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

世界初の H7N4鳥インフルエンザへの感染患者が大陸で発見された！ 

衛生福利部は、先月から肺炎患者として入院していた江蘇省常州市の 68 歳女性が、分析の結果、H7N4

に感染していることが見つかり、ほぼ鳥からヒトへの感染であろうと評価されるも、ヒトヒト感染の状況

は出ていないという通知を今夜受け取った。衛生福利部は、当該ウィルスには抗ウィルス製剤は存在して

おらず、わが国はモニタリングとその遺伝子配列の分析を継続しているが、市民には大陸では活禽には接

触しないように、また、鳥類のタマゴなどを生食せぬようにと強調している。 

衛生福利部疾病管署の荘人祥副署長は、この鳥インフルエンザウィルス H7N4 は、低病原性のため、鳥

類の大量死はこれまで無かったが、そのためにこれまでは見つかっておらず、ウィルスの遺伝子配列を分

析して初めて確認されたもので、大陸側によると、今回発症した患者は、鳥からヒトへの感染で間違いな

いとされている。 

発症した 68歳女性は江蘇省常州市に在住しており、昨年 12月 25日に咳、全身の倦怠感、筋肉痛などの

症状が現れ、発症前に活禽との接触があった。 また、01 月 01日に肺炎のため、入院治療を受けていた； 

彼女は、1月 22日に治癒退院をしてはいるが、ウィルスの遺伝子配列の分析により、感染していたのが

H7N4型の鳥インフルエンザであり、これにより世界初症例となったが、大陸ではその濃厚接触者のトレー

シングをしている。これまでにはほかの患者が現れておらず、ヒトヒト感染を示す状況は見られていない。

江蘇省地区に対するわが国の渡航感染症危険情報については、第二レベルの「警示（Alert）」が維持されて

いる。 

データによると、これまでに鳥インフルエンザの原因となった最も多くのものは H7N9 だが、2013年か

らこれまでに 6つの波（宮本注： 散発的に 3人しか見つかっていないので『波』とまでは言えない気もし

ますが）が一定の規模で現れ、累計 1567人の患者が見つかっており、昨年 09月 27日までに 612人が死亡

している。大陸では冬入り後合計 3名が見つかっており、うち 1名が死亡している。 

宮本から補足：FAOは 2017 年 12月 19日時点で、発症者 1623人、死者 620人と発表、さらに 2月 13日

時点で発症者 1625 人、死者 621 人と発表していますが、どうも台湾当局は FAO の発表データを排除して

いるようです。 FluTrackers では、突然増えている患者を反映して FAO と総合計が合うようにしていま

す。 

荘人祥副署長は、H7N9も含めて、これまでに世界では何種類かのヒトに感染する鳥インフルエンザウィ

ルスが存在しており、わが国もまた、2013年に、世界初の H6N1鳥インフルエンザの患者が見つかってい

るがこれまでに見つかったのは僅か 1名だけであると指摘； 彼はまた、今回の H7N4発見が、将来極めて

感染し易い H7N9 のようになるのか、ただ一名の H6N1 感染だけに終わるのか、何とも言えないが、この

ウィルスには抗ウィルス製剤が無いために。我が国は緊密なモニタリングを継続すると同時に遺伝子配列

の分析を行ってゆくと強調した。 

多くの人が大陸に旅行する春節を目前に、荘人祥副署長は、人々に『5つの Yes、6つの No』を遵守しよ

うと呼びかけている：  

１） 鳥肉やタマゴは十分に加熱してから食用すること、 

２） 石鹸を使い徹底的に手洗いをすること、 

３） 症状が現れた場合には、マスクをして直ちに病院を受診し、職業と接触歴を告げること、 

４） 鳥類と長時間接触する人はインフルエンザワクチンを接種すること、 

５） 食のバランスを取り、適度な運動をすること、 

及び 

１） 生で鳥類の肉やタマゴ、その製品を食用しないこと 

２） 密輸をしない、仕入れ先不明の鳥肉製品を購入しないこと、 

３） 渡り鳥や鳥類には接触をしない、エサやりをしないこと、 

４） 鳥を野に放たない、捨てないこと、 

５） 飼育している鳥類とその他の家畜を同じ場所におかないこと 

６） 空気の流れが悪い場所や人込みには行かないこと。 
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Shock! The world's first infection with H7N9 avian flu: Jiangsu Wuman 
China Times OnLINE www.chinatimes.com 2018-02-14 22:44 ChinaTimes: Ni Hao Lun 

 

The world's first human case of "H7N4 avian flu" was found in mainland China! Ministry of Health and Welfare 

(MOHW) received a notice that a 68-year-old woman from Changzhou city in Jiangsu Province, was hospitalized with 

pneumonia last month and was found to be infected with H7N4. After the assessment, this should be bird-to-human 

transmission and there is no human-to-human infection at present. MOHW stressed that for the virus, there is no 

antiviral drug(s) yet, currently, Taiwan will continue to monitor and analyze the sequence of the virus genes. And 

MOHW reminded people not to contact with live poultry, never eat raw bird’s meat and/or egg(s) in raw if they visit 

the land.  

Zhuang Renxiang, deputy director of the Department of Disease Control and Prevention of MOHW, said: this avian 

flu virus H7N4, due to its low pathogenicity, has not caused large-scale birds death, therefore, it has not been detected 

in the past. This time, as a result of the confirmation of a human infection for the first time, and as was made a virus 

sequence analysis, infection this time was revealed that the incident should indeed be infected by the poultry the 

according to the mainland side’s assessment. 

The 68-year-old woman living in Changzhou City, Jiangsu Province, has started cough, weakness, muscle soreness 

and other symptoms on December 25 last year, had contact with live poultry before the onset, and hospitalized on the 

1st of January due to pneumonia; Although she was discharged on the 22nd of the same month, through virus sequence 

analysis she was diagnosed to be infected with the H7N4 avian flu, she became the first case in the world. Mainland 

China is tracing her close contacts, there are no other cases that represent the human-to-human infection yet so far. Our 

country still maintains the second-level "Alert" for the tourism epidemic in Jiangsu Province. 

Statistics show that, at present, the most likely cause of avian flu is H7N9. A total of 6 6 wave cases of bird flu have 

been reported in 2013, up to 1,567 cases. As of September 27, last year, a total of 612 deaths were reported, since the 

winter of the mainland this winter, a total of 3 cases have also been reported, of which 1 died. 

Including H7N9, there are currently several avian flu viruses that can cause human infection with avian flu in the 

world. In 2013, Taiwan also witnessed the first case of H5N1 bird flu in the world, but so far only one case has been 

reported. He stressed: the H7N4 case, whether it will be developed to easily infected H7N9, or only 1 case of H6N1 

development, there is no conclusion, however, there is not yet any antiviral drug for this virus, and our country will 

continue to closely monitor and analyze its gene sequence. 

 

Spring Festival approaching, many people will travel to land, Zhuang Renxiang remind people to follow the "5 Yeses 

and 6 Nos": 

1) Birds meat(s) and eggs should be well cooked,  

2) Wash your hands thoroughly with soap,  

3) If symptom(s) should appear, wear a mask and immediately seek for medical treatment and inform your 

occupation and exposure history,  

4) people who has long-term contact with birds should be vaccinated against influenza, 

5) Keep balanced diet and proper exercise; 

and 

1) Do not eat raw bird meat(s) and eggs or its products, 

2) Do not smuggle and purchase any poultry meat of unknown-channel  

3) Do not touch or feed migratory bird(s), 

4) Do not let a bird(s) to the wild and/or abandon a bird(s), 

5) Do not mix your livestock(s) and other birds, 

6) Do not go to the bad air-flow or crowded place(s). 
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驚！全球首例 江蘇婦人感染新型禽流感 H7N4 
中时电子报 www.chinatimes.com 2018-02-14 22:44 中时 倪浩倫 
-------------------------------------------------------------------------------- 

大陸出現全球首例人類感染「禽流感 H7N4」個案！衛福部今晚接獲通知，大陸有名 68 歲的江蘇省常州市女性，

上月因肺炎住院，經分析發現是感染 H7N4，評估應為禽傳人，尚未出現人傳人的情形；衛福部強調，該病毒目前尚

http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180214004133-260405


未有抗病毒藥物，我國會持續監測、並分析其病毒基因序列，提醒民眾赴陸勿接觸活禽、勿生食禽鳥蛋類食品。 

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，H7N4 這支禽流感病毒，因屬於低病原性、未出現過大規模禽類死亡，所以過去

從未被偵測出來，這次是因有人發病，才首次經病毒序列分析發現，大陸方面評估，此次發病的個案，應確實是遭

禽類傳染。 

發病的 68歲、住江蘇省常州市的女性，去年 12月 25日出現咳嗽、無力、肌肉酸痛等症狀，發病前曾接觸過活

禽，並於上月 1日因肺炎住院治療；她雖在同月 22日痊癒出院，但透過病毒序列分析發現，感染的是禽流感 H7N4，

為全球首例，大陸就其密切接觸者進行追蹤，至今沒有其他病例、代表尚未有人傳人的情況出現，而我國對江蘇省

的旅遊疫情，目前仍維持第二級「警示（Alert）」。 

統計顯示，目前最容易造成禽傳人的禽流感為 H7N9，2013 年至今共出現 6 波一定規模的疫情，累計 1567 例病

例，截至去年 9月 27日，共造成 612人死亡，大陸本季入冬以來，也累計 3例，當中有 1人死亡。 

莊人祥說，包括 H7N9在內，目前全球有數種會禽傳人的禽流感病毒，我國也在 2013年時，出現過全球首例感染

H6N1禽流感的個案，但至今也僅 1例；他強調，此次的 H7N4個案，未來會朝容易傳染的 H7N9、還是僅 1例的 H6N1

發展，尚無定論，但該病毒尚未有抗病毒藥物，我國將持續密切監測、並分析其基因序列。 

春節到來，不少國人會赴陸旅遊，莊人祥提醒，民眾務必遵循「5 要 6 不」：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗

手、出現症狀要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；

以及不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、

不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。 
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