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2017年 04月度、全国各級の獣医実験室で 8183か所から 210436の動物サンプルを採取・検査した。  

血清学サンプル 156933サンプルを検査したところ、764の H7亜型の陽性サンプルを検出。53503の病原

学サンプルを検査したところ、14の H7N9陽性サンプルを検出した。 

 

関連陽性サンプルの説明： 

一、H7亜型鳥インフルエンザ血清学陽性サンプル（764サンプル） 

（宮本注： 患者数は、1 月から 3 月まで、減少傾向（192 人⇒160 人⇒96 人⇒81 人）を見せてはいる

ものの、各月の発生数では、過去最高を継続記録。見つかった動物のサンプル数は 3 月度も増加、動

物サンプルについても、3 月の 1533 サンプルに比べると 4 月は 764 サンプルと半減しています。） 

 

（一） 重慶市。 

ニワトリのサンプル（351 サンプル）： うち 103 サンプルは、合川区にある養殖場（家）8 か

所からのもの、 

ガチョウのサンプル（17 サンプル）： 合川区、栄昌県にある養殖場（家）3 か所からのもの。 

（二） 北京市。 

ニワトリのサンプル（173 サンプル）： 延慶区と海淀区にある 51 養殖家からのもの。 

（三） 湖南省。 

ニワトリのサンプル（48 サンプル）： うち、24 サンプルは、郴州市にある活禽交易市場 2 か

所から、残り 24 サンプルは、郴州市と婁底市の養殖場（家）2 か所からのもの。 

アヒルのサンプル（15 サンプル）： 婁底市と郴州市にある活禽交易市場 2 か所からのもの。 

（四） 四川省。 

ニワトリのサンプル（52 サンプル）： 遂寧市の養鶏場 2 か所からのもの 

 

（五） 河南省。 

ニワトリのサンプル（42 サンプル）： うち、25 サンプルは開封市にある活禽交易市場 3 か所

からのもの、17 サンプルは、鄭州市、商丘市、南陽市、新郷市、済源市、周口市、開封市にあ

る養鶏場（家）8 か所からのもの。 

（六） 河北省。 

ニワトリのサンプル（26 サンプル）： 廊坊市の某活禽交易市場からのもの。 

（七） 江蘇省。 

ニワトリのサンプル（3 サンプル）： 揚州市と南通市の養鶏場 2 か所からのもの 

アヒルのサンプル（4 サンプル）： 蘇州市にある某養殖場からのもの。 

（八） 黒竜江省。 

ニワトリのサンプル（6 サンプル）： ハルピン市にある某養鶏家からのもの。 

 

二、H7N9病原学陽性サンプル（14サンプル） 

（一） 甘粛省。 

ニワトリのサンプル（3 サンプル）： 酒泉市玉門市老城中興市場からのもの 

（二） 河南省。 

ニワトリと環境サンプル（各 1 サンプル）： 新郷市紅旗区鑫三角農貿市場からのもの 

（三） 河北省。 

ニワトリのサンプル（2 サンプル）： 保定市定興県河北玖興農牧発展有限公司（屠殺場）と邯

郸市邯山区の貿西市場からのもの。 

（四） 福建省。 

ニワトリのサンプル（1 サンプル）： 南平市蒲城県愛民市場からのもの。 

環境サンプル（1 サンプル）： 福州市連江県僑隆市場からのもの。 



（五） 北京市。 

ニワトリのサンプル（1 サンプル）： 延慶区四海鎮の某養鶏家からのもの 

（六） 遼寧省。 

ニワトリのサンプル（1 サンプル）： 瀋陽市康平県聚鑫市場からのもの。 

（七） 浙江省。 

ニワトリのサンプル（1 サンプル）： 麗水市慶元県菇城農貿市場からのもの 

（八） 広西チワン族自治区。 

ニワトリのサンプル（1 サンプル）： 河池市鳳山県鳳城鎮才労村の某養殖場からのもの。 

（九） チベット自治区。 

ニワトリのサンプル（1 サンプル）： ラサ市城関区八一菜市場からのもの。 
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--------------------------------------------------------------------------------  

2017 年 4 月份，全国各级兽医实验室共采样监测动物样品 210436 份，覆盖场点 8183 个。检测血清学样品 156933

份，检出 764 份 H7 亚型血清学阳性样品。检测病原学样品 53503 份，检出 14 份 H7N9 病原学阳性样品。 

 

有关阳性样品说明： 

一、H7亚型禽流感血清学阳性样品（764 份） 

（一） 重庆市。鸡样品 351 份，来自合川区的 103 个养鸡场（户）；鸭样品 32 份，来自合川区的 8 个养鸭户；

鹅样品 12 份，来自合川区和荣昌县的 3 个养殖场（户）。 

（二） 北京市。鸡样品 173 份，来自延庆区和海淀区的 51 个养鸡户。 

（三） 湖南省。鸡样品 48 份，其中 24 份来自郴州市的 2 个活禽交易市场，24 份来自郴州市和娄底市的 2 个养

鸡场（户）；鸭样品 15 份，来自娄底市和郴州市的 2 个活禽交易市场。 

（四） 四川省。鸡样品 52 份，来自遂宁市的 2 个养鸡场。 

（五） 河南省。鸡样品 42 份，其中 25 份来自开封市的 3 个活禽交易市场，17 份来自郑州市、商丘市、南阳

市、新乡市、济源市、周口市、开封市的 8 个养鸡场（户）。 

（六） 河北省。鸡样品 26 份，来自廊坊市的某活禽交易市场。 

（七） 江苏省。鸡样品 3 份，来自扬州市和南通市的 2 个养鸡场；鸭样品 4 份，来自苏州市某养殖场。 

（八） 黑龙江省。鸡样品 6 份，来自哈尔滨市某养鸡户。 

 

二、H7N9 病原学阳性样品（14 份） 

（一） 甘肃省。鸡样品 3 份，来自酒泉市玉门市老城中兴市场。 

（二） 河南省。鸡样品、环境样品各 1 份，来自新乡市红旗区鑫三角农贸市场。 

（三） 河北省。鸡样品 2 份，分别来自保定市定兴县河北玖兴农牧发展有限公司（屠宰场）和邯郸市邯山区贸

西市场。 

（四） 福建省。鸡样品 1 份，来自南平市蒲城县爱民市场。环境样品 1 份，来自福州市连江县侨隆市场。 

（五） 北京市。鸡样品 1 份，来自延庆区四海镇某养鸡户。 

（六） 辽宁省。鸡样品 1 份，来自沈阳市康平县聚鑫市场。 

（七） 浙江省。鸡样品 1 份，来自丽水市庆元县菇城农贸市场。 

（八） 广西壮族自治区。鸡样品 1 份，来自河池市凤山县凤城镇才劳村某养鸡场。 

（九） 西藏自治区。鸡样品 1 份，来自拉萨市城关区八一菜市场。 

 

相关链接： 
http://www.syj.moa.gov.cn/dwyqdt/jczt/201705/t20170527_5627180.htm 
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