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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
娘は生きた鳥類との接触歴無しながら、父親看病の際に防御措置を
取っておらず、病人の分泌物に直接接触した後に感染。      本年
4月、『H7N9鳥インフルエンザ』という言葉がニュースの上でホッ
トな話題となったが、H7N9がヒトヒト感染の能力を有するか否か
についてはずっと排除できないままだった。 報道によれば、この
父娘の濃密接触者は 43人だが、全員 H7N9ウィルス検査で陰性と
なっていたし、ウィルスの伝播能力は有限とされていた。 

 

原題： わが省で H7N9の限定的ヒトヒト感染の証拠を発見 

ウィルス宿主 

H7N9鳥インフルエンザ 

60歳父親は生きた鳥類接触後に発症。 

 

娘は生きた鳥類との接触歴無しながら、父親看病の際に防御措置を取っておらず、病人の分泌物に直接接

触した後に感染 

本年 4月、『H7N9鳥インフルエンザ』という言葉がニュース上でホットな話題となったが、H7N9がヒ

トヒト感染能力を有するか否かについてはずっと排除できないままだった。 

昨日、英国の医学会雑誌で、江蘇省 CDCの研究メンバーからの報告が発表されたが、最新の研究により

H7N9鳥インフルエンザの限定的なヒトヒト感染の証拠を見つけたと報告されている。 江蘇省 CDCは昨

日、この種の伝播能力は極めて低いので、国民はパニックを起こす必要はないとアドバイスをしている。

揚子晩報記者 揚彦 

 

ヒトヒト感染の可能性、患者は父と娘 

8月 7日英国医学会雑誌（BMJ）のウェブ上で発表されたのは、H7N9ウィルスのヒトヒト間伝播により

家庭での集合性患者が発生した可能性があるという江蘇省 CDCの報告だった。この家族集合性患者は、無

錫からきた父(FT#119)と娘(FT#7)の両人。 60歳の父親は、常々生きた鳥類を販売している市場に出かけて

おり、最後に家禽市場を訪れた 5～6日後に発症していた。患者は、3月 11日に入院治療を始めたが、その

後症状が悪化、3月 15日に ICUに移され、5月 4日に臓器不全で死亡した。 娘は以前から活禽類への直

接接触はなかったが、父親発症後彼女がずっと看病をしており、その間防護措置を取っておらず、父親と

最後に接触してから 1週間後に発症し、最後はやはり臓器不全で亡くなっていた。 

これは H7N9集合性患者としての初回発表ではないという。 これ以前にも、国家 CDCは既に『ニュー

イングランドジャーナル』で、この家庭内集合性患者と上海の家庭内集合性患者（3人）について初歩的

発表をしている。 省 CDC研究メンバーはその後更に疫学及び実験室での検査データを用いて H7N9鳥イ

ンフルエンザウィルスが、一定条件下ではヒトヒト間の制限的、非持続的伝播の可能性があるということ

を実証していたが、この種の伝播効率は極めて低いとするWHOと国家 CDC専門家の意見に完全に一致し

ている。 それ以前、H5N1等の鳥インフルエンザウィルスの場合はヒトヒト感染の特徴が見つかっていた

が、H7N9については、ヒトヒト間の感染能力が有限的であり、驚く必要はなく、人々はパニックになる

必要はない。 

 

伝染が起きるのは血縁にも関係がある可能性 

それでは、なぜ家庭での集合性患者の場合のヒトヒト感染が有限とするのか？ 江蘇省 CDC専門家もま

た具体的な分析をした。 

専門家は、第二例患者の発症は完全に個人防御策を取っておらず、また、直接に第一例の気道分泌物に

直接接触をしていた（患者口中の痰除去を手伝う等）ことから感染した可能性がある；がその他の家族た

ちや最初に発症した患者と同じ病室の他の人々にはまったく感染していないということは、ウィルスは直

接患者の気道分泌物に接触して伝播していること、飛沫或いはエアゾルを通じ空気伝播した可能性は極め

H7N9 伝播経路のイメージ図 
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て低いことを物語る。これから判ることは、患者に接触をする際は、きっちり個人防御（マスクと手袋）

をする必要がある； 患者の分泌物を処理後は、速やかに手洗いと消毒を行えば完全に感染から防御できる

のだ。 

この他、最初の患者の多くの濃密接触者（岳父が発症して入院している間その看病にあたっていた）娘

婿も含めて、H7N9ウィルスは誰からも検出されず、ただ第二例の患者のみが感染・発症しているだけで

あり、第一例の患者との血縁関係があることが一定の関連性があるのではないかとみられる；血縁関係の

ない人が患者の分泌物に接触して感染する可能性は大きくないといえる。 

 

大規模伝染の可能性は大きくはない 

この他、同報告書では、二人の患者の臨床サンプル中から分離したウィルスの遺伝子配列解明技術と機

能アミノ酸（宮本注：功能氨基酸の直訳は「効能アミノ酸」ですが意味が通じない）の部位分析（原文は

「位点分析」ですが訳語見つからず、）の結果、これ以前に他の患者中から分離したウィルスと同様のもの

であり、キーとなる機能アミノ酸の位点には突然変異が起きておらず、当該ウィルスのレセプターは依然

として鳥類起源のものだった。 この点からいえば、鳥類はこのウィルスに対し比較的容易に感染し、人類

と鳥類の H7N9ウィルスのレセプターは異なるため、このウィルスに感染することは大変に難しいと指摘

している。 

また、報道によれば、この父娘の濃密接触者は 43人いたが、全員が H7N9ウィルス検査で陰性となった

ことも、ウィルスの伝播能力は有限だということを示すものである。 

江蘇省 CDCは、「この研究は研究メンバーや公衆衛生要員等が、H7N9鳥インフルエンザの集団感染を

発生しているような場合には注意を払わねばならない、なぜならば、一旦集合的患者が増えるということ

は H7N9ウィルスのヒトヒト間での伝播効力が強まったということになるからだ。 現在この種の現象はま

だ起きてはいないが、特別の注意を払う必要がある」と注意を促している。 

 

如何に予防治療するのか 

真夏はピーク時期ではないものの消毒や身体を鍛える等の注意をしなければならない 

人類科学界により未だに完全には解明されていないウィルスに対して我々は如何にして H7N9を予防す

ればよいのか？ 疾病管理の専門家は、「市民は、極力鳥類との不必要な接触を避けることであり、特に病

気や死んだ鳥類との接触がある。 努めて手洗いを励行し、家禽の分泌物に距離を置き、鳥類或いはその糞

便に接触した場合、消毒液ときれいな水をつかって両手を徹底的に清潔にするように注意することだ。 極

力正規の場所で、検疫を経た鳥類製品を購入するようにすることが必要だ」と忠告する。 

この他に、鳥インフルエンザウィルスは熱に対し敏感であり、低温に対する抵抗力は比較的強い。 65℃

で 30分加熱或いは 100℃で 2 分以上煮沸すれば不活化することが可能だ。 これについて、専門家は、「5

～6分煮るだけの鶏肉や火鍋などの食物は、食用する際には慎重を要する。 鶏卵を処理する際には、卵の

殻も水で洗浄し、十分加熱調理をすること、生卵或いは半熟卵は食べないこと」と忠告している。 また、

真夏はインフルエンザのピーク期ではないとは言うものの、「個人の衛生習慣を保つことは依然として極め

て重要であり、 毎日 1～2度 30分間程窓を開けて換気すること。 平時から運動をするなどして体を鍛え

て抵抗力を増すことが必要だ」と語る。 
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Jiangsu found evidence of limited human-to-human infection for H7N9: father 
and daughter 
Dazhong Net www.dzwww.com 2013-08-08 06:30 Yangtze Evening News 

 

Daughter has no contact with live poultry, she took care of her father without taking protective measures, but had a 

direct contact with patient’s secretions; then infected with the disease 

This year in April, "H7N9 avian flu" became a news hot word, and H7N9’s ability of human-to-human 

transmission has not been ruled out. 

According to reports, 43 close contacts with the father and daughter have been found, their H7N9 virus test was all 

negative, also showed the virus transmission capability is limited. 

 

The original title: the province found evidence of limited human-to-human infection of H7N9 limited 
Host of Virus 
H7N9 Avian Influenza 

http://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201308/t20130808_8739996.htm
http://epaper.yzwb.net/html_t/2013-08/08/content_93243.htm?div=-1


60-year-old father became ill after contact with live poultry 
Daughter has no contact with live poultry, she took care of her father without taking protective measures, 
but had a direct contact with patient’s secretions; then infected with the disease 

This year in April, "H7N9 avian flu" became a news hot word, and H7N9’s ability of human-to-human 

transmission has not been ruled out. Yesterday, the British Medical Journal published a report from the Jiangsu 

Provincial CDC, the report said the latest study found the evidence of limited human-to-human transmission of H7N9 

avian influenza. Jiangsu Province CDC yesterday also issued a reminder that its be considerably less infectious, so 

the people does not have to get panics. 

Yangzi Evening News reporter: Yang Yan 

 

May be human-to-human infection, the cases are a father and his daughter 
On August 7, the British Medical Journal (BMJ) published a report on the case of family-based infection cases in 

Jiangsu Province, which may be associated with the H7N9 virus’ human-to-human transmission. 

This family clustered case involved a father (FT#119) and his daughter (FT#7) from Wuxi. The 60-year-old father 

was usually patronizing the live poultry market, the time of onset can be guessed five or six days after the last contact 

with live birds. 

The patient was admitted to hospital on March 11, 2013, followed by symptoms of deterioration, 

On March 15, 2013, transferred to the intensive care unit, 

On May 4, 2013, died of organ failure. 

And her daughter had not any direct contact with live birds; she had been taking care of him without any protective 

measures after her father got ill, in about one week after the last contact with her father, she got ill, too, and finally 

died of organ failure. 

It is understood that this is not the first release of H7N9 clustering cases. Prior to the National CDC in the "New 

England Journal of Medicine" reported already on the family clustering cases and Shanghai family clustering cases (3 

cases). Provincial disease control center researchers subsequently further using epidemiological and laboratory data 

to confirm the H7N9 avian influenza virus under certain conditions, found it may be the limited human-to-human 

infection, non-sustained transmission; but the effectiveness of this spread is very low, which is consistent with the 

previous conclusions of the World Health Organization and the National CDC experts. Previously, H5N1 and other 

avian influenza viruses have been found for their human-to-human transmission characteristics, so in H7N9 who 

found a limited capability to transmit among is not surprising, the public does not need to get panic. 

 

Incidents and Infection may also be related to blood ties 
Why is this case of family clustering patients thought to be a limited human-to-human infection? Jiangsu Province 

CDC experts also made a specific analysis. Experts say the incidence of the second case is likely to be in the absence 

of personal protection and direct contact with the first case of respiratory secretions (to help clean up their sputum in 

his mouth); While other family members, as well as other peoples in the same ward with the first case, have not 

infected, this is further indicating that the virus may spread through direct contact with the respiratory tract secretions 

of the case, and the possibility of airborne transmission through droplets or aerosols is extremely low. Therefore, in 

contact with the patient, to do personal protection (wearing masks and gloves) is required at the same time; After 

dealing with the patient's secretions, by timely washing hands and disinfection, it can prevent infection. 

In addition, many of the first cases of close contacts, including their son-in-law (he also to take care of their 

father-in-law during hospitalization), there is no infection H7N9 virus detected, only the second case was infected; 

there might be its relationship of blood tie with the first case; If any person who has no blood tie relationship should 

contact the case’s secretions, the possibility of infection and/or incidents is not so large. 

  

The possibility of Large-scale infection is unlikely 
In addition, the report noted that, from genetic sequencing and functional amino acid loci analysis of viruses 

isolated from clinical specimens from both cases, was same as viruses of previously isolated from other patients. No 

significant functional amino acid sites mutation was found, and the virus's receptor was still avian. From this point of 

view, the birds are relatively susceptible to be infected with the virus, and the receptor of human beings and birds for 

H7N9 virus is different, it is difficult to infect this virus. 

According to reports, the close contacts with the father and daughter were 43 people, all are negative for H7N9 

virus test, also show the virus transmission capacity is limited. Jiangsu Institute of Disease Control said that the study 

reminded researchers and public health personnel to pay attention to H7N9 avian influenza virus infection caused by 

clustered cases, because once the cluster of cases increased, it shows that H7N9 virus will effectively increase among 

the human beings. At present this phenomenon did not happen, but need to pay close attention. 

 

How to control 
Although the summer is not high season, we should pay attention to disinfection and more exercise 



For the virus human science community has not yet decipher, how can we prevent H7N9? Disease control experts 

advise that the public should minimize the need for unnecessary contact with poultry, especially contact with the 

disease, dead poultry. Wash your hands, keep yourself away from poultry’s secretions, once contact with birds or 

poultry manure, pay attention to disinfectant and clean both hands with water thoroughly. People should go to the 

official place to buy quarantined poultry products. 

 

In addition, the avian flu virus is generally sensitive to heat, is not so resistant to low temperature, can inactivated 

by 65℃ heating for 30 minutes or by boiling (100 ℃) for 2 minutes or more. Therefore, experts advise, chicken 

cutlets and/or hot pot and other food just for five or six minutes cooked dishes, we must be careful when consumption. 

When dealing with eggs, eggshells are also needed to clean with the running water, they have to be fully cooked and 

heated, do not eat raw or half cooked eggs. Although the summer is not a high season of influenza, but experts 

suggest that to maintain personal hygiene is still very important. Window ventilation should be 1 to 2 times a day for 

half an hour. Do physical exercises in order to increase the resistibility. 
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江苏发现 H7N9 有限人传人证据 病例为一对父女 
大衆網 www.dzwww.com 2013-08-08 06:30 来源：揚子晚報 
-------------------------------------------------------------------------------- 

女儿未接触活禽，但照顾父亲时没采取防护措施，直接接触病人分泌物，随后染病  今年 4 月份，“H7N9

禽流感”曾经是个新闻热词，而 H7N9是否有人传人的能力，也一直未排除。而据报道，与这对父女有密切接

触的 43人，全部 H7N9病毒检测呈阴性，也显示了病毒传播能力有限。 

 

原标题：我省发现 H7N9 有限人传人证据 

  病毒宿主 

  H7N9禽流感 

  60 岁父亲接触活禽后发病 

 

女儿未接触活禽，但照顾父亲时没采取防护措施，直接接触病人分泌物，随后染病 

今年 4 月份，“H7N9 禽流感”曾经是个新闻热词，而 H7N9 是否有人传人的能力，也一直未排除。昨天，

英国医学会杂志发表了来自江苏省疾控中心研究人员的报告，报告称最新研究发现了 H7N9禽流感有限人与人

之间传播的证据。江苏省疾控中心昨天也发出提醒表示，这种传播效力很低，公众没有必要恐慌。 扬子晚报

记者杨彦 

 

可能人传人，病例为一对父女 

8 月 7 日，英国医学会杂志（BMJ）在线发表了江苏省疾控中心的有关一起可能因 H7N9 病毒人与人传播导

致发生的家庭聚集性病例的研究报告。这起家庭聚集性病例涉及父 (FT#119) 女 (FT#7) 两人，来自无锡。

这位 60 岁的父亲平时经常光顾活禽市场，发病时间据最后一次接触活禽时隔五六天。患者是 3 月 11 日入院

治疗的，随后症状恶化，3月 15日转至加护病房，5月 4日死于器官衰竭。而女儿先前并没有直接接触活禽，

在父亲生病后她一直在照料护理，也未采取防护措施，在大约与父亲最后接触的一星期之后发病，最后也死

于器官衰竭。 

据了解，这并不是 H7N9集聚性病例的第一次发布。此前国家疾控中心已在《新英格兰医学杂志》对该起家

庭聚集性病例和上海的家庭聚集性病例（3 例）进行了初步报道。省疾控中心研究人员随后进一步用流行病

学和实验室检测数据证实了 H7N9 禽流感病毒在一定条件下，可能在人与人之间进行有限的、非持续性传播，

但这种传播的效力很低，这与世界卫生组织和国家疾控中心专家以前的结论完全一致。此前，H5N1等禽流感

病毒都曾发现人传人特征，因此在 H7N9身上找到有限的人传人能力并不让人意外，公众没有必要恐慌。 

 

发生传染可能与血缘也有关系 

那为什么这例家庭聚集性病例是有限的人与人之间传播呢？江苏省疾控中心专家也做了具体分析。 

专家表示，第二例病例的发病是在完全没有个人防护，并且直接接触第一例病例的呼吸道分泌物（帮助清理

其口腔中痰液）的过程中可能感染的；而其他家庭成员，以及与首发病例同病房的其他人均没有感染，这进

一步说明，病毒可能通过直接接触病例的呼吸道分泌物而传播，而通过飞沫或气溶胶以空气传播的可能性极

低。因此，在接触病人的同时，只需要做好个人防护（戴口罩和手套）；在处理病人的分泌物后，及时洗手

和消毒，完全可以防止被感染。 
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此外，首例病例的多个密切接触人员，包括其女婿（在其岳父生病住院期间，也为其提供护理），都没有

出现感染 H7N9病毒，只有第二例病例感染发病，可能与其和第一例病例之间有血缘关系这一特点有一定关联；

没有血缘关系的人接触病人的分泌物发生感染的可能性不大。 

 

大规模传染可能性不大 

此外，报告还指出，从两个病例的临床标本中分离的病毒的基因测序和功能氨基酸位点分析发现，病毒与

此前从其他病人中分离的病毒一样，没有发现关键的功能氨基酸位点发生突变，该病毒的受体仍然是禽源的。

从这一点上来说，禽类对该病毒相对比较易感，而人和禽对 H7N9病毒的受体不同，则很难感染该病毒。 

而据报道，与这对父女有密切接触的 43人，全部 H7N9病毒检测呈阴性，也显示了病毒传播能力有限。 

江苏省疾控中心表示，该研究提醒科研人员和公共卫生人员要关注 H7N9禽流感病毒感染引起的聚集性病例，

因为一旦聚集性病例增多，则表明 H7N9病毒引发人与人之间传播的效力增强。目前这种现象并没有发生，但

需要密切关注。 

 

如何防治 

盛夏虽不是高发季也要注意消毒多锻炼 

作为一种尚未完全被人类科学界“破译”的病毒，我们该怎样预防 H7N9呢？疾控专家提醒，市民应尽可能

减少与禽类不必要的接触，尤其是与病、死禽的接触。勤洗手，远离家禽的分泌物，接触过禽鸟或禽鸟粪便，

要注意用消毒液和清水彻底清洁双手。应尽量在正规的场所购买经过检疫的禽类产品。 

此外，禽流感病毒普遍对热敏感，对低温抵抗力较强，65℃加热 30 分钟或煮沸（100℃）2 分钟以上可灭

活。因此专家提醒，对于五六分熟的鸡排、火锅等食物，需要谨慎食用。处理鸡蛋时，蛋壳也应用流水清洗，

烹调加热充分，不吃生的或半生的鸡蛋。盛夏虽然不是流感的高发季节，但专家建议，保持个人卫生习惯仍

然非常重要。每天 1～2次开窗换气半小时。平时多进行体育锻炼，以增加抵抗力。 
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