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威海市衛生計生委は、2017 年 04 月 3 日に同市文登区で H7N9 鳥インフルエンザ患者 1 名が確診された

（宮本注： 四川省からチベットに来て就労していた 41 歳男性作業員）が、自治区党委員会や政府は高度

にこれを重視し、自治区 H7N9 聯合予防聯合制御工作グループの各メンバー単位が緊密に強力試合積極的

に対応することで患者の治療に全力をあげており、活禽市場の閉鎖、活禽交易の暫時的停止； また、患者

の濃厚接触者とハイリスクの暴露者の追跡調査および症状のモニタリング実施； と同時に、各級医療機構

や診所（診療所のこととお考え下さい）が発熱者及び原因不明の肺炎患者報告などに、有効な措置をとり

H7N9 インフルエンザに対応してきていた。 

患者の濃厚接触者とハイリスク暴露者の追跡調査の過程で、2 名の発熱患者劉＊＊さんと任＊＊さんが

見つかった。 これらの患者 2 名は、最初の患者とともに同一の農貿市場で活禽交易に従事しており、とも

に共同暴露していた（下線および赤文字化は訳者）。 自治区第三人民医院は H7N9 疑い例と診断、夫々04

月 02 日（劉さんと推量）と 03 日（任さんと推量）に入院、隔離治療となった。 

入院当日、患者たちの痰サンプルから H7N9 ウィルス反応は陰性となったが、 04 月 08 日と 09 日、自

治区疾病管理センターは、患者 2 名の下気道サンプルを再度採取し、臨床症状と、実験室での測定結果と

疫学史から、これらの患者 2 名を H7N9 患者と診断した。 現在患者の症状は安定している。 

疫学調査の結果から、これらの患者 3 名は、協同暴露による感染であり、偶発的な症例と見做されたが、

H7N9 の流行リスク評価は極めて低いものとされている。 

 

China: Tibet reported two more human H7N9 AIV cases in Lhasa 
During the medical monitoring of the close contacts and high risk exposure of the first H7N9 case who was 

diagnosed on Apr. 03, 2017, authority found two (2) cases with fever.  

The patients, surname Liu and Ren, worked in the same market with the first H7N9 case (whose name has 

not been opened) as live poultry traders in Lhasa, had common exposure with the first H7N9 case.  

Both patients were hospitalized into the 3rd People´s Hospital on 2nd and 3rd of April respectively as H7N9 

suspected cases for treatment and quarantining.  

Initial lab test results were negative against H7N9 on the days of their admission. On 8th and 9th April, the 

Regional CDC collected the sputum specimen from both patients and the testing result was positive for H7N9.  

Considering the clinical symptoms, e epidemiological study and the result of the lab test, both patients were 

confirmed to be human H7N9 AIV cases. Both patients are in the hospital for treatment, current situation is 

stable. 

 
http://www.flu.org.cn/scn/news-19274.html 

 

FIC の発表内容とチベット自治区衛生計生委の発表内容（中文）は、全く同じもの。 
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--------------------------------------------------------------------------------  

自 2017 年 4 月 3 日，拉萨市确诊 1 例感染 H7N9 病例以来，自治区党委、政府高度重视，自治区 H7N9 联防联控

工作小组各成员单位密切配合、积极应对，采取了全力救治患者，关闭活禽市场，暂停活禽交易；开展对患者密切

接触者和高危暴露者的跟踪调查和症状监测；加强各级医疗机构、诊所对发热及不明原因肺炎病例监测报告等有力

措施来应对 H7N9 疫情。 

在对患者密切接触者和高危暴露者的跟踪调查过程中，发现两例发热病人刘某某和任某某。这两例患者与首例患

者均为同一个农贸市场从事活禽交易的人员，有共同暴露史。 

自治区第三人民医院诊断为 H7N9 疑似病例，分别于 4 月 2 日和 3 日收住入院，隔离治疗。 

入院当日，两例患者 H7N9 病毒实验室检测均呈阴性。4 月 8 日和 9 日，自治区疾控中心再次采集两例患者下呼

吸道标本，进行实验室检测，在两例患者的痰液中均发现 H7N9 病毒核酸。结合临床表现、实验室检测结果和流行

http://www.flu.org.cn/scn/news-19274.html


病学史，确诊两例患者为 H7N9 病例。目前患者病情稳定。 

根据流行病学调查结果分析认为，此 3 例病人属共同暴露感染，属偶发病例，发生 H7N9 流行风险评估仍为极低。 
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