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【FIC 全球流感資訊網から】 

マカオ衛生局は、内地衛生部門からの最新通報をもとに、広西チワン族自治区で一名の H5N6 鳥インフ

ルエンザ感染患者 1 名が確診されたと発表。 衛生局は、市民に対して、 鳥類への接触をさけ、個人と食

物の衛生に注意をするようにと呼び掛けている。 

データから、患者は： 

44 歳の男性で、 

運転手をしている。 

現時点では広西チワン族自治区河池市に居住していた； 

2018 年 10 月 18 日に症状が現れ、 

10 月 21 日に入院治療を受けていたが、すでに死亡している（宮本注：前日のマカオ衛生当局発表時点

では重篤な状態でしたが、一日遅れて発表した FIC 情報では『すでに死亡』とされています）。 

2014 年 4 月からこれまでに、四川省、広東省、雲南省、湖北省、湖南省、安徽省及び広西チワン族にお

いて、H5N6 鳥インフルエンザの確診症例が見つかっている。 

 

【マカオ特区政府ニュースから】 

マカオ衛生局は、内地衛生部門からの最新通報をもとに、広西チワン族自治区で一名の H5N6 鳥インフ

ルエンザ感染患者 1 名を確診したと発表。 衛生局は、市民に対して、 鳥類への接触をさけ、個人と食物

の衛生に注意をするようにと呼び掛けている。 

データから、患者は： 

44 歳の男性で、 

運転手をしている。 

現時点では広西チワン族自治区河池市に居住していた； 

2018 年 10 月 18 日に症状が現れ、 

10 月 21 日に入院治療を受けているが危篤状態にある。 

2014 年 4 月からこれまでに、四川省、広東省、雲南省、湖北省、湖南省、安徽省及び広西チワン族にお

いて、H5N6 鳥インフルエンザの確診症例が見つかっている。 

 

衛生局は、継続して国家及び近隣地区の衛生部門や WHO と連携し、各地とマカオにおける流行状況を

密接にモニターしてゆく。 ヒトの鳥インフルエンザ感染を予防するために、衛生局は市民に対して以下の

点に注意するようにと呼び掛けている： 

⚫ 鳥類やその分泌物、排泄物への接触を避けること；もし触れた場合には、直ちに手を洗うこと； 

⚫ 権益を経ていない鳥類を買わない、携帯しないこと； 

⚫ 良く過熱していない鳥類の肉や内臓、血液製品及びタマゴなどを食用市内こと； 

⚫ 故人の衛生に注意し、常日頃から手洗いを励行すること： 

⚫ もし、発熱や咳、呼吸困難などの症状が現れた場合には、マスクをして速やかに病院にかかること、

並びに、医師に対して個人の渡航歴や動物への接触歴について告げること。 

鳥インフルエンザ関連のデータは、衛生局のサイト（www.ssm.gov.mo）或いはオフィス時間内であれば

衛生局の伝染病ホットライン 28700800 から入手できる。 

 

http://www.flu.org.cn/scn/news-19934.html 

 

 

China: A case of human infection with H5N6 avian influenza was confirmed in 
Guangxi Zhuang Autonomous Region 

http://www.ssm.gov.mo/
http://www.flu.org.cn/scn/news-19934.html
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【From Global Influenza Information Network (FIC)】 

The Macao Health Bureau said that according to the latest notification from the mainland health department, a case 

of human infection with H5N6 avian influenza was diagnosed in Guangxi Zhuang Autonomous Region. The Health 

Bureau calls on residents to avoid contact with birds and pay attention to personal and food hygiene. 

According to the data provided, the patient is a 44-year-old male who is a car driver and was currently living in 

Hechi City, Guangxi Zhuang Autonomous Region; he developed symptoms on October 18, 2018, and was admitted to 

hospital on October 21, and died already. 

Since April 2014, there have been confirmed cases of H5N6 avian influenza in Sichuan, Guangdong, Yunnan, 

Hubei, Hunan, Anhui and Guangxi Zhuang Autonomous Region. 

 

【From Macau Special Administrative Region Government News】 

The Macao Health Bureau said that according to the latest notification from the mainland health department, a case 

of human infection with H5N6 avian influenza was diagnosed in Guangxi Zhuang Autonomous Region. The Health 

Bureau calls on residents to avoid contact with birds and pay attention to personal and food hygiene. 

According to the data, the patient is a 44-year-old male who is engaged in driver work and is currently living in 

Hechi City, Guangxi Zhuang Autonomous Region. He developed symptoms on October 18, 2018 and was admitted to 

hospital on October 21. He is currently in serious condition. （Miyamoto’s note: when Macau released this 

information, the patient was alive and being under treatment） 

Since April 2014, there have been confirmed cases of H5N6 avian influenza in Sichuan, Guangdong, Yunnan, 

Hubei, Hunan, Anhui and Guangxi Zhuang Autonomous Region. 

 

 

The Health Bureau will continue to maintain close contact with the health departments of the country and 

neighboring regions and the World Health Organization to closely monitor the epidemic situation in various places 

and in Macao. In order to prevent human infection with avian flu, the Health Bureau appeals to residents to pay 

attention to the following matters: 

 

⚫ Avoid contact with birds or their secretions or excretions; if contact, wash hands immediately; 

⚫ Do not buy or carry unsterile birds; 

⚫ Do not eat birds, viscera, blood products and eggs that have not been thoroughly cooked; 

⚫ Pay attention to personal hygiene and wash your hands often; 

⚫ If there is any symptom such as fever, cough, or difficulty breathing, wear a mask, and seek for medical 

treatment as soon as possible, and tell the doctors for detailed history of travel and animal contact. 

Information on avian flu can be found on the Health Bureau's website (www.ssm.gov.mo) or by calling the Health 

Bureau's Infectious Disease Enquiry Hotline at 28700800 during office hours. 

 

 

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

中国：广西壮族自治区确诊一例人感染 H5N6 禽流感病例 
全球流感资讯网 www.flu.org.cn 2018-11-01 09:00 来源 :  澳门特别行政区政府新闻 

澳门特别行政区政府新闻 www.flu.org.cn 2018-10-31 18:33 来源 :  卫生局 

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

【从 全球流感资讯网】 

澳门卫生局表示，根据内地卫生部门的最新通报，广西壮族自治区确诊一例人感染 H5N6禽流感病例。卫生

局呼吁居民避免接触禽鸟，注意个人和食物卫生。 

据资料显示，患者为 44 岁男性，从事司机工作，现居广西壮族自治区河池市；于 2018 年 10 月 18 日出现

症状，10月 21日入院治疗，已死亡。 

自 2014 年 4 月至今，分别在四川、广东、云南、湖北、湖南、安徽及广西壮族自治区都有 H5N6 禽流感确

诊个案。 

 

【从 澳门特别行政区政府新闻】 

卫生局表示，根据内地卫生部门的最新通报，广西壮族自治区确诊一例人感染 H5N6禽流感病例。卫生局呼



吁居民避免接触禽鸟，注意个人和食物卫生。 

据资料显示，患者为 44 岁男性，从事司机工作，现居广西壮族自治区河池市；于 2018 年 10 月 18 日出现

症状，10月 21日入院治疗，目前病情严重。 

自 2014 年 4 月至今，分别在四川、广东、云南、湖北、湖南、安徽及广西壮族自治区都有 H5N6 禽流感确

诊个案。 

 

卫生局会持续和国家及邻近地区的卫生部门、世界卫生组织保持紧密联系，密切监测各地和本澳的疫情。

为预防人感染禽流感，卫生局呼吁居民注意下列事项： 

⚫ 避免接触禽鸟或其分泌物、排泄物；如有接触，应立即洗手； 

⚫ 切勿购买、携带未经检疫的禽鸟； 

⚫ 切勿进食未经彻底煮熟的禽鸟肉、内脏、血制品及蛋等； 

⚫ 注意个人卫生，经常洗手； 

⚫ 如出现发热、咳嗽、呼吸困难等症状，应戴上口罩，尽快就医，并向医生详述旅行史及动物接触史。 

有关禽流感的资料，可查阅卫生局网页(www.ssm.gov.mo)或于办公时间内致电卫生局传染病查询热线

28700800。 

 

 

相关链接： 

 
https://www.gov.mo/zh-hans/news/224398/ 
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