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ハンタウイルス症候群の本年度国内初の症例が発生 
衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2022-03-07 來源： 疾病管制署 
-------------------------------------------------------------------------------- 

台湾疾病管理センター（CDC）は、本日 3 月 07 日、国内で今年初のハンタウイルス症候群患者が出た

と発表。 患者は、北部の 40 代男性で、最近の渡航歴はなかったが、作業場所にはげっ歯動物が多く出没

しており、その排泄物への接触があったとしている。患者には、2月 12日に筋肉痛や発熱、悪寒などの症

状が現れ、症状が改善しないため 2 月 14 日 病院を受診したところ入院治療を受けていたが、通知検査の

結果確定診断された；患者は、現在安定している状況であり、すでに退院して実家で休んでいる。 同居人

および接触者には疑い症状は見られていない。保健単位は、すでに患者の住居と職場周辺に赴き、疫学調

査や環境への消毒作業、ネズミ捕りの設置及び、公衆への衛生教育などの予防管理を実施している。 

 

CDC 統計によると、台湾では、昨 2021 年には、高雄市（4 例）、台北市（2 例）新北市・桃園市・彰化

市および台中市（各 1例）で、患者計 10人が見つかっている。 2011年からは累計で本土症例 35人が見つ

かっているが、男性が 24 例（66.7％）と多くを占めており、年齢でみると 40 歳以上が 28 例（77.8％）と

多い。 もう 1人は海外からの輸入（インドネシア）症例だ。 

 

CDC は、ハンタウイルス症候群は、人畜共通の伝染病で、人がネズミの糞尿に汚染された埃や物体を

吸い込んだり接触したり、ウイルスに感染したげっ歯動物に噛まれることで感染リスクが発生する。ハン

タウイルス出血熱の潜伏期は、数日から 2 か月。おもな症状は、突然の持続的な発熱や結膜充血、虚弱、

背中の痛み、頭痛、腹痛、食欲不振、嘔吐などだが、出血症状は、3 日目から 6 日目に現れ、その後蛋白

尿や低血圧あるいは乏尿が続く。一部の患者では、ショックあるいは軽度の腎臓の病変が現れ、急性腎不

全に進行することがあるが、治療により改善する可能性がある。 

 

CDC は、特に、倉庫や貯蔵室などネズミが巣食いやすい空間では『ネズミを入らせない、ネズミを棲

息させない、ネズミにものを食べさせない』の実施を呼びかけ、人々は常に環境衛生を図る必要があると

し、飲食業や市場ベンダーおよび食品工場は、環境衛生をしっかりせねばならないとしている。げっ歯類

の排泄物が見つかった場合、マスクやゴム手袋を装着し、ドアや窓を開放し、（100 cc の市販漂白水＋1リ

ットルのきれいな水で）希釈した漂白剤を使用し、汚染されたとされる環境に散布し、30分後に再度洗浄

することが必要だ；また、ウイルスの空中への拡散を防ぐため、使い捨てのペーパータオルや雑巾、古新

聞などで汚れを落とし、ごみ袋に入れて廃棄せねばならない。 

 

関連情報については、CDC のグローバル情報サイトにアクセスするか、無料の感染防止ホットライン

1922（あるいは 0800-001922）に電話してほしい。 

 

https://www.mohw.gov.tw/cp-16-67484-1.html 

 

 

The year's first case of hantavirus syndrome appeared in Taiwan, and the public is 

urged to implement the 3 measures against rodent 
Ministry of Health and Welfare www.mohw.gov.tw  2022-03-07 Source: Disease Control 

Department 

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

The Centers for Disease Control and Prevention said today (Mar. 7) that the first case of hantavirus syndrome has 

been reported in Taiwan this year. The patient is a male in his 40s in the north with no recent travel history. The 

workplace is often haunted by rodents and has been exposed to rodent excrement. The case developed muscle soreness, 

fever, chills and other symptoms on February 12, and the symptoms did not improve on February 14. He went to the 

hospital for medical treatment and was admitted to hospital, and was confirmed by a notification test; The case is 

currently in stable condition and has been discharged from the hospital to return home to recuperate. None of the co-

residents and contacts have any suspected symptoms. The health unit has gone to the surrounding of the case's house 

and workplace to conduct epidemic investigation, environmental disinfection, placement of mouse cages, and public 

https://www.mohw.gov.tw/cp-16-67484-1.html


health education and other prevention and control work. 

 

According to statistics from the Centers for Disease Control and Prevention, a total of 10 cases of hantavirus 

syndrome have been reported in Taiwan in 2021. The residences of the cases are Kaohsiung City (4 cases), Taipei City 

(2 cases), New Taipei City, Taoyuan City, Changhua City and Taichung City (1 case each); Since 2011, a total of 35 

local cases have been reported, with 24 males (66.7%) in gender and 28 (77.8%) over 40 years old; Another case is 

overseas (the infected country is Indonesia). 

 

The Centers for Disease Control and Prevention stated that Hantavirus syndrome is a zoonotic infectious disease. 

Humans are at risk of infection by inhaling or contacting dust and objects contaminated by rat feces and urine, or by 

being bitten by rodents with the virus. The incubation period of hantavirus hemorrhagic fever is several days to two 

months. The main symptoms are sudden and persistent fever, conjunctival congestion, weakness, back pain, headache, 

abdominal pain, anorexia, vomiting, etc. Bleeding symptoms appear on about the 3rd to 6th day, followed by proteinuria, 

hypotension or oliguria. Some patients develop shock or mild nephropathy, and may progress to acute renal failure, 

which can be improved after treatment. 

 

The Centers for Disease Control and Prevention called on the implementation of "no rats to come, no rats to live in, 

and no rats to eat" is the most effective way to prevent hantavirus, and the public should clean up the environment at 

all times, especially in warehouses, storage rooms and other spaces where mice are easy to hide; the catering industry, 

market vendors, and food factories should implement environmental sanitation. If rodent excrement is found, wear a 

mask, rubber gloves, open doors and windows, and use diluted bleach (100 cc commercially available bleach + 1 liter 

of clean water) to splash on the potentially contaminated environment, and then clean up after 30 minutes of 

disinfection; In addition, in order to prevent the virus from spreading in the air, please use disposable paper towels, rags 

or old newspapers to clean up the dirt, and then seal it in a garbage bag and discard it. For relevant information, please 

visit the CDC's global information website (https://www.cdc.gov.tw), or call the toll-free epidemic prevention line 1922 

(or 0800-001922). 

 

 

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

國內出現今年首例漢他病毒症候群個案，籲請民眾落實防鼠 3不措施 
衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2022-03-07 來源： 疾病管制署 
-------------------------------------------------------------------------------- 

疾病管制署今(7)日表示，國內出現今年首例漢他病毒症候群個案，為北部 40 多歲男性，近期無旅遊史，

工作場域常有鼠類出沒，曾接觸鼠類排泄物。個案 2 月 12 日出現肌肉痠痛、發燒、畏寒等症狀，2 月 14 日

因症狀未改善，前往醫院就醫並收治住院，經通報檢驗確診；個案目前狀況穩定，已出院返家休養，同住者

及接觸者皆無疑似症狀。衛生單位已前往個案住處周邊及工作場域進行疫情調查、環境消毒、放置鼠籠及民

眾衛教等防治工作。 

 

疾管署統計，國內去(2021)年累計 10 例漢他病毒症候群病例，個案居住地為高雄市(4 例)、台北市(2 例)、

新北市、桃園市、彰化市及台中市(各 1例)；自 2011年起累計 35例本土病例，性別以男性 24例(佔 66.7%)為

多，年齡則以 40 歲以上 28 例(佔 77.8%)為多；另 1 例境外(感染國家為印尼)。 

 

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、

物體，或被帶病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染風險。漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至兩個月，主要

症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第 3 至 6 天出現出血症

狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治

療後病況可改善。 

 

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環

境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間；餐飲業、市場攤販、食品工廠等應落實環境衛生。如

發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100 cc 市售漂白水+1 公升清水)

潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用 30 分鐘後再行清理；另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清

除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。相關資訊可至疾管署全球資訊網

(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線 1922(或 0800-001922)洽詢。 
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