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中国における病院運営事業スタート
～ 中国初の民間企業による日本式病院が開設 ～

整水 器シ ェア No.1の日本 トリ ム（ 本社 ：大 阪市、 代表 取締 役社 長： 森澤紳 勝） は、 100％ 出資 の
株 式会 社ト リム メデ ィカル ホー ルデ ィン グス を通じ 今後 大幅 な市 場拡 大が見 込ま れる 再生 ・修 復医
療 及び 生殖 医療 （不 妊治療 ）分 野、 そし て、 グロー バル に病 院運 営事 業 に参 画し てい ます 。
そ して 、 こ のた び、 中国（ 北京 市） にお いて 、 慢性 期疾 患治 療の フラ ッグシ ップ 病院 が開 業し 、
本 日５ 月９ 日午 前、 関係者 の出 席の もと 開院 式を実 施 し まし た の でお 知らせ 致し ます 。
こ のプ ロジ ェク ト は 、中国 にお いて 、 予 防・ 診断・ 治療 を重 視し た日 本式の 優し い（ おも てな
し ）医 療サ ービ スと 、優れ た医 療機 器を 使用 した慢 性期 疾患 治療 病院 を 設立 、多 店舗 展開 を目 指す
も ので す。 当病 院は 、 日本 式の 糖尿 病チ ーム 医療（ 医師 によ る総 合指 導、 薬 剤師 、管 理栄 養士 によ
る 指導 ）に 加え 、 日 本トリ ムの 開発 した 電解 水透析 をベ ース とし た最 高品質 の 人 工透 析治 療、 また
日 本式 リハ ビリ テー ション をパ ッケ ージ 化し た専門 病院 とな りま す 。 今後日 本の 医療 機 関 とも 提携
し 、日 本で の研 修も 取り入 れた 人材 育成 プロ グラム によ り 専 門医 療者 を育成 し、 早期 に中 国主 要 10
都 市へ の展 開を 計画 して お りま す 。 日本 式 医 療の拠 点を 構築 する 事に より、 日本 式医 療サ ービ ス と
と もに 健康 管理 等の 周辺サ ービ スを 提供 し、 中国の 医療 の質 の向 上に 貢献し ます 。ま た、 患者 の
QOLの向 上と 日中 両国 の友 好関 係の 発展 に寄 与する こと を目 的と 致し ます 。
な お、 この プロ ジェ クトは 政府 （内 閣官 房 健康医 療戦 略室 ）の 支援 を受け てお りま す。

開 院式 出席 者： 内閣 官房 健康 医療 戦略 室、 一般社 団法 人メ ディ カル ・エク セレ ンス ・ジ ャパ ン等
〔 汉琨 医院 〕北 京市 海定区 定慧 寺甲 2号

■日本トリムとは
日本トリムは、電解水素水整水器販売を主軸とした事業を展開し、これまでに100万台を超える販売実績が
あります。当社は世界に先駆け水が持つ機能に着目し、国内外の研究機関との産学共同研究により電解水素
水の新たな可能性（機能）を追求しています。電解水素水の活用は飲用にとどまらず、血液透析へ応用した
『電解水透析®』や、農作物の灌水・散布に利用した『還元野菜®』の栽培など、医療や農業分野への様々な
応用を実現しており、今後も電解水素水をベースに世界へ挑戦するオンリーワン企業を目指します。
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■会社名/株式会社日本トリム
□設立年月日：1982年(昭和57年)6月12日
□代表取締役社長：森澤 紳勝 （もりさわ しんかつ）
□資本金：992,597,306円
□従業員数：479名（関連会社等を含む）
□企業ホームページ：http://www.nihon-trim.co.jp/
＜本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ・ご質問＞
株式会社日本トリム 広報窓口 平井 TEL:03-5511-8660｜080-4127-9737
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