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写真は中国の政府メディアが出した武漢市原因不明肺炎のウィルス ネット上の写真より  

 

中国武漢市衛生健康委員会は、昨日深夜に、15日にまた現地新型コロナウィルス肺炎患者１名が死亡し、

死者は 69 歳の男性だと発表した。 現在、現地における武漢肺炎患者累計は 41 名、治癒退院者が 12 名、

重症治療中が 5名、死亡は 2名となっている。 当地のネット民は、病院では多くの人が通路上に寝そべっ

ており、医療リソースは明らかに不足していると最近報じている。 

 

中央社は本日、武漢肺炎には瞞着の疑いがあり、中国のネット民は、患者多数が地面に寝ていると指摘

していることを報じた。 湖北省武漢市は昨年年末に原因不明の肺炎がアウトブレイクし、これまでに 2人

が死亡しており、日本やタイなどでも感染患者が出現しているが、中国国内ではこれまでこれについてそ

の発生を公表しているのは武漢だけなのだ（宮本注： 武漢市衛生健康委員会は、こまめに情報開示してい

ますが、北京にある『国家衛生健康委員会』はこれまでずっと沈黙を続けています。 他方で、武漢市衛生

健康委員会がきっちりと診断結果の全てを報じているのかについては、彼らのみぞ知る、です！）。 現地

のネット民は、最近、病院には多くの人が廊下に寝転んでおり、医療リソースが明らかに不足していると

書き込んでいる。 

 

当該報道では、まさに農歴春節前の夕方に、中国は春節帰省混雑期の特別輸送に入って 7日目となるが、

膨大な人が行き来することによって肺炎の拡散が加速されるのではないかと憂慮している。 ネット上では、

多くの人が、「（ウィルスは）国外に出るだけで、省からは出ない、なんと愛国的なのだ？」、「ウィルス

は隊や日本に伝染しているが、大陸上では伝染しても問題ない、このウィルスは愛国者なのか侵略者なの

か」と疑問を呈している。 

 

中国湖北省武漢市の微博アカウント“＠樹先生 sss”は、16 日午前 11 頃、彼の父親が 9 日に発熱症状が

現れ、武漢の新華医院に行き治療をうけたが、CTスキャン検査と血液検査で、肺部に陰影があり、3日間

治療を受けても好転せず、『発熱外来』のある武漢同済医院に病院を変えるしかなかったとの文章を投稿

した。 



 

彼は、病院についたときに、全員が発熱患者であったとし、『多くの人が通路に寝ていたが、全ての検査

をし、2日間注射をして、そこの医師が自宅に戻って隔離すべきだ、病院にはベッドもなく、入院する方法

がないのよ』と語った。 

 

報道によれば、この中国人ネット民は、彼の父親は家に戻ってからも発熱が続き、且つ、喘ぎや呼吸が

できないなどの症状が現れ、何度もの紆余曲折を経て金银潭医院に運ばれたが、病院は容体が重篤化した

ら収容できると答えた。 彼自身と母親もまた発熱が三日続き、CT スキャンでも両肺への感染がみつかる

も、病院側は外来診療部がなく、治療のための注射もできないとしたため、彼はもう一度文章を書いて助

けを求めた。 彼は、文末に『この肺炎に関して、状況を発表しないといけない、 以上の言論については私

個人が責任を負う』と書いた。 
 

この投稿は中国のネット民たちが転載しており、ある人は『コロナウィルス患者は外国では出ているが、

国内では、武漢以外のその他の省では全く患者がでていないが、ひた隠しにして自分でも信じられないよ

うな話や手段で人をだましている』、『出国はするが省外には出ない、これは愛国ウィルスだ』などの疑い

を持っている。 さらに、ある人は『＠樹先生 sss のいうことが真実だとすれば、武漢衛健委に衛計委はな

にしてるんだと聞きたいものだ、北京 SARS の時も最初のうちは重視せず、最後に爆発したんだ』とさえ

つぶやいている。 

 

中央社は、出稿時点では『＠樹先生 sss』のアカウントは『＠jgxrssu』に変わっており、（これまでに彼

が）発表した文書は全て削除されていると伝えている。 

 

武漢の華南海鮮市場一帯では 2019 年 12 月に原因不明の肺炎が起爆し、その病原体は新型のコロナウィ

ルスであると初歩判定されたが、アウトブレイクを引き起こした致命率の高い SARSやMERSと同一ファ

ミリーのものだ。 WHO は、このウィルスに 2019-nCoV（2019 年新型コロナウィルス）と命名している。 

武漢市衛生健康委員会は昨夜遅くに、15 日にまた 1 名のコロナウィルスに感染した患者が現地で死亡し、

これが、69歳の男性であることを発表している。 現時点、現地での患者数累計は 41例、治癒退院したも

のは 5例、死亡 2例となっている。 

 

これまでのところ、武漢から来た 61歳女性及び武漢を訪れていた中国籍の男性が、タイや日本で新型コ

ロナウィルス患者と確定診断されている。 

 

公式情報では、『これまでに武漢の累計報告患者数は 41 例、すでに治癒して退院したものは 12 例、治

療中の重症患者は 5例、死亡は 2例。 探索で見つかった濃厚接触者累計は 763人、既に医学観察を解除さ

れたものは 664 人、今なお医学観察を受けているものは 119 人、濃厚接触者からは、異常は認められてい

ない』とされている。 

 

現在公式に発表されたメッセージには： 2019年新型コロナウィルスについては、限定されたヒトヒト感

染を排除しない、潜伏期間は約 2週間だが、感染源は不明だということも含まれている。 

 
http://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20200117-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%AD%A6%E6%B1%89

%E7%96%AB%E6%83%85%E4%B8%A5%E9%87%8D%E9%81%AD%E6%9B%9D%E6%96%99%E9%9A%90%E7

%9E%92-%E6%9C%89%E7%88%B1%E5%9B%BD%E7%97%85%E6%AF%92%E5%86%A0%E7%A7%B0 

 

 

Mysterious epidemic in Wuhan has been severely concealed: Some calls it Patriotic 

Virus 
Radio France International www.rfi.fr 2020-01-17 10:32 Source: 

-------------------------------------------------------------------------------- 
The picture shows the unidentified outbreak virus spectrum of Wuhan, the official Chinese media magazine. Network photo 

 

The Wuhan Municipal Health Committee of China reported late last night that on the 15th, another local coronavirus-

infected pneumonia died. The deceased was a 69-year-old male. At present, there are still 41 cases of Wuhan pneumonia 

accumulated in the local area, 12 cases have been cured and discharged, 5 serious cases have been under treatment, and 

2 cases have died. According to local netizens recently, hospitals are so many people lying on the corridors that medical 

resources are obviously insufficient. 

http://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20200117-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%AD%A6%E6%B1%89%E7%96%AB%E6%83%85%E4%B8%A5%E9%87%8D%E9%81%AD%E6%9B%9D%E6%96%99%E9%9A%90%E7%9E%92-%E6%9C%89%E7%88%B1%E5%9B%BD%E7%97%85%E6%AF%92%E5%86%A0%E7%A7%B0
http://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20200117-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%AD%A6%E6%B1%89%E7%96%AB%E6%83%85%E4%B8%A5%E9%87%8D%E9%81%AD%E6%9B%9D%E6%96%99%E9%9A%90%E7%9E%92-%E6%9C%89%E7%88%B1%E5%9B%BD%E7%97%85%E6%AF%92%E5%86%A0%E7%A7%B0
http://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20200117-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%AD%A6%E6%B1%89%E7%96%AB%E6%83%85%E4%B8%A5%E9%87%8D%E9%81%AD%E6%9B%9D%E6%96%99%E9%9A%90%E7%9E%92-%E6%9C%89%E7%88%B1%E5%9B%BD%E7%97%85%E6%AF%92%E5%86%A0%E7%A7%B0


 

According to a report by the Central News Agency today, the suspected pneumonia epidemic in Wuhan was 

concealed, and Chinese netizens said that patients were lying on the ground. Unknown cause of pneumonia broke out 

in Wuhan, Hubei at the end of last year. Two people have died so far, and infection cases have also found in Japan and 

Thailand. However, in China, only Wuhan has announced the outbreak. Local netizens recently said that there were 

too many people in the hospital lying on the corridor and the medical resources were obviously insufficient. 

 

The report said that on the eve of the Lunar New Year, the Chinese Spring Festival has entered its seventh day, and 

the huge crowds will come and go at this period, makes the public worry that the epidemic will spread widely. Many 

people question online "It is a patriotic virus to go abroad but not to the province." "The virus has been transmitted to 

Thailand and Japan, but it is okay not to be transmitted on the mainland. Is this virus a patriot or an aggressor?" 

 

The Weibo account "@WuShussss", a Weibo account showing Wuhan, Hubei Province, China, posted at 11 am or 

so on January 16. His father developed fever on Jan. 9 and went to Wuhan Xinhua Hospital for treatment. After CT 

scanning and blood tests, he knew that there was a shadow in his lungs. As his ill did not improve for 3 days. It can 

only be referred to Wuhan Tongji Hospital, which has a dedicated “Fever Clinic” (fever clinic). 

 

He said that after entering the hospital, he found that all patients were feverish. "There were so many people lying 

on the floor of the corridor. All the examinations were done. After two days of injections, the doctor said that he would 

go home and be isolated, saying that there was no way of admission and no beds." 

 

According to the report, the Chinese netizen said that his father continued to have fever after returning home, and 

suffered symptoms such as gasping and inability to breathe. He was sent to Jinyintan Hospital with some bumps and 

detours and the hospital said they can admit him only when the situation become severe. He and his mother also had a 

fever for 3 days. He also had a double lung infection after a CT scan. However, the hospital stated that there was no 

outpatient department and he could not get injections for treatment, so he sent a letter for help. He said at the end of the 

article, "I think it is necessary to speak out about this pneumonia, and I am responsible for the above remarks." 

 

This post has been reprinted by Chinese netizens. Some people have questioned that "Coronavirus cases have gone 

abroad, but there are no other provinces in China except Wuhan, and they are concealing and deceiving themselves." 

 

Some people even said, "If the truth is as Mr. Qi Shusss said, I really want to ask Wuhan Health Commission what 

the Health and Family Planning Commission is doing ... At that time, Beijing SARS also began to pay little attention 

and finally broke out." 

 

the Central News Agency said, but as of deadline time, "Mr. Shu Shu sss" has changed the account number to 

"@jgxrssu" and deleted all of his postings. 

 

The outbreak of unexplained pneumonia in the area of the South China Seafood Market in Wuhan began in December 

2019. The pathogen was initially identified as a new type of coronavirus, which belongs to the same family as the 

culprit that caused the outbreak of the deadly severe acute respiratory syndrome (SARS) and the Middle East respiratory 

syndrome. The World Health Organization has named it 2019-nCoV (2019 New Coronavirus). The Wuhan Municipal 

Health Commission reported late last night that on the 15th, another local coronavirus-infected pneumonia died. The 

deceased was a 69-year-old male. At present, there are still 41 cases of Wuhan pneumonia accumulated in the local 

area, 12 cases have been cured, 5 cases have been cured, and 2 cases have died. 

 

So far, a 61-year-old female from Wuhan and a Chinese male who has traveled to Wuhan have been diagnosed with 

new coronavirus cases in Thailand and Japan. 

 

Official sources said that at present, Wuhan has reported a total of 41 cases of pneumonia caused by new coronavirus 

infection, 12 have been discharged from hospital, 5 are in severe cases, and 2 have died. A total of 763 close contacts 

have been tracked, 644 medical observations have been lifted, and 119 medical observations are still underway. Among 

the close contacts, no related cases were found. 

 

Currently officially released messages include: 2019 new coronavirus does not rule out limited human-to-human 

transmission, the disease incubation period may be 2 weeks, and the source of the infection is unknown. 

 

 

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



武汉神秘疫情严重遭曝料隐瞒 有爱国病毒冠称 
法国国际广播电台 www.rfi.fr 2020-01-17 10:32 来源:  

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

（図１ 图为中国官方媒体刊武汉不明疫情病毒谱图 网络照片） 

 

中国武汉市卫生健康委员会昨天深夜通报，15日又有一名当地新型冠状病毒感染肺炎者死亡，死者是 69岁男性。

目前当地累积的武汉肺炎病例仍是 41 例，治愈出院 12 例，在治重症 5 例，死亡 2 例。据当地网友近日表示，医院

人多到躺在走廊地上，医疗资源明显不足。 

 

据中央社今天报道说，武汉肺炎疫情疑遭隐瞒，中国网友指患者多到躺地上。 

 

湖北武汉去年底起爆发不明原因肺炎，至今已两人死亡，日本、泰国也出现感染病例，但中国境内至今却只有武

汉公布疫情。当地网友近日表示，医院人多到躺在走廊地上，医疗资源明显不足。 

 

该报道说，正值农历春节前夕，中国春运已进入第 7 天，庞大的人潮往返让民众担忧将加速疫情扩散。不少人在

网上发文质疑“只出国不出省，是个爱国病毒”、“病毒都传染到泰国和日本去了，大陆上却不传染没事了，这病

毒是爱国者还是侵略者？” 

 

所在地显示为中国湖北省武汉市的微博帐号“＠树先生 sss”16 日上午 11 时许发文表示，他的父亲 9 日出现发

烧症状，前往武汉新华医院治疗，经电脑断层扫描检查与验血，显示肺部有阴影，治疗 3 天未见好转，只能转诊到

设有专门“发热门诊”（发烧门诊）的武汉同济医院。 

 

他表示，进到医院后发现全是发烧患者，“人多到躺在走廊的地上，所有的检查都做了，打了两天针，医生居然

说回家隔离，说没有办法办理住院，没有床位”。 

 

报道引据这名中国网友表示，他的父亲返家后持续发烧，且出现喘气、无法呼吸等症状，几经周折送至金银潭医

院，院方看情况严重才接收。他自己与母亲也发烧 3 天，经断层扫描也发现双肺感染，但院方称没有门诊部，无法

打针治疗，因此他才发文求助。他在文末表示，“关于这个肺炎，我觉得有必要把情况说出来，以上言论我自己负

责”。 

 

这段发文引起中国网友转载，有人质疑“冠状病例都去国外了，国内除武汉外其它省分均无，还捂著压着，自欺

欺人”、“只出国不出省，是个爱国病毒”。更有人称“如果事实真如 ＠树先生 sss 所说，真的很想问问武汉卫

健委卫计委在干什么…当年北京 SARS 也是开始没有重视，最后爆发”。 

 

中央社说，但截至发稿“＠树先生 sss”已将帐号更改为“@jgxrssu”，并删除所有发文。 

 

武汉华南海鲜市场一带 2019 年 12 月起爆发不明原因肺炎疫情，病原体初判为新型冠状病毒，与引爆致命严重急

性呼吸道症候群（SARS）及中东呼吸症候群疫情的祸首属同一家族。世界卫生组织已命名为 2019-nCoV（2019新型

冠状病毒）。武汉市卫生健康委员会昨天深夜通报，15 日又有一名当地新型冠状病毒感染肺炎者死亡，死者是 69

岁男性。目前当地累积的武汉肺炎病例仍是 41 例，治愈出院 12 例，在治重症 5 例，死亡 2 例。 

 

截至目前，一名来自武汉的 61 岁女性，以及一名曾前往武汉的中国籍男性，在泰国、日本确诊为新型冠状病毒

病例。 

 

官方消息说，目前武汉累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例 41 例，已治愈出院 12 例，在治重症 5 例，死亡 2

例。累计追踪密切接触者 763 人，已解除医学观察 644 人，尚在接受医学观察 119人，密切接触者中，没有发现相

关病例。 

 

目前官方释出的讯息包括：2019 新型冠状病毒不排除有限度人传人，疾病潜伏期可能为 2 周，感染源不明。 
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