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4 人死亡、40 人超が感染、2,000 人近くが隔離、1,100 超の学校が休校・・・これは韓国の 5 日午後までの

MERSのデータだ。 夫々の数字は絶えず増加しており、韓国国民の間にはパニックが誘発され、使い捨て

マスクが爆買いされており、一部の人には『ラクダの色が変だ』とまで言い出す始末だ。 

 

流行 また死亡患者 1名 

韓国保健福祉部は、5日、同国で新たに MERS 死亡患者と 6 名の確診患者が出たが、うち 1名は、韓国軍

初のMERS患者となった空軍下士官であると発表した。 

5日までのところ、韓国の MERS 患者は、42人まで増え、うち、4名が死亡し、2,000人近い人が隔離観察

を受けている。 

 

最新の死亡患者は 4日に死亡した 76歳男性だ。 韓国初発症例と接触後、5月 21日にMERSウィルスへの

感染が確診されていた。これまでのところ、韓国の MERS 患者の致命率は以前の 5％から 9.8％にと上昇。 

韓国疾病管理センターは、MERS が韓国で広まる前は、全世界の致命率は 40％を超えていた。 

 

流行の拡大を恐れ、韓国では、約 400の幼稚園と 10大学を含む 1,160か所の学校が休校になっている。 政

府が設置した MERSホットラインには数千の問い合わせ電話が入っている。 

 

国軍初の確診患者見つかる 

韓国で新たに増えた 5 人の確診患者は皆医療機関内部での感染だった。 調査員は 30 人の患者が出た病院

で、病院の空調とドアノブ等からウィルスを発見した。 

新たに増えた患者は、全てが初発患者と接触してMERSウィルスに感染後、ウィルスを更にその他の人た

ちに感染させた二次感染者或は二次感染が疑われていた人たちだ。 

 

MERSウィルスに感染した軍人はソウルの南にある烏山空軍基地に勤務。 彼は、韓国初発症例と同じ病院

に入院していたが、医療スタッフは、彼が最後にこの初発症例と接触したのが 5月 17 日であり、彼に症状

が現れたのが MERS ウィルスの最長潜伏期である 14 日を超えている為にこの軍人を二次感染患者だと推

測している。 

この軍人は、韓国軍における最初の MERS 患者だ。烏山空軍基地は韓国駐留の米軍と共用している。米軍

の衛生隊員クリステル・マーフィは、この下士官と接触のあった約 100 名が既に在宅待機にされ、外出不

許可にされていると語った。 

 

カオス 窃盗や飲酒運転野放し 

MERS流行で韓国では混乱続く 

MERS ウィルスは、ラクダの体内に広範に見られ、最初は、人がラクダに接触することにより感染する。

市民を落ち着かせるために、ソウル動物園を含め、韓国の多く動物園で 17 頭のラクダが隔離されている。 

新華社の駐韓記者姚琪琳は、これに留まらず、慶州市が近々実施予定の『シルクロード慶州 2015祝典』の

宣伝用にラクダの大画像やラクダと関連した宣伝物を多数準備していたが、現在の状況から、主催者側は

ラクダ関連の宣伝物全てを他のものに変えることを余儀なくされているとしている。 

 

飲酒検査では呼気が必要であり、MERS ウィルス感染のリスクが有り得るため、現在MERS確診患者が出

ている地区では警察はドライバーの飲酒検査を暫時停止中だ。そのほか、韓国メディアは、40歳の窃盗犯

を捕えたが、犯人が犯行前にMERS確診患者の伯母の家を訪ねていたことが判明、警察は彼の拘留を解き、

保健所に移送したと伝えている。 

 

地方と中央の間では舌戦 

朴元淳ソウル市長は、4 日夜、緊急記者会見を行い、現地で 1 名の医師に MERS 疑い症状が現れた後も依

然として 5月29～30日の間に 1,500人規模の大型行事に参加し、直接間接にウィルスをばら撒いたと発表。



この深夜のリーク情報は国民の不安を更に高めた。 

文亨杓保健福祉部長官は、5日、朴元淳発言の批判に対し「事実に反しており、国民の間に疑惑と誤解を生

むだけだ」と反駁した。 『ソウル政府側の発表が国民に誤解と懸念を引き起こしてしまい、韓国政府の

MERSへの対応力が不足しているかの印象を与えてしまったことを大変遺憾に思う』と語った。 

 

対応  警察はデマを流した嫌疑で 2名検挙 

MERS の負の影響を下げるために、韓国政府は 4日、 

国民の不安を解消するために、韓国政府は、デマや事実に反する情報の流布行為に厳重に取り締まること

を承認した。 韓国国家警察庁は 4 日、ネット上で不実な情報を流した疑いで 2 名を検挙した。一名は 34

歳の金という男で、SNSを通じ「釜山の総合病院で MERS 疑い例 1名が治療されている」という情報を流

した疑い；もう 1 名は、49 歳の男で、「ソウルの病院で数名の医療スタッフが MERS 感染と確診され、し

かも同病院の ICU は閉鎖されている」とインタネット上に情報を流した疑い。 

韓国国家警察庁は、この二つの病院では MERS 患者を受け入れていないとしている。警察は、さらに SNS

とその他のチャネルで流された 12本の事実に基づかない情報について調査をしている。 

 

政府が国家イメージ確保の先頭に 

韓国外交部は、政府は既に、MERS 流行による打撃から同国の国家イメージを守るための専門グループを

組織したことを認めた。 

MERS 流行が勧告にもたらすのは医療上の緊急事態だけではない。 ある外交部の職員は匿名で記者に対

し、「このMERS 流行により、韓国の旅行業界に負の影響をもたらし、反韓ムードを刺激し、韓国の信用レ

ベルが低下させられている」と語った。 

この職員は「我々は全力でこの可能性を排除してゆく」と語った。 

韓国外交部は、更に「中東への渡航に関する警告を発する計画はない」としている。 

 

人心を落ち着かせるために専門家グループを組織  

韓国与党の新国民党は、4日、流行制御の見通しについて共同で議論するため感染症専門家を組織した。三

星メディカルセンターの責任者で、感染症の専門家である宋在勲は、会の中で、「もし隔離措置が実施され

れば、この種のウィルスの伝播は遮断可能だ」と語った。 

韓国医学連合会の秋武震酒席、「国民のMERS 流行に対する反応は度が過ぎている」と語る。 

韓国伝染病協会は、『MERS 患者に接触をしていない人がこの種のウィルスに感染することはほぼない』、

国民は過度なパニックに陥る必要はない、一部の学校では「主観的情緒により」休校を決定していると指

摘した。 
 

中国国内  初発症例の遺伝子検査終了 感染力が強まったというエビデンス見つからず 

記者が 5日、中後光疾病予防管理センターから得た情報では、中国 CDC と広東省及び恵州市 CDC の協力

により、我が国初の輸入性MERS 患者の遺伝子の全検査が終了したとのことだ。 

情報によれば、5 月 29 日 1 時 40 分、広東省 CDC から送付された患者の咽頭スワブサンプルが届き、5時

40 分に核酸の検査を終了。 

6月 3日未明、高精度配列解読装置を使い、全ての遺伝子の配列検査を終了、且つ、同日、米国国立生物技

術情報センター（GenBank）のデータベースにアップロード完了。遺伝子配列分析の結果、当該ウィルス

と中東地区のMERS-CoV（MERS を引き起こす新型コロナウィルス）の流行株が高度に一致しており、遺

伝学の相関分析の結果、このウィルス（株）は中東地区のサウジアラビアから来たものと推測できる。S タ

ンパク質遺伝子と GenBank 上に既にある 86 の全遺伝子ゲノムのヌクレオチドとは 98.9～99.6％一致して

いたが、ウィルス感染に関係のあるレセプターの受容体結合部には変異は見つかっておらず、その他の構

造タンパク質遺伝子と付属タンパク質遺伝子もまた高度に保たれていた。これまでのところウィルスの伝

染性増強を示す関連エビデンスは見つかっておらず、ウィルスゲノム上の若干の遺伝子変異と遺伝子組み

換えの生物学的意義については、更なる分析が待たれる。  

総合新華社 6月 5日 

 

http://news.qq.com/a/20150606/001955.htm 
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韩国 MERS 疫情乱象：小偷不抓了 酒驾不查了 
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4 人死亡,40 多人感染,近 2000 人隔离,1100 多所学校停课……这是韩国截至 5 日下午的中东呼吸综合征(MERS)疫

情数据。各项数字不断增加,在韩国民间引发一定程度的恐慌,一次性口罩销量猛增,一些人甚至谈“骆驼”色变。 

 

疫情  又有一名患者死亡   

韩国保健福祉部 5 日通报,韩国新增 1 例中东呼吸综合征(MERS)死亡病例和 6 例确诊病例,其中一名确诊患者是空

军一级军士长,成为韩国军中首个 MERS 病例。 

截至 5 日,韩国 MERS 患者增至 42 人,其中 4 人死亡,近 2000 人接受隔离或观察。 

最新死亡病例是 4 日死亡的一名 76 岁男子。接触韩国首名确诊患者后,他于 5 月 21 日被确诊感染 MERS 病毒。至

此,韩国 MERS 患者死亡率由先前的 5%上升至 9.8%。韩国疾病预防控制中心说,MERS 在韩国暴发前,全球范围内死亡

率超过 40%。 

由于担心疫情传播,韩国超过 1160 所学校暂时停课,包括大约 400 所幼儿园和 10 所大学。政府设立的 MERS 热线每

天接到数千个电话。 

 

军中出现首名确诊病例 

韩国 5 例新增病例均为医疗机构内感染。调查人员在一家出现 30 例 MERS 病例的医院发现,医院空调和门把手等处

有 MERS 病毒。 

新增病例都是第二代人传人病例或疑似第二代人传人病例,即一人与首名确诊患者接触并感染 MERS 病毒后,又将病

毒传给其他人。 

感染 MERS 病毒的军人在首尔以南的乌山空军基地服役。他先前与韩国首名 MERS 确诊患者住同一家医院,不过医疗

人员推测他是第二代人传人病例,因为他最后一次可能与首名 MERS 患者接触的时间为 5 月 17 日,而他显现症状的

时间长于 MERS 病毒的最长潜伏期、即 14 天。 

他是韩国军队中首例 MERS病例。乌山空军为韩美军队共用。美军卫生官员克丽丝特尔·墨菲说,大约 100 名接触过

这名军士长的人已经被要求待在住处,不要外出。 

 

乱象  小偷不抓了 酒驾不查了 

MERS 疫情把韩国折腾得乱了套。 

由于 MERS 病毒广泛见于骆驼体内,最初是因人接触骆驼而传染。为了安抚民众,包括首尔动物园在内,韩国多家动

物园一共“隔离”了 17 头骆驼。据新华社驻韩国记者姚琪琳介绍,不仅如此,庆州市为宣传即将举行的“丝绸之路

庆州 2015 庆典”,在活动宣传海报上呈现骆驼的大幅画像,并设计多份与骆驼相关的宣传册。现在迫于当前形势,主

办方不得不考虑换掉一切与骆驼相关的宣传品。 

由于查酒驾需要吹气,可能有传播 MERS 病毒的危险,目前在有 MERS 确诊患者的地区,警方暂停了对来往司机检查酒

驾。还有韩国媒体报道说,一位 40 岁的小偷因为在被拘捕前曾经去过作为 MERS 确诊患者的姑姑家,警方放弃了对

他的拘留,而是将他移送到了保健所。 

 

地方、中央竟打起口水仗 

首尔市长朴元淳 4 日晚紧急召开新闻发布会,称当地一名医生在出现 MERS 疑似症状后,依然于上月 29 日至 31 日参

加 1500 多人规模的大型活动,直接或间接传播病毒。这条深夜曝出的新闻更是加剧了民众的不安。 

保健福祉部长官文亨杓 5 日反驳朴元淳的指责,称后者发布不实信息,加重民众的怀疑和误解。“我深感遗憾,首尔

政府的一面之词引发公共误解和担忧,给人造成(韩国)政府应对 MERS 疫情不力的印象。” 

那名医生辩解道,自己 5 月 29 日和 30 日只是出现过敏引发的咳嗽和睡眠不足引发的身体不适,31 日才得知自己曾

接触过 MERS 患者。 

 

应对  警方锁定两名传谣嫌犯 

为降低由 MERS 带来的负面影响,韩国政府 4 日打出组合拳。 

为尽可能消除公众不安情绪,韩国政府承诺将严厉打击散布疫情谣言和不实信息的行为。韩国国家警察厅 4 日证实,

他们锁定了两名在网络上散布疫情不实消息的嫌疑人。其中一名金姓男子 34 岁,涉嫌在社交网站上散布釜山市一

家综合医院接治了一名 MERS 疑似患者的消息;另外一名 49 岁男性嫌疑人涉嫌在互联网上发帖称,首尔一家医院数

名医护人员确诊感染 MERS,而这家医院的重症监护病房已经关闭。 

韩国国家警察厅澄清,这两家医院均未接治 MERS 患者。警方还在调查另外 12 条经由社交网络和其他渠道传播的不

实消息。 

 

政府牵头维护国家形象 

韩国外交部证实,政府已经成立一个专项小组,专门维护受这轮疫情冲击的韩国国家形象。 

MERS 疫情给韩国带来的不仅是医疗紧急情况。一名不愿公开姓名的外交部官员告诉媒体记者,这轮疫情可能对韩国



旅游业带来负面影响,刺激反韩情绪,拉低韩国信用评级。 

这名官员说:“我们正竭尽全力消除这些可能性。” 

韩外交部还证实,尚无针对任何中东国家发布新一轮旅行警告的计划。 

 

组织一批专家安抚人心 

韩国执政党新国家党 4 日组织一批传染病学专家,共同讨论疫情控制前景。 

三星医疗中心负责人、流行病学专家宋在勋(音译)在会上说:“如果隔离措施到位,这种病毒可被阻断传播。” 

韩国医学联合会主席秋武震(音译)认为:“民众对疫情反应过度。” 

韩国传染病协会指出,“没有接触过 MERS 患者的人几乎没有可能感染这种病毒”,民众无需过度恐慌,一些学校“从

(主观)情绪出发”作出了停课决定。 

 

国内  首例病患病毒基因测序完成 未发现传染性增强证据 

记者 5 日从中国疾病预防控制中心获悉,中国疾控中心病毒病所与广东省及惠州市疾控中心合作,已完成我国首例

输入性中东呼吸综合征(MERS)病例的病毒全基因组序列测定。 

据了解,5 月 29 日 1 点 40 分,病毒病所收到广东省疾控中心送检的病例咽拭子标本,5 点 40 分完成核酸检测。6 月

3 日凌晨,采用高通量测序方法,完成了全基因组序列测定,并于当天上传至美国国家生物技术信息中心(GenBank)

数据库。序列分析结果表明,该病毒与当前中东地区 MERS-CoV(引起 MERS 的新型冠状病毒)流行株高度同源,根据遗

传学相关分析,初步推测该毒株最终可能来源于中东地区的沙特阿拉伯。S 蛋白编码基因与 GenBank 上已有的 86 条

全基因组核苷酸同源性为 98.9%-99.6%,但与病毒感染有关的受体结合区没有发现突变,其他结构蛋白基因与附属

蛋白基因也高度保守。目前尚未发现与病毒传染性增强相关的明显证据,对于病毒基因组上少量的基因变异和重组

的生物学意义正在进一步分析。 综合新华社 6 月 5 日 
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