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新華社北京 1 月 9 日電 （記者： 屈 婷） 

数日前、武漢における原因不明のウィルス性肺炎の病原学鑑定に関する進展状況に関し、記者は病原検

査結果の初歩評価専門家グループのグループ長・中国工程院の院士である徐建国にインタビューを試みた。 

彼は、今回の原因不明のウィルス性肺炎患者の病原体は新型のコロナウィルスだと専門家グループが初歩

的に判断してよいと考えていると語った。 

 

Q1： 現時点での武漢における原因不明のウィルス性肺炎の病因学鑑定の進展状況は？ 

徐建国： 2020 年 01 月 07 日 21 時までの時点では、新型のコロナウィルスを実験室で検出し、このウィ

ルスの全ゲノム配列を獲得できたが、核酸検査方法により新たに検出された新型のコロナウィ

ルス陽性患者 15 名が見つかった。そのうち 1 名の陽性患者サンプルから当該ウィルスが分離

され、電子顕微鏡によって典型的なコロナウィルスの形状がみられた。 

 今回の原因不明のウィルス性肺炎患者の病原体は新型のコロナウィルスだと専門家グループ

が初歩的に判断してよいと考えている 

 

Q2： 今回の病原学鑑定はどのようになされたのか？ 

徐建国： ゲノム配列や核酸検査、ウィルス分離などの方法により、患者の肺胞洗浄液や咽頭スワブ、血

液などのサンプルを使い病因学検査を実験室で行った。 

 

Q3： 病原の確認にはどのような手順があるのか？ 

徐建国： 流行性疾患を引き起こす病原の確認には通常以下の点を満足する必要がある： 

1) 疑わしい病原はいずれの患者中からも発見されねばならず、患者の臨床サンプル中に病原

の核酸が検出されること； 

2) 患者の臨床サンプルから病原体の分離に成功すること； 

3) 分離された病原が宿主動物に感染した後に 類似症状を引き起こすこと 

 そして、患者の回復期血清中当該病原の抗体適度が 4 倍上昇すれば、病原同定の助けとなる。 
 

 患者から病原の核酸やゲノム、抗体のエビデンスを見つけることは、短期でできるが、病原の

分離や病原性などの科学的研究には、数週間を要する。 新発の病原体に対する薬物とワクチ

ンの開発には数年かかる。 

 

Q4： 次のステップはどのような活動に？ 

徐建国： 専門家は、今回の原因不明のウィルス性肺炎患者の病原体は、新型のコロナウィルスだと初歩

判定しているが、この後、病因学研究や疫学調査、臨床症状などの研究をする必要があると考

えている。 

 

Q5： コロナウィルスとはどのようなものか？ 

徐建国： コロナウィルスは、主に呼吸器疾患や腸疾患を引き起こす病原体の一つだ。 この類のウィル

ス粒子の表面には規則的に並んだ多くの突起があり、その形状が王冠に似ていることから『冠

状ウィルス（コロナウィルス）』と命名された。 コロナウィルスは人類以外にもブタや牛、ネ

コ、イヌ、テン、ラクダ、コウモリ、ネズミ、ハリネズミなど多種の哺乳動物及び鳥類に感染

する。 これまでのところ、 ヒトのコロナウィルスは合計で 6 種類ある。うち、4 種類のコロ

ナウィルスはヒト中に比較的常見されるが病原性は低く、普通の風邪のように軽微な呼吸器疾

患を引き起こす。 残り 2 種類のコロナウィルスは重症急性呼吸器症候群と中東呼吸器症候群

のもので、これらは略して SARS コロナウィルス、MERS コロナウィルスと呼ばれるが、重篤



な呼吸器疾患を引き起こす。 今回の肺炎を引き起こした新型コロナウィルスは、これまでに

見つかっているコロナウィルスとは異なっており、このウィルスについての更なる科学的研究

が必要だ。 
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Xinhua News Agency, Beijing, January 9th (Reporter: Qu Ting) 

A few days ago, the reporter interviewed Xu Jianguo, the leader of the preliminary assessment of pathogenic test 

results and an academician of the Chinese Academy of Engineering, on the progress of the pathogenic identification of 

unknown cause of viral pneumonia in Wuhan. He said that the expert group believed that the pathogen of this 

unexplained case of viral pneumonia was initially determined to be a new coronavirus. 

 

Q 1: At present, what progress has been made in the pathogenic identification of 
unexplained viral pneumonia in Wuhan?  

Xu Jianguo: As of 21:00 on January 7, 2020, a new coronavirus was detected in the laboratory and the entire genome 

sequence of the virus was obtained. A total of 15 cases of new coronavirus positive results were detected 

by nucleic acid detection method. The virus was isolated from a positive patient sample and showed 

typical coronavirus morphology under electron microscope.  

 The expert group believes that the pathogen of this unexplained case of viral pneumonia was initially 

determined to be a new coronavirus. 

 

Q2: How was the pathogen identification carried out?  

Xu Jianguo: The laboratory used genomic sequencing, nucleic acid detection, virus isolation and other methods to 

perform pathogenic tests on patients' alveolar lavage fluid, throat swabs, and blood samples.  

 

Q 3:  What procedures are needed to identify the pathogen?  

Xu Jianguo: To confirm the cause of an epidemic, usually we have to much the following points: 

1) Suspicious pathogens must be equally found in every patient, and pathogenic nucleic acids can be 

detected in clinical samples of patients; 

2) The pathogen can be successfully isolated from the patient's clinical sample; 

3) The isolated pathogen can cause the same disease symptoms after infecting the host animal. 

 Further, the patient's serum antibody titer during the recovery period increased four-fold, which can help 

identify the pathogen. 

 

 Finding nucleic acid, genomic and antibody evidence of a pathogen from a patient, can be completed in 

a short time. Scientific research, such as pathogen isolation and pathogenicity identification, will take 

weeks. The development of specific drugs and vaccines against a new pathogen may take years to 

complete. 

 

Q4: What is the next step? 
Xu Jianguo: The expert group believes that the pathogen of this unexplained case of viral pneumonia is initially 

determined as a new type of coronavirus. The next step is to conduct expert research and judgement in 

combination with etiology research, epidemiological investigation and clinical manifestations. 

 

Q5: What is a coronavirus? 
Xu Jianguo: Coronavirus is a type of pathogen that mainly causes respiratory and intestinal diseases. There are many 

regularly arranged protrusions on the surface of this type of virus particle, and the entire virus particle is 

like an emperor's crown, hence the name "coronavirus". In addition to humans, coronaviruses can infect 

many mammals such as pigs, cows, cats, dogs, marten, camels, bats, mice, hedgehogs, and various 

birds. So far, there are six human coronaviruses are known. Four of these coronaviruses are more common 

in the human beings and are low pathogenicity, generally causing only minor respiratory symptoms 

similar to the common cold. The other two coronaviruses—Severe Acute Respiratory Syndrome 

http://www.xinhuanet.com/politics/2020-01/09/c_1125438971.htm


Coronavirus and Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, also known as SARS Coronavirus and 

MERS Coronavirus, can cause severe respiratory diseases. The new coronavirus that caused the epidemic 

this time is different from the human coronaviruses that have been discovered, and further understanding 

of the virus requires further scientific research. 
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新华社北京 1 月 9 日电（记者屈婷）日前，就武汉不明原因的病毒性肺炎疫情病原学鉴定进展问题，记者

采访了病原检测结果初步评估专家组组长、中国工程院院士徐建国。他表示，专家组认为，本次不明原因的

病毒性肺炎病例的病原体初步判定为新型冠状病毒。 

 

问题一：目前，武汉不明原因的病毒性肺炎疫情病原学鉴定有什么进展？ 
徐建国：截至 2020 年 1 月 7 日 21 时，实验室检出一种新型冠状病毒，获得该病毒的全基因组序列，经核

酸检测方法共检出新型冠状病毒阳性结果 15 例，从 1 例阳性病人样本中分离出该病毒，电镜下呈现典型的

冠状病毒形态。 

专家组认为，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原体初步判定为新型冠状病毒。 

 

问题二：本次病原学鉴定是如何组织开展的? 
徐建国：组织实验室采用基因组测序、核酸检测、病毒分离等方法对病人的肺泡灌洗液、咽拭子、血液等

样本进行病原学检测。 

 

问题三：确认病原需要哪些程序？ 
徐建国：确认引起某流行性疾病的病原，通常要满足以下几点：（1）可疑病原须在病人中均有发现，在

病人临床样本中可检测到病原核酸；（2）从病人临床样本中可成功分离到病原；（3）分离的病原感染宿主

动物后可引起相同的疾病症状。而病人恢复期血清中该病原的抗体滴度有 4 倍升高，可帮助确定病原。 

从病人中发现病原的核酸、基因组和抗体证据，短期内可以完成。病原的分离和致病性鉴定等科学研究，

则需要数周时间。针对一种新发病原体的特效药物和疫苗研发可能需要数年时间来完成。 

 

问题四：下一步还要开展哪些工作？ 
徐建国：专家组认为，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原体初步判定为新型冠状病毒，下一步需结合

病原学研究、流行病学调查和临床表现进行专家研判。 

 

问题五：什么是冠状病毒？ 
徐建国：冠状病毒是一类主要引起呼吸道、肠道疾病的病原体。这类病毒颗粒的表面有许多规则排列的突

起，整个病毒颗粒就像一顶帝王的皇冠，因此得名“冠状病毒”。冠状病毒除人类以外，还可感染猪、牛、

猫、犬、貂、骆驼、蝙蝠、老鼠、刺猬等多种哺乳动物以及多种鸟类。目前为止，已知的人类冠状病毒共有

六种。其中四种冠状病毒在人群中较为常见，致病性较低，一般仅引起类似普通感冒的轻微呼吸道症状。另

外两种冠状病毒——严重急性呼吸综合征冠状病毒和中东呼吸综合征冠状病毒，也就是我们简称的 SARS 冠状

病毒和 MERS 冠状病毒，可引起严重的呼吸系统疾病。引起此次疫情的新型冠状病毒不同于已发现的人类冠

状病毒，对该病毒的深入了解需要进一步科学研究。 
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