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#　　$

　　ＷＳ／Ｔ５００《bcG_de)0%#》fghijklmnf：
———o１nf：G_pq；
———o２nf：]（̂ ）PG_；
———o３nf：̂ PrsG_；
———o４nf：tuvw；
———o５nf：xuvw；
———o６nf：KLyz；
———o７nf：KNyz；
———o８nf：TURS；
———o９nf：{|}+RS；
———o１０nf：~�+!��RS；
———o１１nf：~�RS；
———o１２nf：~�+���RS；
———o１３nf：��RS；
———o１４nf：��RS；
———o１５nf：��f�RS；
———o１６nf：���RS；
———o１７nf：{|��RS；
———o１８nf：G�（G�）��RS；
———o１９nf：}+��RS；
———o２０nf：��>���RS；
———o２１nf：���RS；
———o２２nf：�����(RS；
———o２３nf：����；
———o２４nf：��VW；
———o２５nf：����:� ；
———o２６nf：}+¡¢£¤¥；
———o２７nf：~�¡¢£¤¥；
———o２８nf：��TU£¤¥；
———o２９nf：¦§KL¨¦§TU£¤¥；
———o３０nf：G�（�）©¡¥；
———o３１nf：ª«¡¢£¤¥；
———o３２nf：¬�G®¯；
———o３３nf：xX¬�G®¯；
———o３４nf：��RS；
———o３５nf：２４°±1���RS；
———o３６nf：２４°±1��²³RS；
———o３７nf：¬�G´RS　®µG´RS；
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———o３８nf：¬�G´RS　¶·G´RS；
———o３９nf：¬�G´RS　¸¹XºL»RS；
———o４０nf：¬�G´RS　¼½Ga¾¿RS；
———o４１nf：¬�G´RS　ÀÁÂRS；
———o４２nf：¬�G´RS　ÃÄRS；
———o４３nf：¬�G´RS　ÅÆ°Ç；
———o４４nf：¬�G´RS　ÈÉRS；
———o４５nf：¬�G´RS　ÊPRS；
———o４６nf：¬�G´RS　+!°Ç；
———o４７nf：¬�G´RS　+!¾¿；
———o４８nf：¬�G´RS　+�®µG´RS；
———o４９nf：¬�G´RS　��RS；
———o５０nf：¬�G´RS　²³RS；
———o５１nf：¬�G´RS　²³Ga¾¿RS；
———o５２nf：¬�XY；
———o５３nf：��°Ç。
Ënfg ＷＳ／Ｔ５００Ìo２nf。
ËnfÍÎＧＢ／Ｔ１．１—２００９Ï�Ì%ÐÑÒ。
ËnfÑÒÓÔ：ÕxÄÖ×Ø£ÙXØ�、ÚÛÜ�V�ÝÞVßàxá、ÕxÄÖ×Ø£ÙX

Ø�Zâ£ÙX�。
ËnfDqÑÒã：äåæ、çèé、êØë、ìíí、ìîï、ðññ、ðB、òóô、õö、÷ø、ù

úú、ûü、ìîý、þÿ。
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)034 ßà#N OP
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PQRS?@ １．．１
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%4ÌPT
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ｒｅａｌｍＣｏｄｅ １．．１ cdef，＂ＣＮ＂eMxÚ

ｔｙｐｅＩｄ １．．１
)0;g#h，ij�：＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．１．３＂，

＠ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ＝＂ＰＯＣＤ＿ＭＴ００００４０＂

ｔｅｍｐｌａｔｅＩｄ １．．１ )0#$GkＯＩＤ，ªx＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．１．１．２２＂

ｉｄ １．．１
)0lmk`a，ªx＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．１＂，no>Ì

�pqr�4，st+ｉｄ／＠ｅｘｔｅｎｓｉｏｎx

ｃｏｄｅ １．．１

(u^_RS)0Ì8h，ªx＠ｃｏｄｅ＝＂Ｃ０００２＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．４＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàde)0>&＂

ｔｉｔｌｅ １．．１ )0`v，wvg：]（̂ ）PG_

ｅｆｆｅｃｔｉｖｅＴｉｍｅ １．．１ )0qr�4±x

ｃｏｎｆｉｄｅｎｔｉａｌｉｔｙＣｏｄｅ １．．１
)0y¹ef，ªxij�：

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．５．２５＂

ｌａｎｇｕａｇｅＣｏｄｅ １．．１ )0,"8hGf，ªxij�：＠ｃｏｄｅ＝＂ｚｈＣＮ＂

ｓｅｔＩｄ ０．．１ )0-zGk，(h{|E}>µ。ª�p&Þ~7��

ｖｅｒｓｉｏｎＮｕｍｂｅｒ ０．．１ )0>Ëk

５．２　UMVG-.

9:;8WXY4¨ª:PTWÌ%4<&Z[LM３。
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C３　UMVGHIJBKLMNOHPQRST

WX\] OP ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

ｒｅｃｏｒｄＴａｒｇｅｔ １．．
)0RS%������%�，ªxij�

＠ｔｙｐｅＣｏｄｅ＝＂ＲＣＴ＂，＠ｃｏｎｔｅｘｔＣｏｎｔｒｏｌＣｏｄｅ＝＂ＯＰ＂

｜ｐａｔｉｅｎｔＲｏｌｅ １．．１ Q;��，ªxij�＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＰＡＴ＂

｜｜ｉｄ １．．１
]（̂ ）Pk`a，ªxij�＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．１１＂，

no>ÌGkt+ｉｄ／＠ｅｘｔｅｎｓｉｏｎx
ＤＥ０１．００．０１０．００

｜｜ｉｄ １．．１
bc��ÓGk，ªxij�＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．２４＂，

no>ÌGkt+ｉｄ／＠ｅｘｔｅｎｓｉｏｎx
ＤＥ０１．００．００８．００

｜｜ｐａｔｉｅｎｔ １．．１
Q;mãOËßà，ªxij�＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＰＳＮ＂，

＠ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｒＣｏｄｅ＝＂ＩＮＳＴＡＮＣＥ＂

｜｜｜ｉｄ １．．
Q;���k，ªx＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．３＂，no>ÌG

kt+ｉｄ／＠ｅｘｔｅｎｓｉｏｎx
ＤＥ０２．０１．０３０．００

｜｜｜ｎａｍｅ １．． Q;�\ ＤＥ０２．０１．０３９．００

｜｜｜ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅＧｅｎ

ｄｅｒＣｏｄｅ
１．．１

Q;&�，4(ＧＢ／Ｔ２２６１．１`�ef，ªx

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．３．４＂
ＤＥ０２．０１．０４０．００

｜｜｜ｂｉｒｔｈＴｉｍｅ ０．．１ Q;��¶< ＤＥ０２．０１．００５．０１

｜｜｜ａｇｅ ０．．１ Q;�� ＤＥ０２．０１．０２６．００

｜｜ｐｒｏｖｉｄｅｒＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ ０．．１
XUq3，ªxij�＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＲＧ＂，

＠ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｒＣｏｄｅ＝＂ＩＮＳＴＡＮＣＥ＂

｜｜｜ｉｄ ０．．１ ÄO`a，ªx＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．２６＂ ＤＥ０８．１０．０２６．００

｜｜｜ｎａｍｅ ０．．１ ÄO\] ＤＥ０８．１０．０２６．００

｜｜｜ａｓＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎＰａｒ

ｔＯｆ
０．．１

｜｜｜｜ｗｈｏｌｅＯｒｇａｎｉｚａ

ｔｉｏｎ
０．．１ XUq3\]

｜｜｜｜｜ｉｄ ０．．１
XUq3Y�q3`a，ªxij�＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．

１．５＂，no>ÌGkt+ｉｄ／＠ｅｘｔｅｎｓｉｏｎx
ＤＥ０８．１０．０５２．００

｜｜｜｜｜ｎａｍｅ ０．．１ XUq3\] ＤＥ０８．１０．０１３．００

ａｕｔｈｏｒ １．．
)0RS;，ij�：＠ｔｙｐｅＣｏｄｅ＝＂ＡＵＴ＂，

＠ｃｏｎｔｅｘｔＣｏｎｔｒｏｌＣｏｄｅ＝＂ＯＰ＂

｜ｔｉｍｅ １．．１ �P¶<±x ＤＥ０６．００．０６２．００

｜ａｓｓｉｇｎｅｄＡｕｔｈｏｒ １．．１ �!RS;，ij�：＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＡＳＳＩＧＮＥＤ＂

｜｜ｉｄ １．．
S;Ì�{`ab，ªx＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．７＂，no>

ÌGkt+ｉｄ／＠ｅｘｔｅｎｓｉｏｎx

｜｜ａｓｓｉｇｎｅｄＰｅｒｓｏｎ １．．１

｜｜｜ｎａｍｅ ０．．１ �PX��\ ＤＥ０２．０１．０３９．００

ｃｕｓｔｏｄｉａｎ １．．１ )0U�q3ßà，ªxij�＠ｔｙｐｅＣｏｄｅ＝＂ＣＳＴ＂
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C３（V）

WX\] OP ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

｜ａｓｓｉｇｎｅｄＣｕｓｔｏｄｉａｎ １．．１ ij�：＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＡＳＳＩＧＮＥＤ＂

｜｜ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｅｄＣｕｓｔｏｄｉ

ａｎＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ
１．．１

M�����)012�U��ÌY�q3，ªx

＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＲＧ＂，＠ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｒＣｏｄｅ＝＂ＩＮＳＴＡＮＣＥ＂

｜｜｜ｉｄ １．．
)0�UÌXUq3`a，ªx＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．５＂，

no>ÌGkt+ｉｄ／＠ｅｘｔｅｎｓｉｏｎx

｜｜｜ｎａｍｅ ０．．１ �Uq3\]

ｌｅｇａｌＡｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｏｒ １．． Xº�\

｜ｔｉｍｅ １．．１

｜ｓｉｇｎａｔｕｒｅＣｏｄｅ １．．１

｜ａｓｓｏｃｉａｔｅｄＥｎｔｉｔｙ １．．１

｜｜ｉｄ １．．１
XKã�`a，ªx＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．４＂，

＠ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ＝＂XKã�Gk＂

｜｜ｃｏｄｅ １．．１ ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂��X�＂

｜｜ａｓｓｏｃｉａｔｅｄＰｅｒｓｏｎ
ªxij� ＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＰＳＮ＂，

＠ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｒＣｏｄｅ＝＂ＩＮＳＴＡＮＣＥ＂

｜｜｜ｎａｍｅ ��Xº�\ ＤＥ０２．０１．０３９．００

５．３　SWEFG-.

<=678WXY4¨ª:PTWÌ%4<&Z[LM４。

C４　SWEFGHIJBKLMNOHPQRST

WX\] OP ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

ｒｅｌａｔｅｄＤｏｃｕｍｅｎｔ ０．．

�)0ßà，M�Ë)0:�)0x��Ì<&，h¨'(Ì

�)0�<ßà，�+{|L ¡@)0Ì¢£)0¨�<

ßà

｜ｐａｒｅｎｔＤｏｃｕｍｅｎｔ １．．１ �)0

｜｜ｉｄ １．． �)0`ab

｜｜ｓｅｔＩｄ ０．．１ )0-¤'k

｜｜ｖｅｒｓｉｏｎＮｕｍｂｅｒ ０．．１ )0>Ëk

６　+,X-.

６．１　+,XYZAB

)0>?@34LM５。
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C５　+,XYZAB

?@\] OP () Z[

ABC?@ ０．．１ Ｒ２ RSQ;ABCßà

DE?@ １．．１ Ｒ RSQ;DEßà

FGC?@ １．．１ Ｒ RSQ;FGCßà

HIC?@ ０．．１ Ｒ２ RSQ;HI¥GC

>JKL?@ ０．．１ Ｒ２ RSQ;>Kßà

MNOKL?@ ０．．１ Ｒ２ RSQ;MNOKL¢¦

PQRS?@ １．．１ Ｒ RSQ;PQÇ§ßà

TUVW?@ ０．．１ Ｒ２ RSQ;ÌTUVWßà

XY?@ ０．．１ Ｒ２ RSXYßà

６．２　[\]YZ

６．２．１　[\]YZ^!AB

ABC?@¨©34LM６。

C６　[\]YZ^!AB

¨©\] OP () Z[

ABC¨© ０．． Ｒ２ Z[Ì5-AB�<Ì67，ª<;Ì5AB�<RS

６．２．２　[\]YZHIJB

ABC?@WXY4LM７。

C７　[\]YZHIJB

WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ABC?@«WX

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ABC?@ef，ªx＠ｃｏｄｅ＝＂４８７６５２＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂Ａｌｌｅｒｇｉｅｓ，ａｄｖｅｒｓｅ

ｒｅａｃｔｉｏｎｓ，ａｌｅｒｔｓ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ ã¬nf

｜｜ｅｎｔｒｙ ABC¨©

｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

５
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C７（V）

WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ABC`，ªx

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０２．０１．０２３．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ ABC`�，ªxij�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＢＬ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａ

ｔｉｏｎｓｈｉｐ
０．．１ Ｒ２ ªx，＠ｔｙｐｅＣｏｄｅ＝＂ＣＯＭＰ＂

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａ

ｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ABCef，ªx

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０２．１０．０２２．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ
ABC®¯Z[，ªxij�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝

＂ＳＴ＂

６．３　_`YZ

６．３．１　_`YZ^!AB

DE?@¨©34LM８。

C８　_`YZ^!AB

¨©\] OP () Z[

DE¨© １．．１ Ｒ RSQ;Ëµ¥G�<ÌDq°±¨ª²V±x

６．３．２　_`YZHIJB

DE?@WXY4LM９。

C９　_`YZHIJB

WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ DE?@«WX

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

６
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C９（V）

WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

DE?@ef，ªx＠ｃｏｄｅ＝＂１０１５４３＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂ＣＨＩＥＦＣＯＭＰＬＡＩＮＴ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ ã¬nf

｜｜ｅｎｔｒｙ DE¨©

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂DE＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０４．０１．１１９．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ ªx，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

６．４　a']YZ

６．４．１　a']YZ^!AB

FGC?@¨©34LM１０。

C１０　a']YZ^!AB

¨©\] OP () Z[

FGC¨© １．．１ Ｒ %Q;³!CQG¢¦Ì®¯Z[

６．４．２　a']YZHIJB

FGC?@WXY4LM１１。

C１１　a']YZHIJB

WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ FGC?@«WX

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

FGC?@ef，ªx＠ｃｏｄｅ＝＂１０１６４２＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂ＨＩＳＴＯＲＹ ＯＦＰＲＥＳＥＮＴ

ＩＬＬＮＥＳＳ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂
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C１１（V）

WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

｜｜ｔｅｘｔ ã¬nf

｜｜ｅｎｔｒｙ FGC¨©

｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ １．．１ Ｒ

FGCef，ªx

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０２．１０．０７１．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ ªx，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

６．５　bc]YZ

６．５．１　bc]YZ^!AB

HIC?@¨©34LM１２。

C１２　bc]YZ^!AB

¨©\] OP () Z[

HIC¨© ０．． Ｒ２ Z[Ì5HIC�<Ì67，ª<;Ì5Q;ÌGCRS

６．５．２　bc]YZHIJB

HIC?@WXY4LM１３。

C１３　bc]YZHIJB

WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ HIC?@«WX

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

HIC?@ef，ªx＠ｃｏｄｅ＝＂１１３４８０＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂ＨＩＳＴＯＲＹＯＦＰＡＳＴＩＬＬ

ＮＥＳＳ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ ã¬nf

｜｜ｅｎｔｒｙ HIC¨©

｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂
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C１３（V）

WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

｜｜｜｜ｃｏｄｅ １．．１ Ｒ

HICef，ªx

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０２．１０．０９９．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ ªxij�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

６．６　XdefYZ

６．６．１　XdefYZ^!AB

>JKL?@¨©34LM１４。

C１４　XdefYZ^!AB

¨©\] OP () Z[

{|>JKLÇ§¨© ０．． Ｒ２
p]（̂ ）PÁPXº%Q;´µÌ>JKL¶©¨Dq

KLÇ§ÌZ[

６．６．２　XdefYZHIJB

>JKL?@WXY4LM１５。

C１５　XdefYZHIJB

WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ >JKL?@«WX

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

>JKL?@ef，ªx＠ｃｏｄｅ＝＂２９５４５１＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂ＰＨＹＳＩＣＡＬ ＥＸＡＭＩＮＡ

ＴＩＯＮ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ ã¬nf

｜｜ｅｎｔｒｙ {|>JKLÇ§¨©

｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

{|>JKLÇ§¨©，ªx

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０４．１０．２５８．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ Ç§Z[，ªx＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂
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６．７　ghiefYZ

６．７．１　ghiefYZ^!AB

MNOKL?@¨©34LM１６。

C１６　ghiefYZ^!AB

¨©\] OP () Z[

·¸KL¶©¨© ０．． Ｒ２ RS·¸KL¶©\]

６．７．２　ghiefYZHIJB

MNOKL?@WXY4LM１７。

C１７　ghiefYZHIJB

WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ MNOKL?@«WX

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

MNOKL?@ef，ªx＠ｃｏｄｅ＝＂３０９５４２＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂ＳＴＵＤＩＥＳＳＵＭＭＡＲＹ＂

｜｜ｔｅｘｔ ã¬nf

｜｜ｅｎｔｒｙ ·¸KL¨©

｜｜｜ｏｒｇａｎｉｚｅｒ
ªxij�＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＣＬＵＳＴＥＲ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｓｔａｔｕｓＣｏｄｅ

｜｜｜｜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ １．．１ Ｒ ·¸KL¶©

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａ

ｔｉｏｎ

ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＤＥＦ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

·¸KL¶©ef，ªx

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０４．３０．０１０．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ ·¸KL¶©Z[

｜｜｜｜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ １．．１ Ｒ ·¸KLÇ§

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａ

ｔｉｏｎ

ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＤＥＦ＂
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C１７（V）

WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

·¸KL¶©Ç§，ªx

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０４．３０．００９．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ ·¸KL¶©Z[

６．８　4jklYZ

６．８．１　4jklYZ^!AB

PQRS?@¨©34LM１８。

C１８　4jklYZ^!AB

¨©\] OP () Z[

¹P`¨© １．．１ Ｒ RSQ;5º»¼¥G®µ�PÌf8ef

xX“½P”s¾Ç§¨© ０．．１ Ｏ RSxX“½P”s¾Ç§

tXPQ¨© ０．． Ｒ２ RStXPQef、PQ\]

xXG\¨© ０．． Ｏ RSxXG\\]-ef

xX�¿¨© ０．． Ｏ RSxX�¿\]-ef

６．８．２　4jklYZHIJB

PQRS?@WXY4LM１９。

C１９　4jklYZHIJB

WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ PQRS?@«WX

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ªx，＠ｃｏｄｅ＝＂２９５４８５＂，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝

＂Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ ã¬nf

｜｜ｅｎｔｒｙ ¹P`ef¨©

｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

１１

犠犛／犜５００．２—２０１６

www.ecphf.cn

www.ecphf.cn


C１９（V）

WX\] â& OP () ^_:Z[
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W`ab

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ
ªx，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂
ＤＥ０６．００．１９６．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ

ªx，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．２．３９＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂¹P`efM＂

｜｜ｅｎｔｒｙ xX“½P”s¾Ç§¨©

｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂xX“½P”s¾Ç

§＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０５．０１．０２８．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ xX“½P”s¾Ç§，ªx＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜ｅｎｔｒｙ tXPQ¨©

｜｜｜ｏｒｇａｎｉｚｅｒ
ªxij�＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＣＬＵＳＴＥＲ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｓｔａｔｕｓＣｏｄｅ

｜｜｜｜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ １．．１ Ｒ PQ\]

｜｜｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａ

ｔｉｏｎ

ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂PQÇ§＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０５．１０．０２５．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ ªx，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ １．．１ Ｒ PQef

｜｜｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａ

ｔｉｏｎ

ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂PQÇ§＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０５．１０．０２４．００
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｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ

ªx，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．３．

１１．３＂，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂P Q e f M
（ＩＣＤ１０）＂，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂

｜｜ｅｎｔｒｙ xXG\¨©

｜｜｜ｏｒｇａｎｉｚｅｒ
ªxij�＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＣＬＵＳＴＥＲ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｓｔａｔｕｓＣｏｄｅ

｜｜｜｜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ １．．１ Ｒ xXG\\]

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａ

ｔｉｏｎ

ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

xXG\\]，ªx＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．

１００１１．２．２．１＂，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßà

PTW©S＂

ＤＥ０５．１０．１７２．００

｜｜｜｜｜｜

｜ｑｕａｌｉｆｉｅｒ

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｎａｍｅ
１．．１ Ｒ ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂xXG\\]＂

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ ªx，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ １．．１ Ｒ xXG\ef

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａ

ｔｉｏｎ

ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂xXG\ef＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０５．１０．１３０．００

｜｜｜｜｜｜

｜ｑｕａｌｉｆｉｅｒ

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｎａｍｅ
１．．１ Ｒ ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂xXG\ef＂

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ

ªx，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．３．

１４＂，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂xXG�f8:

efM（ＧＢ／Ｔ１５６５７）＂，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂

｜｜ｅｎｔｒｙ xX�¿¨©

｜｜｜ｏｒｇａｎｉｚｅｒ
ªxij�＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＣＬＵＳＴＥＲ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂
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｜｜｜｜ｓｔａｔｕｓＣｏｄｅ

｜｜｜｜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ １．．１ Ｒ xX�¿\]

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａ

ｔｉｏｎ

ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

xX�¿\]，ªx＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．

１００１１．２．２．１＂，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßà

PTW©S＂

ＤＥ０５．１０．１７２．００

｜｜｜｜｜｜

｜ｑｕａｌｉｆｉｅｒ

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｎａｍｅ
１．．１ Ｒ ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂xX�¿\]＂

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ ªx，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ １．．１ Ｒ xX�¿ef

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａ

ｔｉｏｎ

ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂xX�¿ef＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０５．１０．１３０．００

｜｜｜｜｜｜

｜ｑｕａｌｉｆｉｅｒ

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｎａｍｅ
１．．１ Ｒ ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂xX�¿ef＂

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ

ªx，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．３．

１４＂，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂xXG�f8:

efM（ＧＢ／Ｔ１５６５７）＂，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂

６．９　mnopYZ

６．９．１　mnopYZ^!AB

TUVW?@¨©34LM２０。
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C２０　mnopYZ^!AB

¨©\] OP () Z[

À�ÁTZ[¨© ０．．１ Ｒ２ À�ÁTZ[¢¦RS

TÐTÂ¨© ０．．１ Ｒ２ RSTÐTÂßà

６．９．２　mnopYZHIJB

TUVW?@WXY4LM２１。

C２１　mnopYZHIJB
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ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ TUVW?@«WX

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

TUVW?@ef，ªx＠ｃｏｄｅ＝＂１８７７６５＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂ＴＲＥＡＴＭＥＮＴＰＬＡＮ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ ã¬nf

｜｜ｅｎｔｒｙ À�ÁTZ[¨©

｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝

＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂À�ÁTZ[＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０５．１０．１３２．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ªx，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜ｅｎｔｒｙ TÐTÂ¨©

｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
ｃｌａｓｓＣｏｄｅ

ｍｏｏｄＣｏｄｅ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝

＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂TÐTÂ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０６．００．３００．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ ªx，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

５１

犠犛／犜５００．２—２０１６

www.ecphf.cn

www.ecphf.cn


６．１０　qrYZ

６．１０．１　qrYZ^!AB

XY?@¨©34LM２２。

C２２　qrYZ^!AB

¨©\] OP () Z[

XY¨© １．． Ｒ XYßàÌ®¯Z[

６．１０．２　qrYZHIJB

XY?@WXY4LM２３。

C２３　qrYZHIJB

WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ XY?@«WX

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

XY?@ef，＠ｃｏｄｅ＝＂４６２０９３＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂ＰｒｏｖｉｄｅｒＯｒｄｅｒｓ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ ã¬nf

｜｜ｅｎｔｒｙ XY¨©

｜｜｜ｏｒｇａｎｉｚｅｒ
ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＣＬＵＳＴＥＲ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｓｔａｔｕｓＣｏｄｅ

｜｜｜｜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ １．．１ Ｒ XY¶©8h

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａ

ｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂XY¶©8hef＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂

ＤＥ０６．００．２８９．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

XY¶©8hef，ªx

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．１．２６８＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂XY¶©8hefM＂，

＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂

｜｜｜｜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ １．．１ Ｒ XY¶©
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C２３（V）

WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａ

ｔｉｏｎ

ªx，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

Ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ªx，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü�ßàPTW©S＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂XY¶©12＂

ＤＥ０６．００．２８８．００

｜｜｜｜｜｜ｅｆｆｅｃ

ｔｉｖｅＴｉｍｅ

｜｜｜｜｜｜｜ｌｏｗ １．．１ Ｒ XYVW2£¶<±x ＤＥ０６．００．２２２．００

｜｜｜｜｜｜

｜ｈｉｇｈ
１．．１ Ｒ XYVWÇ)¶<±x ＤＥ０６．００．２１９．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ XY¶©12Ã�，ij�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜｜｜ｐｅｒ

ｆｏｒｍｅｒ

｜｜｜｜｜｜

｜ｔｉｍｅ
ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ XYÄµ¶<±x ＤＥ０６．００．２２２．００

｜｜｜｜｜｜｜ａｓ

ｓｉｇｎｅｄＥｎｔｉｔｙ

｜｜｜｜｜｜｜ｉｄ
XKã�`a，ªx

＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．４＂

｜｜｜｜｜｜

｜ｃｏｄｅ
ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂XYÄµ;＂

｜｜｜｜｜｜｜

｜ａｓｓｉｇｎｅｄＰｅｒｓｏｎ

｜｜｜｜｜｜｜｜

｜ｎａｍｅ
１．．１ Ｒ XYÄµ;�\ ＤＥ０２．０１．０３９．００

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｅｄＯｒｇａｎｉ

ｚａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｉｄ

XKã�`a，ªx

＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．４＂

｜｜｜｜｜｜｜｜

｜ｎａｍｅ
１．．１ Ｒ XYÄµÄO ＤＥ０８．１０．０２６．００

｜｜｜｜｜｜ａｕｔｈｏｒ XY2Å;

｜｜｜｜｜｜

｜ｔｉｍｅ
１．．１ Ｒ XY2Å¶<±x ＤＥ０６．００．２２０．００
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WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

｜｜｜｜｜｜｜ａｓ

ｓｉｇｎｅｄＡｕｔｈｏｒ

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｃｏｄｅ
ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂XY2Å;＂

｜｜｜｜｜｜｜

｜ａｓｓｉｇｎｅｄＰｅｒｓｏｎ

｜｜｜｜｜｜｜｜

｜ｎａｍｅ
１．．１ Ｒ XY2Å;�\ ＤＥ０２．０１．０３９．００

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｅｄＯｒｇａｎｉ

ｚａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜｜｜

｜ｎａｍｅ
１．．１ Ｒ XY2ÅÄO ＤＥ０８．１０．０２６．００

｜｜｜｜｜｜ｐａｒｔｉｃ

ｉｐａｎｔ

XYÆÇã，ªxij�，

＠ｔｙｐｅＣｏｄｅ＝＂ＡＴＮＤ＂

｜｜｜｜｜｜

｜ｔｉｍｅ
１．．１ Ｒ XYÆÇ¶<±x ＤＥ０６．００．０８８．００

｜｜｜｜｜｜

｜ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔＲｏｌｅ
ªxij�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＡＳＳＩＧＮＥＤ＂

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｃｏｄｅ
ªx＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂XYÆÇã＂

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｐｌａｙｉｎｇＥｎｔｉｔｙ

｜｜｜｜｜｜｜｜

｜ｎａｍｅ
１．．１ Ｒ XYÆÇã�\ ＤＥ０２．０１．０３９．００

｜｜｜｜｜｜ｐａｒｔｉｃ

ｉｐａｎｔ

XYÃÈ;，ªxij�，

＠ｔｙｐｅＣｏｄｅ＝＂ＡＴＮＤ＂

｜｜｜｜｜｜

｜ｔｉｍｅ
０．．１ Ｒ２ XYÃÈ¶<±x ＤＥ０６．００．２３４．００

｜｜｜｜｜｜

｜ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔＲｏｌｅ
ªxij�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＡＳＳＩＧＮＥＤ＂

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｉｄ

XKã�`a，ªx

＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．４＂

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｃｏｄｅ
ªx，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂XYÃÈ;＂

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｐｌａｙｉｎｇＥｎｔｉｔｙ
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WX\] â& OP () ^_:Z[
%4ÌPT

W`ab

｜｜｜｜｜｜｜｜

｜ｎａｍｅ
０．．１ Ｒ２ XYÃÈ;�\ ＤＥ０２．０１．０３９．００

｜｜｜｜｜｜ｅｎｔｒｙ

Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ
０．．１ Ｒ２

XYÉ;ßà，ªxij�，

＠ｔｙｐｅＣｏｄｅ＝＂ＣＯＭＰ＂

｜｜｜｜｜｜｜ｏｂ

ｓｅｒｖａｔｉｏｎ
XYÉ;ßà¨©

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ªx，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü � ß à P T W ©

S＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂XYÉ;ßà＂

ＤＥ０６．００．１７９．００

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｖａｌｕｅ
ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ XYÉ;ßà

｜｜｜｜｜｜ｅｎｔｒｙ

Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ
０．．１ Ｒ２

XYÄµ±Ê，ªxij�

＠ｔｙｐｅＣｏｄｅ＝＂ＣＯＭＰ＂

｜｜｜｜｜｜｜ｏｂ

ｓｅｒｖａｔｉｏｎ
XYÄµ±Ê¨©

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

ªx，＠ｃｏｄｅ＝＂ＤＥ０６．００．２９０．００＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ü � ß à P T W ©

S＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂XYÄµ±Ê＂

ＤＥ０６．００．２９０．００

｜｜｜｜｜｜｜

｜ｖａｌｕｅ
ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ XYÄµ±Ê，ªx＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂
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s　l　犃
（tu6sl）

2（3）4'(+,vw

〈？狓犿犾狏犲狉狊犻狅狀＝＂１．０＂犲狀犮狅犱犻狀犵＝＂犝犜犉８＂？〉

〈犆犾犻狀犻犮犪犾犇狅犮狌犿犲狀狋狓犿犾狀狊＝＂狌狉狀：犺犾７狅狉犵：狏３＂狓犿犾狀狊：犿犻犳＝＂狌狉狀：犺犾７狅狉犵：狏３／犿犻犳＂

狓犿犾狀狊：狓狊犻＝＂犺狋狋狆：／／狑狑狑．狑３．狅狉犵／２００１／犡犕犔犛犮犺犲犿犪犻狀狊狋犪狀犮犲＂

狓狊犻：狊犮犺犲犿犪犔狅犮犪狋犻狅狀＝＂狌狉狀：犺犾７狅狉犵：狏３．．＼狊犱狊犮犺犲犿犪狊＼犛犇犃．狓狊犱＂〉

　　〈狉犲犪犾犿犆狅犱犲犮狅犱犲＝＂犆犖＂／〉

　　〈狋狔狆犲犐犱狉狅狅狋＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．１．３＂犲狓狋犲狀狊犻狅狀＝＂犘犗犆犇＿犕犜００００４０＂／〉

　　〈狋犲犿狆犾犪狋犲犐犱狉狅狅狋＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．１．１．２２＂／〉

　　〈！)0lmk〉

　　〈犻犱狉狅狅狋＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．１＂犲狓狋犲狀狊犻狅狀＝＂犚犖００１＂／〉

　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犆０００２＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．４＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂Ü�ßàde)0

Gf>&＂〉〈／犮狅犱犲〉

　　〈狋犻狋犾犲〉]（̂ ）PG_〈／狋犻狋犾犲〉

　　〈！)0qr�4±x〉

　　〈犲犳犳犲犮狋犻狏犲犜犻犿犲狏犪犾狌犲＝＂２０１２１０２４１５４８２３＂／〉

　　〈犮狅狀犳犻犱犲狀狋犻犪犾犻狋狔犆狅犱犲犮狅犱犲＝＂犖＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．５．２５＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂

犆狅狀犳犻犱犲狀狋犻犪犾犻狋狔＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂Ë·�Ì�y¹�＂／〉

　　〈犾犪狀犵狌犪犵犲犆狅犱犲犮狅犱犲＝＂狕犺犆犖＂／〉

　　〈狊犲狋犐犱／〉

　　〈狏犲狉狊犻狅狀犖狌犿犫犲狉／〉

　　〈狉犲犮狅狉犱犜犪狉犵犲狋狋狔狆犲犆狅犱犲＝＂犚犆犜＂犮狅狀狋犲狓狋犆狅狀狋狉狅犾犆狅犱犲＝＂犗犘＂〉

　　　　〈狆犪狋犻犲狀狋犚狅犾犲犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犘犃犜＂〉

　　　　　　〈！]（̂ ）Pk`a〉

　　　　　　〈犻犱狉狅狅狋＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．１１＂犲狓狋犲狀狊犻狅狀＝＂犈１０００００００＂／〉

　　　　　　〈！bc��ÓGk〉

　　　　　　〈犻犱狉狅狅狋＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．２４＂犲狓狋犲狀狊犻狅狀＝＂犎犃２０１１０２１１３３６６６６６＂／〉

　　　　　　〈狆犪狋犻犲狀狋犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犘犛犖＂犱犲狋犲狉犿犻狀犲狉犆狅犱犲＝＂犐犖犛犜犃犖犆犈＂〉
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　　　　　　　　〈！Q;���k`a〉
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈／狆犾犪狔犻狀犵犈狀狋犻狋狔〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈／狆犪狉狋犻犮犻狆犪狀狋犚狅犾犲〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈／狆犪狉狋犻犮犻狆犪狀狋〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈！XYÉ;ßà〉
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔犚犲犾犪狋犻狅狀狊犺犻狆狋狔狆犲犆狅犱犲＝＂犆犗犕犘＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犗犅犛＂犿狅狅犱犆狅犱犲＝＂犈犞犖＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犇犈０６．００．１７９．００＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂X
YÉ;ßà＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂Ü�ßàPTW©S＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉XYÉ;ßà〈／狏犪犾狌犲〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈／狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔犚犲犾犪狋犻狅狀狊犺犻狆〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈！XYÄµ±Ê〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔犚犲犾犪狋犻狅狀狊犺犻狆狋狔狆犲犆狅犱犲＝＂犆犗犕犘＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犗犅犛＂犿狅狅犱犆狅犱犲＝＂犈犞犖＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犇犈０６．００．２９０．００＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂X
YÄµ±Ê＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂Ü�ßàPTW©S＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉XYÄµ±Ê〈／狏犪犾狌犲〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈／狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔犚犲犾犪狋犻狅狀狊犺犻狆〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈／狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　　　　　〈／犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　　　　　　　　　〈／狅狉犵犪狀犻狕犲狉〉

　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　〈／狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　〈／犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　〈／狊狋狉狌犮狋狌狉犲犱犅狅犱狔〉

　　〈／犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

〈／犆犾犻狀犻犮犪犾犇狅犮狌犿犲狀狋〉
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