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香港と浙江省で H7N9感染患者各 1名を発見 
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衛生局は本日（12 月 06 日）夜、香港衛生部門から香港で第 2 例のヒト感染 A 型 H7N9 鳥インフルエン

ザ患者が確定診断されたと通報。 通報によれば、患者(FT#144)は、長らく深圳に住んでいた香港住民の 80

歳男性。 12 月 3 日に糖尿病などの慢性疾患のために香港屯門医院の救急外来を受診後に入院治療を受け

ていたが、12月 6日に発熱の症状が現れた。X線では肺炎がみられ、気道サンプルを化学検査後 H7N9 鳥

インフルエンザへの感染が確認された。 患者の状況は安定している。 この他、浙江省でもヒト感染 A 型

H7N9鳥インフルエンザ感染者 (FT#143) が 1名増えたが、こちらは 30歳の杭州男性だ。 

 

これまでのところ、内地ではヒト感染 A型 H7N9鳥インフルエンザ患者は 140名となり、死亡は 47人（宮

本注：いつの間にか 45人から増えた）。 台湾と香港で確定診断された患者を合わせれば、全世界で確定診

断された患者数は 143名となる。 秋に入ってからは、内地では、浙江省 4名と東莞 1名を合わせて合計 5

名の患者が確診されている； 香港では 12月 2日及び本日確診されたもので 2名となる。 

 

既に衛生局は関連情報を民政総署に通知している。 衛生局は、天気が涼しく、インフルエンザウィルス

が更に活動を活発化させており、衛生局は国家衛生部門及び近隣地区の衛生部門や WHO と密接な連携を

田お持ち、各地の流行状況を観測、並びに部門間を跨ぎ公立私立医院の医療システムの協力を通じて各種

予防と対応工作を展開している。 

 

現在、衛生局は既に 18万人の治療に必要な抗インフルエンザ薬を備蓄しており、衛生局やその他政府部

門及び NPOに 3か月間分の防護物等の消耗品を提供することが可能である；人工呼吸器や抗インフルエン

ザ薬物等重症患者の治療に用いる設備及び薬物もまた同様に妥当な準備をしている。 衛生局管轄下の仁伯

爵総合病院（Centro Hospitalar Conde de São Januário）もまた最新の人工肺システムを導入しており、3

名の病人に使用してみたところ成果も上々だった。仁伯爵総合病院には既に 44床の伝染病隔離治療ベッド

もあり；もし必要なときには既に制定された突発事案対応プランの実行も、サービス及び非政府医療機構

の協力を調整することにより、更に伝染病患者のベッド数を増やすことが可能になる。 別の方面では、衛

生局公衆衛生化学検査所もまた 1,200 人分の迅速診断キットも準備しており、もし疑い例が現れた場合に

は 6時間以内の診断が可能となっている。 

 

衛生局は、既に各医療機構と医療スタッフに注意を呼びかけ、もし疑い例が出た場合には速やかに検査

或いは転院させるように要求している。 

 

現時点でのデータに基づけば、A 型 H7N9 鳥インフルエンザは主にウィルスを持った鳥類或いはその製

品や分泌物、排泄物に接触することで感染するものとされている。 このウィルスはヒトヒト間の限定的な

伝播の可能性もあるが、ヒトヒト間の持続的感染を示すエビデンスは見つかっていない。 A 型 H7N9鳥イ

ンフルエンザの流行を防ぐため、衛生局は市民に対し、下記事項に注意を払うよう呼びかけている： 

・A型 H7N9 鳥インフルエンザ流行地区の街中や農場等鳥類の販売や展示がされているところには近

寄らないこと。 

・鳥類或いはその他動物及びその分泌物や排泄物に触れないこと；もし接触した場合は速やかに手を

洗うこと。 

・よく加熱されていない鳥肉や内臓、血液製品（アヒルや豚の血を固めた「鸭血糕」や「豚血糕」、

「血豆腐」などは普段は美味で人気料理です）及び蛋などはすすんで食べないこと。 

・個人の衛生に注意し、手洗いを励行すること。 

・もし、発熱や咳、呼吸困難などの症状が出た場合、マスクを着用し、すぐに病院にゆき、渡航歴や

動物との接触歴の有無について詳しく説明をすること。 



 

A 型 H7N9 鳥インフルエンザに関する詳細データは、衛生局のホーム頁（www.ssm.gov.mo）でも閲覧で

きるが、衛生局伝染病相談ホットライン（28-700-800）に電話をしてもよい。 

――― 完 ――― 

 

http://www.gcs.gov.mo/showNews.php?DataUcn=74646&PageLang=C 

 

 

Hong Kong, Zhejiang both added 1 case of H7N9 avian influenza 
News Bureau www.gcs.gov.mo 2013-12-06 21:54:00 Source: Health Bureau 

 

Health Bureau today (December 6, 2013) received a Hong Kong health department informed the second case of 

Hong Kong H7N9 avian influenza. 

According to the information, the patient (FT#144) is: 

 Age: 80 years old 

 Gender: Male 

 Registered Domicile: Hong Kong 

 Current Domicile: Shenzhen city 

 Date of Admission: December 3, 2013, due to diabetes and other chronic diseases returned to Hong Kong 

Tuen Mun Hospital emergency outpatient section for treatment 

 Date of Onset: December 6, 2013 started fever 

 Date of Diagnosis: December 6, 2013 diagnosed as H7N9 avian flu, via chest radiograph and test-results of 

specimens from upper respiratory tract . 

 Current Situation: stable 

 

In addition, Zhejiang province added a new case of A H7N9 avian influenza,  

the patient (FT#143) is:  

 Age: 30 years old 

 Gender: male 

 Registered Domicile: Hangzhou city in Zhejiang province.  

 

Up to now, the mainland confirmed 140 cases and 47 deaths of H7N9 avian influenza. Together with Taiwan and 

Hong Kong confirmed cases, the world’s diagnosed H7N9 case became 143. Since this autumn, the mainland 

diagnosed 5 cases, including 4 cases from Zhejiang and 1 case from Dongguan; and Hong Kong has diagnosed 2 

cases; one on December 2 and the other today. 

The Health Bureau has informed the Civic and Municipal Affairs Bureau of the relevant information. Health 

Bureau said the weather getting cooler, the flu virus will be further active, the Health Bureau will continue to 

maintain close liaison with the health sector of the national health sector and the neighboring areas of the health 

departments and the World Health Organization; close monitoring of epidemics, and through cross-sectoral and 

cooperation with public/private health care system, to carry out various prevention and response works. 

Currently, Health bureau has reserves anti-influenza virus drugs for more than 180,000 peoples, expendable 

materials for more than 3 months for the use of Health Bureau, other government departments and non-profit 

organizations; equipment and drugs for the treatment of critically ill patients, such as artificial respirators, injectable 

anti-influenza virus drugs, etc. are also prepared. 

The Health Bureau owned hospital, “Centro Hospitalar Conde de São Januário”, has also introduced the latest 

artificial lung system and has been used in three patients, with good results. There are 44 infectious disease isolation 

treatment beds in the “Centro Hospitalar Conde de São Januário”; if necessary, it is also possible to implement a 

contingency plan that has been established to further increase the number of beds for the treatment of infectious 

diseases by adjusting the collaboration of services and non-governmental medical institutions. On the other hand, the 

Public Health Laboratory of the Health Bureau has also prepared 1,200 rapid diagnostic reagents. If there is any 

suspected patient, it can diagnose within 6 hours. 

The health bureau has asked the medical institutions and medical staffs to pay close attention to, if there are 

suspected cases, should promptly make a test or referral. 

According to the current information, influenza A H7N9 avian influenza is transferred mainly through contact with 

the birds who carry virus or their products, secretions, excreta. The virus may have a limited spread between human 

beings, but there is no evidence of people to people continuous infection. 

In order to prevent the outbreak of influenza A H7N9, the Health Bureau has appealed to the public to note the 

followings: 

 

http://www.ssm.gov.mo/
http://www.gcs.gov.mo/showNews.php?DataUcn=74646&PageLang=C


* Avoid places such as markets and farms where there is an outbreak of H7N9 avian influenza, where there is a 

place to sell or display birds; 

* avoid contact with birds or other animals and their secretions, excreta; if contact, immediately wash your hands; 

* Do not eat poultry meat, internal organs, blood products and eggs without thoroughly cooked; 

* Pay attention to personal hygiene, wash your hands frequently; 

* If there is fever, cough, difficulty in breathing and other symptoms, should wear a mask, go to medical treatment 

as soon as possible, and tell the doctor your detailed travel history and animal contact history. 

 

Detailed information on influenza A H7N9 can be found on the website of the Health Bureau (www.ssm.gov.mo) 

or by calling the Health Bureau Infectious Disease Inquiry Hotline (28 700 800). 

 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

香港、浙江再各新增 1 例人感染 H7N9 禽流感病例 
新聞局 www.gcs.gov.mo 2013-12-06 21:54:00 來源 : 衛生局 
--------------------------------------------------------------------------------  

衛生局今天(12 月 6 日)傍晚接獲香港衛生部門通報確診香港第 2 例人感染甲型 H7N9 禽流感病例。根據通報，患

者(FT#144)為一名 80 歲男性，香港居民，長居於深圳，12 月 3 日因糖尿病等慢性病返香港屯門醫院急診就診後入

院治療，12 月 6 日出現發熱，胸片顯示肺炎，呼吸道樣本經化驗後確診感染 H7N9 禽流感，患者情況穏定。此外，

浙江再新增 1 例人感染甲型 H7N9 禽流感病例(FT#143)，患者為 30 歲男性，杭州人。 

直至目前，内地確診人感染甲型 H7N9 禽流感病例為 140 例，死亡 47 例。連同台灣和香港確診的病例，全國確

診的病例共 143 例。入秋以來，內地共確診 5 例病例，包括浙江 4 例和東莞 1 例；而香港則於 12 月 2 日及今日共

確診 2 例。 

衛生局已將有關信息通知民政總署。衛生局表示，天氣漸涼，流感病毒將進一步活躍，衛生局將持續和國家衛生

部門及鄰近地區的衛生部門、世界衛生組織保持密切聯繫，密切監測各地的疫情，並通過跨部門和公私營醫療系統

的合作，開展各項預防和應對工作。 

目前，衛生局已儲備可供超過 18 萬人治療所需的抗流感病毒藥物，可供衛生局、其他政府部門及非牟利機構大

量使用逾 3 個月的消耗性防護物資；用於救治重症病人的設備及藥物，例如人工呼吸機、注射用抗流感病毒藥物等

同樣準備妥當。衛生局轄下的仁伯爵綜合醫院亦引入了最新的人工肺系統，並已在 3 名病人中使用，成效良好。仁

伯爵綜合醫院已有 44 張傳染病隔離治療病床；若需要時，還可能實行已經訂定的應變方案，通過調整服務及非政

府醫療機構的協作，進一步增加用於救治傳染病病人的病床。另一方面，衛生局公共衛生化驗所亦已準備了 1200

份快速診斷試劑，若出現懷疑病人，可在 6 小時內作出診斷。 

衛生局已要求各醫療機構和醫務人員密切留意，若有懷疑個案，應及時作出檢測或轉介。 

 

根據目前的資料，甲型 H7N9 禽流感主要通過接觸帶病毒的禽鳥或其產品、分泌物、排泄物而感染。該病毒可能

存在人和人之間有限度的傳播，但尚無證據表明可以在人和人之間持續傳播。為防範甲型 H7N9 禽流感疫情，衛生

局呼籲巿民注意下列事項： 

避免前往有出現甲型 H7N9 禽流感疫情地區的街巿、農場等有售賣或展示禽鳥的地方； 

避免接觸禽鳥或其他動物及其分泌物、排泄物；如有接觸，應立即洗手； 

切勿進食未經徹底煮熟的禽鳥肉、內臟、血製品及蛋等； 

注意個人衛生，經常洗手； 

如出現發熱、咳嗽、呼吸困難等症狀，應戴上口罩，儘快就醫，並向醫生詳述旅行史及動物接觸史。 

 

有關甲型 H7N9 禽流感的詳細資料，可查閱衛生局網頁(www.ssm.gov.mo)或致電衛生局傳染病查詢熱線(28 700 800)。 
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