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H7N9 危篤の妊婦が退院 『ハト』が原因 

～17 日間の生命維持装置、50 日間の呼吸器支持で治療～ 

人民网 bj.people.com.cn 2017-06-29 06:53 来源：北青网 

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

原題： H7N9 インフルエンザ危篤妊婦が快復退院 

 

本報訊（記者： 張小妹  通信員： 陳明蓮 向攀） 

二か月前、H7N9 鳥インフルエンザに感染した妊婦が北京地檀医院に緊急搬送された。 当時、妊婦は妊

娠五か月だったが、幾つもの病院における治療では明確な改善が見られず、地檀医院の ICU に転送された。 

2 か月の間に、地檀医院の多くの科室が連合で診察に当たり、最終的には、ECMO（体外生命維持装置）

の使用 17 日、呼吸器サポート 50 日の治療を経たが、妊婦は当初大出血をしており、二次感染、分娩、重

篤な肝機能損傷があったが、いずれも全て危機を脱出できた。 06 月 19 日、患者は順調に退院した。 

2 か月以上前、36 歳の珍さん（仮名）は既に妊娠 5 か月だったが、一度自由市場で、「クッククック～」

というハトの鳴き声が彼女の足を止めた。 その数日後、珍さんは光熱や咳が出始め、多くの病院で治療を

受けるも病状が徐々に悪化、喀血と水様痰があらわれ、呼吸困難も出てきた。 彼女は最初の診断で、H7N9

インフルエンザと急性呼吸衰弱と診断された。 珍さんは、地檀医院の ICU に転送された。 その夜、彼女

を診察したのは蒲琳副主任医師で、彼女は、珍さんの全身へのチアノーゼとショック、それに急性腎不全

を発見し、呼吸器の支持下での血中酸素飽和度は 30～40％しかなかった。 医療スタッフが珍さんに ECMO

（体外生命維持）装置、を使用したところ、患者の心拍が改善し、血圧も徐々に安定してきた。 （宮本注： 

この患者は、時期、年齢、性別、収容先が地檀医院という点から、FluTrackers と私の患者リスト中の#1427

の女性と類推して間違いなさそうです。） 

その後、感染科や産婦人科、呼吸器科、放射線科、医務処、看護部、感染制御処、医学エンジニアリング

処、輸血科など全ての部門が全力で珍さんの治療にあたった。 

患者は、ECMO 使用 17 日、呼吸器サポート使用 50 日で、出血、二次感染、分娩、重篤な肝機能障害と

いう一つ一つの危機を最終的に乗り切ることができた。 06 月 19 日午後、珍さんの夫と母親は鮮やかな花

束とペナントを持参し、地檀医院の医療スタッフに謝意を表した。 

情報では、地檀医院 ICU は 2009 年から ECMO による急性呼吸衰弱の治療を展開しており、その技術に

も精通していた。 2017 年には完全にその力量を発揮、5 名の H7N9 インフルエンザ危篤患者に ECMO 治

療を実施、既に患者 3 名が ECMO からの離脱に成功している。 （北京青年報） 

 

 

H7N9 Avian Flu Pregnant Female Discharged: Infected From "Funny Pigeons"  
～17 days of in vitro life support and 50 days of ventilator support treatment～ 

 

Original Title: H7N9 Influenza Pregnant Female Patient Discharged 

 

Reporter: Zhang Xiaomei; Correspondent: Chen Minglian and Xiang Pan 

Two months ago, a pregnant female patient infected with H7N9 avian flu virus was rushed to Beijing Ditan Hospital. 

At that time, the female has been pregnant for 5 months, and was went to a number of hospitals for diagnosis and 

treatment, but as there was no significant improvement, she was transferred to the Ditan Hospital’s ICU. In the past 

two months, the Ditan Hospital multidisciplinary joint consultation, eventually, after 17 days ECMO (in vitro life 

support) and 50 days of ventilator support, though the case has faced major bleeding, secondary infection, childbirth, 

severe liver injury and other risks, she escaped from the danger one by one. On June 19, the patient was discharged 

smoothly. 

More than two months ago, 36-year-old Ms. Zhen (a pseudonym) has been pregnant for 5 months, "Gou, Guo, Guo, 

Guo" pigeons call her stop once in the free market. A few days later, Ms.Zhen started to heat, cough, then she visited a 

number of hospitals for treatment, her condition gradually got worse and worse, she began coughing and sputum, and 

breathing difficulties occurred. She was initially diagnosed with type A H7N9 flu, acute respiratory failure. She was 

urgently transferred to the Ditan Hospital ICU. The night’s doctor was a deputy chief physician Pu Lin, she found the 

patient’s body cyanosis, shock and acute renal insufficiency, under the ventilator support, her oxygen saturation was 

30% -40%. Medical staff used ECMO (in vitro life support) equipment for the case, her HR (Heart Rate) was improved, 



and blood pressure gradually became stable. Subsequently, the Department of Infectious Diseases, Obstetrics and 

Gynecology, Respiratory Medicine, Radiology, Medical Service, Nursing Department, Medical Engineering 

Department and Blood Transfusion Department all did their best for the protection of Ms. Zhen. 

Via 17 days of ECMO support and 50 days of ventilator support, the patient has finally got over bleeding, secondary 

infection, baby delivery, severe liver injury and so on. June 19 afternoon, Ms. Zhen’s husband and mother holding 

flowers and pennants, thanked to the Ditan Hospital’s medical staffs. 

According to sources, Ditan Hospital ICU started usage of ECMO in 2009, since then, their technique has improved 

a lot. Though in 2017, they have got their capability to treat five (5) patients of H7N9 avian flu, three (3) of them has 

already successfully weaned from ECMO. (Beijing Youth Daily) 

 

http://bj.people.com.cn/n2/2017/0629/c233081-30394791.html 
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H7N9 流感危重孕产妇康复出院 因"逗鸽子"而感染疾病 
～经历 17天体外生命支持和 50天的呼吸机支持治疗～ 
人民网 bj.people.com.cn 2017-06-29 06:53 来源：北青网 
--------------------------------------------------------------------------------  

原标题：H7N9 流感危重孕产妇康复出院 

 

本报讯（记者 张小妹 通讯员 陈明莲 向攀）两个月前，一位感染了 H7N9 禽流感病毒的孕妇被紧急送往北京地

坛医院。当时孕妇已怀孕 5 个月，辗转多家医院诊治没有明显改善便转诊至地坛医院 ICU。两个月中，地坛医院多

科室联合会诊，最终，经过 17 天 ECMO（体外生命支持）、50 天的呼吸机支持，孕妇曾先后面临大出血、继发感染、

分娩、严重肝损伤等危险，最终均逐一脱险。6 月 19 日，该患者顺利出院。 

两个多月前，36 岁的小珍（化名）已经怀孕 5 个月，一次在自由市场，“咕、咕、咕、咕”鸽子的叫声让她驻足。

几天之后，小珍开始高热、咳嗽，辗转多家医院诊治，病情逐渐加重，她开始咳血水样痰，并且出现呼吸困难。她

被初步诊断为甲型 H7N9 流感、急性呼吸衰竭。小珍被紧急转到地坛医院 ICU。当夜接诊医生是蒲琳副主任医师，

她发现小珍全身紫绀、休克、急性肾功能不全，在呼吸机支持下血氧饱和度才 30%-40%。医护人员为小珍使用 ECMO

（体外生命支持）设备，患者心率改善，血压逐渐稳定。 

随后，感染科、妇产科、呼吸科、放射科、医务处、护理部、院感处、医学工程处和输血科都全力为小珍的救治

提供保障。 

经历 17 天 ECMO 支持、50 天的呼吸机支持，患者先后闯过了出血关、继发感染关、分娩关、严重肝损伤关，每一

关都可以称得上是“鬼门关”，最终逐一脱险。6 月 19日下午，小珍的丈夫和母亲手捧鲜花和锦旗，感谢地坛医院

医护人员。 

据介绍，地坛医院 ICU 自 2009 年开展 ECMO 救治急性呼吸衰竭以来，技术逐渐走向成熟。2017 年完全依靠自己

的力量为 5 名危重 H7N9 流感实施 ECMO 救治，3 名患者已经成功脱离 ECMO。（北京青年报） 
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