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COVID-19： 新疆（兵団含む）の確診症例ゼロ増 9月 14日 
新浪中心  news.sina.com.cn 2020-09-15 08:15 来源:  天山网 
-------------------------------------------------------------------------------- 

9月 16日 12:00時点では 自治区政府サイトでは未掲出のため、 大衆網の報道を使用します。 

どうも 中国のメディアは 全ての確定診断患者が 治癒退院し、全ての無症状感染者が 医学観察を解除

された 9月 7日以後 新疆自治区での 患者・無症状感染者ゼロ、 ということから、 新疆の情報には 関心

を無くしてしまったのかと思えるほどに 扱うメディア数が減ってきました。 

また、 新疆自治区の衛生健康委のサイトへの発表が これまで殆どの日で天山網の発表より数時間 ～ 

一日、 二日遅いというのも気になっている私も、 この後 次の患者が出てくるまでは、 新疆情報を追い

かけることを一旦停止することとしました。 これが新疆関係最後の記事となります。 

 

来源： 天山網 

 

新疆ウィグル自治区 衛生健康委は、 9月 15日 0時 ～ 24時の間に、 新疆ウィグル自治区 （生産建設

兵団 含む）で 新たに増えた 確診症例は 0例、 無症状感染者は 0例だったと発表した。  

 

https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/202009/t20200916_19788099.htm 

 

 

Xinjiang (including the Production and Construction Corps) had no newly 

diagnosed cases on September 15, 2020 
Dazhong Net  www.dzwww.com 2020-09-16 08:30 Source: Tianshan Net 

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

Since the Xinjiang government’s website, at 12:00 today, has not yet announce the situation, we dared use the 

information provided by Dazhong Net. 

Since September, 7, 2020 when all the remaining diagnosed cases are discharged from hospital and all the cases of 

asymptomatic infection are lifted from medical observation, the Chinese media seems they have lost their attention to 

Xinjiang’s epidemic situation. Actually, the number of media becomes less and less, the timing of their news release 

time. 

We, therefore, decided that we will also stop handling Xinjiang matter by the day when they have another new case. 

So, this does become the last article regarding Xinjiang COVID-19. 

 

Source: Tianshan Net 

 

The Xinjiang Uygur Autonomous Region Health Commission announced that from 0:00 to 24:00 on September 15, 

there were no new reports of diagnosed cases of novel coronavirus pneumonia (COVID-19) and asymptomatic 

infections in the Xinjiang Uygur Autonomous Region (including the Xinjiang Production and Construction Corps).  

 

 

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

9 月 15 日新疆（含兵团）无新增确诊病例 
大众网  www.dzwww.com 2020-09-16 08:30 来源 :  天山网 
-------------------------------------------------------------------------------- 

天山网 讯  

 

新疆维吾尔自治区 卫生健康委 最新通报， 9 月 15 日 0 时 至 24 时， 新疆维吾尔自治区 （含 新疆生产

建设兵团） 无新增报告 新冠肺炎 确诊病例 和 无症状感染者。 
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