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新華社長沙 12月 21日電 （記者： 柳 王敏、 師 才） 

21 日夜、記者が湖南省疾病管理センター（宮本注： 以下『CDC』）から得た情報によると、湖南省永州

市寧遠県で H5N6 型鳥インフル怨嗟患者 1 例が確診されたが、患者は、現在治療を受けており、バイタル

は安定しているとのことだ。20 日から、現地における活禽交易は暫時停止されている。 

 

情報では、患者の胡さんは、寧遠県のある活禽交易市場で感染、19日に採取された検体を永州市 CDC が

PCR 検査を行い、結果陽性となった。 現在、患者は、寧遠県にある病院の ICU 病棟で治療を受けている

が、患者のバイタルサインは安定しているが、呼吸器は外すことができない状態にある。 

 

20 日以降、寧遠県にある農貿市場では全て活禽の交易を暫時停止されている。 現在、寧遠県は県内の 8

大農貿市場に対し、郷鎮にある農貿市場 44か所の清掃や殺菌処理を終了しており、関連部門が胡さんの濃

厚接触者のモニタリングを実施している。 

 

疾病管理の専門家によると、H5N6はインフルエンザウィルスの亜型の一つであり、ウィルスは鳥類であ

るが、これまでのところ持続的なヒトヒト感染のエビデンスは得られていない。 

 

今回の情報には、性別や年齢、発症日等の具体的な情報はありませんが、これで 26人目の患者となりま

す。しかも、これまでに世界で見つかっている H5N6患者は全てが中国での発見となっています。 

 

新華社網:  http://www.hn.xinhuanet.com/2020-12/22/c_1126890726.htm 

FIC: http://www.flu.org.cn/scn/news-20480.html 

 

 

Ningyuan County diagnosed a case of H5N6 avian influenza in Hunan Province: 

Local live poultry trading is suspended for the time being 
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Xinhua News Agency, Changsha, December 21st, by reporter Wang Min Liu and Cai Cai 

The reporter learned from the Hunan Provincial Center for Disease Control and Prevention on the evening of the 

21st that a human case of H5N6 avian influenza was confirmed in Ningyuan County, Yongzhou City, Hunan Province. 

The patient is currently receiving treatment and his vital signs are stable. From the 20th, local live poultry trading has 

been suspended. 

 

It is understood that the patient Hu XX got the disease at a live poultry trading market in Ningyuan County. His 

sample was tested by the Yongzhou Center for Disease Control and Prevention for H5N6 avian influenza virus nucleic 

acid test on December 19, and the result became positive. Currently, the patient is being treated in an ICU ward of a 

hospital in Ningyuan County. The patient's vital signs are stable, but he still cannot get out of the ventilator. 

 

From the 20th, live poultry trading in all farmers' markets in Ningyuan County has been suspended. At present, 

Ningyuan County has completed the cleanup and elimination of the 8 major farmer’s markets in the county town and 

44 farmer’s markets in towns and towns. The relevant departments have monitored the close contacts of the patient Hu. 

 

According to disease control experts, H5N6 is a subtype of influenza virus. The source of the virus is poultry. There 

is no evidence of sustained human-to-human transmission. 

 

 

http://www.hn.xinhuanet.com/2020-12/22/c_1126890726.htm
http://www.flu.org.cn/scn/news-20480.html
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湖南省宁远县一人被确诊感染 H5N6 禽流感 当地活禽交易暂停 
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新华社长沙 12 月 21 日电（记者柳王敏、帅才）记者 21 日晚从湖南省疾控中心了解到，湖南省永州市宁远县确

诊一例人感染 H5N6 禽流感病例，目前患者正接受救治，生命体征平稳。20 日起，当地活禽交易暂停。 

 

据了解，患者胡某某在宁远县一活禽交易市场染病，19 日采样经永州市疾控中心进行 H5N6 禽流感病毒核酸检

测，结果为阳性。目前，患者正在宁远县一家医院 ICU 病房治疗，患者生命体征平稳，但仍不能脱离呼吸机。 

 

从 20 日起，宁远县所有农贸市场活禽交易暂停休市。目前，宁远县已完成对县城 8 大农贸市场、乡镇 44 个农贸

集市的清理、消杀工作，相关部门对患者胡某某的密切接触者进行监测。 

 

据疾控专家介绍，H5N6 是流感病毒的一种亚型，病毒的来源是禽类，尚无持续的人传人证据。 
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