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1 月 27 日 12 時までに、浙江省では 2014 年度のヒト感染 H7N9 鳥インフルエンザ累計患者数は既に 49

名に上り、確診患者数は既に昨年の浙江省発症者の 46 名を上回っている。専門家は、現在 H7N9 鳥インフ

ルエンザウィルスは外部環境中に遍く存在しており、予防管理の情勢は十分に厳しいものがあるとしてい

る。 

この他、昨年後半には浙江省で、限定的で非継続的なヒトヒト感染患者も現れていた。 

記者は、27 日、浙江省ヒト感染 H7N9 鳥インフルエンザ連合予防連合制御機構弁公室から確認したとこ

ろでは、既に確診された 49 名の患者のうち 12 名が死亡、1 名が治癒退院しており、残り 36 名が現在入院

中だということを聴いた。死亡比率は浙江省の昨年よりも上昇している。（宮本注：浙江省衛生庁は、これ

までの死亡者については発症者リストの FT#167 の浙江諸暨人の李さん 75 歳女性しか発表されておらず、

それ以外の 11 人についての公表を伏せていたことがここで判明したことになります! ） 

 

最近の流行状況から、下記のような特徴が見えてくる： 

一、患者の発生地区がさらに拡大していること。 患者新発の県（市、区）が絶えず現れており、蔓延の趨

勢を呈している。 統計によれば、患者は、杭州や寧波、商工、湖州、台州、嘉興、金華、温州など 8

地市 24 県（市、区）に分布しており、うち 41 人には鳥類との接触歴があった。 

二、農村地区の患者比率が増加の趨勢にある。 最近 2 週間をみると、患者数が 2 名を超えた県（市、区）

は蕭山区、濱江区、余杭区、鄞州区、慈渓市、越城区、柯橋区、諸暨市、徳清県、呉興区、椒江区等

11 地区で、その大多数は農村地区に存在していること。 

三、発症者グループが若年化する傾向にあること。 

四、基礎疾患のない患者が増加していること。 

五、患者の暴露歴は、「生きた家禽」か「生きた家禽マーケット」が主流であること。 

 

この他、既に浙江では限定的で非持続的なヒトヒト感染の患者が現れている。 専門家は、これまでの研

究からみればこれは特殊なケースで、限定的で非持続的なヒトヒト感染であり、ウィルス変異の状況から

見れば、未だに連続的なヒトヒト感染の現象は表れておらず、国民がパニックに陥る必要はないという。

（これについても情報が伏せられている。 発生は昨年後半期ということから意図的な情報封鎖か!） 

衛生専門家は、ヒト感染 H7N9 鳥インフルエンザの予防には、手洗いの励行や鍛錬に努めること；鳥の

いるような場所に行く場合には必ずマスクをすること； 活禽との接触は極力避け、『殺白』された鳥類や

鳥類産品購入を避けることだと語る。 

杭州市の張鴻銘市長は、新華社記者に対し、杭州が今、活禽交易市場を永久閉鎖し、全鳥類製品をコー

ルドチェーンにより提供するようにすることを計画中であると語った。（昨夜 19 時の NHK の報道を見て

も判るように、正式に交易市場が全面閉鎖となったとしても、習近平政府が 1 銭の補償もしないことに不

満を持つものが多くいる筈で今後も闇で販売するものが後を絶たないと思われる。 政府側と販売業者のイ

タチごっこは続くとみられ、その場合、鳥インフルエンザウィルスは闇市場から拡散するリスクは高い。） 

 

http://www.flu.org.cn/scn/news-17516.html 

 

 

China: Zhejiang 12 cases died of H7N9 avian flu: limited non-continuous 
human-to-human infection has occurred 
Global Influenza Information Network kickingbird www.flu.org.cn 2014-01-27 22:43 Source: 

Xinhua Net 

 

As at 12:00 on January 27, in 2014, 49 cases of H7N9 avian flu were diagnosed in Zhejiang Province, and the 

number of diagnosed cases exceeded the number of last spring (46 cases) in Zhejiang. Experts said that currently the 

H7N9 avian flu virus is widespread in the external environment and the prevention and control situation becomes 

http://www.flu.org.cn/scn/news-17516.html


very serious. 

In addition, in the second half of last year, there were also some cases of non-continuous human-to-human 

transmission in Zhejiang. 

On January 27, reporter from the Zhejiang Provincial Office of H7N9 Prevention and Control of Avian Influenza 

Jointly Controlled Mechanism learned that 12 of the 49 patients who have been diagnosed were dead and one was 

cured and discharged. There are 36 hospitalized patients now. The proportion of death compared with Zhejiang last 

year, there is an upward trend. 

From the recent outbreak, it shows the following characteristics: First, the area of occurrence of cases further 

expanded. Emerging counties (cities, districts) continuously increasing, showing the trend of spread. According to 

statistics, patients are distributed in 8 cities of 24 counties (cities and districts) such as Hangzhou, Ningbo, Shaoxing, 

Huzhou, Taizhou, Jiaxing, Jinhua and Wenzhou, of which 41 have history of bird contact. Second, the proportion of 

cases in rural areas has an increasing trend. In the recent 2 weeks, the following 11 county (city, district) such as 

Xiaoshan District, Binjiang District, Yuhang District, Yinzhou District, Cixi City, Yuecheng District, Keqiao District, 

Zhuji City, Deqing County, Wuxing District, Jiaojiang District reported more than two cases, they are mostly in rural 

areas. Third, the incidence is increasing in younger peoples. Fourth, there are more cases of non-basic diseases. Fifth, 

the history of exposure is mainly contacting to the live poultry or live poultry market. 

In addition, Zhejiang has found limited cases of non-continuous human-to-human transmission. Experts said that 

from the current study, this particular case showed only limited non-continuous transmission of human-to-human 

infection, from the perspective of the virus mutation, the phenomenon of universal human-to-human transmission has 

not yet appeared, the public do not need to get panic. 

Health experts advise the public in order to prevent human infection with H7N9 bird flu, to wash your hands and 

work hard; to wear masks if go to the poultry related places; try to avoid touching live poultry and buy "killed-white" 

poultry or poultry products. 

And Zhang Hongming, mayor of Hangzhou city, also confirmed to Xinhua News Agency’s reporter that policies 

are being brewed in Hangzhou, permanent closure of live poultry markets and the implementation of all the supplying 

poultry products should be cold chain supply. 
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中国：浙江 12 人感染 H7N9 禽流感死亡 出现有限的非持续的人传人病例 
全球流感资讯网 kickingbird www.flu.org.cn 2014-01-27 22:43 来源：新华网 

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

截至 1 月 27 日 12 时，2014年度浙江已累计确诊人感染 H7N9 禽流感病例 49 例，确诊人数已超过去年春季浙江

46 例的数量。专家表示，目前 H7N9 禽流感病毒在外环境中普遍存在，防控形势十分严峻。   

此外，去年下半年，浙江还出现了有限的非持续的人传人病例。   

记者 27 日从浙江省人感染 H7N9 禽流感联防联控机制办公室获悉，在已确诊的这 49 例患者中，有 12 例死亡，1

例治愈出院，现住院 36 例。死亡比例相比浙江去年有上升趋势。   

从近期的疫情看，表现出如下特点：一是病例的发生地区进一步扩大。新发病县（市、区）不断出现，呈蔓延趋

势。据统计，患者分布在杭州、宁波、绍兴、湖州、台州、嘉兴、金华、温州等 8 个地市的 24 个县（市、区），其

中 41 例有禽类接触史。二是农村地区病例的比例有增加趋势。最近 2 周内，病例数超过 2 例的县（市、区）有萧

山区、滨江区、余杭区、鄞州区、慈溪市、越城区、柯桥区、诸暨市、德清县、吴兴区、椒江区等 11 个，大多都

在农村地区。三是发病人群有年轻化趋势。四是无基础性疾病的病例增多。五是病例暴露史以活禽或活禽市场暴露

为主。 

此外，浙江已发现出现有限的非持续的人传人病例。专家表示，从目前研究看，这一特殊病例仅表现出有限的非

持续的人传人，从病毒变异情况看，尚未出现普遍的人传人现象，公众不必过于恐慌。   

卫生专家提醒公众，预防人感染 H7N9 禽流感要多洗手、勤锻炼；去涉禽场所要戴口罩；尽量避免接触活禽，购

买“杀白”禽类或禽类制品。   

而杭州市市长张鸿铭也向新华社记者证实，杭州市正酝酿出台政策，永久关闭活禽交易市场，实行禽类制品的全

冷链供应。  

 

相关链接 
http://news.xinhuanet.com/local/2014-01/27/c_119157739.htm 
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