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公式情報によると、武漢市の原因不明の肺炎患者の大部分が武漢市江漢区の華南海鮮卸売市場 （別名『華南

海鮮城』）の商店主だという。 

12 月 31 日午前、華南海鮮卸売市場のある商店主は澎湃新聞に対し、彼もまた海鮮城内で肺炎にかかった人が

いると聞いていると語った『これは SARSではないと思う、もし SARSなら、我々はすぐに閉店させられている

よ。』 現時点、彼の店舗は正常に営業をしており、隔離されてはいない。 

このスタッフは、朝に白い衣服を着た人たちが店の外で消毒をしているのをみたと語った。 

華南海鮮卸売市場にあるもう一つの店舗のマネージャは澎湃新聞に対し、この市場は東と西の二つの区画に分

かれているが、今のところその大半が正常に営業しており、 彼はまだ閉鎖通知を受け取ってはいないと語った。 

澎湃新聞は 6 月 27 日、人民網サイト上に 「武漢市発展大道 207 号にある華南海鮮卸売市場の環境が不潔でひ

どすぎる、付近の店舗経営者は、『門前の三包（宮本注： 衛生・緑化・秩序の三つに責任をもつこと）』を無視

しており、店舗前のどぶからは汚水が歩道にまで溢れていて異臭が酷く、特に夏には堪らない匂いがするので、

監督管理を強化してほしい。」」という市幹部へのメッセージボードがあることに注目した。 

澎湃新聞が政府筋から入手した情報では、今回の肺炎患者の対部分が華南海鮮卸売市場のオーナーであるとい

うこと。 12 月以来、武漢市では 27 例のウィルス性肺炎患者が見つかっており、そのうち 7 名が危篤だという。 

旧衛生部（衛生健康委員会の前身である衛生計生委員会の前の部門名）が 2007 年に発行した『全国原因不明

の肺炎患者の観察、検査及び管理方案（衛応急発 [2007] 158 号）』では、原因不明の肺炎患者とは『以下 4 項目

を同時に具備しており、その他の疾病とは明確に診断できない』肺炎患者を指すとある： 

（１） 発熱（脇下の体温≥38℃）； 

（２） 肺炎の映像特徴を具有； 

（３） 発症早期の白血球総数が減少しているか正常、またはリンパ球の百分率が減少； 

（４） 標準的な公金治療 3～5 日の後（中華医学会呼吸器科分解が発行した『社区（コミュニティのこと）に

おける肺炎診断および治療ガイドライン』の 2006 年版を参照、詳細については 附件 2 を参照のこと）

までに状態の大幅な改善がみられなかったあるいは悪化度合いが激しい。 

人民日報の微博は、多くの医療関係者談話を引用し、武漢市における今回の原因不明肺炎患者を SARS ウィル

スによるものと断定することはできないとしている。 

中央電視台のニュースによれば、国家衛健委は、31 日午前に専門家グループを湖北省に派遣し、肺炎の処置

活動を指導に当たらせていると伝えている。 これまでのところ、関連するウィルスタイプの検査や隔離治療、

末端の消毒などの活動がっすめられている。 

 

https://news.163.com/19/1231/13/F1NSV0JR0001875P.html 

 

 

Merchants in South China Seafood Market in Wuhan City: If it is SARS, we are 

closed 
Netease News news.163.com 2019-12-31 13:59:05 Source:  Pengpai News 

 

According to official sources, most of the unexplained pneumonia cases in Wuhan are shopkeepers in the South China 

Seafood Wholesale Market (also known as "South China Seafood Market") in Jianghan District, Wuhan. 

On the morning of December 31, a staff member of a store in the South China Seafood Wholesale Market told Peng 

Pengpai News that he also heard that someone in the seafood city had pneumonia, "I think it should not be SARS, if it is 

SARS, we have already closed." Currently his store is still open and not isolated. 

The staff member said he saw people in white clothes doing disinfection outside the store in the morning. 

The manager of another store in the South China Seafood Wholesale Market told Pengpai News that the market is divided 

into east and west block, and most of them are currently operating normally. 

He has not received a notice of closure yet. 

The surging news noticed that on June 27, a citizen reported on the leader board of People ’s Daily that the environment 

of South China Seafood Wholesale Market located at No. 207 Development Avenue in Wuhan was so dirty and poor. The 

nearby shops and merchants disregard the "three guarantees in front of the door (Miyamoto’s note: shopkeeper should be 

responsible for three points of “Hygiene, Greening, Ordering”)", and the sewage on the sidewalk in front of them is flowing 

sideways, and the smell is tangy, especially in summer. Please strengthen supervision. 

The Pengpai news learned from official channels that most of the pneumonia cases were operators of the South China 

https://news.163.com/19/1231/13/F1NSV0JR0001875P.html


Seafood Wholesale Market. Since December, 27 cases of viral pneumonia have been found in Wuhan, 7 of them are critically 

ill. 

The "National Surveillance, Investigation and Management Plan of Unknown Causes of Pneumonia" issued by the former 

Ministry of Health in 2007 (Wei Jing Fa [2007] No. 158) states that Unexplained pneumonia cases refer to pneumonia cases 

that "have the following 4 at the same time and cannot be clearly diagnosed as other diseases": 

(1)  fever (underarm temperature ≥38 ° C); 

(2)  with imaging features of pneumonia; 

(3)  The total number of white blood cells is reduced or normal in the early stage of onset, or the lymphocyte differential 

count is reduced; 

(4)  After 3-5 days of standard antibacterial treatment (refer to the 2006 edition of "Community Acquired Pneumonia 

Diagnosis and Treatment Guidelines" issued by the Respiratory Diseases Branch of the Chinese Medical 

Association, see Annex 2 for details), no significant improvement or progressive Heavier. 

 

People's Daily Weibo quoted a number of people from hospitals in Wuhan as saying that the aforementioned unknown 

cases of pneumonia in Wuhan have not been determined to be caused by the SARS virus. 

According to CCTV news, the National Health and Medical Commission sent an expert team to Hubei in the morning of 

December 31, in order to guide the epidemic management. At present, related virus typing, isolation treatment, and terminal 

disinfection are underway. 

 

 

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

武汉华南海鲜城商户:正营业 非典的话我们早关门了 
网易新闻 wjw.wuhan.gov.cn 2019-12-31 13:59:05 来源: 澎湃新闻 

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

官方消息称，武汉不明原因的肺炎病例大部分是武汉市江汉区华南海鲜批发市场（又称“华南海鲜城”）经营户。 

12 月 31 日上午，华南海鲜批发市场一家店铺工作人员告诉澎湃新闻，他也听说海鲜城内有人得了肺炎，“我觉

得应该不是非典，是非典（的话），我们早就关门了。”目前他的店面还在正常营业，没有被隔离。 

该工作人员称，他早上看到有身着白色衣服的人在店外进行消毒作业。 

华南海鲜批发市场另一家商铺的经理告诉澎湃新闻，该市场分为东西两区，目前大都正常营业。他没收到停业的

通知。 

澎湃新闻注意到，6 月 27 日，有市民在人民网市领导留言板反映称，武汉市发展大道 207 号的华南海鲜批发市

场环境脏乱差，附近商铺商户视“门前三包”不顾，前面人行道污水横流，气味扑鼻，尤其是夏天更为严重，请加

强监管。 

澎湃新闻从官方渠道获悉，此次肺炎病例大部分为华南海鲜批发市场经营户。12 月以来，武汉市发现病毒性肺

炎病例 27 例，其中 7 例病情危重。 

原卫生部 2007 年印发执行的《全国不明原因肺炎病例监测、排查和管理方案》（卫应急发〔2007〕158 号）称，

不明原因肺炎病例是指“同时具备以下 4 条,不能明确诊断为其它疾病”的肺炎病例: 

(1) 发热(腋下体温≥38℃); 

(2) 具有肺炎的影像学特征; 

(3) 发病早期白细胞总数降低或正常,或淋巴细胞分类计数减少; 

(4) 经规范抗菌药物治疗 3-5 天(参照中华医学会呼吸病学分会颁布的 2006 版“社区获得性肺炎诊断和治疗

指南”,详见附件 2),病情无明显改善或呈进行性加重。 

 

人民日报微博援引武汉多位医院人士的说法称，武汉市前述不明原因的肺炎病例尚不能断定是 SARS 病毒所致。 

据央视新闻消息，国家卫健委 31 日上午派专家组来湖北指导疫情处置工作。目前，相关病毒分型检测、隔离治

疗、终末消毒等工作正在进行。 
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