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中国新聞網 4月 6日電  

国家衛生計画生育委員会発の流行情報によると、4月 5日 17時から 4月 6日 17時までに、全国で新た

に 2 名がヒト感染 H7N9 鳥インフルエンザ患者と診断された。2 人の新たな患者はいずれも上海市で見つ

かっており、現在積極的治療が行われている。 全ての濃厚接触者に異常はみられていない。 2013年 4日

6日 17時までのところ、全国で 18名が確定診断され、うち 6人が亡くなっている。 

発表によれば、これまでの患者は上海（8人、うち死亡 4人）、江蘇（6人）、安徽（1人）、浙江（3人、

うち死亡 2人）の 4省市で見つかっている。 確診された患者間には疫学的関係は見つかっておらず、患者

の密接接触者は全て等しく医学観察措置が取られているが、異常な状況は出ていない。 これまでのところ、

流行は拡大状態にあるが、ヒトヒト感染は見つかっていない。 

6 日午前、国家衛生計生委は、ヒト感染 H7N9 鳥インフルエンザ連合予防管理活動対策会議を開催し、

流行状況や専門家グループの意見と予防管理活動の進展などについて通知、各メンバーからの活動報告を

聴取、感染源のトレースを強化し、流行状況のモニタリング強化、患者治療への専念、積極的な情報公開

などについて研究した。 

これ以外に、衛生計生委は、臨床専門家を流行地における患者の臨床治療活動指導の為に中西部に派遣

し、医療機構の発熱外来や流行に関する報告、消毒などの防御活動について監督検査を行った。 また、

WHOインフルエンザリファレンス及び研究協力センターにウィルス株のプログラムの分析も依頼した。 

 

上海の新たな患者 2人の具体状況 

上海市衛生部門の通報によれば、6日 18時 30 分時点までに、同市で新たに 2人がヒト感染 H7N9鳥イ

ンフルエンザ患者と確診されたとのことだ。これまでに、上海市では合計 8 人が感染し、うち死亡者は 4

人、他の 4人は現在治療中だ。 

 

新たに増えた 2人の状態は以下の通り： 

 

周さん（74歳男性）は、上海人で農作業に従事。患者は、 

3月 28日にだるさと息苦しさ、発熱を感じたため、3月 31日に奉賢区の中医医院にて診察をうけた後、 

4月 5日に華東医院に転院、そこで重症肺炎と診断されたが、現在、全力で治療中だ。 

4月 6日午前、上海市 CDC実験室での検査の結果、H7N9鳥インフルエンザ核酸陽性とされた。 

 

関連要求に基づき、上海市衛生計画生育委員会は、市レベルの臨床専門家グループを組織し、当該患者

に対する検討会を実施、専門家は患者の臨床症状や実験室の検査結果及び疫学調査資料に基づき、当該患

者をヒト感染 H7N9鳥インフルエンザと確診した。 

調査の結果、当該患者の密接接触者は合計で 5人おり、これまでに異常な症状が出たものはいない。 

 

楊さん（66歳男性）は、上海人で退職者。患者は、 

3月 29日に悪寒と体調がすぐれなくなり、 

4月 2日に第十人民医院にて、急性の上部呼吸道感染と診察され、治療にあたっている。 

4 月 4 日、患者は症状がよくならず、咳や発熱症状が出たため、再度第十人民医院にて診察を受け、肥大

下肺炎と診断された。 

4月 6日に華東医院に転院され、重症の肺炎と診断された。現在、全力で治療中だ。 

4月 6日午前、上海市 CDC実験室にて検査をした結果、H7N9鳥インフルエンザ核酸陽性とされた。 

 

関連要求に基づき、上海市衛生計画生育委員会は、市レベルの臨床専門家グループを組織し、当該患者

に対する検討会を実施、専門家は患者の臨床症状や実験室の検査結果及び疫学調査資料に基づき、当該患

者をヒト感染 H7N9鳥インフルエンザと確診した。 

患者の病状は安定しており、現在積極的に治療中である。 



調査の結果、当該患者の密接接触者は合計で 6人おり、これまでに異常な症状が出たものはいない。 

 

上海南京では生きた鳥全ての交易を暫時停止 

上海市では 6 日から全面的に活禽類の交易を全面的に暫時停止し、同時にすべての家禽類の交易市場を

閉鎖している。 これまでのところ、上海では 3つの家禽卸売市場全てがその交易活動を停止しており、清

掃や消毒、閉鎖処理が行われている。 全市の 17区県との連携確認により、全市の 461家禽定点販売店は

6日からすべてその売買活動を停止している。 市の商務委員会は既に 3つの家禽屠殺場を確定しているが、

一日当たりの屠殺能力は 1万羽に達する。 

同時に、上海市は、市内への動物検疫の監督管理を強化し、全面的に生きた家禽の外来侵入を禁止して

いる。6日上海市では市の指定した道路では外来の家禽輸送車両はない。 

上海市工商部門は、監督検査を強化し、24時間対応の監視員をおき、家禽の交易の全てが停止されるよ

うに確保し、市民の消費安全を保障。 6 日までのところでは、各類道路沿いの活禽販売の青空市場は 84

か所あるが、無許可経営 1軒、改善命令 18軒あり、水鳥 486羽、野生の鳥類 9羽を押収した。また、消費

者からの投書は 2件あった。市の食品薬品監督部門はレストラン業者に対し特別監督検査をおこなったが、

異常は見られなかった。 

上海市教育委員会は、『ヒト感染 H7N9鳥インフルエンザ流行予防管理活動に関する緊急通知』および『ヒ

ト感染 H7N9 鳥インフルエンザの知識』の宣伝資料を公布し、全市の学校における予防管理活動特別会議

を招集し、全市の学校におけるヒト感染 H7N9 鳥インフルエンザの予防管理活動を実施、各区県の教育部

門と各級各類の学校に対し健康教育の強化を用空重点的な予防管理措置を講じ、予防管理知識の宣伝を強

化、学生たちの自己防衛意識と防御能力の向上をさせることで、学生たちの健康安全を保障するとした 

この他、南京市政府もまた、4 月 6 日から三つの主な家禽卸売市場におけるその交易を暫時停止し、江

寧区東の新農業貿易市場における鳥類の交易区を封鎖、家禽市場に対する全方位の消毒管理、市外から南

京市場への外部からの家禽侵入の暫時停止、市区の大型家禽の養殖場やアヒル養殖等に対して予防管理活

動を強化した。同時に情報発信を強化し、各区は一日一報告制度を堅持している。 

 

（原表題：全国でヒト感染 H7N9鳥インフルエンザ感染は 18人、死者 6人に） 

 

http://news.sina.com.cn/c/2013-04-06/210726746808.shtml 

 

China Reported 18 cases of H7N9 Avian Flu: 6 Died 
Sina News Center news.sina.com.cn 2013-04-06 21:07 China News Network 

 

Sina News April 6,  

According to the epidemic information issued by National HFPC, from April 5 17:00 to April 6 at 17:00, the 

country reported two (2) new confirmed cases of H7N9 avian flu. The two (2) cases are from Shanghai city, is now 

under active treatment, all the close contacts have not shown any abnormality. By April 6, 2013 17:00, the country 

reported a total of 18 cases confirmed, of which 6 people died. 

 

According to the report, confirmed cases were found in 4 provinces and cities as Shanghai (8 cases; 4 deaths), 

Jiangsu (6 cases), Anhui (1 case), Zhejiang (3 cases; 2 deaths). There was no epidemiological link between the 

confirmed cases. All the close contacts of the patients had taken medical observation and no abnormality had been 

observed. The current epidemic in the distribution of the country, has not yet found people to people infection. 

 

On the morning of June 6, the National HFPC organized a meeting on the working mechanism of the H7N9 Avian 

Influenza Epidemic Prevention and Control Joint Security Committee. It informed the epidemic situation, the expert 

group's opinions and the progress of prevention and control work. After listening to the work report of each member 

unit, the participants studied how to strengthen the epidemic monitoring, do a good job of treatment, do active public 

information and so on. 

 

In addition, the HFPC appointed the clinical experts of Chinese and Western medicine to the infected area to guide 

the clinical treatment of patients, and to guide how to report epidemic situation, how to disinfection and other 

prevention and control work toward medical institutions’ fever outpatient department. And s initiated the procedure to 

separate the strains to the WHO Influenza Reference and Research Collaboration Center. 

 

Specific Circumstances of Newly Added 2 Shanghai Cases 
According to the Shanghai health department’s information, as of 18:30 on the 6th, the city newly diagnosed two 

http://news.sina.com.cn/c/2013-04-06/210726746808.shtml


cases of H7N9 avian flu. Up to now, Shanghai found a total of confirmed 8 cases of H7N9 avian flu of which 4 cases 

died, the other 4 cases are now under treatment. 

 

Two new cases are as follows: 
The patient 1 is; 

Name: Zhou, 

Sex: Male, 

Age: 74 years old, 

Registered Domicile: Shanghai, 

Occupation: Farmer. 

Date of Onset: March 28, 2013, (started fatigue, shortness of breath and fever) 

Date of First Consultation: March 31, 2013 Chinese medicine hospital in Fengxian district for treatment, 

Date of Hospital Transferred: April 5, 2013, transferred to Huadong Hospital (diagnosed as severe 

pneumonia, now under the treatment) 

Date of Diagnosis: April 6 According to the relevant requirements, the Shanghai Municipal HFPC 

organized the municipal clinical expert group to discuss the case, the experts based on 

the clinical manifestations of cases, laboratory testing and epidemiological survey and 

diagnosed the case as H7N9 avian influenza. 

April 6 morning, the results of Shanghai CDC’s laboratory testing for H7N9 avian 

influenza virus nucleic acid was positive. 

Close Contacts: 5 were found, no one showed any abnormalities up to now. 

 

The patient 2 is; 

Name: Zhou, 

Sex: Male, 

Age: 66 years old, 

Registered Domicile: Shanghai, 

Occupation: Retired. 

Date of Onset: March 29, 2013, (started symptoms of chills) 

Date of First Consultation: April 2, 2013 the tenth People's Hospital for treatment, diagnosed as acute 

upper respiratory tract infection, given symptomatic treatment. 

Date of Diagnosis: April 6, 2013. Shanghai Municipal HFPC diagnosed the case as infected with 

H7N9 avian influenza by organizing the municipal clinical expert group to 

discuss the case, the experts based on the clinical manifestations of cases, 

laboratory testing and epidemiological survey data according to the relevant 

requirements. The process of diagnosis is as follows. 

1) April 4, 2013, as the case’s symptoms did not get well, and cough, fever symptoms, once 

again to the tenth People's Hospital for treatment, diagnosis of lower left pneumonia.  

2) April 6 morning, the Shanghai CDC’s laboratory test results for H7N9 avian influenza virus 

nucleic acid found to be positive. 

 

Shanghai, Nanjing Suspended All Live Poultry Trading 
 

Shanghai city from Apr. 6, fully suspended of live poultry trading, the temporary closure of all live poultry market. 

At present, the city's three fixed-point live poultry wholesale markets have all been suspended temporarily for their 

live poultry trading activities, and thoroughly carried out clean-up, disinfection and closing measures. According to 

the city's 17 districts and counties to confirmation, the city's 461 live poultry retail outlets have been suspended from 

April 6 of all live poultry trading activities. City Commerce Commission has identified three live poultry 

slaughterhouses, the daily slaughter capacity of 10,000 feathers. 

 

At the same time, Shanghai city strengthened the animal quarantine supervision at the city border crossing, a 

comprehensive ban on foreign poultry into the city. April 6, 2013, the city’s designated city road crossing, there is no 

foreign poultry vehicles into Shanghai. 

 

Shanghai industrial and commercial departments are strengthening their supervision and inspection, by 

implementing 24-hour emergency staff to ensure that all live poultry trading is suspended, in order to protect the 

safety of public consumption. By April 6, all kinds of live birds trading point 84 at the roadside market has been 

inspected, and one unlicensed household was found and 18 were ordered for correction. City’s Food and Drug 

Administration departments also carried out special supervision and inspection of food and beverage units, though 

there was no abnormality. 



Shanghai Municipal Education Commission developed and issued a "Emergency Notice on further improve the 

prevention and Control work for H7N9 Avian Influenza Outbreak" and learning material of "Human Infection H7N9 

Avian Flu Prevention and Control Knowledge", further, Education Commission held a conference for the city's school 

prevention and control work for the city school people, requiring the district and county education departments and 

schools at all levels to strengthen health education, the implementation of key prevention and control measures to 

strengthen the knowledge, improve students' awareness of self-protection and disease prevention, and keep 

effectively protect the students’ health and safety. 

 

In addition, the Nanjing Municipal Government also has decided to suspend the poultry trade in the three major 

poultry wholesale markets from April 6 to close the live poultry trading area at Dongxin Farmers' Market in Jiangning 

District and carry out all-round disinfection of the poultry market; decided suspension of foreign poultry entering into 

the Nanjing market; decided to strengthen the prevention and control works for the city's large poultry farms, pigeon 

breeders and other epidemic prevention management work. At the same time, strengthen the information submission, 

adhering to the district one day one report. 

 

 

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

全国报告 18 例人感染 H7N9 禽流感病例 6 人死亡 
新浪新闻中心 news.sina.com.cn 2013-04-06 21:07  中国新闻网 

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

中新网 4月 6日电 据国家卫生和计划生育委员会发布的疫情信息，4月 5日 17时至 4月 6日 17时，全国

报告新增人感染 H7N9禽流感确诊病例 2例。2例新增病例均来自上海市，正在积极救治中，所有密切接触者

目前未发现异常。截至 2013年 4月 6日 17时，全国共报告 18例确诊病例，其中死亡 6人。 

 

据通报，确诊病例分布于上海(8例，死亡 4例)、江苏(6例)、安徽(1例)、浙江(3例，死亡 2例)4省市。

确诊病例间未发现流行病学联系，所有病例的密切接触者均已采取医学观察措施，未发现异常情况。目前疫

情处于散发状态，尚未发现人传人。 

6日上午，国家卫生计生委组织召开人感染 H7N9禽流感疫情联防联控工作机制会议，通报了疫情情况、专

家组意见和防控工作进展，听取了各成员单位工作报告，就加强疫情溯源、强化疫情监测、做好病例救治、

主动公开信息等工作进行了研究。 

此外，卫生计生委选派了中西医临床专家赴疫情发生地指导患者临床救治工作，对医疗机构发热门诊、疫

情报告、消毒等防控工作进行监督检查，并启动向世界卫生组织流感参比和研究合作中心分让毒株的程序。 

 

上海新增 2例病例具体情况 

据上海市卫生部门通报，截止到 6 日 18 时 30 分，该市新确诊二例人感染 H7N9 禽流感病例。截止到目前，

上海共发现 8例人感染 H7N9禽流感确诊病例，其中死亡 4例，另外 4例正在救治之中。 

 

新增的二例病例情况如下： 

患者周某，男，74岁，上海人，务农。 

患者 3 月 28 日自觉乏力、气促、发热，于 3 月 31 日前往奉贤区中医医院就诊，4 月 5 日转入华东医院就

诊，诊断为重症肺炎，正在积极治疗中。 

4月 6日上午，经上海市疾病预防控制中心实验室检测结果为 H7N9禽流感病毒核酸阳性。 

按照有关要求，上海市卫生和计划生育委员会组织市级临床专家组对该病例进行讨论，专家依据病例的临

床表现、实验室检测和流行病学调查资料，诊断该病例为人感染 H7N9禽流感确诊病例。经调查，该病例的密

切接触者共有 5人，截止到目前均未发现异常。 

 

患者杨某，男，66岁，上海人，退休人员。 

患者 3月 29日出现畏寒不适症状， 

于 4月 2日前往第十人民医院就诊，诊断为急性上呼吸道感染，给予对症治疗。 

4月 4日患者因症状无缓解，并出现咳嗽、发热症状，再次前往第十人民医院就诊，诊断为左下肺炎。 

4月 6日上午，经上海市疾病预防控制中心实验室检测结果为 H7N9禽流感病毒核酸阳性。 

按照有关要求，上海市卫生和计划生育委员会组织市级临床专家组对该病例进行讨论，专家依据病例的临

床表现、实验室检测和流行病学调查资料，诊断该病例为人感染 H7N9禽流感确诊病例。患者病情稳定，正在

积极治疗中。经调查，该病例的密切接触者共有 6人，截止到目前均未发现异常。 



 

上海、南京暂停所有活禽交易 

上海市 6 日起全面暂停活禽交易、暂时关闭所有活禽交易市场。目前，该市 3 家定点活禽批发市场已全部

暂时停止活禽交易活动，并认真进行了清理、消毒、封闭处理。据对全市 17个区县联系确认，全市 461家活

禽定点零售点已从 6 日起全部暂时停止活禽交易活动。市商务委已确定三家活禽屠宰场，日屠宰能力达 1 万

羽。 

同时，上海加强市境道口动物检疫监管，全面禁止外来活禽进入本市。6 日该市指定市境公路道口未发现

外来活禽车辆进沪。 

上海市工商部门加强监督检查，落实 24 小时应急值守人员，确保活禽交易全部暂停，保障市民消费安全。

截至 6 日，已取缔各类马路市场活禽交易点 84 个，取缔无照经营户 1 户，责令改正 18 户，查获活水禽 486

只，查获野生鸟类 9 只，接受消费者投诉举报 2 件。市食药监部门也对餐饮单位开展专项监督检查，检查情

况未见异常。 

上海市教委制定并下发了《关于进一步做好人感染 H7N9禽流感疫情防控工作的紧急通知》和《人感染 H7N9

禽流感防治知识》宣传资料，召开全市学校防控工作专题会议，部署全市学校人感染 H7N9禽流感疫情防控工

作，要求各区县教育部门和各级各类学校加强健康教育，落实重点防控措施，加强防控知识宣传，提高学生

的自我保护意识和防病能力，切实保障学生健康安全。 

此外，南京市政府也决定，从 4 月 6 日起暂停三家主要家禽批发交易市场的家禽交易，关闭江宁区东新农

贸市场活禽交易区，对家禽市场进行全方位的消毒管理；暂停市外家禽进入南京市场；对市区大型家禽养殖

场、鸽子养殖等加强防疫管理工作。同时，加强信息报送，坚持各区一日一报。 

 

(原标题：全国报告 18例人感染 H7N9禽流感确诊病例 6人死亡) 
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