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雲南網 3月 24日情報 

3 月 23 日、雲南省臨滄市滄源県への出稼ぎ者 1 名が陝西省寧陝県を経由時に、体調不良を訴え、当日 7

時 10分、治療の甲斐なく死亡した。 検体検査の結果、ハンタウィルス核酸陽性となった。 3月 24日、記

者はこれについて雲南省風土病予防治療所の左仕富党委員会書記にインタビューした。 彼はこれが乙類伝

染病であり、雲南省ではこの 5 年間にハンタウィルス患者 1,231 例が報告されており、うち 1 人は死亡し

ていると語った。 『今では、この病気は予防も制御も可能ですし、ヒトヒト感染することもありません。 

またワクチンもあり予防できるのであまり気にしすぎることはありませんよ。』 

 

 

雲南でのハンタウィルス患者は 5年間で 1231人 
情報によれば、ハンタウィルス病（宮本注：原文では単に「漢坦病毒（ハンタウィルス）」とされていま

すが、これでは「ウィルスが〇〇病として知られている」という変な脈絡になってしまいますので、ここ

ではハンタウィルス病と敢えて訳出しています）は、流行性出血熱（EHF）や腎症候性出血熱（RSHF）と

して知られているが、発熱や出血傾向及び腎機能障害を主な特徴とする急性のウィルス性感染症だ。 ユー

ラシア大陸で比較的多く流行しており、ロシアやフィンランド、中国等ではこのウィルスに感染した患者

が見つかっている。 現在、雲南省を含め、我が国の 31 の省・市・自治区のいずれの地域でもこのウィル

スに感染した患者が見つかっている。 我が国ではすでにこのウィルス病を法定乙類感染症としている（つ

まり、中国衛生健康委員会が毎月発表している乙類法定報告伝染病 27 種の第 8 番目にリストされている

『流行性出血熱』を意味しているものと推量できます。 ならばなぜその病名を使わず敢えてハンタウィル

ス病として報道するのか？という疑問は残りますが、、、中国の『360百科』によるとWHOが 1982年に中

国の『流行性出血熱（EHF）』、朝鮮の『朝鮮出血熱（KHF）』、ロシアの『流行性腎症腎炎（HNN）』と呼ば

れていたのを統一して『腎症候性出血熱』となるも 中国では流行性出血熱の呼称を踏襲しているようです）。 
 

左仕富は：『これまでのところ、雲南省には 16の州（市）の 78県（市、区）での流行性出血熱患者発生

が報告されています。 患者が見つかっている地は主に大理白族自治州や、楚雄イ族自治州、紅河ハニ族イ

族自治州の三つの州市です。 2015 年から 2019 年にかけて雲南省では流行性出血熱患者は合計 1,231 例が

報告されており、毎年 200例以上発生しています。 その中で 1例の死亡例がでています』と語る。 

 

ハンタウィルスはヒトヒト感染しない 
左仕富は、流行性出血熱は広範囲に広がり、致命率は比較的高く、危害は大であり、おもに、ネズミから

伝播し、ネズミに触れたり鼠が触れた食物やネズミの糞便に汚染された空気を吸い込んだりすることでも

発症することがあるが、ヒトヒト感染はしないと語った。 

 

この他、出血熱は最初の三日間は風邪と非常に似ているが、早期の症状は主に、発熱や頭痛、腰痛、咳、

涙目などで、風邪と間違えられやすく、これが誤診や病状の確認を遅らせることになる。 三日すると初め

て典型的な症状が現れるが、『三つの痛み』と『三つの赤』が現れるのが主流だ。 「『三つの痛み』とは： 

頭痛、腰痛、眼窩通。 『三つの赤』とは： 赤い目、顔面の紅潮、胸や首の紅潮ですが、これは普通の風邪

とは異なっていて、普通の風邪の場合は熱が引くと病気は軽くなりますが、出血熱の場合は熱が引くと重

くなるのです。」 

 

ワクチン接種が最良の方法 
左仕富は、流行性出血熱の予防には以下のことをきっちりとせねばならないと強調する： 環境衛生、室

内衛生をしっかりし、速やかにごみを取り除き、ネズミの棲息場所を消し去ると同時に手洗いを励行する

こと； 糧食や職員などは継ぎ目のない容器で密閉保存しネズミによる汚染を防ぎ、間違ってもむき出しに

して積み重ねるようなことはしないこと； 流行性出血熱ウィルスは 56度以上で 30分、或いは 1分間の煮

沸により死滅させることができる。 それゆえに、食べ残しの食糧は必ず加熱或いは蒸し煮してからなら食



べることができる； 個人の防護を強化して皮膚のダメージを防止し、もし傷があるならば直ちに消毒して

包帯を巻くなどの処理をすること； 野外活動をする場合、靴下を履き、ズボンの裾や袖口をきつく縛って

ダニに噛まれないようにする。 草や芝生の上に座り込まないこと。『最も有効なのは、疾病管理部門でワ

クチン接種を受けることです。』 

 

記者は、流行性出血熱感染後の致命率は 20～90％であること、治癒後も肝臓や腎臓などの機能に比較的

重い損傷が残ることを知った。 これ以前、滄源県でこのウィルス病はまだ見つかっていない。 雲南は既

に専門家グループを組成し、滄源に赴き疫学的調査を進めている。 

 

（原タイトル： 『パニックを起こすな！『ハンタウィルス』はヒトヒト感染しない 雲南では 5年で 1231

人中死亡者は 1人』） 

 

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_6676486 

 

 

Hantavirus cannot be transmitted from person to person, Yunnan reported 1321 

cases of 5 deaths in 5 years 
Pengpai News www.thepaper.cn 2020-03-25 08:11 Source: Peng Xi / Yunnan Network 

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

Yunnan Network reported on March 24th.  

On March 23rd, when a migrant worker in Cangyuan County of Lincang City, Yunnan Province passed through 

Ningshan County, Shaanxi Province, he suffered physical discomfort. At 07:10 on the same day, he died in spite of 

treatment. After sampling and testing, its hantavirus nucleic acid test became positive. On March 24, the reporter 

interviewed Zuo Shifu, Secretary of the Party Committee of Yunnan Provincial Institute for Endemic Disease Control. 

He said that the disease was a Class B infectious disease. In the past 5 years, 1,321 cases of hantavirus patients have 

been reported in Yunnan, of which 1 died. "At present, the disease is preventable and controllable, there is no human-

to-human infection, and there are vaccines to prevent it, so don't worry too much." 

 

In the past 5 years, 1231 cases of Hantavirus patients have been reported in Yunnan 
According to reports, Hantavirus, also known as epidemic hemorrhagic fever, or renal syndrome hemorrhagic fever, 

is an acute viral infectious disease mainly characterized by fever, bleeding tendency and kidney damage. The disease 

is more prevalent in Eurasia, including Russia, Finland, Sweden, and China where have cases of infection with the 

virus. At present, including Yunnan, China's 31 provinces, municipalities and autonomous regions have found cases of 

infection with the virus. China has listed the virus as a legal class B infectious disease (Miyamoto’s note: there are 27 

class-B diseases in the NHF’s monthly report, of which “Epidemic Hemorrhagic Fever” is listed as 8th disease). 

 

Zuo Shifu said: "As of now, 78 prefectures (cities and districts) in 16 states (cities) of Yunnan Province have reported 

cases of epidemic hemorrhagic fever. The cases occurred mainly in the three regions of Dali Bai Autonomous Prefecture, 

Chuxiong Yi Autonomous Prefecture and Honghe Hani Yi Autonomous Prefecture. A total of 1,231 cases of epidemic 

hemorrhagic fever have been reported in Yunnan Province from 2015 to 2019, with more than 200 cases each year. 

There was one death case. 

 

Hantavirus does not have people-to-people infection capability 
Zuo Shifu said that the epidemic of hemorrhagic fever is widespread, the mortality rate is high, and the harm is great. 

It is mainly transmitted by mice. It may be caused by contact with rats or eating food mice have touched, breathing air 

contaminated by mouse feces, but no infection will occur between people. 

 

In addition, hemorrhagic fever is very similar to a cold in the first three days. Early symptoms are mainly fever, 

headache, low back pain, sore throat, cough, runny nose, etc. It is easily confused with a cold, causing misdiagnosis 

and delaying the illness. Typical performance will not appear until three days later, mainly in "three pains" and "three 

reds". “Three pains” are: headache, low back pain, orbital pain. 'Three reds” are: red eyes, red face, red chest and neck. 

It is different from the common cold. The common cold is that the fever becomes mild, and the hemorrhagic fever 

becomes severe. 

 

The most effective method is vaccination 
Zuo Shifu emphasized that to prevent epidemic hemorrhagic fever: Do a good job of environmental hygiene and 

indoor hygiene, remove garbage in time, eliminate the habitat of rats, and wash your hands frequently; Grain, food, etc. 

should be stored in tight and seamless containers and covered in order to prevent contamination by rats. Never stack 

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_6676486


them together in an exposed way; Epidemic hemorrhagic fever virus can be killed by heating at 56 ° C for more than 

30 minutes or boiling for 1 minute. Therefore, leftover food must be heated or cooked before it can be eaten; Strengthen 

personal protection to prevent skin damage, if any damage, immediately disinfect and bandage; When working in the 

field, wear socks and tightly trouser legs and cuffs to prevent mite bites. Don't sit on the grass. "The most effective way 

is to go to the disease control department and get vaccinated." 

 

The reporter learned that the death rate after infection with epidemic hemorrhagic fever is 20% -90%, and liver, 

kidney and other organ functions will be more severely damaged after cure. Previously, the virus was not found in 

Cangyuan County. Yunnan has formed an expert group to rush to Cangyuan to conduct an epidemiological investigation. 

 

(Originally entitled "Don't panic!" Hantan virus "will not be passed on from person to person, Yunnan reports 1331 

cases of 5 deaths in 5 years") 

 

 

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

汉坦病毒不会人传人，云南 5 年报告 1231 例其中 1 人死亡 
澎湃新闻 www.thepaper.cn 2020-03-25 08:11 来源： 彭锡/云南网 

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

云南网 3 月 24 日消息，3 月 23 日，云南省临沧市沧源县一名外出务工人员途经陕西省宁陕县时出现身体不适，

于当日 07:10 抢救无效死亡。经采样检测，其汉坦病毒核酸检测为阳性。3 月 24 日，记者就此采访了云南省地方

病防治所党委书记左仕富。他表示，该病为乙类传染病，近 5 年云南已报告 1231 例汉坦病毒患者，其中 1 人死亡。

“目前，该病可防可控，不会人传染人，也有疫苗可预防，大家不用过于担心。” 

 

近 5 年云南已报告 1231 例汉坦病毒患者 

据介绍，汉坦病毒又称流行性出血热，或者叫肾综合征出血热，是一种以发热、出血倾向及肾脏损害为主要特征

的急性病毒性传染病。该病在欧亚大陆较为流行，包括俄罗斯、芬兰、瑞典、中国等都有发现感染该病毒的病例。

目前，包括云南在内，我国 31 个省、市、自治区都发现过感染该病毒的病例。我国已经将该病毒列为法定乙类传

染病。 

 

左仕富表示：“截至目前，云南省有 16 个州（市）78 个县（市、区）有流行性出血热病例报告，其中主要的病例

出现在大理白族自治州、楚雄彝族自治州与红河哈尼族彝族自治州三个州市。2015-2019 年云南省总共报告流行性

出血热病例 1231 例，每年均超过 200 例。其中死亡 1 例。” 

 

汉坦病毒不会人传染人 

左仕富表示，流行性出血热流行广，病死率较高，危害大。主要是由老鼠传播，接触老鼠或者吃了老鼠碰过的食

物、呼吸老鼠粪便污染的空气都有可能发病，但人与人之间并不会发生传染。 

 

此外，出血热在前三天跟感冒很相似，早期症状主要是发热、头痛、腰痛、咽痛、咳嗽、流涕等，极易与感冒混

淆，造成误诊而延误病情。三天以后才会出现典型的表现，主要表现在“三痛”和“三红”。“‘三痛’为：头痛、

腰痛、眼眶痛。‘三红’为：眼红、面红、胸颈红。它跟一般的感冒不一样，一般的感冒是热退病轻，而出血热是

热退病重。” 

 

最有效的方法是接种疫苗 

左仕富强调，要预防流行性出血热应做到：搞好环境卫生和室内卫生，及时清除垃圾，消灭老鼠的栖息场所，并

做到勤洗手；粮食、食品等应储存在严密无缝的容器内，并加盖以防鼠污染，千万不要暴露的堆放在一起；流行性

出血热病毒加热 56℃超过 30分钟或煮沸 1分钟即可杀灭。因此，吃剩的饭菜必须要进行加热或蒸煮后才可以食用；

加强个人防护，防止皮肤破损，如有损伤应立即消毒包扎；在野外工作时，要穿袜子，扎紧裤腿、袖口，以防螨类

叮咬。不要在草上坐卧。“最有效的方法是去疾控部门接种疫苗。” 

 

记者了解到，感染流行性出血热后的死亡为率为 20%-90%，治愈后肝、肾等脏器功能会有比较严重的损害。此前，

沧源县并未发现该病毒。云南已组成专家组赶赴沧源进行流行病学调查。 

 

（原题为《不要恐慌！“汉坦病毒”不会人传人 云南 5 年报告 1231 例患者其中 1 人死亡》） 
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