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中国広播網南京 4月 14日情報 

中国の声＜＜新聞晩高峰＞＞報道によれば、江蘇省蘇州市衛生局は本日午前、常熟市でヒト感染 H7N9

鳥インフルエンザと確定診断された患者に関する情報が発表された。 

これまでのところ江蘇省では 14人が感染し 1名が死亡している。 

 

本日午前、蘇州市衛生局は常熟市で最初の感染者となった患者の情報を発表。  

72歳男性患者馬さんは、常熟市海虞鎮の人だが、 

4月 1日に発熱や悪寒などの症状が出、 

4月 2日に常熟市のある病院に行き入院。 

その時点では重症肺炎と診断されたが 4月 6日夜に蘇州で治療を受け、 

4月 13に H7N9鳥インフルエンザに感染していることが確診された。 

 

蘇州市衛生局の沈潔副局長は 『この患者の症状は比較的重く、彼の家では、養殖としてではなくペット

としてハトが飼われていた』と語った。 

 

現在、馬さんの 9人の濃厚接触者には医学的観察上では異常はみられていない； 家で飼育していた 25

羽のハトは常熟市農業委員会により殺処分され、家の中の環境と周辺区域には既に常熟市 CDCが全面的な

消毒処理を行った。 海虞鎮鎮動物防疫ステーションでは、村民に対して消毒用薬品を配布し、村民が鳥類

に対して囲いの中で育てることや消毒をするように要求している。 

 

海虞鎮周行香橋村の叶衛彪主任は、13日に確診が出た夜、鎮は扇形衛生防疫体制をしき、彼の家の全て

の鳩舎と部屋及び周辺地区の消毒を行ったが、専門の消毒部隊を組織、村の周辺にも調査をし、全ての養

殖業者の鶏舎とハトに対する消毒・殺処分を行ったと語った。 

 

オリジナルの URLが見つからないため、、この原記事と近い内容の URLを本日（2017年 9月 05日）見つ

けました。中国マスメディアのコピペ文化に感謝するしかないですね：苦笑 

 

http://news.163.com/13/0414/17/8SEJJ4EQ00014JB5.html 

 

 

Jiangsu Changshu First Case of H7N9 Avian Flu was Pigeon Breeder 
Chongqing morning network www.cqcb.com 2013-04-14 18:00:13 China National Radio Network 

 

China National Radio Net, Nanjing April 14, 2013 

According to the Voice of China, "News Evening Peak", Health Bureau of Suzhou city, Jiangsu Province, reported 

that Changshu City has diagnosed a case of H7N9 avian flu and relevant information. 

Up to now, Jiangsu have reported 14 cases of H7N9 avian flu, one death. 

 

This morning, the Suzhou Municipal Health Bureau informed the first case of H7N9 avian influenza in Changshu. 

Patient is; 

Name: Ma X, 

Sex: Male, 

Age: 72 years old, 

Registered Domicile: Hai Yu town of Changshu City, 

Date of Onset: April 1, 2013, Started with fever, chills and other symptoms, 

Date of Hospitalization: April 2, 2013, a hospital in Changshu city for treatment and hospitalization, 

where, diagnosed as severe pneumonia, 

Date of Hospital Transfer: April 6 evening, transferred to Suzhou for treatment, 

http://news.163.com/13/0414/17/8SEJJ4EQ00014JB5.html


Date of Diagnosis: April 13, 2013.  

Shen Jie, the deputy director of the Suzhou City Health Bureau: the patient, at present, is now still relatively heavy, 

he was raising pigeons, but not pigeon farmer, just for his own play.  

 

At present, Mr. Ma's nine close contacts are now under medical observation, and there is no abnormality shown; 

The Changshu City Agriculture Commission culled all the 25 pigeons; disinfected his house and environment, 

surrounding area also. Haiyu town provided the villagers disinfectants and requested them to encircle poultry and 

disinfection. 

 

Ye Weibiao, the director of Zhou Xingxiangqiao village of Hai Yu Town: That evening of April 13, the town 

deployed the fan-shaped health and epidemic prevention work, culled all the pigeons in the cage and disinfected the 

cage and surrounding environments by organizing a professional culling team, the village developed investigation 

around the case’s house; and culled and disinfected the sporadic hen houses and pigeon house. 
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江苏常熟首个感染 H7N9 禽流感患者家中养有鸽子 
重庆晨网 www.cqcb.com 2013-04-14 18:00:13 中国广播网 
-------------------------------------------------------------------------------- 

中广网南京 4月 14日消息  

据中国之声《新闻晚高峰》报道，江苏省苏州市卫生局今天上午也通报了常熟市确诊的首例人感染 H7N9禽

流感病例的相关情况。截至目前，江苏共通报人感染 H7N9 禽流感确诊病例 14例，死亡 1例。 

 

今天上午，苏州市卫生局通报了常熟市确诊首例人感染 H7N9禽流感病例的相关情况。 

患者马某，男，72岁，常熟市海虞镇人，这名患者 

4月 1日出现发热、畏寒等症状， 

4月 2日到常熟市的一家医院就诊并住院，当时诊断为重症肺炎， 

4月 6日晚转到苏州治疗。 

13日确诊感染 H7N9禽流感。 

 

苏州市卫生局副局长沈洁：这名病人目前，情况还是比较重的，他家里是养的鸽子，不是养殖户，是自己

养着玩的。 

 

目前，马某的 9 名密切接触者经医学观察健康状况没有出现异常；家中饲养的 25只鸽子已由常熟市农委扑

杀处理，家中环境和周边区域已由常熟市疾病预防控制中心作了全面消毒处理，海虞镇镇动防站还向村民发

放了消毒药品，要求村民对禽类进行围养、消毒。 

 

海虞镇周行香桥村村主任叶卫彪：13 日确诊那天傍晚，镇召集我们周行片区的部署了集扇型的卫生防疫，

对他家的所有的鸽舍房屋和周边进行了消杀，组织了专业的消杀队伍，对他村庄周边进行了排查，对所有的

养殖零星散户鸡舍包括鸽子进行了消杀。 
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