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新華社ネット杭州 4月 4日電（記者張楽）記者が、4日浙江省衛生庁から入手した情報では、浙江省で 4

日に新たな H7N9鳥インフルエンザ患者が出たとのことだ。 これまで、浙江省全省のヒト感染 H7N9鳥イ

ンフルエンザに感染した患者は 3人目になる。 

64歳の男性、張 XX さんは、湖州市呉興区の農民だ。3月 29日に発症してから、31日に潮州市の某医院

に入院した。4月 3日 22時、浙江省 CDCは患者のサンプルの検査結果、H7N9鳥インフルエンザウィルス

が陽性であったと報告。 4月 4日、省衛生庁の専門家グループは、患者の臨床症状やラボでの検査及び疫

学調査の結果に基づき、この患者を H7N9鳥インフルエンザ患者と確定診断した。 

 

調査の結果、患者との密接接触者は合計 55 人。 これまでのところ当該患者の密接接触者のいずれにも異

常な症状はみられていない。 

 

これまでのところ、浙江省では総計 3名の H7N9鳥インフルエンザ患者が出ているが、うち死亡は 1名。 上

述 3名の患者間には、疫学上の関連は見られない。 

 

現在、現地の衛生部門は既に市全域で発熱外来とプレスクリーニングのトリアージ工作を強化しており、

原因不明の肺炎患者の調査を強化、健康教育やリスクコミュニケ―ションを展開している。 

 

オリジナルの URL がリンク切れしていましたので、この原記事と同じ内容の URL を本日（2017 年 8 月 25

日）見つけました。 

http://news.qq.com/a/20130404/001045.htm 

 

A case of human infection with H7N9 avian influenza in Zhejiang province 
Xinhua News Agency www.dfdaily.com 2013-04-04 16:34 

 

Xinhua News Agency, Hangzhou, April 4 (Reporter Zhang Le)  

Reporter learned from the Zhejiang Provincial Health Department that the province newly diagnosed a case of H7N9 

avian flu infection. So far, Zhejiang province reported a total of 3 cases of H7N9 avian influenza infection. 

 

The patient is; 

Name: Zhang X, 

Sex: Male, 

Age: 64 years old, 

People of: Wuxing district of Huzhou city, 

Occupation: Farmer. 

Date of Onset: Mar. 29, 2013, 

Date of Admission: Mar. 31, 2013 to Huzhou city’s hospital 

Date of Diagnosis: Apr. 4, 2013 

Zhejiang provincial CDC reported the result of H7N9 avian flu testing was positive at 22:00 of Apr. 3, 2013. 

Provincial Health department experts diagnosed the case as infected with H7N9 based on the clinical manifestations 

of the case, laboratory testing and epidemiological survey results. 

 

After investigation, 55 close contacts with the case were found. Up to now, there is no abnormality from all the 

close contacts with the case. 

At this point, Zhejiang has reported 3 H7N9 avian flu cases; one of them died. No epidemiological association was 

found between the three cases. 

 

At present, the local health sectors have been strengthening 1) the fever outpatient and pre-screening work(s), 2) 

investigation for unexplained pneumonia cases, and developing health education and risk communication. 

http://news.qq.com/a/20130404/001045.htm
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浙江新增 1 例人感染 H7N9 禽流感病例 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

新华网杭州４月４日电（记者张乐） 

记者４日从浙江省卫生厅获悉，浙江省４日新确诊１例人感染Ｈ７Ｎ９禽流感病例。至此，浙江全省共计

报告发现人感染Ｈ７Ｎ９禽流感病例３例。 

患者张某，男，６４岁，湖州市吴兴区人，农民。于３月２９日发病，３１日到湖州市某医院就诊并住院。

４月３日２２时，浙江省疾控中心报告患者标本的检测结果为Ｈ７Ｎ９禽流感病毒核酸阳性。４月４日，省

卫生厅专家组依据病例的临床表现、实验室检测和流行病学调查结果，诊断该病例为人感染Ｈ７Ｎ９禽流感

确诊病例。 

经调查，该病例的密切接触者共５５人。截至目前，该病例的所有密切接触者均未发现临床异常表现。 

至此，浙江共发现３例人感染Ｈ７Ｎ９禽流感病例，其中１例死亡。未发现上述３例病例间存在流行病学

关联。 

目前，当地卫生部门已在全市范围内强化了发热门诊和预检分诊工作，加强不明原因肺炎病例排查，开展

健康教育与风险沟通。 
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