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中国ネット 5 月 15 日訊   

湖南省衛生庁の公式サイトで、5 月 15 日、同省初のヒト感染 H7N9 鳥インフルエンザ患者が 20 日余りの

全力での治療の甲斐なく、多臓器機能不全により 5 月 14 日 8 月 51 分に死亡したと発表された。 

情報によると、5 月 7 日から 5 月 14 日 18 時までの一週間、湖南省では H7N9 鳥インフルエンザの確診

患者は発生していない。 

これまでに、湖南省では 4 名の感染報告があるが、そのうち 2 名が湖南省以外からの輸入患者であり、2

名が同省の患者となる。 外省輸入患者中、1 名（上海患者: FT#76）が回復、1 名（江西省の患者： FT#122）

が死亡している。 湖南省で確定診断された患者 2 名中、省初の患者 (FT#121) 管さんは多臓器不全により

亡くなり、もう 1 名の趙さん (FT#129) については全力で治療中だ。 湖南省のヒト感染 H7N9 鳥インフル

エンザ予防制御措置、緊急対応準備策が秩序正しくとられている。 

 

http://news.china.com.cn/txt/2013-05/15/content_28829660.htm 

 

Hunan’s first case of H7N9 avian influenza Died: No new cases added 
News Center - China Net news.china.com.cn  2013-05-15 

 

China Net May 15, 2013 

Hunan Provincial Health Department official website, on May 15, 2013, authoritative released, Hunan’s first case 

of H7N9 avian influenza has died of multiple organ failure at 8:51 on May 14, 2013 after more than 20 days of 

treatment. 

 

It is reported that May 7 to May 14 at 18 o'clock, Hunan province found no new case of H7N9 avian influenza. 

 

Up to now, Hunan province reported a total of 4 H7N9 avian influenza cases confirmed, of which 2 cases are 

imported cases from other provinces, only 2 cases are of the province. One (1) case (Shanghai case: FT#76) are cured 

and another one (1) case (Jiangxi case: FT#122) has died. Among two (2) confirmed cases in the province, the first 

case (FT#121) Ms. Guan died due to multiple organ failure; another case (FT#129) Mr. Zhao is still under treatment. 

Hunan’s prevention and control measures for H7N9 avian influenza and Emergency Preparation works are still on 

going in good order. 
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湖南首例人感染 H7N9 禽流感病例死亡 无新增病例 
新闻中心-中国网 news.china.com.cn  2013-05-15  

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

中国网 5 月 15 日讯 

湖南省卫生厅官网 5 月 15 日权威发布，湖南省首例人感染 H7N9 禽流感病例经 20 余天全力救治，终因多器官功

能衰竭于 5 月 14 日 8 时 51分死亡。 

据悉，5 月 7 日至 5 月 14 日 18 时，湖南无新增人感染 H7N9 禽流感确诊病例。 

截止目前，湖南共报告 4 例人感染 H7N9 禽流感确诊病例，其中 2 例为外省输入性病例，2 例为本省病例。外省

输入性病例中，1 例(上海病例: (FT#76))恢复健康，1 例(江西病例： (FT#122))死亡。本省的 2 例确诊病例中，

首例病例 (FT#121) 管某因多器官衰竭不幸去世，另一病例 (FT#129) 赵某仍在全力救治中。湖南人感染 H7N9 禽

流感各项防控措施及应急准备工作正继续有序进行。 
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