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H5N6 致命率 7割 台湾隣国旅行に注意報 
中时电子报 www.chinatimes.com 2017-11-21 16:20 中时 陈志祥 

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

致命率 7割の H5N6 型インフルエンザを軽んじてはいけない！ 中国大陸の国家衛生計生委は昨日 H5N6

インフルエンザ患者 1名が新たに増えたと発表したが、これは、今回流行期（2017年 10月まで）における

第 1例（初発患者）となっている。 鳥インフルエンザ予防のためにも、「5つのMust、6つの Don’t」の原

則を遵守することが重要だ。 

台湾の隣国である日本や韓国では、11 月から相次ぎ高病原性 H5N6が検出されている。うち、西日本に

ある島根県松江市の湖（宮本注：宍道湖）のほとりで発見された野鳥のサンプル 

4 サンプルから H5N6 が検出されているが、韓国でも 11 月 19 日に全羅北道南部にある高敞郡のアヒル

養殖場 1か所で H5N6 高病原性鳥インフルエンザウィルスが検出されたと発表している。 

更に、中国大陸でも H5N6 型インフルエンザ患者 1 名が新たに見つかったと発表した。 患者は、 広西

チワン族自治区貴港市の 33 歳男性で、発症前には活禽および活禽市場への暴露歴があり、11 月 7 日に発

症、11月 12日に入院治療となったが、現在は重体。 

2014 年からこれまで、全世界では 18 人の H5N6 患者が見つかっているが、全てが中国大陸のものであ

り、広東省が 6名と最多であり、それ以外は、湖南省や雲南省、広西チワン族自治区、四川省、安徽省、江

西省、湖北省などに分布している； うち、12 例が死亡しており、致命率は 70％となっている； また、7

割の患者が 20歳から 49歳の間にある； 8割以上の人が鳥類や活禽市場への暴露歴を有している。 

他方、インフルエンザシーズンながら今期は一人の H7N9 患者もまだ出ておらず、上期（2016年 10月～

2017年 9月）の累計患者数は 766例となっており、患者数は暦年ベースではこれまでの最多にあり且つ分

布範囲も最広範に及んでいる； 既にヒト感染高病原性 H7N9 患者は 28 人が既に発表されている（下線は

宮本）が、広西、広東、湖南、陝西及び河北省にまたがっている。 

鳥インフルエンザや新型の A 型インフルエンザの予防には、『5 つの Must と 6 つの Don’t』の原則を機

プすることだ。 『5つのMust』とは、鶏肉やたまごによく火を通して食べること、石鹸を使って徹底的に

手を洗うこと、症状が現れた場合にはマスクをして直ちに職業や暴露歴を告げること、そして、身体を鍛

錬することなどを含み、『6 つの Don’t』には、鳥のタマゴ類や製品を生で食べないこと、密輸をしないこ

と、販売経路の不明な鳥肉類を購入しないこと、渡り鳥に接触或いはそれら鳥類を接触しないことが含ま

れている。 

（中時） 

 

http://www.chinatimes.com/cn/realtimenews/20171121004405-260405 

 

 

Avian flu CFR reached 70% Travelers’ alarm to Taiwan's neighboring countries 
China Times www.chinatimes.com 2017-11-21 16:20 ChinaTimes Chen Zhixiang 

 

Do not ignore H5N6 avian influenza of which CFR is 70%! Mainland China's State Commission of Health and 

Family Planning announced yesterday an additional case of H5N6 influenza, which is the first case of the current 

epidemic season (from October 2017 to date), to prevent avian flu and new type A influenza, follow the "5 Musts and 

6 Don’ts" principle. 

Japan and South Korea near Taiwan have detected H5N6 highly pathogenic avian influenza virus in poultry since 

November, among the dead wild bird samples along the lake in Matsue city in Shimane Prefecture, located at western 

Japan, four types were detected as H5N6; On November 19, South Korean officials announced the detection of a H5N6 

highly pathogenic avian influenza virus at a meat duck farm in Gochang County, southwestern Jeolla Province. 

In addition, mainland China announced an additional case of H5N6 influenza, the patient was a 33-year-old male 

from Guigang City, Guangxi Zhuang Autonomous Region. Before the onset of illness, he had contact with live poultry 

and live poultry market, on November 7 onset, November 12 hospitalization, the current serious condition. 

Since 2014, 18 cases(*) of H5N6 influenza in the world have been found in all of China and Guangdong Province, 

and the rest are distributed in Hunan, Yunnan, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sichuan Province, Anhui Province, 

Jiangxi Province and Hubei Province, of these, 12 died and the lethal rate was 70%, while more than 70% of cases are 

from 20 to 49 years old; over 80% have a history of exposure to poultry or live poultry markets. 

http://www.chinatimes.com/cn/realtimenews/20171121004405-260405


(Miyamoto’s note: Although this media is reporting “18” the number of the cases, FIC and the CHP reported as 17.) 

In addition, though it is in the current epidemic season now, there are no human cases of human H7N9 influenza in 

the world. During the last one year (from October 2016 to September 2017), a total of 766 cases was found which is 

the highest number of cases and the widest distribution; 28 cases of human infection with highly pathogenic H7N9 
avian influenza have been reported in Guangxi, Guangdong, Hunan, Shaanxi and Hebei provinces already. 

 

To prevent avian flu and new type A influenza, we should abide by the "5 Musts and 6 Don’ts" principle, 

"5 Musts" means; 

Poultry and eggs should be cooked well, Wash your hands thoroughly with soap. and If symptoms should apear, 

immediately go to medical institutions for treatment wearing a mask and inform doctors your occupation, contact 

history, and keep appropriate exercises. 

"6 Don’ts" includes; 

Do not eat raw poultry eggs or its products, does not smuggle or buy food of unidentified poultry meat, and do not 

touch or feed migratory birds. 

 

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

禽流感致死率达 7 成 台湾邻国旅游拉警报 
中时电子报 www.chinatimes.com 2017-11-21 16:20 中时 陈志祥 
-------------------------------------------------------------------------------- 

致死率 7 成的 H5N6 流感不可轻忽！中国大陆国家卫生和计画生育委员会昨天公布新增 1 例 H5N6 流感病例，这

是目前流行季节（2017 年 10 月迄今）的第 1 例，防范禽流感与新型 A 型流感，应要遵守「5 要 6 不」原则。 

邻近台湾的日本、韩国自 11 月陆续在禽类检出 H5N6 高病原性禽流感病毒，其中日本西部岛根县松江市沿湖的死

亡野鸟样本，检出 4 件型别为 H5N6；韩国官方于 11 月 19 日公布全罗北道西南部高敞郡一处肉鸭场检出 H5N6高病

原性禽流感病毒。 

再者，中国大陆公布新增 1 例 H5N6 流感病例，患者为广西壮族自治区贵港市 33 岁男性，发病前曾接触活禽及曾

至活禽市场，11 月 7 日发病，11 月 12 日住院治疗，目前病况严重。 

2014 年迄今，全球累计 18 例 H5N6 流感，全在中国大陆，广东省 6 例为多，其余分布于湖南省、云南省、广西

壮族自治区、四川省、安徽省、江西省、湖北省等；其中有 12 例死亡，致死率 70％；而逾 7 成个案为 20 至 49 岁；

逾 8 成具有禽类或活禽市场暴露史。 

此外，目前的流行季节全球尚无人类 H7N9 流感病例，上季（2016 年 10 月迄至 2017 年 9 月）累计 766 例，病例

数为歷年最高且分布范围最广；已公布 28 例人类感染高病原性 H7N9 流感案例，分布于广西、广东、湖南、陕西及

河北省。 

防范禽流感与新型 A 型流感，应遵守「5 要 6 不」原则，「5 要」是禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出现症

状，要戴口罩速就医并告知职业、接触史与适当运动等；「6 不」包括不生食禽鸟蛋类或制品、不走私及购买来路不

明禽鸟肉品、不接触或喂食候鸟及禽鸟等。 

(中時) 
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