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COVID-19： 01 月 17日 吉林省で 30例確診 無症状感染者は 17例 

新华网 www.xinhuanet.com 2021-01-18 09:02:58 来源： 河北省卫健委网站 

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

新華社長春 1月 18日電 （記者： 趙 丹丹） 

吉林省衛生健康委は 18 日、1 月 17 日 0 時～24 時の間、吉林省では新たに新型コロナウィルス肺炎の確

診症例 30 例（長春市 13 例、通化市 17 例）が増えたが、うち 27 例は、以前に発表されている無症状感染

者が確診症例に転じたものだと発表した。 現時点では、今回、全省において報告された輸入確診症例は

累計で 40 例に達し、その内訳は長春市で 16 例、通化市で 24 例となっている。 1 月 17 日 24 時までの時

点で、吉林省の累計現地確診症例数は 178 例、治癒退院者数は 136 例となっており、入院隔離治療中の患

者は 40例、死亡者は 2例となっている。 

 

1月 17日 0時 ～ 24時の間、 吉林省では、無症状感染者 17例（通化市の 17例）が新たに増えている。 

1月 17日 24時時点で、吉林省の無症状感染者数は 90例となっている。 

 

上記の新規確診症例と無症候性感染症はすべて、管理制御範囲内の人たちによる積極的スクリーニング

を通じて発見されたものである。 

 

関連リンク： 

吉林省公主岭市范家屯鎮の全域を中リスクエリアに調整 

吉林省で新たに現地確診症例 30例、無症状感染者 17例（残念ですが、 吉林省の発表内容は、確診症例

3例と無症状感染者 17例のみでした。 中途半端な情報の出し方はなぜだろう・・・） 

吉林省衛生健康委発表の新型コロナウィルス肺炎流行に関する情況（2021年 1月 18日 発表） 

 

http://www.xinhuanet.com/2021-01/18/c_1126993484.htm 

 

 

30 new diagnosed local cases in Jilin Province and 17 new cases asymptomatic 

infections 
Xinhuanet www.xinhuanet.com 2021-01-18 09:02:58 Source: Hebei Provincial Health 

Commission website 

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

Xinhua News Agency, Changchun, January 18th, by reporter Dandan Zhao 

The Jilin Provincial Health Commission notified on January 18, that from 0-24 o'clock on January 17, Jilin Province 

added 30 new locally diagnosed cases (13 in Changchun City and 17 in Tonghua City). Among them, 27 cases were 

converted from asymptomatic infections previously notified to confirmed cases. So far, a total of 40 diagnosed cases 

imported from abroad have been reported in this round of epidemic in the province, including 16 in Changchun City 

and 24 in Tonghua City. As of 24:00 on January 17, Jilin Province had reported a total of 178 locally diagnosed cases, 

a total of 136 cases were cured and discharged, 40 cases are treated in isolation in the hospital, and 2 cases died. 

 

From 0:00 to 24:00 on January 17, there were 17 new cases of asymptomatic infection in Jilin Province (17 cases in 

Tonghua City). As of 24:00 on January 17, there are currently 90 cases of asymptomatic infection in Jilin Province. 

 

The above newly diagnosed cases and asymptomatic infection cases were all discovered through active screening of 

personnel within the scope of control. 

 

Related Links: 
Fanjiatun Town, Gongzhuling City, Jilin Province was adjusted to a medium-risk area 

30 new locally confirmed cases and 17 asymptomatic infections in Jilin 

Announcement of the Jilin Provincial Health Commission on the epidemic situation of new coronavirus pneumonia 

(Announced on January 18, 2021) 

 

 

http://www.xinhuanet.com/2021-01/18/c_1126993484.htm


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

吉林省新增本地确诊病例 30 例 新增无症状感染者 17 例 
新华网 www.xinhuanet.com 2021-01-18 09:02:58 来源： 河北省卫健委网站 

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

新华社长春 1 月 18 日电（记者 赵丹丹） 

吉林省卫健委 18 日通报，1 月 17 日 0-24 时，吉林全省新增本地确诊病例 30 例（长春市 13 例，通化市 17

例），其中 27 例系由此前通报的无症状感染者转为确诊病例，截至目前，本次输入性疫情全省累计报告确诊

病例 40 例，其中长春市 16 例，通化市 24 例。截至 1 月 17 日 24 时，吉林省累计报告本地确诊病例 178 例，

累计治愈出院 136 例，在院隔离治疗 40 例，病亡 2 例。 

 

1 月 17 日 0-24 时，吉林省新增无症状感染者 17 例（通化市 17 例）。截至 1 月 17 日 24 时，吉林省现有无

症状感染者 90 例。 

 

以上新增确诊病例和无症状感染者均是通过对管控范围的人员开展主动筛查发现。 

 

相关链接： 

吉林省公主岭市范家屯镇全域调整为中风险地区 

吉林新增 30 例本地确诊病例、无症状感染者 17 例 

吉林省卫生健康委关于新型冠状病毒肺炎疫情情况通报（2021 年 1 月 18 日公布） 
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