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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（1184サンプル） 

（宮本注： 患者数は、1 月から 5 月まで、減少傾向（192 人⇒160 人⇒96 人⇒81 人⇒72 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しています。また、見つかった動物のサンプ

ル数は、3 月の 1533 サンプルに比べると 4 月は 764 サンプルと半減したものの、5 月になって増加し

ています。また、6 月に入ってからは内蒙古や黒竜江省での鳥間のアウトブレイクが発生している一方

で、このレポートをみる限り、5 月には発見されていなかったように見えます。） 

 

（一） 河北省。 

ニワトリのサンプル（417 サンプル）： 廊坊市と滄州市にある養鶏場（家）4 か所からのもの。 

（宮本注： 先月の 26 サンプルから 16 倍と大幅増） 

（二） 河南省。 

ニワトリのサンプル（270 サンプル）： うち、28 サンプルは、周口市、商丘市、漯河市、許昌

市、駐馬店市にある活禽交易市場 6 か所から； 242 サンプルは、周口市、商丘市、平頂山市、

鄭州市、駐馬店市、林州市にある養鶏場（家）17 か所からのもの。 

（先月は 42 サンプル、約 7 倍に増加） 

（三） 陝西省。 

ニワトリのサンプル（112 サンプル）： 榆林市、西安市にある養鶏場（家）25 か所からのも

の。 

野鳥のサンプル（1 サンプル）： 西安市にある野生動物園からのもの。 

（四） 遼寧省。 

ニワトリのサンプル（78 サンプル）： うち、9 サンプルは、遼陽市と阜新市にある活禽交易

市場 2 か所から； 残り 69 サンプルは、瀋陽市、大連市、撫順市、本渓市、丹東市、朝陽市、

盤錦市、葫芦島市、錦州市、鞍山市、阜新市、遼陽市にある養鶏場（家）15 か所からのもの。 

（五） 甘粛省。 

ニワトリのサンプル（71 サンプル）： うち、5 サンプルは、張掖市にある活禽交易市場 5 か

所から； 残り 66 サンプルは、張掖市、平涼市、白銀市、酒泉市にある養殖場（家）7 か所か

らのもの。 

（六） 山西省。 

ニワトリのサンプル（69 サンプル）： うち 4 サンプルは大同市の活禽交易市場 2 か所から；  

残り 65 サンプルは大同市、忻州市にある養鶏場（家）7 か所からのもの 

（七） 上海市。 

ニワトリのサンプル（43 サンプル）： うち 21 サンプルは宝山区にある活禽交易市場 2 か所か

ら； 残り 22 サンプルは嘉定区、宝山区にある養鶏場（家）12 か所からのもの。 

アヒルのサンプル（8 サンプル）： 宝山区にある某養殖場 3 か所からのもの。 

（八） 湖南省。 

ニワトリのサンプル（32 サンプル）： うち 3 サンプルは、岳陽市にある活禽交易市場から； 

残り 29 サンプルは岳陽市と永州市にある養鶏場 2 か所からのもの。 

アヒルのサンプル（17 サンプル）： 郴州市にある某養殖場からのもの 

（九） 北京市。 

ニワトリのサンプル（35 サンプル）： 豊台区、密雲区、平谷区、海淀区にある某養鶏家 20 か

所からのもの。 

（十） 内モンゴル自治区。 

ニワトリのサンプル（17 サンプル）： うち、11 サンプルは、通遼市とシリンゴル盟にある活

禽交易市場（家）3 か所から；  残り 6 サンプルは烏蘭察布（ウランチャブ）市とシリンゴル

盟の養鶏場（家）3 か所からのもの。 



（十一） 山東省。 

ニワトリのサンプル（6 サンプル）： 青島市にある某活禽交易市場からのもの。 

（十二） 湖北省。 

ニワトリのサンプル（2 サンプル）： 宜昌市氏にある某養鶏場からのもの。 

（十三） 広西チワン族自治区。 

ニワトリのサンプル（2 サンプル）： 梧州市にある某養鶏家からのもの。 

（十四） 重慶市。 

ニワトリのサンプル（1 サンプル）： 氷川区の某養鶏家からのもの。 

（前月は 351 サンプルでしたが、今回は激減してます） 

 

二、H7N9病原学陽性サンプル（107サンプル） 

（一） 福建省。 

ニワトリのサンプル（42 サンプル）： それぞれ南平市建陽区にある水南農貿市場、橋南農貿

市場； 福州市平潭県の城関中埔活禽屋台； 漳州市東山県の西埔鎮東市場、銅陵人民市場、銅

陵帝業市場、西埔中心農貿市場、漳浦県綏安鎮の中心市場、湖濱菜市場、道周市場、詔安県に

ある梅峰農貿市場、江厝寨農貿市場、薌城区の文華苑市場、東岳市場、北橋市場、龍海市の錦

江市場、石碼東市場、盛興市場； 龍岩市永定区の南市場、中心市場、武平見東門農貿市場、上

杭県廬豊活禽交易市場、連城県西門市場、新羅区渓南農貿市場からのもの。 

アヒルのサンプル（2 サンプル）：  それぞれ漳州市東山県銅陵帝業市場と漳浦県綏安鎮の道周

市場からのもの。 

ウズラのサンプル（3 サンプル）：  それぞれ漳州市東山県銅陵帝業市場と漳浦県綏安鎮の道周

市場からのもの。 

環境サンプル（12 サンプル）：  それぞれ漳州市東山県銅陵帝業市場と西埔中心農貿市場、漳

浦県綏安鎮の中心市場、道周市場、薌城区延通市場、龍海市の農貿市場、連城県蓮花市場から

のもの。 

（二） 湖南省。 

ニワトリのサンプル（10 サンプル）： それぞれ岳陽市湘陰県建新市場（二市場）と常徳市漢

寿県花木蘭市場。 

アヒルのサンプル（5 サンプル）：  ぞれぞれ岳陽市湘陰県建新市場（二市場）と常徳市漢寿県

花木蘭市場。 

環境サンプル（1 サンプル）：  岳陽市湘陰県建新市場（二市場） 

（三） 重慶市。 

ニワトリのサンプル（11 サンプル）： それぞれ港北区五里店街道の富強菜市場、五里店菜市

場、渝中区の上清寺街道学田湾農貿市場、較口街道石灰市農貿市場、菜園壩街道区浜路活禽屠

殺屋台（臨時）、渝北区三亜湾活禽市場、南岸区海棠暁月市場、城口県南大街農貿市場； 長寿

区桃花市場、鳳城市場からのもの。 

環境サンプル（1 サンプル）：  長寿区鳳城市場からのもの。 

（四） 広西チワン族自治区。 

ニワトリのサンプル（5 サンプル）： それぞれ梧州市長洲区新興二路大塘市場；玉林市博城県

東三鳥専業市場；賀州市八歩区城西農貿市場、鐘山県塘橋農貿市場からのもの。 

アヒルのサンプル（1 サンプル）：  賀州市鐘山県塘橋農貿市場からのもの。 

環境サンプル（3 サンプル）：  それぞれ賀州市八歩区西農貿市場、鐘山県塘橋農貿市場、鐘山

市場からのもの。 

（五） 河北省。 

ニワトリのサンプル（2 サンプル）： それぞれ滄州市任丘市七間房郷劉庄村の某養鶏家と廊坊

市広陽区恵農市場の某屋台からのもの。 

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。 

（六） 甘粛省。 

ニワトリのサンプル（2 サンプル）： 酒仙市玉門市下西号郷下西号村の養殖家 2 か所からのも

の。 

（七） 河南省。 

ニワトリのサンプル（1 サンプル）： 駐馬店市驛城区龍華牧業有限公司からのもの。 

（八） 山西省。 



ニワトリのサンプル（1 サンプル）： 大同市南郊区解放集貿市場からのもの。 

（九） 山東省。 

ニワトリのサンプル（1 サンプル）： 棗庄市勝州市鶏魚批発市場（嘉誉活禽批発市場）からの

もの。 

（十） 安徽省。 

ニワトリのサンプル（1 サンプル）： 滁州市定遠県定城鎮曲陽農貿市場からのもの。 

（十一） 寧夏回族自治区。 

ニワトリのサンプル（1 サンプル）： 石嘴山市平羅県宝豊鎮宝豊市場からのもの。 

（十二） 内蒙古自治区。 

ニワトリのサンプル（1 サンプル）： 通遼市ホルチン区（科爾沁区）の某活禽屋台からのもの。 

（内蒙古では、フフホトやバオトウで大量のニワトリ～ニワトリ間アウトブレイクが報告され

ているのに、通遼だけというのも気になります） 
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有关阳性样品说明： 

一、H7亚型禽流感血清学阳性样品（1184份） 

（一） 河北省。鸡样品 417 份，来自廊坊市和沧州市的 4 个养鸡场（户）。 

（二） 河南省。鸡样品 270 份，其中 28 份来自周口市、商丘市、漯河市、许昌市、驻马店市的 6 个活禽交易市

场；242 份来自周口市、商丘市、平顶山市、郑州市、驻马店市、林州市的 17 个养鸡场（户）。 

（三） 陕西省。鸡样品 112 份，来自榆林市、西安市的 25 个养鸡场（户）。野鸟样品 1 份，来自西安市的某野

生动物园。 

（四） 辽宁省。鸡样品 78 份，其中 9 份来自辽阳市和阜新市的 2 个活禽交易市场；69 份来自沈阳市、大连市、

抚顺市、本溪市、丹东市、朝阳市、盘锦市、葫芦岛市、锦州市、鞍山市、阜新市、辽阳市的 15 个养鸡

场（户）。 

（五） 甘肃省。鸡样品 71 份，其中 5 份来自张掖市的 5 个活禽交易市场；66 份来自张掖市、平凉市、白银市、

酒泉市的 7 个养鸡场（户）。鸭样品 1 份，来自酒泉市的某养鸭户。 

（六） 山西省。鸡样品 69 份，其中 4 份来自大同市的 2 个活禽交易市场；65 份来自大同市、忻州市 7 个养鸡

场（户）。鸭样品 2 份，来自大同市的某养殖场。 

（七） 上海市。鸡样品 43 份，其中 21 份来自宝山区的 2 个活禽交易市场；22 份来自嘉定区和宝山区的 12 个

养鸡场（户）。鸭样品 8 份，来自宝山区的 3 个养殖户。 

（八） 湖南省。鸡样品 32 份，其中 3 份来自岳阳市的某活禽交易市场；29 份来自岳阳市和永州市的 2 个养鸡

场。鸭样品 17 份，来自郴州市的某养殖场。 

（九） 北京市。鸡样品 35 份，来自丰台区、密云区、平谷区、海淀区的 20 个养鸡户。 

（十） 内蒙古自治区。鸡样品 17 份，其中 11 份来自通辽市和锡林郭勒盟的 3 个活禽交易市场；6 份来自乌兰

察布市和锡林郭勒盟的 3 个养鸡场（户）。 

（十一）山东省。鸡样品 6 份，来自青岛市的某活禽交易市场。 

（十二）湖北省。鸡样品 2 份，来自宜昌市的某养鸡场。 

（十三）广西壮族自治区。鸡样品 2 份，来自梧州市的某养鸡户。 

（十四）重庆市。鸡样品 1 份，来自永川区的某养鸡户。 

 

二、H7N9 病原学阳性样品（107份） 

（一） 福建省。鸡样品 42 份，分别来自南平市建阳区的水南农贸市场、桥南农贸市场；福州市平潭县的城关中

埔活禽摊点；漳州市东山县的西埔镇东市场、铜陵人民市场、铜陵帝业市场、西埔中心农贸市场，漳浦

县绥安镇的中心市场、湖滨菜市场、道周市场，诏安县的梅峰农贸市场、江厝寨农贸市场，芗城区的文

华苑市场、东岳市场、北桥市场，龙海市的锦江市场、石码东市场、盛兴市场；龙岩市永定区的南市场、

中心市场，武平县东门农贸市场，上杭县庐丰活禽交易市场，连城县西门市场，新罗区溪南农贸市场。

鸭样品 2 份，分别来自漳州市东山县铜陵帝业市场和漳浦县绥安镇道周市场。鸽样品 3 份，分别来自漳

州市东山县铜陵帝业市场和漳浦县绥安镇道周市场。环境样品 12 份，分别来自漳州市东山县的铜陵帝

业市场、西埔中心农贸市场，漳浦县绥安镇的中心市场、道周市场，芗城区延通市场，龙海市的锦江市
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场、石码镇东市场、盛兴市场；龙岩市新罗区曹溪街道东山农副产品综合市场，武平县东门农贸市场，

连城县莲花市场。 

（二） 湖南省。鸡样品 10 份，分别来自岳阳市湘阴县建新市场（二市场）和常德市汉寿县花木兰市场。鸭样品

5 份，分别来自岳阳市湘阴县建新市场（二市场）和常德市汉寿县花木兰市场。环境样品 1 份，来岳阳

市湘阴县建新市场（二市场）。 

（三） 重庆市。鸡样品 11 份，分别来自江北区五里店街道的富强菜市场、五里店菜市场，渝中区的上清寺街道

学田湾农贸市场、较口街道石灰市农贸市场、菜园坝街道九滨路活禽宰杀摊点（临时），渝北区三亚湾活

禽市场、南岸区海棠晓月市场、城口县南大街农贸市场；长寿区桃花市场、凤城市场。环境样品 1 份，

来自长寿区凤城市场。 

（四） 广西壮族自治区。鸡样品 5 份，分别来自梧州市长洲区新兴二路大塘市场；玉林市博白县城东三鸟专业

市场；贺州市八步区城西农贸市场，钟山县塘桥农贸市场。鸭样品 1 份，来自贺州市钟山县塘桥农贸市

场。环境样品 3 份，分别来自贺州市八步区城西农贸市场，钟山县塘桥农贸市场、钟山市场。 

（五） 河北省。鸡样品 2份。分别来自沧州市任丘市七间房乡刘庄村某养鸡户和廊坊市广阳区惠农市场某摊点。 

（六） 甘肃省。鸡样品 2 份。来自酒泉市玉门市下西号乡下西号村的 2 个养殖户。 

（七） 河南省。鸡样品 1 份，来自驻马店市驿城区龙华牧业有限公司。 

（八） 山西省。鸡样品 2 份，来自大同市南郊区解放集贸市场。 

（九） 山东省。鸡样品 1 份，来自枣庄市滕州市鸡鱼批发市场（嘉誉活禽批发市场）。 

（十） 安徽省。鸡样品 1 份，来自滁州市定远县定城镇曲阳农贸市场。 

（十一）宁夏回族自治区。鸡样品 1 份，来自石嘴山市平罗县宝丰镇宝丰市场。 

（十二）内蒙古自治区。鸡样品 1 份，来自通辽市科尔沁区某活禽摊点。 

 

相关链接： 
http://www.syj.moa.gov.cn/dwyqdt/jczt/201706/t20170619_5706742.htm 
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