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H7N9 鳥フル 大陸広東、浙江、湖南、江蘇で新たに患者 10 名死亡 2 名 
～指揮中心は医師のアラートレベル引き揚げを呼びかけ、出国者に注意呼びかけ～ 

衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2014-03-04 資料來源：疾病管制署 

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

指揮センターが大陸の衛生単位に確認したところ、広東、浙江、湖南及び江蘇で 10 名の H7N9 インフル

エンザ患者が確診され、うち 2 名が亡くなっていた。現在、指揮センターは、ヒト感染鳥インフルエンザ

の流行に対し、大陸の広東省や、浙江、広西、江蘇、湖南、北京市、福建、広西、安徽、吉林省にはレベ

ル 2（アラート）、香港マカオを除外した大陸のその他地区をレベル 1（ウォッチ）とすることを提案。 

指揮センターは、中国大陸に向かう計画のある人たちに対して、必ず良好な衛生習慣を保ち、鳥類との

接触を避け、医師に肺炎患者の診察時には必ず患者の渡航歴を訪ねるようにとしている。 

 

今回新たに増えた 10 名の患者は； 

第 1～3 例： 広東省仏山市の 71 歳男性（2 月 23 日確診 2 月 25 日死亡：FT#371）広東省広州市荔湾区の

65 歳女性（2 月 24 日確診 病状は危篤、入院治療中：FT#371）及び広東省珠海香州区の 59 歳男性（3 月 2

日確診同日死亡：FT#380）； 

第 4～6 例： 浙江省金華東陽市の 2 歳女児（2 月 25 日確診症状は軽い：FT#373 発表時点では危篤であっ

たのが好転している模様）、浙江省金華市の 7 歳女児（2 月 27 日確診 病状危篤：FT#377 発表時は重症だ

ったので悪化した模様）及び浙江省金華陽市の 6 歳女児（2 月 27 日確診病状危篤 FT#378 発表時は重症だ

ったので悪化した模様）； 

第 7～9 例： 湖南省永州市の 77 歳男性（2 月 26 日確診：FT#374）、湖南省永州市の 41 歳男性（2 月 26 日

確診：FT#375）及び湖南省郴州市嘉禾県の 32 歳男性（2 月 28 日確診：FT#379）、で皆入院治療中； 

第 10 例： 江蘇省の 42 歳男性で 2 月 26 日確診され、生きた鶏との接触歴あり、現在危篤（FT#376）、 

の 10 名となる。 

中国大陸及び香港は昨年（民国 102 年： 2013 年）10 月 1 日の秋に入ってからこれまでに H7N9 と確診

された患者累計は 242 名となり、内訳は、 

浙江省 92 名、広東省 81 名、福建省 15 名（うち一人は浙江省輸入例）、江蘇省 14 名、上海市 8 名、湖南省

15 名、北京市 2 名、安徽諸 5 名、広西 3 名（うち 1 人は広東省の輸入症例）、貴州省 1 名（浙江省輸入）、

吉林省 1 名、香港 5 名（全員広東省からの輸入例）となる。 

全世界で民国 102 年（宮本注：台湾の暦で 102 年とは、2013 年のことです）からこれまでの累計確診患者

数は 379 名（宮本の昨日配信の香港大陸患者リストの 376 名に、台湾 2 名、マレーシア 1 名を加えると 379

名となり、宮本把握数字と完全合致：なお、3 月 5 日に香港衛生当局が 1 名の広東省からの輸入症例の発

表があったため、本日 3 月 5 日 16：00 時点では全世界で 380 名となります）で、WHO は 3 月 1 日に 115

人が死亡した（宮本把握の数字では全世界では 98 名の筈、台湾の 1 名を外した大陸香港合計では 97 名の

筈であり、WHO が何を基に発表したのかが現時点では不明。 この 17 名の差については、大陸の衛生当

局から WHO のみに報告がされていて、各省衛生庁が、HP での発表をしていないという可能性は十分にあ

りますが、前回 11 名の死亡について隠していた浙江省衛生当局だけがまたまた意図的に情報隠ぺいしてい

るということは十分にありますが・・）と公布した。 

 

台湾においては昨 2013 年 4 月 3 日以来、「H7N9 インフルエンザ」を第 5 類伝染病に指定、これまでに

合計 554 人の患者の通報があったが、そのうち、2 名は国外からの輸入確診患者（1 名の死亡患者を含む）

だ。551 名については、検査結果陰性、1 名については現在検査中である。 

指揮センターは、中国農業部の発表資料に基づき、民国 103 年（2014 年）1 月から 2 月中旬に、67 個の

H7 亜型の抗体陽性サンプルを発見、16 個が H7N9 鳥インフルエンザウィルス陽性となり、ウィルス陽性

のサンプルの送付元は広東省、福建省、河北省、湖南省及び広西など 5 つの省である。 現在 H7N9 インフ

ルエンザは主に鳥からヒトに感染するものだが、限定的で非持続的なヒトヒト感染の可能性も出てきてい

る。 

指揮センターは、中国大陸を訪れる人は、鳥類の死体を拾うなどの鳥類との接触を避けねばならない；



鶏や家鴨、ガチョウ及び卵類は良く火を通してから食べること；手洗いの励行など個人の衛生措置を確実

にすることで感染を免れるようにしなければならない。帰国時にもし発熱あるいはインフルエンザ様症状

がある場合には、航空会社のスタッフ及び空港の検疫スタッフに告げること；帰国後に上述症状が出た場

合には、マスクをして速やかに病院に行き、医師に接触歴と渡航歴を告知せねばならない。 最新の流行情

報など関連の資料については、疾病管理署のホームページ（http://www.cdc.gov.tw）の「H7N9 インフルエ

ンザコーナー」と「海外旅行ガイダンス」コーナーを見る、或いはフリーダイヤルでホットライン 1922（も

しくは 0800-001-922）に電話して問い合わせるとよい。 

 

http://www.mohw.gov.tw/cht/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=4555&doc_no=43636 

URL が削除されていましたが、同部内の再検索の結果,本日（2018 年 04 月 07 日）見つけました。 

Though the original URL was deleted, Taiwan re-addressed this article as below: 

https://dep.mohw.gov.tw/cp-16-22239-1.html 

 

 

A total of 10 new cases of H7N9 flu including 2 deaths were reported in 
Guangdong, Zhejiang, Hunan, and Jiangsu Province in the mainland. The 
command center called for physicians to be vigilant and asked the public to take 
precautions to prevent them. 
Ministry of Health and Welfare www.mohw.gov.tw  2014-03-04 Source: Disease Control 

Department 

 

The command center and the Chinese health authorities confirmed that 10 new cases of H7N9 influenza including 

2 deaths were reported in Guangdong, Zhejiang, Hunan, and Jiangsu provinces. At present, for the human avian flu 

outbreak, the command center suggests the second level (Alert) for the travelers to Guangdong, Zhejiang, Jiangxi, 

Jiangsu, Hunan, Beijing Municipality, Fujian, Guangxi, Anhui, and Jilin Province in the Mainland China, and the first 

lever (Watch) for the rest of mainland China (excluding Hong Kong and Macau). The command center reminded the 

people planning to go to mainland China to maintain good hygiene habits, avoid contact with birds, and call on 

physicians to ask about the patient’s travel history when he or she treats patients with pneumonia. 

 

This new 10 cases are as follows; 

The first to the third cases: 

A 71-year-old man from Foshan City, Guangdong Province (FT#371, diagnosed on February 23 and died on 

February 25) and a 65-year-old woman from Liwan District, Guangzhou City (FT#372, diagnosed on February 

24, hospitalizaed and in critical condition), and a 59-year-old male (FT#380, diagnosed on March 2 in 

Xiangzhou District of Zhuhai City and died on the same day); 
The 4th to 6th cases:  

A 2-year-old girl from Dongyang City, Jinhua, Zhejiang Province (FT#373, diagnosed on February 25 with mild 

symptoms), and a 7-year-old girl (FT#377, diagnosed on February 27 and was severely ill). And a 6-year-old 

girl (FT#378, diagnosed on February 27 and was in critical condition); 

The 7th to 9th cases: 

a 77-year-old male (FT#374, diagnosed on February 26) and a 41-year-old male (FT#375, diagnosed on 

February 26) in Yongzhou City, Hunan Province, and 32-year-old male in Jiahe County, Zhangzhou City 

(FT#379, diagnosed on February 28), were all hospitalized; 

The tenth case was a 42-year-old male (FT#376) from Jiangsu Province. He was diagnosed on February 26. He 

had a history of exposure to live chickens and was in critical condition. 

 

After October 1, 2013 when entered the autumn, the Chinese mainland and Hong Kong confirmed totally 242 cases 

of H7N9 so far. Among them, there were 92 cases in Zhejiang Province, 81 cases in Guangdong Province, 15 cases in 

Fujian Province (including one case imported from Zhejiang Province), 14 cases in Jiangsu Province, 8 cases in 

Shanghai City, 15 cases in Hunan Province, 2 cases in Beijing City, 5 cases in Anhui Province, and 3 cases in 

Guangxi Province (one case was imported from Guangdong Province), one case in Guizhou Province (imported from 

Zhejiang Province), one case in Jilin Province, and five cases in Hong Kong (all from Guangdong Province). A total 

of 379 confirmed cases have been diagnosed in the world since the beginning of the year 2013. WHO declared 115 

deaths on March 1. 

Taiwan has classified "H7N9 Influenza" as the Grade 5 epidemic since April 3, 2013. So far it has accumulatively 

notified 554 cases, of which 2 cases have been transferred into confirmed cases (including 1 death case) and 551 

cases have tested negative for H7N9. One case is under examination. 

http://www.mohw.gov.tw/cht/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=4555&doc_no=43636
https://dep.mohw.gov.tw/cp-16-22239-1.html


The command center pointed out that according to the information released by the Chinese Ministry of Agriculture, 

from January 2014 to mid-February, 67 serum H7 subtype antibodies were positive and 16 H7N9 avian influenza 

viruses were positive. Virus positive samples came from 5 provinces of Zhejiang Province, Guangdong Province, 

Fujian Province, Hebei Province, Hunan Province, and Guangxi Province. At present, the H7N9 flu is mainly 

transmitted from poultry to humans, but there may be limited and non-persistent human-to-human transmission. 

 

The command center once again reminded the citizens who visit mainland China, that they should avoid contact 

with birds there, and particularly, should not pick up the bodies of birds; eat well cooked chickens, ducks, geese and 

eggs; Handwashing and other personal hygiene measures should be implemented to avoid infection. If fever or 

flu-like symptoms occur on return to Taiwan, inform airline personnel and quarantine officers at the airport port; If 

symptoms appear after returning to Taiwan, wearing a mask as soon as possible and seek for medical advice, and 

inform the doctor about your history of exposure and travel history. 

Information on the latest epidemic can be found in the “H7N9 Influenza Corner” and “International Travel 

Information” of the DH's website (http://www.cdc.gov.tw) or call the toll-free public outbreak notification and 

careline 1922 (Or 0800-001922) for inquiries. 

 

 

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

大陸廣東省、浙江省、湖南省及江蘇省共新增 10 例 H7N9 流感病例，其

中 2 例死亡，指揮中心呼籲醫師提高警覺，並請出國民眾務必注意防範 
衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2014-03-04 資料來源： 疾病管制署 
--------------------------------------------------------------------------------  

指揮中心與中國大陸衛生單位確認，於廣東省、浙江省、湖南省及江蘇省共新增 10 例 H7N9 流感病例，其中 2

例死亡。目前指揮中心針對人類禽流感旅遊疫情建議，中國大陸廣東省、浙江省、江西省、江蘇省、湖南省、北京

市、福建省、廣西、安徽省、吉林省為第二級：警示（Alert），中國大陸其餘地區（不含港澳）列為第一級：注意

（Watch）。指揮中心提醒計畫前往中國大陸的民眾，務必保持良好衛生習慣，避免接觸禽鳥，並籲請醫師於診治肺

炎病人時，務必詢問該病患之旅遊史。 

本次新增 10 例病例，第 1~3 例為廣東省佛山市 71歲男性((FT#371) 2月 23日確診，2月 25日死亡)、廣州市荔

灣區 65歲女性((FT#372) 2 月 24 日確診，病情危重，住院治療中)，及珠海市香州區 59歲男性((FT#380) 3 月 2

日確診，同日死亡)；第 4~6 例為浙江省金華東陽市之 2 歲女童((FT#373) 2 月 25 日確診，症狀輕微)、7 歲女童

((FT#377) 2月 27日確診，病情危重)，及 6歲女童((FT#378) 2月 27 日確診，病情危重)；第 7~9 例為湖南省永

州市 77 歲男性((FT#374) 2 月 26 日確診)及 41 歲男性((FT#375) 2 月 26 日確診)，以及郴州市嘉禾縣 32歲男性

((FT#379) 2月 28日確診)，均住院治療中；第 10例為江蘇省 42歲男性(FT#376)，2月 26 日確診，有活雞接觸史，

現病情危重。 

中國大陸及香港去（102）年 10 月 1 日入秋後迄今 H7N9 累計確認 242 例，其中浙江省 92 例、廣東省 81 例、福

建省 15 例(其中 1 例浙江省移入)、江蘇省 14 例、上海市 8 例、湖南省 15 例、北京市 2 例、安徽省 5 例、廣西 3

例(其中 1例廣東省移入)、貴州省 1 例(浙江省移入)、吉林省 1 例，香港 5例(皆為廣東省移入)。全球自 102 年迄

今共 379 例確診病例，WHO於 3/1公布 115 例死亡。 

我國自 102 年 4 月 3 日起將「H7N9 流感」列為第五類傳染病，迄今累計共 554 例通報病例，其中 2 例境外移入

確定病例(含 1例死亡病例)，551例 H7N9檢驗陰性，1例檢驗中。 

指揮中心指出，依據中國大陸農業部公佈資料，103 年 1 月至 2 月中旬共發現 67 份血清 H7 亞型抗體陽性，16

份 H7N9 禽流感病毒陽性，病毒陽性樣本分別來自浙江省、廣東省、福建省、河北省、湖南省及廣西等 5 省。目前

H7N9流感主要為自禽類傳予人類，惟可能有有限的、非持續性的人傳人情形。 

指揮中心再次提醒國人，前往中國大陸，應避免接觸禽鳥類，尤其切勿撿拾禽鳥屍體；食用雞、鴨、鵝及蛋類要

熟食；並應落實洗手等個人衛生措施，以避免感染。返國時如出現發燒或類似流感症狀，應告知航空公司人員及機

場港口之檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師接觸史及旅遊史。最新疫情等相關

資訊可參閱疾管署網站(http://www.cdc.gov.tw)之「H7N9流感專區」與「國際旅遊資訊」專區，或撥打免付費民

眾疫情通報及關懷專線 1922(或 0800-001922)洽詢。 
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