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

過日、中国のネット上で『会社での仕事に戻るためのチャーターバスで労働者一名が病死した』という噂が社会

の注目を浴びた。 陝西省寧陝県人民政府のサイトにある寧陝県衛生健康局の情報説明を援引したものであるが、

死亡したのは田 XX という人がハンタウィルス（出血熱）の核酸検査で陽性となり、同乗していたその他の人の

検査のためにサンプルが採取され、検査に出されたとされている。 

 

発表では、3月 23日午前 4 時ごろ、 

山東栄城魯陽水産食品有限公司がチャーターした山東省威海龍尾客運有限公司の大型バス（車番： 魯

K00149、ドライバー合計 2 名、医療スタッフ 1名、労働者 30名）の車上で、雲南省臨滄市孟定鎮から山東

省に戻る際に寧峡県（宮本注： 西省安康市にあります）を通過したところ、同行していた医療スタッフが、

田 XXさんの体調不良に気づき、120に救助を求めて電話を入れた。 

 

当地の 120 救急センターが直ちに到着、高速道路のサービスエリアから田 XX さんら 4人が県医院の救

急診療科に搬送され、田さんには治療が施され、発熱していた他の 2 人と同伴者 1 名が新型コロナウィル

ス肺炎の治療規範プロセスに基づき検査が行われた。 同時に、同バス内にいた他の 29 人は全て医療観察

措置が講じられている。 

 

医学観察とは、感染症患者や疑似患者と濃厚な接触をした人々（濃厚接触者）に感染症の最長潜伏期間

分隔離措置を講じて、その健康状態を観察し、感染可能性の有無を診ることを意味するものだ。疾病の潜

伏期と進行中にあるこれらの人々の早期診断と治療と援助を得ることにより、健康な人々への病原体の伝

播を減らしたり回避したりすることが可能になる。 

 

発表によると、23日 7時頃、田 XXさんは治療の甲斐なく死亡した。 

安康市疾病管理センターによる死者と 2 名の発熱者及び 1 名の同行者に対する新型コロナウィルス肺炎

の初回検査結果は陰性となったが、田さんがハンタウィルス検査の結果陽性となり、同乗していたその他

の人のサンプルが採取され検査に回されている。 寧山県は、山東省や雲南省など関連市・県に対し既に通

知している。 

 

情報によると、ハンタウィルスはブニヤウィルス科に属するウィルスの一つである。このウィルスによ

り引き起こされる病気は、ハンタ病や腎症候性出血熱、流行性出血熱と称され、ネズミを介して、ヒトに

感染する致命的な感染症として生物学的には第四級のウィルスとされている。（Wikipediaでハンタウィル

スをチェックしたところ『症状の特徴から腎症候性出血熱 (HFRS) とハンタウィルス肺症候群 (HPS) と

呼ばれ、両疾患を合わせてハンタウィルス感染症と総称している』とありますが、この記事ではさらに複

雑なことに、甲類法定伝染病にある『流行性出血熱（中国語表現）』がハンタウィルスにより引き起こされ

る病気として挙げられています。 つまり、流行性出血熱として扱わないということから、中国が第三の病

気にしているように見受けられます。） この種疾患の発症は急激で、急速に進行する。 速やかに治療を

行わないと死に至るが、特にヒメネズミが携帯するハンタウィルスに感染した場合には入院患者の 10％以

上が死亡することがある。 

 

ハンタウィルスにヒトが感染後の潜伏期は通常 7～14 日とされるが、短いと 4 日、長い場合には 2 か月

で発生するものもある。 

 
http://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20200324-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B8%80%E4%BA%B

A%E6%9F%93%E6%B1%89%E5%9D%A6%E7%97%85%E6%AF%92%E4%BA%A1-%E5%90%8C%E8%BD%A629

%E4%BA%BA%E8%A2%AB%E9%9A%94%E7%A6%BB 

 

 

One person infected with Hanta virus in China: 29 people in the same car were 
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A few days ago, China ’s online rumor spread that “a worker who was hired to return to work died of illness” raised 
public concern. The website of the Ningshan County People ’s Government of Shaanxi cited the Ningshan County 
Health Bureau ’s statement as saying the deceased Mr. Tian XX was tested positive for Hantavirus (hemorrhagic 
fever), the other passengers’ samples have been collected and sent for testing. 

 

The report stated that, at 4 am on March 23, on a bus chartered by Shandong Rongcheng Luyang Aquatic Food Co., 

Ltd. In order to call back their workers from Mengding Town of Lincang City in Yunnan Province to Shandong, their 

home town to work there, a medical staff found that Mr. Tian XX was unwell and dialed 120 for help when the buss 

passed by Ningshan County. The bus was owned by Shandong Weihai Longwei Passenger Transport Co., Ltd. (The 

buss’s number: Lu K00149, 2 drivers in total, 1 medical staff, and 30 workers were in the bus). 

 

The local 120 emergency center arrived immediately and took Mr. Tian XX and other 4 people from the expressway 

service area to the county hospital emergency department to treat Mr. Tian XX, two fever personnel and one 

accompanying person were examined in accordance with the normative procedure for treatment of novel coronavirus 

pneumonia. At the same time, local medical observation measures were implemented for all 29 other people in the 

same car. 

 

It is known that medical observation means that people who have been in close contact with infectious patients or 

suspected infectious patients (close contacts) are taken isolation measures according to the longest incubation period 

of infectious diseases to observe their health status and whether they may be infected. In order to obtain early diagnosis 

and treatment and rescue for these people during the incubation and progression of the disease, it can reduce and avoid 

the transmission of pathogens to healthy people. 

 

The report said that at 7 o'clock on the 23rd, the patient Mr. Tian XX died of ineffective treatment. The Ankang 

Disease Control Center tested the deceased, 2 fevers, and 1 accompanying person for the first time with a new 

coronavirus virus nucleic acid test. The deceased Mr. Tian’s Hantavirus nucleic acid test was positive. The nucleic acid 

test of other people is now undergoing after samples are collected and sent for testing. At present, Ningshan County 

has issued notifications to relevant cities and counties in Shandong and Yunnan. 

 

It is understood that the Hantavirus belongs to Bunyaviridae, the disease it causes is called Hanta disease, 

Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS), and Epidemic Hemorrhagic Fever. It is a deadly infectious disease 

transmitted to humans via mice and is classified as a biologically hazardous fourth level virus. The onset of this disease 

is rapid and progresses rapidly. If it is not treated in time, it can cause death, especially the Hantavirus infection carried 

by the small Japanese field mice, and the mortality rate of hospitalized patients can reach more than 10%. 

 

The incubation period of human infection with Hantavirus is usually 7-14 days, and occasionally as short as 4 days 

or as long as 2 months. 
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中国一人染汉坦病毒亡 同车 29 人被隔离 
法国国际广播电台 www.rfi.fr 2020-03-24 21:09 来源:  

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

日前，中国网上疯传“复工包车 1 名务工人员病亡”引起社会关注，陕西宁陕县人民政府网站援引宁陕县卫生健

康局情况说明称，死者田某某汉坦病毒（出血热）核酸检测为阳性，同乘其他人员的核酸检测正在采集送样。 

 

通报指出，3 月 23 日凌晨 4 时许，山东荣成鲁阳水产食品有限公司租赁山东威海市龙威客运有限公司大巴车（牌

号：鲁 K00149，共有 2 名司机、1 名医务人员、30 名务工人员），于云南省临沧市孟定镇接务工人员返回山东务

工，途经宁陕县时，随车医务人员发现田某某出现不适，拨打 120 求助电话。 

 

当地 120 急救中心随即赶到，从高速路服务区将田某某等 4 人接至县医院急诊科，对田某某进行救治，对 2 名发

热人员和 1 名陪同人员按照新冠肺炎救治规范流程进行检查。同时，对同车其他 29 人全部落实就地医学观察措施。 

 

据知，医学观察是指对曾经与传染病人或者疑似传染病人有密切接触的人(密切接触者)按传染病的最长潜伏期采

取隔离措施，观察其健康状况，有否染病可能，以便对这些人在疾病的潜伏期和进展期内获得及早诊断治疗与救护，



又可减少和避免将病原体传播给健康人群。 

 

通报称，23 日 7 时许，患者田某某救治无效死亡。经安康市疾控中心对死者及 2 名发热人员和 1 名陪同人员首

次新冠肺炎病毒核酸检测为阴性，死者田某某汉坦病毒核酸检测为阳性，同乘其他人员的核酸检测正在采集送样。

目前，宁陕县已向山东、云南相关市县发出了通报。 

 

据了解，汉坦病毒是本雅病毒目的一种病毒，其引发的病症称为汉他病、肾综合征出血热、流行性出血热，为一

种经由老鼠传染给人类的致命传染病，被列为生物性危害第四级病毒，这种病起病急，进展快，若救治不及时可引

起死亡，尤其是姬鼠所携带的汉坦病毒感染，住院病人病死率可高达 10%以上。 

 

人感染汉坦病毒后潜伏期通常为 7-14 天，也偶见短至 4 天或长至 2 个月者。 
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