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＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂ＨＩＳＴＯＲＹＯＦＰＡＳＴ

ＩＬＬＮＥＳＳ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ æ¨me

｜｜ｅｎｔｒｙ F+CV¤¢£

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ
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｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｖａｌｕｅ

ｖａｌｕｅ

１．．１ Ｒ ©x_×�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＢＬ＂
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ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ
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ＰＲＯＣＥＤＵＲＥＳ＂，
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｜｜｜ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＰＲＯＣ＂，
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｜｜｜｜ｃｏｄｅ
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｜｜｜｜｜｜ａｓｓｉｇｎｅｄＰｅｒｓｏｎ
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¯Dæ�VW，©x

＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．４＂，bc>Ì@`

h#ｉｄ／＠ｅｘｔｅｎｓｉｏｎx
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｜｜｜｜ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔ ０．．１ Ｒ２ n«ªF，©x＠ｔｙｐｅＣｏｄｅ＝＂ＡＴＮＤ＂
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｜｜｜｜｜｜ｉｄ

¯Dæ�VW，©x

＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．４＂，bc>Ì@`
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｜｜｜｜｜｜ｐｌａｙｉｎｇＥｎｔｉｔｙ ０．．１ Ｒ２
©x，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＰＳＮ＂，

＠ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｒＣｏｄｅ＝＂ＩＮＳＴＡＮＣＥ＂

｜｜｜｜｜｜｜ｎａｍｅ １．． Ｒ ®¯��R ＤＥ０２．０１．０３９．００

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ F+RS
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E１１（N）

OPRS ß& HI ÿ! TU:ST
ü-ÌILO

VWX

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，

＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ １．．１ Ｒ

F+RS，©x

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO£W＂

ＤＥ０６．００．０９４．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ ©x，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ F+l@`

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，

＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ １．．１ Ｒ

F+l@`，©x

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO£W＂

ＤＥ０６．００．２５６．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ ©x，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ０．．１ Ｒ２ F+¸�[\

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ １．．１ Ｒ

F+¸�[\，©x

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂F+¸�＂

ＤＥ０６．００．２５５．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ

©x，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．１．２５８＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂F+¸�[\F＂

６．５　gh]^

６．５．１　gh]^b!CD

IJ?@¢£34EF１２。

E１２　gh]^b!CD

¢£RS HI ÿ! ST

�J� ０．．１ Ｒ２ F+x�J�Ì°��，��ÓÔf ｍＬ

６．５．２　gh]^LMND

IJ?@OPQ4EF１３。
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E１３　gh]^LMND

OPRS ß& HI ÿ! TU:ST
ü-ÌILO

VWX

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ０．．１ Ｏ IJ?@§OP

｜ｓｅｃｔｉｏｎ ０．．１ Ｏ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

IJ?@[\，©x

＠ｃｏｄｅ＝＂５５１０３６＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂Ｓｕｒｇｉｃａｌｏｐｅｒａｔｉｏｎｎｏｔｅ

ｅｓｔｉｍａｔｅｄｂｌｏｏｄｌｏｓｓ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ æ¨me

｜｜ｅｎｔｒｙ �J�¢£

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø � Ù Ú I L O £

W＂，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂�J�（ｍＬ）＂

ＤＥ０６．００．０９７．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ
©x_×�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＰＱ＂，

＠ｕｎｉｔ＝＂ｍＬ＂

６．６　ih]^

６．６．１　ih]^b!CD

KJ?@¢£34EF１４。

E１４　ih]^b!CD

¢£RS HI ÿ! ST

KJ� ０．．１ Ｒ２ K�±²³、J°û、J´、íJµÌI�，��ÓÔf ｍＬ

６．６．２　ih]^LMND

KJ?@OPQ4EF１５。
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E１５　ih]^LMND

OPRS ß& HI ÿ! TU:ST
ü-ÌILO

VWX

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ KJ?@§OP

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

KJ?@[\，©x

＠ｃｏｄｅ＝＂５６８３６０＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂Ｈｉｓｔｏｒｙｏｆｂｌｏｏｄｔｒａｎｓｆｕｓｉｏｎ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ æ¨me

｜｜ｅｎｔｒｙ KJ�¢£

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂KJ�（ｍＬ）＂

ＤＥ０６．００．２６７．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ ©x_×�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＰＱ＂，＠ｕｎｉｔ＝＂ｍＬ＂

｜｜ｅｎｔｒｙ KJ¶-V¤¢£

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂KJ¶-V¤＂

ＤＥ０６．００．２６４．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ ©x_×�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＢＬ＂

６．７　jk]^

６．７．１　jk]^b!CD

LM?@¢£34EF１６。

E１６　jk]^b!CD

¢£RS HI ÿ! ST

LMw·[\ ０．．１ Ｒ２ fJ;¸�F+、GH±�(ÌLMw·�¥ø@\>ýxÌ[\

３１

犠犛／犜５００．９—２０１６

www.ecphf.cn

www.ecphf.cn


６．７．２　jk]^LMND

LM?@OPQ4EF１７。

E１７　jk]^LMND

OPRS ß& HI ÿ! TU:ST
ü-ÌILO

VWX

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ LM?@§OP

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

LM?@[\，©x＠ｃｏｄｅ＝＂１０２３１７＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂Ｓｕｒｇｉｃａｌｏｐｅｒａｔｉｏｎｎｏｔｅ

ａｎｅｓｔｈｅｓｉａ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ æ¨me

｜｜ｅｎｔｒｙ LMw·[\¢£

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO

£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂LMw·[\＂

ＤＥ０６．００．０７３．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ

©x，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．１．１５９＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂L M w ¹ [ \

F＂，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂

｜｜｜｜ｐｅｒｆｏｒｍｅｒ ０．．１ Ｒ２

｜｜｜｜｜ａｓｓｉｇｎｅｄＥｎｔｉｔｙ ｃｏｄｅ

｜｜｜｜｜ｉｄ

｜｜｜｜｜ａｓｓｉｇｎｅｄＰｅｒｓｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｎａｍｅ １．．１ Ｒ LM¯¹�R ＤＥ０２．０１．０３９．００

６．８　;l]^

６．８．１　;l]^b!CD

(N?@¢£34EF１８。

E１８　;l]^b!CD

¢£RS HI ÿ! ST

+!(N¢£ ０．． Ｒ２ \W+!(NÙÚ

+x(N¢£ ０．． Ｒ２ \W+x(NÙÚ
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６．８．２　;l]^LMND

(N?@OPQ4EF１９。

E１９　;l]^LMND

OPRS ß& HI ÿ! TU:ST
ü-ÌILO

VWX

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ (N?@§OP

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

(N?@[\，©x＠ｃｏｄｅ＝＂１０１６００＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂Ｈｉｓｔｏｒｙｏｆｍｅｄｉｃａｔｉｏｎｕｓｅ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ æ¨me

｜｜ｅｎｔｒｙ +!(N¢£

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂+!(N＂

ＤＥ０６．００．１３６．００

｜｜｜｜｜ｑｕａｌｉｆｉｅｒ

｜｜｜｜｜｜ｎａｍｅ １．．１ Ｒ ©x，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂+!(N＂

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ ©x_×�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜ｅｎｔｒｙ +x(N¢£

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂+x(N＂

ＤＥ０６．００．１３６．００

｜｜｜｜｜ｑｕａｌｉｆｉｅｒ

｜｜｜｜｜｜ｎａｍｅ １．．１ Ｒ ©x，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂+x(N＂

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ ©x_×�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂
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６．９　im]^

６．９．１　im]^b!CD

KO?@¢£34EF２０。

E２０　im]^b!CD

¢£RS HI ÿ! ST

KO� ０．．１ Ｒ２ +xKO�ÌST，ÓÔf ｍＬ

６．９．２　im]^LMND

KO?@OPQ4EF２１。

E２１　im]^LMND

OPRS ß& HI ÿ! TU:ST
ü-ÌILO

VWX

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ KO?@§OP

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

KO?@[\，©x＠ｃｏｄｅ＝＂５５１０３６＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂Ｓｕｒｇｉｃａｌｏｐｅｒａｔｉｏｎｎｏｔｅｅｓｔｉ

ｍａｔｅｄｂｌｏｏｄｌｏｓｓ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ æ¨me

｜｜ｅｎｔｒｙ KO�¢£

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂�J�（ｍＬ）＂

ＤＥ０６．００．２６８．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ ©x_×�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＰＱ＂，＠ｕｎｉｔ＝＂ｍＬ＂

６．１０　5ncd]^

６．１０．１　5ncd]^b!CD

+PDE?@¢£34EF２２。
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E２２　5ncd]^b!CD

¢£RS HI ÿ! ST

+PDE@\ １．．１ Ｒ +PDE�¥ø@\>ýxÌ@\

６．１０．２　5ncd]^LMND

+PDE?@OPQ4EF２３。

E２３　5ncd]^LMND

OPRS ß& HI ÿ! TU:ST
ü-ÌILO

VWX

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ +PDE?@§OP

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

+PDE?@[\，©x＠ｃｏｄｅ＝＂１０２１８６＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂Ｓｕｒｇｉｃａｌｏｐｅｒａｔｉｏｎｎｏｔｅｐｏｓｔ

ｏｐｅｒａｔｉｖｅＤｘ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ æ¨me

｜｜ｅｎｔｒｙ +PDE@\¢£

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂+PDE@\＂

ＤＥ０５．０１．０２４．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ

©x，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．３．１１．３＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂©a[\F（ＩＣＤ１０）＂

６．１１　45opqr]^

６．１１．１　45opqr]^b!CD

F+QRST?@¢£34EF２４。

E２４　45opqr]^b!CD

¢£RS HI ÿ! ST

F+QRST ０．．１ Ｒ２ üF+QRxÌ�<ÙÚ¸�ST
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６．１１．２　45opqr]^LMND

F+QRST?@OPQ4EF２５。

E２５　45opqr]^LMND

OPRS ß& HI ÿ! TU:ST
ü-ÌILO

VWX

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ F+QRST?@§OP

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

F+QRST?@[\，©x

＠ｃｏｄｅ＝＂８７２４＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂Ｓｕｒｇｉｃａｌｏｐｅｒａｔｉｏｎｎｏｔｅ

ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ æ¨me

｜｜ｅｎｔｒｙ F+QRST¢£

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO

£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂F+QRST＂

ＤＥ０５．１０．０６３．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ ©x_×�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ F+£VmÔRS

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO

£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂F+£VmÔRS＂

ＤＥ０６．００．１８７．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ ©x_×�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ０．．１ Ｒ２ º�»RS

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂
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E２５（N）

OPRS ß& HI ÿ! TU:ST
ü-ÌILO

VWX

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO

£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂º�»RS＂

ＤＥ０８．５０．０３７．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ ©x_×�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ０．．１ Ｒ２ F+>Ô[\

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO

£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂F+>Ô[\＂

ＤＥ０６．００．２６０．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ

©x，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．１．２６２＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂F+>Ô[\F＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ０．．１ Ｒ２ ¼½¾¿ST

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO

£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂º�»RS＂

ＤＥ０８．５０．０５７．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ ©x_×�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ０．．１ Ｒ２ F+ÀÁST

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO

£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂F+ÀÁST＂

ＤＥ０６．００．３２１．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ ©x_×�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ０．．１ Ｒ２ 'UV¤
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E２５（N）

OPRS ß& HI ÿ! TU:ST
ü-ÌILO

VWX

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
©x_×�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

©x，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Ø�ÙÚILO

£W＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂'UV¤＂

ＤＥ０５．１０．１６５．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ ©x_×�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＢＬ＂

６．１２　:s]^

６．１２．１　:s]^b!CD

'U?@¢£34EF２６。

E２６　:s]^b!CD

¢£RS HI ÿ! ST

'U?@ ０．．１ Ｒ２ +x'UÙÚÌST

６．１２．２　:s]^LMND

'U?@OPQ4EF２７。

E２７　:s]^LMND

OPRS ß& HI ÿ! TU:ST
ü-ÌILO

VWX

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ０．．１ Ｏ 'U?@§OP

｜ｓｅｃｔｉｏｎ ０．．１ Ｏ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

０．．１ Ｏ

'U?@[\，©x＠ｃｏｄｅ＝＂１１５３７８＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂Ｓｕｒｇｉｃａｌｄｒａｉｎｓ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ ０．．１ Ｏ æ¨me

｜｜ｅｎｔｒｙ ０．．１ Ｏ 'U¢£
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E２７（N）

OPRS ß& HI ÿ! TU:ST
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　　　　　　　　　　　　　　〈狑犺狅犾犲犗狉犵犪狀犻狕犪狋犻狅狀犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犗犚犌＂犱犲狋犲狉犿犻狀犲狉犆狅犱犲＝＂犐犖犛犜犃犖犆犈＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈犻犱狉狅狅狋＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．２２＂犲狓狋犲狀狊犻狅狀＝＂００１＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈狀犪犿犲〉１�〈／狀犪犿犲〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈！犇犈０１．００．０１９．００　aº`〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈犪狊犗狉犵犪狀犻狕犪狋犻狅狀犘犪狉狋犗犳犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犘犃犚犜＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狑犺狅犾犲犗狉犵犪狀犻狕犪狋犻狅狀犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犗犚犌＂

犱犲狋犲狉犿犻狀犲狉犆狅犱犲＝＂犐犖犛犜犃犖犆犈＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犻犱狉狅狅狋＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．２１＂犲狓狋犲狀狊犻狅狀＝＂００１＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狀犪犿犲〉２０５�〈／狀犪犿犲〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈！犇犈０８．１０．０２６．００　Ã�RS〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犪狊犗狉犵犪狀犻狕犪狋犻狅狀犘犪狉狋犗犳犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犘犃犚犜＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狑犺狅犾犲犗狉犵犪狀犻狕犪狋犻狅狀犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犗犚犌＂

犱犲狋犲狉犿犻狀犲狉犆狅犱犲＝＂犐犖犛犜犃犖犆犈＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犻犱狉狅狅狋＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．２６＂

犲狓狋犲狀狊犻狅狀＝＂００１＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狀犪犿犲〉ÈÉ1Ã〈／狀犪犿犲〉
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狑犺狅犾犲犗狉犵犪狀犻狕犪狋犻狅狀犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犗犚犌＂
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犲狓狋犲狀狊犻狅狀＝＂００１＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狀犪犿犲〉１a 〈／狀犪犿犲〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈！犡犡犡¯�〉
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犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犘犃犚犜＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狑犺狅犾犲犗狉犵犪狀犻狕犪狋犻狅狀
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈／狑犺狅犾犲犗狉犵犪狀犻狕犪狋犻狅狀〉
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　　　　　　　　　　〈！F+C〉

　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　　　　　〈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＂〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！F+CV¤〉
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犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂F+CV¤＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犅犔＂狏犪犾狌犲＝＂犳犪犾狊犲＂／〉
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　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犆犇＂犮狅犱犲＝＂犛０６．９０２＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂KÊ&ËÌ
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　　　　　　　　　　　　　　〈犲犳犳犲犮狋犻狏犲犜犻犿犲〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈！F++�µ5±l〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈犾狅狑狏犪犾狌犲＝＂２００９０４０１１４２３３５７００＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈！F+Æ!µ5±l〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈犺犻犵犺狏犪犾狌犲＝＂２００９０４０１１４２３３５７００＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　〈／犲犳犳犲犮狋犻狏犲犜犻犿犲〉
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈／犪狊狊犻犵狀犲犱犘犲狉狊狅狀〉
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犻犱狉狅狅狋＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．４＂犲狓狋犲狀狊犻狅狀＝＂̄ Dæ�@ ＂̀／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂Ⅰª＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狆犾犪狔犻狀犵犈狀狋犻狋狔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＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狀犪犿犲〉ÍÏ〈／狀犪犿犲〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈／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〉
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　　　　　　　　　　　　　　〈狆犪狉狋犻犮犻狆犪狀狋狋狔狆犲犆狅犱犲＝＂犃犜犖犇＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈狆犪狉狋犻犮犻狆犪狀狋犚狅犾犲犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犃犛犛犐犌犖犈犇＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犻犱狉狅狅狋＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．４＂犲狓狋犲狀狊犻狅狀＝＂̄ Dæ�@ ＂̀／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂Ⅱª＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狆犾犪狔犻狀犵犈狀狋犻狋狔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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〉

　　　　　　〈犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　　　　　〈狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂１０１６００＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂犎犻狊狋狅狉狔狅犳犿犲犱犻犮犪狋犻狅狀狌狊犲＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂犔犗犐犖犆＂／〉

　　　　　　　　　　〈狋犲狓狋／〉

　　　　　　　　　　〈！+!(N〉

　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　　　　　〈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＂〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！+!(N〉

　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犇犈０６．００．１３６．００＂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＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂+!(N＂〉〈狇狌犪犾犻犳犻犲狉〉〈狀犪犿犲犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂+
!(N＂〉〈／狀犪犿犲〉〈／狇狌犪犾犻犳犻犲狉〉〈／犮狅犱犲〉

　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉üJ;+!(N¡¡ÌST〈／狏犪犾狌犲〉

　　　　　　　　　　　　〈／狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　　　〈！+x(N〉

　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　　　　　〈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＂〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！+x(N〉

　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犇犈０６．００．１３６．００＂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＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂+x(N＂〉〈狇狌犪犾犻犳犻犲狉〉〈狀犪犿犲犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲
＝＂+x(N＂〉〈／狀犪犿犲〉〈／狇狌犪犾犻犳犻犲狉〉〈／犮狅犱犲〉

　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉üJ;+x(N¡¡ÌST〈／狏犪犾狌犲〉

　　　　　　　　　　　　〈／狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　〈／狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　〈／犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉
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　　　　　　〈犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　　　　　〈狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂１０２１６０＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂犛狌狉犵犻犮犪犾狅狆犲狉犪狋犻狅狀狀狅狋犲犳犾狌犻犱狊＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂犔犗犐犖犆＂／〉

　　　　　　　　　　〈狋犲狓狋／〉

　　　　　　　　　　〈！KO�（犿犔）〉
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　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　　　　　〈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＂〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！KO�（犿犔）〉

　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犇犈０６．００．２６８．００＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂
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　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犘犙＂狌狀犻狋＝＂犿犔＂狏犪犾狌犲＝＂１００＂／〉

　　　　　　　　　　　　〈／狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　〈／狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　〈／犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉
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　　　　　　〈犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　　　　　〈狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂１０２１８６＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂犛狌狉犵犻犮犪犾狅狆犲狉犪狋犻狅狀狀狅狋犲狆狅狊狋狅狆犲狉犪狋犻狏犲犇狓＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂犔犗犐犖犆＂／〉

　　　　　　　　　　〈狋犲狓狋／〉

　　　　　　　　　　〈！+PDE〉

　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　　　　　〈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＂〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！+PDE@\〉

　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犇犈０５．０１．０２４．００＂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＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂+PDE@\＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犆犇＂犮狅犱犲＝＂１＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．３．１１．３＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂DE[\F（犐犆犇１０）＂／〉

　　　　　　　　　　　　〈／狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　〈／狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　〈／犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉
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〉

　　　　　　〈犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　　　　　〈狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂８７２４７＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂犛狌狉犵犻犮犪犾狅狆犲狉犪狋犻狅狀狀狅狋犲犱犲狊犮狉犻狆狋犻狅狀＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂犔犗犐犖犆＂／〉

　　　　　　　　　　〈狋犲狓狋／〉

　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔〉
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　　　　　　　　　　　　〈！F+QRST〉

　　　　　　　　　　　　〈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０５．１０．０６３．００＂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＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂F+QRST＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉F+QRÌÔ²ST〈／狏犪犾狌犲〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！F+£VmÔRS〉

　　　　　　　　　　　　　　〈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０６．００．１８７．００＂

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＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂F+£
VmÔRS＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉�ÓF+Ìæ>mÔRS〈／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〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！º�»RS〉

　　　　　　　　　　　　　　〈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０８．５０．０３７．００＂

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＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂º�»
RS＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉�ÓF+GH±�(／�hÌ�Y／
N»ÌRS〈／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〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！F+>Ô[\〉

　　　　　　　　　　　　　　〈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０６．００．２６０．００＂

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＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂F+>
Ô[\＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犆犇＂犮狅犱犲＝＂１＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂ÕÖÔ＂
犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．１．２６２＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂F+>Ô[\F＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈／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〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！¼½¾¿ST〉

　　　　　　　　　　　　　　〈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０８．５０．０５７．００＂

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＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂¼½¾
¿ST＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉üF+x¼½¾¿¡¡Ìc>ST
〈／狏犪犾狌犲〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈／狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀〉
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　　　　　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔犚犲犾犪狋犻狅狀狊犺犻狆〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！F+ÀÁST〉

　　　　　　　　　　　　　　〈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＂〉
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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＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂F+À
ÁST＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉üF+x¼½ÀÁ¡¡Ìc>ST
〈／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〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！'UV¤〉

　　　　　　　　　　　　　　〈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０５．１０．１６５．００＂

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＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂'UV
¤＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犅犔＂狏犪犾狌犲＝＂犳犪犾狊犲＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈／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〉

　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　〈／狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　〈／犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　　　〈！
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〉

　　　　　　〈犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　　　　　〈狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂１１５３７８＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂犛狌狉犵犻犮犪犾犱狉犪犻狀狊＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂犔犗犐犖犆＂／〉

　　　　　　　　　　〈狋犲狓狋／〉

　　　　　　　　　　〈！'UV¤〉

　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　　　　　〈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＂〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！'UV¤〉

　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犇犈０５．１０．１６５．００＂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＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂'UV¤＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犅犔＂狏犪犾狌犲＝＂狋狉狌犲＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　〈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＂〉

４３

犠犛／犜５００．９—２０１６

www.ecphf.cn

www.ecphf.cn


　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犇犈０８．５０．０４４．００＂

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＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂'U�
YRS＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉üF+x'U�YRSÌc>ST
〈／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〉

　　　　　　　　　　　　　　〈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０８．５０．０４５．００＂

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＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂'U�
YI£＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉üF+x'U�YI£Ìc>ST
〈／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〉

　　　　　　　　　　　　　　〈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０６．００．３４１．００＂

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＝＂Ø�ÙÚILO£W＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂�hm
Ô＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉'UM�h�aæ>1Ìc>Ôh
ÌST〈／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〉

　　　　　　　　　　〈／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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