
20150208A H7N9 予防管理二大焦点：都度通報と鶏の食べ方指導（健康界） 

Translated on May 22, 2015 

 
H7N9 予防管理二大焦点～都度の通報と鶏の食べ方指導～ 
健康界 t1.cn-healthcare.com 2015-02-08 贺潇 （整理） 
-------------------------------------------------------------------------------- 

2 月 6 日、広東省衛生計生委が一日に 5 名の H7N9 患者を発表した。翌日、広東省江門市でもまた 1 名の

男性患者が確診されており、現在患者は危篤状態にある。 

ヒト感染 H7N9 ウィルスの予防管理が厳しい状況にある中、広東省は、患者が出るごとに発表をして『活

禽の販売禁止令』を含めた一連の予防・規制措置を採取した。 全国各地における H7N9 の予防管理に比べ

ると、広東省が採取した措置は、最も徹底的なものだったが、社会からは反発も出てきている。 

 

患者通報では如何に『度』を把握すべきか？ 

国家衛生計生委が 2013 年 10 月にヒト感染 H7N9 鳥インフルエンザを乙類の法定伝染病に組み込んだ後、

ある地方の家禽企業が『H7N9 の患者発生の都度の通報を停止せよ』と訴えた。これに対し、広東省衛生部

門の関係者が H7N9 は国内ではすでに乙類伝染病としての管理を行うことになったものの、WHO には明

確な規定があり、新発の伝染病に関しては一例見つかるごとに都度通報をせねばならないとなっていると

回答した。 中国は既に WHO に加盟しており、関連規則を順守することが必要だ。 

このため、広東省はその後、H7N9 の患者発生通知については比較的『低調な』方法を採用した。 メディ

アには患者の発生情報を自主的には送付しない、患者通報では『活禽との接触歴』の文字を用いない、と

いうものだ。 他方、その他の地区は、月報形式で、『前月に確診された H7N9 患者』をまとめて発表して

いるだけだ。 

だが、市民の中には、新発伝染病である H7N9 の患者は一人発生する都度発表する方式をとるべきである

と考える人々も存在している。 1 月 9 日に福建省が 6 名のヒト感染 H7N9 鳥インフルエンザ患者を発表し

た直後、現地衛生部門の通報が遅すぎるという疑問が飛び出した。 公開の遅れが多くの憶測を誘引し、長

楽市や晋安区では現地で患者が発生していると語る人々が出た。 

 

広東省食品安全弁公室は鶏をどのようにして食べるのかを指導 

流行が比較的にひどい地域では、『活禽の販売禁止』が徐々に開始され拡大されている。 但し、住民の飲

食習慣が何も変わらず、販売禁止令を徹底させ、各方面からは色々な見方が出てきている。 

『広東省家禽経営管理弁法』の徹底的な実施のため、広東省食費何千弁公室は、市民の生鮮鶏への誤解と

偏見が取り除かれればと考え、100 羽の生鮮鶏を毎日ホテルで無料にて食用に提供している。 

とは言え、数百年続いてきた生活習慣は一朝一夕には変えられない。『生鮮鶏（宮本注：所謂日本のスーパ

ーに並ぶ生鮮食用肉のことで、冷凍鶏ではない方のことです）』を広めてゆくことが『活禽販売禁止』の一

つの重要な節目となるのだ。 

 

広東省食品安全弁公室は、生鮮鶏とは冰鲜鶏の俗称であり、零下 15℃以下で冷凍される鶏肉とは違い、そ

の加工から流通販売過程中の温度が終始 0℃から 4℃の間に保たれている新概念の食肉だと説明している。 

広東省食品安全弁公室の呉聖明副主任は、実際、科学上の観点からも、生鮮鶏の栄養価は活きた鶏を絞め

て殺したものとは違いがないと語る。 

 

全国の流行 散発的なものが主体 

これまでの H7N9 の発症趨勢から見ると、今年の発症状況は昨年までと比べると低めに推移している。発

症が集中しているのは東南部の沿海地区であり、内陸及び華中地区でも散発的に患者が発生している。 

 

広東省：2 月 7 日までの時点、広東省では 2015 年の患者数は 15 の地級市に分布した 40 人となっており、

省内では 6 つの地級市のみが患者を出していない。居住地から見ると、深圳 10 名、東莞 5 名、梅州 4 名、

汕尾 4 名、広州、肇慶、揭洋、河源、潮州、中山で夫々2 名、汕頭、仏山、珠海、恵州、江門で夫々1 名と

なっている。 

浙江省：1 月 20 日までの時点で、浙江省では 2014 年の冬入り以来累計で 14 名の患者が確診されている。

確診された全ての患者は郷鎮、農村および都市と郊外の結合部に分布している。 浙江省衛生計生委応急弁

公室の謝国建主任は、「昨年冬の高度な散発的発生や確診された患者数が 100 名近くになった状態と比較し

て、浙江省では今年の発症者数は明らかに減少している。このほか、今年の患者中からは昨年のような家



庭内の集中発生が見られていない」と語る。（積極的に情報を公開してきた広東省と比して、日付も古いも

のしか発表されていないし、冬入り以来といった曖昧な表現が使われているのはいかにも浙江省らしい？） 

福建省：1 月 9 日、福建省衛生計生委は、「前月 6 人の患者が出たが死亡者は出ていない」と発表。 

江蘇省：1 月 8 日、江蘇省衛生計生委は、2014 年 11 月からの累計で同省では患者 8 名、死亡 4 名と発表。 

新疆：1 月 26 日時点で、新疆では累計患者は 10 名となり、殆どの患者に活禽との暴露歴があると報告。 

（福建省の患者発生の遅れについては上述の通り。 共産党幹部が罹患したという噂もあったが真偽不明。

江蘇省も福建省と同様に患者発生情報発表をひた隠しにしているようだ。 新疆は、生産建設兵団が発表す

ることになるが、ここも上述省と同様、患者の発生情報がタイムリーに出てこない。 また、これらの記述

に見られるとおり、日時の区切り方も、患者発生の起算日も不統一であり、国家衛生計生委の強い指導が

望まれる状況が続いている） 

 

これ以外には、湖南省、山東省、香港などで患者が見つかっている。 

 

この記事は、2 月 8 日時点でのものであり、それ以後も患者が出ています。今年の 3 月ぐらいからは WHO

への通報も『十把一絡げ』且つ、通報間隔も『前月のもの（古い情報）』や、『毎週報告でも旬日報告でもな

い全く中途半端な期間における発生数』という形で通知されるように突然なっている模様です。 

 

http://t1.cn-healthcare.com/article/20150208/content-470009.html 
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2 月 6 日，广东省卫生计生委一日内通报 5 例 H7N9 病例。翌日，广东省江门市又有一名男性患者确诊为 H7N9 病

例，目前患者病情危重。 

为应对目前较为严峻的人感染 H7N9 病毒防控形势，广东省采取了一系列预防和监管措施。其中就包括疫情每例通

报以及"活禽禁售令"。比较全国各地的防控 H7N9 病毒所采取的措施，广东省所采取的措施最为彻底，甚至在社会

上引发一些争议。 

 

病例通报如何把握"度"？ 

在国家卫生计生委 2013年 10月将人感染 H7N9禽流感纳入法定乙类传染病后，就曾有地方家禽企业请求"停止 H7N9

每例通报"。对此，广东省卫生部门有关人士回应称 H7N9 虽然在国内已经纳入乙类传染病管理，但 WHO(世界卫生

组织)有明确条例规定，对于新发传染病每一例亚型都要进行通报。中国既然加入 WHO，就得遵守相应规则。 

为此，广东省其后在针对 H7N9 的病例通告中采取了相对"低调"的做法，不主动给媒体发送病例通报信息，病例通

报里不再出现"活禽接触史"等字样。而全国其它地区则多是采用月报的方式，每月汇总通报上月确诊的 H7N9病例。 

不过，也有居民认为对于 H7N9 的新发病例应该采用每例通报的方式。在 1月 9日福建省通报 6例人感染 H7N9禽流

感病例后，就有人曾质疑当地卫生部门通报不及时。延迟公开亦引发诸多猜测，长乐市、晋安区均有民众称当地发

现人感染 H7N9病例。 

 

广东省食安办教百姓如何吃鸡 

在疫情较为严重的地区，"活禽禁售"逐步开始推广实施。但是对于如何改变居民的饮食习惯，彻底落实禁售令，各

方仍有不同看法。 

为贯彻落实《广东省家禽经营管理办法》，广东省食安办为此每天拿出 100只生鲜鸡放在酒店供市民免费食用,希望

借此来消除市民对生鲜鸡的误解和偏见。然而想要在一夕之间改变老百姓延续几百年的生活习惯并没有那么容易。

推动"生鲜鸡"就成为落实活禽禁售的一个重要环节。 

生鲜鸡即俗称的冰鲜鸡,广东省食安办解释,之所以创造出生鲜鸡的新概念,是因为其在加工、流动和零售过程中始

终保持在 0℃-4℃,要与在-15℃下冰冻的一类鸡肉区分开来。广东省食安办副主任吴圣明说,实际上从科学角度来

说,生鲜鸡营养价值与活鸡相差无几。 

 

全国疫情仍以散发为主 

从以往 H7N9 的发病趋势来看，今年的发病情况相较往年已有所降低。发病最为集中的地区仍为东南部沿海地区，

内陆以及华中地区也有散发病例。 

http://t1.cn-healthcare.com/article/20150208/content-470009.html


广东：截至 2 月 7 日，2015 年广东省共报告 H7N9 病例 40 例，分布在 15 个地级市，全省仅剩 6 个地级市未报告

H7N9病例。按患者居住地统计，深圳有 10例，东莞有 5例，梅州有 4 例，汕尾有 4例，广州、肇庆、揭阳、河源、

潮州、中山分别有 2例，汕头、佛山、珠海、惠州、江门分别有 1例。 

浙江：截至 1月 20 日，浙江省自 2014 年入冬以来累计报告 H7N9 确诊病例 14例。所有确诊病例多分布在乡镇、农

村和城郊结合部。浙江省卫生计生委应急办主任谢国建介绍，和去年冬天的高度散发、确诊数近百例的状态相比，

浙江省今年的病例数量明显减少。此外，在今年的病例中也未发现有出现像去年那样的家庭聚集性病例。 

福建：1月 9 日，福建省卫计委通报全省上月共 6 例人感染 H7N9禽流感病例,无死亡病例报告。 

江苏：1月 8日，江苏省卫计委发布数据，自 2014年 11 月起，江苏共报告 H7N9流感确诊病例 8例，死亡 4例。 

新疆：截至 1月 26 日，新疆累计报告 H7N9流感病例达 10 例，患者绝大多数有活禽接触史。 

除此以外，湖南、山东、香港等地也出现 H7N9 病例。 
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