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中国： CHPが A型インフルエンザ（H9）感染者 1名を調査 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

衛生署衛生防護センター（CHP）は、本日 02月 07日、A 型インフルエンザ（H9）の輸入感染事案を調

査中だ。 患者は 7歳男児。 

この子には、慢性疾患がある。 彼は、2月 4日に咳と鼻水が出始め、翌日には熱発し、横頭磡ジョッキ

ークラブ普通科外来クリニックに連れてゆかれたが、広華医院に転送されて隔離病棟に入院して更なる治

療を受けた。 彼は、昨 2月 6 日に一般病棟に移されたが、本日、プリンセスマーガレット病院の隔離病棟

に転送・収容された。 患者の容体は安定している。 

彼の鼻咽頭スワブ検体の検査により、A 型（H9）インフルエンザウィルスの陽性反応が得られたが、イ

ンフルエンザのタイプについては、結果が待たれる。 臨床診断では鳥インフルエンザとされている。 

CHPの初歩調査により、患者は潜伏期間内に外祖父母のいる深圳の家を訪問していたが、そこでは、家

禽が放し飼いにされていたものの、患者が鳥類に直接接触したことはなく、且つ、生煮えの家禽を食べた

り、患者に接触したりすることはなかったことが判明した。 彼の自宅の接触者からはこれまでのところ症

状が出たものはいない 

CHPのスポークスマンは： 「調査をしているところだ。 横頭磡ジョッキークラブ普通科外来クリニッ

クや広華医院及び救急車サービスを行った医療スタッフ、関連する広華医院の患者に対して医学観察を行

っている」と語った。 

スポークスマンは： 「インフルエンザウィルスにはいろいろなタイプがある。 人々の間で伝わり、季

節性インフルエンザを引き起こすインフルエンザウィルス以外にも、多種の A 型インフルエンザウィルス

が鳥類や動物などから見つかっている。 これらの動物ウィルスは時として人類に感染することがあり、鳥

インフルエンザはその一つの例である。 鳥インフルエンザは、主に鳥類や（ニワトリやカモなどのような）

家禽に影響を与えるインフルエンザウィルスにより引き起こされるものだ。 近年、ヒト感染をした鳥イン

フルエンザ患者がまた出現している。」と説明する。 

新型の（A 型インフルエンザ（H9）も含めて）A 型インフルエンザは香港では報告が必須な感染症であ

る。 これまでに香港では A 型インフルエンザ（H9N2）患者は、1999年に見つかった 2名の香港人を含め

合計 8名が見つかっていた。 2003年と 2007年にはいずれも 1名ずつの患者が香港で出ており、2008年に

は外地からの輸入症例 1例が、2009年には外地からの輸入例 1例及び感染源が確定できていない 1例が出

ており、2013年には外地からの輸入症例 1名が見つかっているが、これまでのところ死亡症例は出ていな

い。 A型インフルエンザ（H9N2）は、病状が軽い鳥インフルエンザの一つである。 

CHPは、この患者について広東省衛生部門に通報する。 

 

http://www.flu.org.cn/scn/news-20189.html 

 

China: Hong Kong Centre for Health Protection investigates a case of influenza A 

(H9) infection 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

The Centre for Health Protection of the Department of Health is investigating an imported case of human infection 

with influenza A (H9) today (February 7). The patient is a seven-year-old boy. 

The patient has a chronic illness. He had cough and runny nose since February 4 and developed fever the next day. 

He was taken to Wang Tau Hom Jockey Club General Clinic for medical treatment, and was transferred to Guanghua 

Hospital and admitted to the hospital's isolation ward for further treatment. He was transferred to the general ward of 

the hospital yesterday (February 6). Today he was transferred to the isolation ward of Princess Margaret Hospital to 

continue treatment. The patient is in stable condition. 

A test of his nasopharyngeal swab sample confirmed a positive response to influenza A (H9) virus, and the typing 

result is pending. The clinical diagnosis was avian flu. 

http://www.flu.org.cn/scn/news-20189.html
http://www.info.gov.hk/


A preliminary investigation by the Centre for Health Protection revealed that the patient had visited her grandparents' 

Shenzhen home during the incubation period, and her family had free-range poultry. However, the patient has not 

recently come into direct contact with birds, and has not eaten undercooked poultry or contacted patients. His home 

contacts have so far been asymptomatic. 

A spokesman for the Department of Health said: "The investigation is still ongoing. The medical staff of the Wang 

Tau Hom Jockey Club General Out-patient Clinic, Kwong Wah Hospital and ambulance services and patients at Kwong 

Wah Hospital are undergoing medical supervision. 

The spokesman explained: "There are different types of influenza viruses. In addition to influenza viruses that cause 

seasonal flu among humans, there are many other influenza A viruses found in birds and other animal species. Some of 

these animal viruses may occasionally infect humans, avian flu is an example. Avian influenza is caused by influenza 

viruses that mainly affect birds and poultry, such as chickens or ducks. In recent years, human cases of Avian Influenza 

virus have also been reported. 

New influenza A (including influenza A (H9)) is a statutory reportable infectious disease in Hong Kong. Eight cases 

of influenza A (H9N2) have been recorded in Hong Kong in the past, including two local cases in 1999. There were 

one local case in 2003 and one in 2007 respectively, and one imported case in 2008. In 2009, there was one case 

imported from abroad and one case whose source could not be determined. One imported case was recorded in 2013 

and no deaths have been recorded so far. Influenza A (H9N2) is a lesser form of bird flu. 

The CHP will notify the case to the Guangdong health department. 
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中国： 香港卫生防护中心调查一宗甲型流感（H9）感染个案 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

卫生署卫生防护中心今日（二月七日）正调查一宗人类感染甲型流感（H9）的输入个案，涉及一名七岁男童。 

该名病人有长期病患。他自二月四日起出现咳嗽及流鼻水，翌日出现发烧，被带往横头磡赛马会普通科门诊诊所

求医，并转送广华医院及入住该院隔离病房接受进一步治疗。他于昨日（二月六日）转送该院普通病房，今日转送

玛嘉烈医院隔离病房继续接受治疗。病人情况稳定。 

他的鼻咽拭子样本经化验后，证实对甲型（H9）流感病毒呈阳性反应，分型结果待定。临床诊断为禽流感。 

卫生防护中心初步调查显示，病人于潜伏期内曾到访外祖父母深圳家，其家居有散养家禽，但病人最近没有直接

接触禽鸟，亦没有进食未经煮熟的家禽或接触病人。他的家居接触者至今没有出现病征。 

卫生署发言人表示：「调查仍在进行中。横头磡赛马会普通科门诊诊所、广华医院及救护车服务的医护人员及有

关广华医院病人正接受医学监察。」 

发言人解释：「流感病毒有不同类型。除了在人类之间流传而引致季节性流感的流感病毒之外，亦有很多其他甲

型流感病毒见于禽鸟和其他动物物种。其中某些动物病毒可能偶尔会感染人类，禽流感便是一个例子。禽流感是由

主要影响鸟类和家禽（如鷄或鸭）的流感病毒引致。近年亦出现人类感染甲型禽流感病毒的个案。」 

新型甲型流行性感冒（包括甲型流感（H9））是本港法定须呈报传染病。过往本港曾录得八宗甲型流感（H9N2）

个案，包括一九九九年出现两宗本地个案，二○○三年及二○○七年各有一宗本地个案，在二○○八年有一宗外地

传入个案，二○○九年则有一宗外地传入及一宗源头未能确定的个案，二○一三年则录得一宗外地传入个案，至今

没有录得死亡个案。甲型流行性感冒（H9N2）是病情较轻的一种禽流感。 

卫生防护中心会将个案通报广东卫生部门。 

 

相关链接： 

https://sc.isd.gov.hk/TuniS/www.info.gov.hk/gia/general/202002/07/P2020020700607.htm 
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