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米 CDC武漢をレベル 1 の『観察』に 動物市場にはゆくなと呼び掛け 
東網 hk.on.cc 2020-01-08 13:44 来源:  

-------------------------------------------------------------------------------- 
武漢肺炎が大きな注目を浴びているが、米国疾病予防管理センター（CDC）は、先日渡航に関する通知

を発出、その中で、武漢市を CDC が注目しているレベル 1 の『観察（Watch）』（宮本注： CDC による

Watch Level 1 [Green]は、Alert Level 2 [Yellow]、Warning Level 3[Red]という 3分類中の最初のステップに

あたりますが、次パラグラフに台湾国民への説明がされていました！）とし、武漢に行こうとする米国人

に対して現地の病人や動物並びに動物市場などの地への旅行を避けるようにとした。（右 URL のことのよ

うです。 https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/watch/pneumonia-china） 

 

米国CDCの渡航に関する通知は、現在 3つのレベルに分類され、それぞれに レベル 1の『観察（Watch）』

やレベル 2の『警報（Alert）（中国語原文の「警示」は通常警告と訳出されますが、レベル 3で「警告」と

あるために、ここではあえて『警報』）とします』、レベル 3の『警告（Warning）』と区分される。 武漢は

いま CDC によりレベル１に分類されたことになる。 中国衛生健康委の専門家がすでに武漢入りして病因

の徹底調査をしている。 これまでに、現地では少なくとも 59 人の武漢肺炎患者が見つかっているが、う

ち 7名が重篤な状態にある。 

 

米国駐北京大使館もまた火曜日（1月 7日）に国民に向けて健康に関する警告を発出、武漢に向かう米国

人は動物や患者との接触を避け、恒常的な予防措置をとるようにし、もし武漢訪問後に症状が出た場合は

速やかに病院を受診することが必要だと注意を促している。 

 

https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20200108/bkn-20200108134425691-0108_00822_001.html 

 

U.S. CDC lists Wuhan as a Level 1 Watch, urges tourists not to go to animal 

markets 
Eastnet hk.on.cc 2020-01-08 13:44 Source: 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Wuhan pneumonia caused widespread concern, The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recently 

issued a travel notice. They list Wuhan as the first stage of the Center ’s attention to disease, the “Watch” stage, and 

urges American tourists who want to travel to Wuhan to avoid contact with local patients, animals, and animal markets 

 

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention's travel notice is now divided into 3 levels, of which there are 

Level 1 "Watch", Level 2 "Alert", and Level 3 "Warning". Wuhan is now listed as Level 1 by the center. Experts from 

the Chinese Health Commission have thoroughly investigated the cause in Wuhan. So far, at least 59 cases of Wuhan 

pneumonia have been recorded there, of which 7 are serious. 

 

The U.S. Embassy in Beijing also issued a similar health warning 

 to citizens on Tuesday (7), stating that Americans visiting Wuhan should avoid contact with animals and patients, 

and urged the nation's attention and take regular precautionary measures. If you find that you have symptoms after 

traveling to Wuhan, you should seek medical treatment immediately. 

 

 

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

美疾控中心列武漢為 1 級觀察 籲遊客勿往動物市場 
東網 hk.on.cc 2020-01-08 13:44 来源:  

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

武漢肺炎引起廣泛關注，美國疾病控制與預防中心（CDC）近日發出旅遊通知，將武漢市列爲中心疫病關注的第

一級即「觀察」（Watch）階段，呼籲美國欲前往武漢的遊客避免接觸當地病人、動物及到動物市場等地遊覽。 

美國疾病預防及控制中心的旅遊通知現分為 3 個級別，分別是第 1 級「觀察（Watch）」、第 2 級的「警示（Alert）」、

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/watch/pneumonia-china
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20200108/bkn-20200108134425691-0108_00822_001.html


第 3 級「警告（Warning）」。武漢現被該中心列為第 1 級。中國衞健委專家已在武漢徹查病因，迄今為止，當地已

錄得最少 59 宗武漢肺炎案例，其中 7 宗屬嚴重。 

美國駐北京大使館也在周二（7 日）向國民發出類似健康警告，指前往武漢的美國人應避免接觸動物和病人，並

促請國民注意和採取恒常的預防措施。一旦發現自己在前往武漢後出現病徵，應立即求醫。 
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