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中新網徳陽 11月 15日電 （記者 楊勇） 

15日、四川省徳陽市衛生健康委員会は、「11月 13日、徳陽

市は『天津から蘭州に輸送された冷凍製品で新型コロナ陽性

が検出された』とする甘粛省蘭州市発の情報を成都市疾病管

理センターから受け取った。 当該ロットの製品を搬送したト

ラック運転手 1 名が濃厚接触者とされたが、現在、四川省徳

陽市広漢にいる」との情報を公表した。 

 

徳陽市は関連の書簡を受領後、一段一段と調査を進め、広

漢市で運転手を探しあてた。 広漢市疾病管理センターによる

疫学調査を経て、当該運転手は 11月 8日に蘭州で冷凍製品を

荷下ろしした後、11日に寧夏からの荷物を積んで広漢市に 13

日に戻っていたことが判明した。 13日夜、広漢市は当該運転

手の鼻やのどのスワブサンプルを採取したが、 同時に、運転

手が使用したトラックの関連サンプルも採取して新型コロナ

ウィルスの核酸検査を行った。 しかし、結果は全て陰性とな

っていた。 調査によると、当該運転手には広漢市市内には濃

厚接触者はいなかった。 現在、津尾外運転手は、規定に基づ

き、集中隔離の上医学観察が行われており、車両とその貨物

については基本処理が行われている。 （完） 
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Deyang, Sichuan: Frozen products from Lanzhou test positive, transport driver's 

nucleic acid test was negative 
China News Net www.chinanews.com 2020-11-15 19:31 Source: China News Net 
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<<Picture>> 

 

Chinanews.com, Deyang, November 15th (Reporter: Yang Yong) 

The Health Commission of Deyang City, Sichuan Province issued a message on the 15th that Deyang City received 

a letter from the Chengdu Center for Disease Control and Prevention transferred from Lanzhou, Gansu. The letter 

informed that a batch of frozen products shipped from Tianjin to Lanzhou tested positive for the novel coronavirus, on 

November 13. A truck driver transporting the batch of products is a close contact and is currently in Guanghan of 

Deyang in Sichuan Province. 

 

After receiving the relevant information, Deyang City followed up the investigation level by level and found the 

driver in Guanghan City. According to an epidemiological investigation by Guanghan Center for Disease Control and 

Prevention, the driver unloaded frozen products in Lanzhou on November 8, then loaded another cargo from Ningxia 

http://www.chinanews.com/sh/2020/11-15/9339104.shtml


on the 11th and arrived in Guanghan on the 13th. On the evening of the 13th, Guanghan City collected samples of the 

driver’s nose and throat swabs, and collected samples of the trucks he drove for novel coronavirus nucleic acid tests. 

All the test results were negative. After investigation, the driver had no close contacts in Guanghan City. At present, 

the driver has implemented centralized quarantine medical observation in accordance with relevant regulations, and 

has conducted standardized treatment of vehicles and goods. (Finish) 
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<<图>> 

中新网德阳 11 月 15 日电 (记者 杨勇)四川省德阳市卫健委 15 日发布消息称，11 月 13 日，德阳市接成都

市疾控中心转甘肃兰州发来的协查函，函告一批从天津运至兰州的冷冻产品检测出新冠病毒阳性，运输该批

产品的一名货车司机为密切接触者，目前在四川德阳广汉境内。 

 

德阳市接到相关信息后，逐级追踪调查并在广汉市找到该司机。经广汉市疾控中心流行病学调查，该司机

于 11 月 8 日在兰州卸下冷冻产品后，11 日从宁夏另装货物，13 日抵达广汉。13 日晚，广汉市采集该司机鼻、

咽拭子标本，同时采集其驾驶的货车相关标本进行新冠病毒核酸检测，检测结果均为阴性。经排查，该司机

在广汉境内无密切接触者。目前该司机已按相关规定实施集中隔离医学观察，对车辆和货物进行了规范处理。

(完) 
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