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上海 H7N9型鳥インフルで 2名死亡 公衆感染リスクは低いと政府筋 
東南网 www.fjsen.com 2013-04-01 07:14 微博 来源：京华时报 我来说两句 

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

京華時報発： 国家衛生計画生育委員会は昨日、上海と安徽省で 3名のヒト感染 H7N9鳥インフルエンザ

患者が発生したと伝えた。 うち 2 名は治療の回なく死亡、1 名が重体。 これまでのところ 3 名の患者と

密接接触のあったもの 88名には異常がみられていない。 上述の症例は、状況に関連してWHOや香港マ

カオ台湾地区と関連国家にも通報されている。 国内外で初のヒト感染の症例になる。 中国 CDCは、これ

までの限定的な証拠から当該ウィルスが公衆に感染するリスクは比較的低いものと推測。 

 

<<既報（4月 1日朝発信したもの『20130331A 上海、安徽省で 3名をH7N9型鳥インフルエンザと診断.doc』）

と重複する部分割愛>> 

 

中国 CDCウィルス制御センターの舒跃龍副所長は、症例が極めて限られているために、現時点ではこの

ウィルスの毒性を評価するのは非常に難しい。現在判っていることは人間に重傷な肺炎を引き起こすこと

であり、更に多くの疫学的臨床に基づく根拠が必要であり、そうなればウィルスの毒性が評価できるよう

になる。 

専門家は、これまでに確定診断された 3人の患者のうち、『2人には鳥類との接触経歴があり、もう 1名

にはそれがない』。 この H7N9ウィルスの具体的感染源もまだ明確にはなっていない。 現時点での三名の

発症患者間には疫学的流行の関連性は見られていない。 

 

<<既報（4月 1日朝発信したもの『20130331B ヒト感染 H7N9 インフルエンザに関する Q&A.doc』）と重複

する部分割愛>> 

 

豆知識： 

インフルエンザウィルスは甲（A）乙（B）丙（C）三つのタイプに分類される。 

そのうち、乙、丙は主にヒトグループの中で伝播し、動物には伝染することがきわめて少ない。 

他方、A型インフルエンザは、主に鳥インフルエンザであり、インフルエンザウィルスの特徴から、「HxNx」

といった形で 135 種類の亜型に分類され、H7N9 亜型鳥インフルエンザウィルスは、その中等はこれまで

に分析判断がされていない。 またこれまでにヒトへの感染が確認された鳥インフルエンザウィルスには、

H5N1、H9N2、H7N2、H7H3、H7N7、H5N2、H10N7があり、症状は其々に異なっているが、呼吸道症状

や結膜炎、はなはだしいものでは死に至るなどの症状があると言える。 

3 人の確定診断された患者の主要な表現は：典型的なウィルス性肺炎であり、発症は急であり、発症の

早いうちには等しく高熱（38度以上）や、咳などの呼吸道感染症の状況を呈する。 発症から 5～7日で呼

吸困難が現れ、重症の進行性肺炎が加わり、一部の患者にあっては、すぐに急性呼吸逼迫シンドロームに

進展して死に至る。 

 

2 Cases Died of H7N9 Avian Flu in Shanghai: Public Infection Risk is Low 
Southeast network www.fjsen.com 2013-04-01 07:14 microblogging source 

 

Beijing Times News 

The National Health and Family Planning Commission (HFPC) yesterday informed that three cases of H7N9 avian 

flu were reported in Shanghai and Anhui. Two (2) of them died, one is critically ill. Up to now, 88 close contacts of 

these cases has not shown abnormality yet. The situation of the above cases has been promptly informed to the World 

Health Organization, Hong Kong, Macao and Taiwan and the relevant countries. This becomes the first case, at home 

and abroad, of human infection case. China CDC said, according to the limited evidence of today, that the public 

infection risk to the virus is low. 

 

<<We JCH skipped the translation of duplicated portion written in an article “20130331A Shanghai, Anhui, 3 Cases 

Confirmed as H7N9 Avian Flu.doc” which I already sent out our E-mail on Apr. 1, 2013>> 



 

Shu Yuelong deputy director of China CDC virus disease control introduced, it is difficult to evaluate the toxicity 

of the virus now at this moment, because the case is very limited. What we can see now is it can cause severe 

pneumonia in humans and we require more clinical evidences of epidemiology to evaluate the toxicity of the virus. 

 

Experts said that the current diagnosis of three cases, the two had a history of contact with birds, one did not, thus 

the specific source of H7N9 virus infection is unclear. At present, no epidemiological association was found between 

the 3 cases. 

 

<<We JCH skipped the translation of duplicated portion written in an article “20130331A Shanghai, Anhui, 3 Cases 

Confirmed as H7N9 Avian Flu.doc” which I already sent out our E-mail on Apr. 1, 2013>> 

 

Tips: 
Influenza virus can be divided into three types as type A, B and C. Among them, type B and C mainly spread 

among the crowd, rarely infected to animals. The influenza A is mainly avian influenza which is transferred in 

between birds. According to the characteristics of influenza virus, influenza can be divided into HxNx a total of 135 

subtypes. H7N9 subtype avian influenza virus is one of them, and only found in poultry, further, no human infection 

was found in the past. 

The virus’s biological characteristics, pathogenicity, transmission power, has not been determined on the base of 

analysis yet. And previously confirmed avian flu virus that infected human is confirmed as H5N1, H9N2, H7N2, 

H7N3, H7N7, H5N2, H10N7, their symptoms are different, but can be expressed as respiratory symptoms, 

conjunctivitis and even death. 

 

Main symptom(s) for the three (3) confirmed cases are: the typical viral pneumonia, acute onset, high fever (38 ℃ 

above) in the early course of disease, cough and other symptoms of respiratory infections. Within 5-7 days of onset, 

dyspnea, sever pneumonia appeared and the symptom progressively increased, some cases might rapidly developed 

of acute respiratory distress syndrome to death. 

 

（The URL is from QQ.Com, however, fortunately or unfortunately its content is same as the original Dongnanwang.） 
http://news.qq.com/a/20130401/000026.htm 

 

 

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

上海 2 人染 H7N9 禽流感死亡 官方称公众感染风险低 
東南网 www.fjsen.com 2013-04-01 07:14 微博 来源：京华时报 我来说两句 

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

京华时报讯 国家卫生和计划生育委员会昨天通报，上海和安徽发现 3 例人感染 H7N9 禽流感病例。其中 2

人抢救无效死亡，1 人病情危重。截至目前，3 例病例的 88 名密切接触者均未发现异常情况。上述病例有关

情况已及时向世界卫生组织、港澳台地区和有关国家通报。这是国内外首次发现人感染病例。中国疾控中心

称，根据目前有限证据推测，公众感染该病毒的风险较低。 

 

<<既報（4月 1日朝発信したもの『20130331A 上海、安徽省で 3名をH7N9型鳥インフルエンザと診断.doc』）

と重複する部分割愛>> 

 

中国疾控中心病毒病控制所副所长舒跃龙介绍，现在很难评价这个病毒的毒性，因为病例非常有限。现在

看到的是可以导致人的重症肺炎，可能还需要更多的流行病原学临床的依据，来评价该病毒毒性。 

专家表示，目前确诊的 3 个病例中，两人曾有禽类接触史，一人没有。因此 H7N9 病毒具体的感染来源还

不清楚。目前，未发现 3例病例之间有流行病学关联。 

 

<<既報（4月 1日朝発信したもの『20130331B ヒト感染 H7N9 インフルエンザに関する Q&A.doc』）と重複

する部分割愛>> 

 

小贴士： 

流感病毒可分为甲（A）、乙（B）、丙（C）三型。 

其中，乙、丙主要在人群当中传播，很少能传染到动物。而甲型流感主要是禽流感，依据流感病毒特征可分

为 HxNx 共 135 种亚型，H7N9 亚型禽流感病毒是其中的一种，既往仅在禽间发现，未发现过人的感染情况。

http://news.qq.com/a/20130401/000026.htm


这个病毒的生物学特点、致病力、传播力，到目前还没有依据进行分析判断。而既往确认感染人的禽流感病

毒有 H5N1、H9N2、H7N2、H7N3、H7N7、H5N2、H10N7，症状表现各不相同，可以表现为呼吸道症状、

结膜炎、甚至死亡。 

3例确诊病例主要表现：典型的病毒性肺炎，起病急，病程早期均有高热（38℃以上）、咳嗽等呼吸道感染

症状。起病 5-7 天出现呼吸困难，重症肺炎并进行性加重，部分病例可迅速发展为急性呼吸窘迫综合症并死

亡。 
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