
20140218A 広東省計生委：H7N9 鳥フル 9 人が治癒退院（鳳凰資訊） 

Translated on Feb. 20, 2014 

English Translation added on Mar. 31, 2018 

 
広東省計生委： H7N9鳥フル 9人が治癒して退院 
广东省计生委 www.gdwst.gov.cn 2014-02-18 13:42:40 省卫生计生委 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

広東省衛生計生委は、2月 18日、同省のヒト感染 H7N9鳥インフルエンザ確診患者 9名が治癒して退院

したと発表した。 

広州市で 1 月 11 日に確診された潘 ＊さん（FT#165: 29 歳 男性）、 1 月 16 日に確診された傅 ＊さん

（FT#187：59歳 男性）、 深圳市で 1月 15日に確診された王 ＊さん（FT#181：55歳 男性）、 1月 27日

に確診された蔡 ＊さん（FT#259：41 歳 女性）、 仏山市で 1 月 16 日に確診された万 ＊さん（FT#188：

76歳 女性）、 肇慶市で 1月 30日に確診された孔 ＊さん（FT#274：28歳 男性）、 2月 6日に確診された

林＊さん（FT#323：62 歳男性）、2 月 11 日に確診された黄＊さん（FT#339：8 歳男性）、中山市で 2 月 2

日に確診された梁 ＊さん（FT#289:2歳半女性）の 9名が過日退院した。（退院した患者さんたちの中には

危篤状態からの退院者も含まれています） 

 

広東省では、 『患者に集中・専門家の集中・リソースの集中・治療に集中』の原則を堅持し、『早期発

見 ・ 早期報告 ・ 早期診断 ・ 早期治療』を着実に推進し、疑い患者に対しては早めに達菲などノイラ

ミニダーゼ抑制剤を投与して重症化率と死亡率を低減させている。 重症患者や危篤患者には総合的な治療

措置をとり、 治療成功率を挙げ、 病死率を下げている。 

市民においては、 発熱のインフルエンザ様症状が現れた場合には早めに医院にかかり診察を受け 、も

し発症前に生きている家禽を殺したり、 活禽マーケットに行ったりしたことがあるなどの事実などをまず

医師に伝え、 速やかに薬の服用をすることが必要である。 

 

 

http://www.gdwst.gov.cn/a/zwxw/2014021811333.html 

オリジナルの省衛計委の URL が削除され見当たらなかったので、この原記事と同じ内容の URL を本日

（2018年 03月 31日）見つけました。この点では、中国メディアのコピペ体質に感謝：苦笑 

As the original URL has deleted and is not existing anymore, I found the same news URL today (March 31, 2018). I 

have to say thanks to the Chinese mass media which has the habitudes of copy & past culture. 

http://news.ifeng.com/gundong/detail_2014_02/19/33954016_0.shtml 

 

9 cases of H7N9 Avian Influenza in our province were cured and discharged 
Family Planning Commission of Guangdong Province www.gdwst.gov.cn 2014-02-18 13:42:40

 Provincial Health and Family Planning Commission 

Phoenix News news.ifeng.com 2014-02-19 08:17 Source: Nanfang Daily 

 

The Health and Family Planning Commission of Guangdong Province reported on February 18, 2019, that nine 

diagnosed cases of human infection with H7N9 avian influenza in Guangdong Province were cured and discharged. 

 

Cases cured and discharged are as follows;  

in Guangzhou City:   

Mr. Pan (FT#165), diagnosed on January 11 

Mr. Fu (FT#187), diagnosed on January 16 

in Shenzhen City:   

Mr. Wang (FT#181), diagnosed on January 15 

Ms. Cai (FT#259), diagnosed on January 27 

in Foshan City:   

Ms. Wan (FT#188), diagnosed on January 16 

in Zhaoqing City: 

Mr. Kong (FT#274), diagnosed on January 30 

Mr. Lin (FT#323), diagnosed on February 6 

Mr. Huang (FT#339), diagnosed on February 11 

 

http://www.gdwst.gov.cn/a/zwxw/2014021811333.html


in Zhongshan City: 

Ms. Liang (FT#274), diagnosed on February 2 

(Miyamoto’s note: the case who has been in critical condition is included here) 

 

Since the first case reported in Huizhou in August 2013, as of February 18, a total of 69 cases have been reported 

in our province, of which 36 have been cured and 14 have died. At present, there are 19 cases still in hospitals for 

treatment, of which 10 cases are critical and 9 cases are stable. 

Our province, holding the principle of “concentrating patients, concentrating experts, concentrating resources, and 

concentrated treatment”, and earnestly performs “early discovery, early reporting, early diagnosis, and early 

treatment”. Early use of neuraminidase inhibitors such as oseltamivir phosphate for suspected cases will reduce 

severe case and death; comprehensive treatment measures are taken for severe and critical cases to increase rescue 

success rate and reduce mortality. 

 

When the public have fever of flu-like symptoms, they should go to the hospital as soon as possible. Should have 

any history of slaughtering live poultry and/or a history of going to live poultry markets, they should tell the doctor as 

soon as possible in order to use the medicine promptly. 

 

 

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

我省 9 例人感染 H7N9 禽流感确诊病例治愈出院 
广东省计生委 www.gdwst.gov.cn 2014-02-18 13:42:40 省卫生计生委 

凤凰网 news.ifeng.com 2014-02-19 08:17 来源： 南方日报 
--------------------------------------------------------------------------------  

广东省卫生计生委 2 月 18日通报，我省 9 例人感染 H7N9 禽流感确诊病例治愈出院。  

广州市 1 月 11 日确诊的病例（FT#165）潘某、1 月 16 日确诊的病例（FT#187）傅某，深圳市 1 月 15 日确诊

的病例（FT#181）王某、1 月 27 日确诊的病例（FT#259）蔡某，佛山市 1 月 16 日确诊的病例（FT#188）万某，

肇庆市 1 月 30 日确诊的病例（FT#274）孔某、2 月 6 日确诊的病例（FT#323）林某、2 月 11 日确诊的病例（FT#339）

黄某，中山市 2 月 2 日确诊的病例（FT#289）梁某 9 例病例近日均治愈出院。  

自 2013 年 8 月惠州报告首例病例以来，截至 2 月 18 日，我省共报告 69 例病例，已治愈 36 例，死亡 14 例。目

前在医院治疗的病例有 19 例，其中危重 10 例，稳定 9 例。  

我省坚持“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的原则，认真做好“早发现、早报告、早诊断、早治疗”，

对疑似病例及早使用磷酸奥司他韦等神经氨酸酶抑制剂，降低重症和死亡；对重症、危重病例采取综合治疗措施，

提高抢救成功率，降低病死率。  

市民出现发热的流感样症状时，要及早到医院就诊，如发病前有宰杀活禽、到过活禽市场的病史要及早告诉医生，

以便及时用药。 
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