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

湖北省武漢市でアウトブレイクした新型コロナウィルス（による肺炎）に続き、深圳市でもまた原因不

明の重症肺炎が現れ、政府筋は日曜日（1月 12日）、SARS及び新型コロナウィルス感染の可能性を排除

しているが、当局による疫学調査方式と範囲（の設定方法）に疑問が呈され、政府の情報が不透明なこと

について、人々の間では「政府のいうことは信じられない」というムードが蔓延している（宮本注： 

RFAは基本的に中国政府に対しては不信感があるため、その分は差し引いて読むことが重要です）。 

（黄 小山 / 程 文 報道） 

 

南山区の人民医院で重症肺炎患者が見つかったと深圳の医療界情報が伝えた。 情報では、外国籍患者

の状態は重症であることに加えてその病院が武漢華中科技大学協和医院の深圳分院であることが、人々を

して連想させている。 
 

深圳市南山区医院は日曜に、「41歳の女性患者はインド国籍で、当地の国際学校で教職についていた。 

彼女は、それまでずっと深圳におり、外地には出かけていなかった。 深圳市 CDCと南山区 CDCの検査

により、既にインフルエンザや鳥インフルエンザ、SARS、MERS及び最近武漢で見つかった新型コロナ

ウィルスは排除されている」と発表した。 

 

が、今回のスクリーニングでは迅速診断剤しか使用されていないことが疑われ、また、病原の特定やゲ

ノム解読もされていないため、これが新たな別の原因不明患者ということも排除できないという情報があ

る。 

 

このため、RFAは、深圳南山区人民医院呼吸器内科に電話を入れたが、同科の医師は、詳細がよく判ら

ないと言ってインタビューを拒否した。 

 

南山人民医院医師： この件ですが、すみません、よく判らないんです。 

 

深圳市南山区衛生健康局は、RFA記者のインタビューに際し、「現在は、上述の数種類の病原を排除し

ているが、新型の肺炎とは言ってはおらず、言えるのは 1 人の重症肺炎患者だということだけだ。 が、

目下のこの重症肺炎の病原には明確なターゲットがなく、よって、病原のゲノム解読をすることができ

ず、単に重症の肺部感染としか言えないのだ」と語った。 

 

南山区衛生健康局： それを新しく見つかったものとは言ってないよ、うん。 あれはただの重症肺炎だ

よ。 第一にエピデミックなものではなく、ただの肺炎患者だということ。 何も新しく見つかったもので

はない。 みぃんな重症肺炎について理解していないので、或いはそうでなくともその他の関連情報があ

るが、どう思う？ 我々のもとにあるのは、あんたがみたのと全て同様で、つまりこれらのことを排除し

ただけなんだよね。 今は、一人の肺部感染による重症肺炎患者がいるということだよ。 病原体について

話せと言われれば肺部感染したもんだということだよ。 どんな細菌がどうだとか言うのであれば、どん

な SARSにも似ていない。 或いは鳥インフルエンザというならこれは専門の一つであり、特定の名前が

あるんだよ。 でもね、今回のはそうじゃない。 あんた、一つの目標も持ってないだろう？ ゲノム解読

だって？何を解読するんだ？ 

 

この役人が更に語ったことは、病状の発展があまりに急激であったために既知のいくつかの症状につい

てスクリーニングを行ったが、どの特定の疾病に属するか確定しなかっただけだということだ。 

 

南山区衛生健康局： それを新しく見つかったものとは言ってないよ、うん。 あれはただの重症肺炎

だ。 今回、比較的急なことであったため、また社会にはこの種類の鳥インフルエンザといくつかの病気

についてのある程度の認識があるため、我々はこれらをスクリーニングして特定の症例についての排除を



しなければならない。 確実なことは、重症肺炎の一人であるということだけだ。 どのような特定の病気

だということはない。 

 

RFA記者は深圳市疾病管理センターに対し、彼らの疫学調査の詳細について問い合わせをしたところ、

当直スタッフは CDCの感染症科を推挙したが感染症科はいまだに電話に回答をしてはいない。 

 

現地の麦さんは、RFA記者に対し、「情報統制が厳格であるために多くの人々はこれについて公開討論

もできず、すれば逮捕されることになります。 それゆえにこれまでのところ国民は基本的に何も知らな

い。 もし、回りで誰かが呼吸器系統の病気に感染しても、彼らもまたなぜそうなったのかについて原因

を知ることができないのです」と語った。 

 

麦さん曰く： 香港は武漢より多い、違う？ 一切真相を知らされていないので、現在厳密に情報封鎖さ

れています。この種の（情報の）流布は全て『流言飛語』として逮捕されるのです。 私の周囲の多くの

人たちはそれが SARSかどうかも判りません。どちらにせよ何人かは感染しているでしょう。 

 

社会統制のため、中国政府はあらゆる情報発信を統制しているが、その中では、動物の伝染病情報開示

を含む全ての情報は、法律上国家機密と分類されており、政府のロジックにより隠蔽することが基本とな

っている。 2003年、中国政府は SARS流行を隠蔽し壊滅的な結果を招いたが、これまで、この事件は

SARSと戦った多くの医療スタッフの障害となり、今もなお続いているのだ。 

 

https://www.rfa.org/cantonese/news/cn-shenzhen-01132020101348.html?encoding=traditional 
 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

Unknown severe pneumonia cases in Shenzhen: Rough epidemiological investigation, 

the truth of the outbreak is questionable 
Radio Free Asia www.rfa.org 2020-01-13  

After the outbreak of a new coronavirus in Wuhan, Hubei Province, severe pneumonia of unknown origin has also 

recently occurred in Shenzhen. Though the official Sunday (12th) announced that the possibility including SARS and 

new coronavirus infections has been ruled out, due to the questioning of the methods and scope of the authorities' 

epidemiological investigations and the opaqueness of government information, the public's distrust of the government 

has continued to spread. 

 

 (Reported by Huang Shanshan / Cheng Wen) 

 

According to the information from the medical industry in Shenzhen, a severe pneumonia case occurred in 

Nanshan People's Hospital. It is reported that the foreign patient is seriously ill. in addition, the hospital belongs to 

the Shenzhen Branch of the Union Hospital of Wuhan Huazhong University of Science and Technology. So it is more 

reminiscent. 

 

A Nanshan Hospital in Shenzhen issued a notice on Sunday saying that the 41-year-old female patient is of Indian 

nationality and teaches at a local international school. She has been in Shenzhen before and have never been to other 

places. After testing by Shenzhen CDC and Nanshan CDC, influenza, avian flu, SARS, Middle East respiratory 

syndrome, and a new coronavirus recently discovered in Wuhan have been ruled out. 

 

However, there is a question that only the rapid diagnostic test was used and attempt of finding the pathogen and 

genome sequencing was not executed, therefore, it was not ruled out as another case of unknown pneumonia. 

 

To this end, this station called the Department of Respiratory Medicine of Shenzhen Nanshan People's Hospital, 

but the doctor declined the interview on the grounds that he had only a few information. 

 

Doctor of Nanshan People's Hospital: I'm sorry, but I don't know. 

 

In response to an interview with RFA reporter from Nanshan District, Shenzhen Health Bureau said. “At present, 

the above-mentioned pathogens are excluded, but it is not said to be a new type of pneumonia, but only a severe 

pneumonia case. However, at present, the pathogen of severe pneumonia does not have a clear target, so it is not 

possible to genetically sequence the pathogen, only that it belongs to severe pulmonary infection.” 

https://www.rfa.org/cantonese/news/cn-shenzhen-01132020101348.html?encoding=traditional


 

Nanshan District Health Bureau: We did not say that it was newly discovered, she is merely a severe pneumonia. It 

is not an epidemic first, it is just a case of pneumonia. There is nothing new. It just means that people don't quite 

understand severe pneumonia, or there are many other related things, what do you think? What we have here is the 

same as what you see, that is to exclude these things. There is now a case of severe pneumonia caused by a lung 

infection. If you say it is a pathogen, it is a lung infection. What specific bacteria do you say, it does not look like 

SARS, or bird flu. It is a specific and has specific name. It's not like that. You do n’t have a goal. What does 

sequencing mean? 

 

The official also said that due to the rapid development of the disease, screening was performed for several known 

conditions, but he was not sure whether the lady is a specific disease. 

 

Nanshan District Health Bureau: This is because it involves more urgency, because there is some cognition about 

this kind of avian flu and some diseases in the society, we must definitely screen these conditions to exclude those 

specific cases to determine that it is a condition of severe pneumonia. It's not about a specific illness. 

 

RFA reporter from this station tried to ask the Shenzhen Centers for Disease Control and Prevention for details of 

the epidemiological investigation, but the staff on duty at the agency pushed the department's infectious disease 

department, but the infectious disease department had not answered the phone. 

 

Mr. Mai, a local citizen, told this reporter that because the information has been strictly controlled, most people 

cannot discuss the matter publicly, otherwise they may be arrested. So far, everyone has basically been unaware of it. 
Even if someone around them suffers from a respiratory illness, they don't know what the cause is. 

 

Mr. Mai said: Hong Kong has more than Wuhan, doesn't it? All is in the dark, and now the information is tightly 

blocked. This kind of dissemination shall all be arrested as rumor maker. A lot of people around me don't know if SARS, 

anyway, several people have been infected. 

 

In order to control the society, China's official control of all information releases, including any animal epidemic 

disclosure, has been classified as a state secret by law, and based on official stability logic, concealment has become 

the norm. The Chinese government's concealment of the SARS epidemic in 2003 led to catastrophic consequences, 

but to date, the incident has caused subsequent injuries, including the disability and indifference of a large number of 

medical personnel fighting against SARS, which continues. 

 

 

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

深圳現不明重症肺炎病例 流行病調查粗陋 疫情真相成疑 
自由亚洲电台 www.rfa.org 2020-01-13  

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

湖北省武漢市爆發新型冠狀病毒疫情後，深圳近日亦出現不明病源的肺炎重症，官方周日（12日）宣

布，已排除包括 SARS以及新型冠狀病毒感染的可能，但因當局的流行病學調查方式及範圍受到質疑，加上

政府資訊不透明的因素，民間不信任政府的情緒不斷蔓延。（黃小山/程文 報道） 

 

深圳醫護界的消息傳出，南山區人民醫院出現重症肺炎個案，消息稱有外籍患者病情嚴重，加上該醫院屬

於武漢華中科技大學協和醫院的深圳分院，因此更讓人產生聯想。 

 

深圳南山區醫院周日發布通報稱，41歲的女患者系印度籍，在當地一所國際學校任教職。此前一直在深

圳，沒有去過外地。經過深圳疾控和南山區疾控中心檢測，已排除了流感、禽流感、SARS、中東呼吸綜合

症，以及近期在武漢發現的新型冠狀病毒。 

 

但有消息指，此次篩查疑似只採用了快速試劑，並沒有試圖尋找病原並進行基因測序，因此，亦不排除是

另一個不明肺炎病例。 

 

為此，本台致電深圳南山區人民醫院呼吸內科，但該科醫生以不清楚為由拒絕了採訪。 

 

南山人民醫院醫生：這個東西，不好意思，不知道，不太清楚。 



 

而深圳市南山區衛健局在回應本台記者採訪時稱，目前是排除了上述幾種致病原，但也沒有說是新型肺

炎，只是說是一個重症肺炎病例。但目前這個重症肺炎的病原並沒有一個清晰的目標，因此談不上對病原進

行基因測序，只是說屬於重症肺部感染。 

 

南山區衛健局：它那個也沒有說是新發現的呀，他那個就是一個重症肺炎。它第一不是疫情，它就是一個

肺炎的一個病例。它也不是甚麼新發現的。只是說，大家不太理解重症肺炎，或者說有很多其它相關的，以

為是甚麼嘛。我們這邊的話，跟你看到的都是一樣的，就是排除了這些東西。它現在就是一個重症肺炎，就

是肺部感染造成的。你要說是病原的話，就是肺部感染的。你說具體是甚麼細菌甚麼的，它不像說是甚麼 S

ARS呀，或者說是禽流感它是專門的一個、特定的一個名字。它不是這樣的。你這個沒有一個目標嘛，說測

序，測甚麼？ 

 

該官員還表示，因為病情發展很急，所以才對已知的幾種病症進行篩查，但不確定屬於某個特定的疾病。 

 

南山區衛健局：這個因為它涉及到比較急，因為目前社會上有這種禽流感啦一些病情的一些認知，那麼我

們肯定要把這些情況進行一個篩查，排除那些特定的病例，來確定它就是一個重症肺炎的一個情況。不是說

某個特定的病的。 

 

本台記者試圖向深圳市疾控中心詢問他們對流行病學調查的詳情，但該機構值班人員推給了該中心傳染病

科，但傳染病科則一直沒接聽電話。 

 

當地市民麥先生則告訴本台記者，因為資訊一直被嚴控，大多數老百姓根本無法公開討論此事，否則就可

能被抓。所以到現在為止，大家基本都不知情。即便是身邊有人患上了呼吸系統疾病，他們也不知道究竟是

甚麼原因。 

 

麥先生說：香港還比武漢都多是不是？都是蒙在鼓裡的，現在資訊封鎖得很嚴。這種傳播，都當作謠言要

抓起來的。我身邊好多人是不是 SARS不知道，反正好幾個人都中招了。 

 

為達到社會控制，中國官方管控所有的資訊發布，其中，涉及任何動物疫情披露，一直被以法律的方式列

為國家機密，而基於官方維穩邏輯，瞞報也成為常態。2003年中國政府瞞報 SARS疫情，導致災難性的後

果，但迄今為止，該事件造成包括大批抗擊 SARS的醫護人員被致殘和漠視在內的後續傷害，仍在繼續。 
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