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COVID19 甘粛省で国外からの 11例を確診 累計 102例 
新浪新闻 news.sina.com.cn 2020-03-05 22:52 来源： 甘肃省卫健委网站 
-------------------------------------------------------------------------------- 

3 月 4 日 20 時～ 3 月 5 日 20 時（宮本注： 国家衛健委が 0 時～24 時で統計を発表している中、甘粛は

20 時単位？ これでは 4 時間分ずつのずれが出るのでは？）、甘粛省現地では新たに患者は増えなかった。 

3月 5日 20時までに、甘粛省は新型コロナウィルス肺炎確診患者累計 91例、治癒退院者累計 87例、死亡

者累計 2例を報告している。 現在 2例が定点病院で隔離治療中だが、1例は蘭州市、1例は定西市にいる。

甘粛省現地からは疑い例は出ていない。 現時点、甘粛省では濃厚接触者累計 4,337人が見つかっているが、

既に医学観察解除された人は 4,259人、残りの 78人は今も医学観察を受けている。 

（91 人の確診患者に国外からの 11 人をたして累計がタイトルのように 102 例となったということのよ

うですが、102例になったという報告を甘粛省が嫌っているのでしょうか。 統計の取り方が難しいところ

ですが、日本のクルーズ船の乗客乗員を日本での発生としないという日本政府の視点をそのまま使ったの

ではないかとも見ることができそうです） 

 

3月 2日 20時～3月 5日 20 時にかけて、イランから 311人がそれぞれ商用ビジネスジェットで蘭州入り

をしたが、全員を隔離している。3月 5 日に、国外からの輸入患者 11 例が新たに確診されたが、全て省級

定点病院で隔離治療を受けており、病状は安定している。 新たに増えた海外からの濃厚接触者は 300人だ

が、うち 38人が省級定点病院で隔離観察を受けており、262人は集中隔離地点で隔離の上、更に突っ込ん

だ医学検査が行われている。 

 

https://news.sina.com.cn/c/2020-03-05/doc-iimxxstf6728481.shtml 

 

 

Gansu added 11 new cases of imported Novel Coronavirus Pneumonia and 102 

diagnosed cases in total 
Sina News news.sina.com.cn 2020-03-05 22:52 Source: Gansu Provincial Health and Health 

Commission website 

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

At 20:00 on March 4 to 20:00 on March 5, there were no new cases in Gansu Province. As of 20:00 on March 5, a 

total of 91 diagnosed cases of Novel Coronavirus Pneumonia, 87 cured and discharged cases, and 2 deaths have been 

reported. There are 2 cases of isolation treatment in designated hospitals, including 1 in Lanzhou City and 1 in Dingxi 

City. There is no doubt a case in Gansu. At present, 4,337 close contacts have been tracked down in Gansu, 4,259 

medical observations have been lifted, and the remaining 78 are receiving medical observations. 

 

From 20:00 on March 2 to 20:00 on March 5, 311 people arrived in Lanzhou from Iran by commercial charter planes, 

all of which have been isolated. On March 5th, 11 imported cases were newly diagnosed, all are isolated and treated in 

provincial-level designated hospitals, and in stable conditions. 300 overseas contacts were added, 38 of them were kept 

in isolation at provincial-level designated hospitals, and 262 were kept in centralized places, and further medical 

examinations are being conducted. 

 

 

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

甘肃 新增 11 例境外输入新冠肺炎 累计确诊病例 102 例 
新浪新闻 news.sina.com.cn 2020-03-05 22:52 来源： 甘肃省卫健委网站 
-------------------------------------------------------------------------------- 

3 月 4 日 20 时至 3 月 5 日 20 时，甘肃本地无新增病例。截止 3 月 5 日 20 时，甘肃本地累计报告新型冠状病毒

肺炎确诊病例 91 例，累计治愈出院 87 例，累计死亡病例 2 例。现有 2 例在定点医院进行隔离治疗，其中兰州市 1

例、定西市 1 例。甘肃本地目前无疑似病例。目前，甘肃本地累计追踪到密切接触者 4337 人，已解除医学观察 4259

人，其余 78 人正在接受医学观察。 

 

3 月 2 日 20 时至 3 月 5 日 20 时，有 311 人分别乘商业包机由伊朗到达兰州，均已全部隔离。3 月 5 日新增 11 例

https://news.sina.com.cn/c/2020-03-05/doc-iimxxstf6728481.shtml


境外输入确诊病例，均在省级定点医院隔离治疗，病情平稳。新增境外输入密切接触者 300 人，其中 38 人在省级

定点医院隔离留观，262 人在集中隔离点隔离，正在进一步进行医学检测检查。 
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