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

2020 年 1 月 17 日 0 時 ～ 24 時の間に、治癒退院した患者は 4 名、新増した患者は 17 名、死亡した患

者はゼロであった。  

 

先に発表した新型コロナウィルスに感染した肺炎患者の疫学データを分析して、一部の患者は華南海鮮

卸売市場での接触歴がなかったことが見つかった。 標準的なトリアージと発熱外来活動の基礎に立ち、

改良された検査試薬を使い、全市の発熱外来で隔離治療を受けている原因不明の肺炎患者のサンプルを採

取して検査したところ、新型コロナウィルスの核酸陽性となったものが 17 例検出された。臨床の専門家

たちの総合判断を経て、17 例を確診患者と認定、（彼らは）全て武漢市金銀譚医院で集中治療を受けてい

る。 新たに確診された 17 人の患者中、重症患者は 3 例いる。 さらに全市の疑い例への検査活動を継続

展開してゆく。 

1 月 17 日 24 時まで、武漢市の新型コロナウィルスに感染した肺炎患者数累計は 62 例となり、治癒退

院者は 19 例、重症で治療中のものは 8 例、死亡 2 例となったが、その他の患者は病状も安定しており、

患者たちは全て武漢市の定点医療機構で隔離治療を受けている。 これまでに見つかった濃厚接触者の累

計は 763 人だが、既に医学観察を解除されたものは 681 人、医学観察を受けているものは 82 人となって

いるが、濃厚接触者の中からは異常は見つかっていない。 新増した患者の疫学調査や濃厚接触者の探索

が今なお進行中である。 

 

2020 年 01 月 18 日 

 

http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011909074 
 

 

Wuhan Municipal Health and Health Committee's report on pneumonia of new 

coronavirus infection 
Wuhan Municipal Health Commission wjw.wuhan.gov.cn 2020-01-19 00:43:34 Source: Wuhan Municipal 

Health Commission 

 

At 00: 00-24: 00 on January 17, 2020, there were 4 patients discharged from the hospital, 17 patients newly 

diagnosed no deaths.  

 

Analysis of the epidemiological data of the previously released cases of pneumonitis infected by the new 

coronavirus found that some cases had no history of contact with the South China Seafood Wholesale Market. On the 

basis of standardizing pre-screening triage and fever outpatient activities, optimized test kits were used to the samples 

of unidentified pneumonia cases under isolation treatment in the city.  17 new types of coronavirus positive were 

detected. After comprehensive research and judgment by clinical experts, 17 cases were confirmed as confirmed 

cases, and all were treated in Wuhan Jinyintan Hospital and related designated hospitals. Of the 17 newly diagnosed 

cases, 3 were severe cases. the detection of suspected cases in the whole city will be carried out. 

 

As of 24:00 on January 17, 62 cases of pneumonitis with new coronavirus infection have been reported in our city, 

19 cases have been cured and discharged, 8 severe cases are being treated, and 2 cases have died. The remaining 

patients are in stable condition and under isolation treatment at designated hospital. A total of 763 close contacts have 

been tracked, 681 medical observations have been lifted, and 82 people are still receiving medical observations. 

Among the close contacts, no related cases were found. Epidemiological investigations of new cases and follow-up 

investigations of close contacts are ongoing. 

 

January 18, 2020 
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武汉市卫生健康委员会 关于 新型冠状病毒感染的 肺炎情况通报 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

2020 年 1 月 17 日 0—24 时，治愈出院 4 例，新增病例 17 例，无死亡病例。 

 

对前期发布的新型冠状病毒感染的肺炎病例的流行病学资料分析发现，部分病例没有华南海鲜批发市场接触史。

在规范预检分诊和发热门诊工作的基础上，采用优化后的检测试剂盒，对全市发热门诊隔离治疗的不明原因肺炎病

例进行采样监测，共检测出新型冠状病毒核酸阳性 17 例。经临床专家综合研判，认定 17 例为确诊病例，均在武汉

市金银潭医院及相关定点医院集中救治。新确诊的 17 例病例中，重症病例 3 例。下一步将继续对全市疑似病例开

展检测工作。 

 

截至 1 月 17 日 24 时，我市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例 62 例，已治愈出院 19 例，在治重症 8 例，死

亡 2 例，其余患者病情稳定，患者均在武汉市定点医疗机构接受隔离治疗。累计追踪密切接触者 763 人，已解除医

学观察 681 人，尚在接受医学观察 82 人，密切接触者中，没有发现相关病例。新增病例的流行病学调查、密切接

触者追踪排查正在进行中。 

 

2020 年 1 月 18 日 
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