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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

2017 年 05 月 04 日 21:10、任丘市疾病管理センターはインフルエンザ情報網から天津医科大学総医院に

より任丘市の『原因不明の肺炎』患者 1 名が発見されたとの報を受領したとしている。 

基本データ： 患者は； 

任丘市麻家隖鎮孟庄村の 35 歳男性村民、孟さん。 

04 月 26 日に発熱により任丘城東三医院で入院、2 日間治療を受けた。 

05 月 02 日、今度は、滄州市中心医院を受診し、初歩診断は原因不明の肺炎とされ、入院はせず。 

05 月 03 日、患者は天津医大総医院に入院し治療を受ける。 

05 月 05 日 1 時前後、天津市和平区疾病管理センター（CDC）で H7N9 鳥インフルエンザウィルスの陽

性反応が検出されたため、H7N9 鳥インフルエンザへの感染患者と確診された。 

05 月 01 日 6 時前後、死亡した。 

現在、患者と病院に同行した家族は天津で隔離を受けている。 

 

天津市 CDC 部門のフィードバック情報によると、 

患者は串焼き料理店を経営しており、鳥肉や鳥身などの鳥類原材料に暴露していた可能性が極めて高い。 

現在、衛生部門は以下三方面の活動を展開している。 

一、 疫学調査を展開し、濃厚接触者の確定と隔離措置の採取；  

二、 患者の家庭と加工現場、入院していた病室の消毒； 

三、 管轄区にある二級以上の総合病院でのインフルエンザ様症状の患者に対するモニタリングの強化

と、定点病院である華北油田衛生処への通報。 

（宮本注： FIC は、この情報を任丘市衛生局の発信に基づくものとしていますが、指定の URL から飛ん

でみると、「2017 年 1 月より閉鎖する」と表示されており、さらに、新たな URL が紹介されていたのでそ

こに行こうとしてもサイトにはたどり着けません。 FluTrackers はこの辺について、『政府或は信頼でき

る筋からの確認ができないと取り上げない』というスタンスですが、ここでは、一応訳出しておきます。 

実際、百度のチャットに少し転載されているだけで、7 日 20 時時点で追随するメディアはありません） 

 

China: Tianjin Report a Human H7N9 AIV Case 
On May 4, 2017 (21:10), Renqiu City CDC, through Internet Flu Information Network, received a report from Tianjin 

Medical University General Hospital reporting a Renqiu people as “unexplained severe pneumonia.” 

 

Basic Information:  

The Patient is; 

Name: Meng XX 

Age: 35 years old 

Sex: Male 

Living place: Mengchuang village of Majiawu town in Renqiu city 

Day of First Hospitalization: Apr. 26, 2017. Due to fevering, he went to Renqiu Chengdong Third Hospital and 

hospitalized there for two days. 

May 2, he went to Cangzhou City Central Hospital and was diagnosed as unexplained pneumonia. No hospitalization 

there. 

Day of Second Hospitalization: May 3, he went to Tianjin Medical University General Hospital and was hospitalized 

for further treatment. 

Diagnosed Date: May 5, at around 1 o’clock, CDC of Tianjin city Heping district confirmed his biological sample as 

H7N9 avian flu positive, and diagnosed him as H7N9 case. 

Date of Death: May 5 at around 6 o’clock, he died. 

Now, his family people, as accompanied with him to the hospital, have been being already isolated. 

 

According to the feedback information from Tianjin CDC; 

The patient is highly suspected to have exposures to chickens since he was handling chicken meat at his restaurant. 



(Miyamoto’s notes on this article: Though FIC says this article is from Renqiu city’s HFPC, the URL is now halted.  

And no other media is reporting the case.  Only a few on Baidu is copying the contents.  Although I know 

FluTrackers will never pick up these kind of non-confirmed news until they get official information or Major media 

takes the information as their article, I dared to translate this, even if this is a fake news.  If it turned out Fake, I just 

to cut the article or just to add “THIS IS False Report”: LOL) 

 

http://www.flu.org.cn/scn/news-19355.html 

 

 

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

中国：天津报告一例河北输入人感染 H7N9 流感病例 
全球流感资讯网 www.flu.org.cn 2017-05-05 17:49 来源：任丘市卫生局 

--------------------------------------------------------------------------------  

2017 年 5 月 4 日 21 时 10 分，任丘市疾控中心通过疫情报告网接到天津医科大学总医院报任丘市“不明原因肺

炎”病患一例。 

基本资料：患者孟某某，男，35 岁，任丘市麻家坞镇孟庄村村民，于 4 月 26 日因发热到任丘城东三医院入院治

疗两天。5 月 2 日，又到沧州市中心医院就诊，初步诊断为不明原因肺炎，未收住院。5 月 3 日，患者到天津医大

总医院入院治疗，5 日 1 时左右，经天津市和平区疾控中心 H7N9 禽流感病毒核酸检测阳性，确诊为人感染 H7N9 禽

流感病例。6 时左右患者死亡。目前，陪同就医家属已在天津隔离。 

据天津疾控部门反馈信息，患者从事经营炸串卖小吃，极有可能接触鸡肉、鸡排等禽类原材料。目前卫生部门开

展以下三方面工作，一是开展流行病学调查，确定密切接触人员采取隔离措施；二是对患者家庭和加工现场、住院

病房采取消杀措施；三是做好我市辖区二级以上综合医院加强流感样病例强化监测，通报华油卫生处做好定点医院

接诊工作。 

 

相关链接： 
http://www.rqwsj.gov.cn/ 

（この URL は既に停止されている。This URL is already halted. 这个 URL 已经无法用） 
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