農業、観光摘採と親子楽

園を一体化した田園総合体プロジェクト

を構築する。

機能配置



Function layout

第九区：発展開拓区

区域の予約部分の計画面積には3.04平方キロ

メートルである。「園区内研究開発孵化―園

区外生産―園区内病院臨床応用」のモードに

従って、静海経開区、大邱庄生態城、子歯経

開区と生物医薬、医療装備及び公共応急サー

ビス領域などにおける協力セットを予約した。

機能配置



04 Implementation path

実施経路



Implementation path

実施経路

発展目標――全体的な目標

健康産業革新区——国際化健康産業の原始革新発祥地、技術成果の応用転化コア区及び大健康領域企業緊集センターを構築

する。

健康生活先行区——全世界の健康生活ファッションの理想的な居住区をリードして、健康技術応用シーンモデル区を構築す

る。

国際協力モデル区——全国に立脚し、世界に向け、良質なサービスで、産業が突出した国境を越えた協力モデル区であり、

重要な門戸とプラットフォームを対外開放する。。

健康産業革新区 健康生活先行区 国際協力モデル区



Implementation path

発展目標——階段目標

実施経路

2050年
国際化の健康産業革新交
流センターと健康生活の
モデルを構築する。2035年

革新能力が強く、産業集積度が高く、
国際競争力のある健康産業離地と産城
融合・知恵健康の現代化新城を初歩的
に建設する。

漢方医薬産業、知恵健康と公共衛生応急などの領域をめぐって、革新体
系と標準体系の建設を推進し、一連の国際化医療、スポーツ、康養と健
康製品のハイエンド製造プロジェクト、及び京津冀健康産業オリジナル
基地を完成する。

2025年



Implementation path

突出中医药、主动健

康与专科特色高端医

疗，全生命周期、

全人类群体的健康产

业体系。

実施戦略（一）近代的健康産業システムを構築する

実施経路



Implementation path

健康産業の育成をめぐって、中国医学と

西洋医学の「双空母」革新クラスターの

核心中枢とモデルリード作用を発揮し、

源革新能力を増強する

生命健康領域にオリジナリティ、突破性

の重大な革新成果を形成し、源科学革新

と先端技術創造能力を備えた生命健康オ

リジナル地と発祥地を構築する。

実施戦略（一）近代的健康産業システムを構築する

実施経路



Implementation path

中医薬産業

以天津中医药大学为依托，构建京津冀天津中医药产业基地。

実施経路



中国医学科学院血液病病院を頼りに、国家級血液字

科学技術革新核心基地の建設体系を構築する。

国家血液系疾患臨床医学研究センターと実験血液学

国家重点実験室「奴輪駆動」の発展モードをめぐる。

Implementation path

血液学革新

実験血液学
の国家重点

実験室

国家臨床
医学研究
センター

実施経路



Implementation path

実施戦略（二）全ライフサイクル健康公共サービスシステムの建設

  1.医療衛生サービスシステムの建設

l まれた段階——健康促進

l 成長段階——疫病治療リハビリテーショ

ン

l 体系が完全で、分業が明確で、機能が

相補的で、密接に協力し、効率的な全

周期医療衛生サービスシステムを運行

する。

実施経路



Implementation path

 2. 養老サービスシステムを発展

させる

l 健体スポーツと医療——体が丈夫

である

l 漢方医——未病を治す

l 西洋医学——リハビリ

「三医」は融合し、養老と結合して園

区内の医療体系の閉ループを形成

する。

実施戦略（二）全ライフサイクル健康公共サービスシステムの建設

実施経路



Implementation path

3.健康教育訓練システムを革新

する

l 中日双方の健康分野の学歴教育と人

材技能訓練などの面での協力交流を

推進する。

l 条件に合った海外企業機関の協力を

推進する

実施戦略（二）全ライフサイクル健康公共サービスシステムの建設

実施経路



Implementation path

   4.フィットネスレジャースポーツ

サービスシステムを完備する

l 環団泊湖体育圏を作り、スポーツ旅

行を発展させる

l 「体医結合」の国家地域医療セン

ター（運動創傷）団泊分センター

プロジェクトの建設を推進する

実施戦略（二）全ライフサイクル健康公共サービスシステムの建設

実施経路



Implementation path

 5.公衆衛生応急サービスシ

ステムを向上させる

l 瑞安森などの医療緊急物資生産

企業と連動して協同する。

l 格力集団は核酸検査車、ワクチ

ン接種車などの公衆衛生緊急シ

ステム装備を生産している。

実施戦略（二）全ライフサイクル健康公共サービスシステムの建設

実施経路



Implementation path

実施戦略（三）健康な生活環境をつくる

健康で知恵な生活環境を構築し、産業発展と生態文

明の両立を堅持し、産業空間、居住空間と商業サー

ビス空間の共生を堅持する。

Ø 団泊湿地の保護と修復を強化し、生態環境を持続的に改善する。

Ø サイクル可能な建築方式を推進し，資源節約とリサイクルを推進

する。

Ø 「自発的な健康」の新しい概念、健康都市生態系と生活環境を構

築する。

実施経路



Implementation path

実施戦略（三）健康な生活環境をつくる

健康文明の生活様式をつくる

Ø 全国人民の健康素養を高め、自主自律と自身の特徴に符合する健康な生活様式の形成を

導く。

Ø 節約を尊ぶ消費観を打ち立て、住民が自覚的にグリーン消費を実践する新しい気風を形

成するように導く。

実施経路



Implementation path

実施戦略（四）健康文化理念を育成する

Ø 全国人民の健康素養を高め

る

Ø 健康教育に力を入れる

Ø 健康文化施設を完備する

実施経路



Ø 中日協力メカニズムを構築し、健康分野の中

日協力プロジェクトが協力モデル区に着地する

ことを努力する。

Ø 産業協力を深化させ、健康分野の国際協力を

積極的に推進する。

Ø 人材交流を促進し、国際競争力のある人材制

度の構築を加速する。

Ø 貿易水準を向上させ、国際協力基地とサービ

ス輸出基地の構築を努力する。

実施戦略（五）国際協力交流を推進する

Implementation path

実施経路



05 F u t u r e  p r o s p e c t s

未来の展望



F u t u r e  p r o s p e c t s

未来展望

健康産業は新時代の最も生命活力と発展空間を持つ産業であり、中日（天津）

健康産業発展協力モデル区は新時代の中日両国の協力発展の歴史的チャンスを

しっかりと捉え、中日両国の産業互恵協力、革新発展を前提として、中日健康

分野協力の国際新モデルの構築に力を入れている。



联 系 我 们


