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

27 日、広州市政府新聞弁公室は、広州医科大学で新型コロナウィルスの予防管理特別記者会見を開催、国家

衛生健康委のハイレベル専門家グループのリーダーで、国家呼吸システム疾病臨床医学研究センター主任の鐘南

山先生が次のように述べた：   流行状況の予測には、我々は、まず中国を考え、国外を考えたことがない。 現

在、国外でいくつかの状況が見られているが、最初に見つかったのは中国においてだが、必ずしも発生源が中国

だとは限らない。 （記者： 呉 濤） 

 

実況録音テキスト 

「私のスピーチのいくつかはメディアが忠実に報告してくれているので、私としてはメディアの友人を大変信

用しています。」 鐘南山先生は言う。 

 

「広州医科大学は、国家の戦略的展開の戦略レベル上、一定の役割を果たしてきました。 冒頭、注意すべき

戦略がいくつかありますが、まずは、1 月 20 日に『ヒトヒト感染』と医療スタッフが感染したという明確な事

実があります。 これは、国家がこの予防管理を検討するにあたり重要な役割を果たしました。 

 

鐘南山は、武漢で大規模なアウトブレイクが出現したが、その他の都市では、大規模なアウトブレイクとなっ

ていないと強調している。 この点が、これまでの伝染力の強い感染症とはかなり異なっているのだ。 「我々が

見たところ、 一人からは ほぼ 2～3 人に感染するのですが、その伝染速度が極めて速いことを物語っています。 

深刻な病気で、更に感染力も強いのです。」 

 

「従来のモデルに影響ファクターを追加した私たちのグループによると、国家の強力な介入と春節以後の帰省

ピークが解消された後、ピークは 2 月中旬から月末にかけての間に来ると予測しています。 2 月 15 日までに、

数字が本当に落ちていました。 海外権威筋による予測値より近いものです。 （なので）我々は 4 月末までには

基本的に制御できると確信しています。 

 

「武漢における大量の疑似症例は、診断が目前に迫っています。」 鐘南山は、アメリカでは大量のインフルエ

ンザ患者が死亡しているが、我々は（その）研究開発と臨床試験を加速していると語る。「どのように新型コロ

ナウィルスとインフルエンザを短時間で識別するか、これは非常に重要です。二つ目は、よりよい確定診断方法

を考えること。 核酸検査以外に IgM抗体も使う、疑似症例には IgMが大変重要な補助手段となるのです。」 

 

鐘南山が退院後に核酸検査で陽転している人が出ている点に関しどのように見ているかを語った。 一般的な

流感の状態は比較的少ない。 この感染症の状態はまだわからないが、概してウィルスの感染プロセスは似てい

るといえる。 患者に十分な量の抗体が現れれば、再感染することはないのだ！ これはルールだ。 腸管内の糞

便については、他人に再感染させることがあるのか否か、これについては観察が必要だ。 

 

予防面においては、多くのグループが現在治療方法を探っている。 いくつかの重要な治療方法では、ウィル

スが映るのには 5～ 7 日、または 8 日かかるが、10 日を超えることはない。「強敵の日に（宮本注： まったく

意味不明です）、現有の安全な薬を用いたのは全く正しいことでしたが、空白制御は医学倫理上正当化されるも

のではありませんでした。薬物プランでは、当初リン酸クロロキンの治療効果がより高いことを観ていたものの、

いまだに（効果が）みられないままです。 真剣な対照実験がつづけられています。」 

 

鐘南山： 「現在の問題は、中国で増加している症例数は既に海外で増加している症例数に比べて少なくなっ

ているということです。 海外で比較的突出しているのは、韓国やイラン、イタリーですが、中国のプラクティ

スが何らかの啓発になるかもしれません。このため、私はこの週末の欧州呼吸器学会の席上ビデオ報告をするよ

うにと依頼されました。 これは人類の病気であって国家の病気ではないのです。 広州とハーバード大学、トロ

ント大学の臨床試験薬が既に送付されています。 恒大（エバーグランデ）集団を含む企業がハーバード大との

コミュニケーションを支援してくれたことに大変感謝しています。」 

 

ライブメディアの質問： 習近平総書記は、今回の肺炎対応において、予防管理システムや公衆衛生緊急管理

システムなどの面で中国には明らかな欠点があったことを指摘した。 欠点への取り組みや経験の総括、教訓の

取り込みに対して、重大公衆衛生事件の対応能力、レベルを向上させる必要があるのだ。 鐘院士に聞きたい、



広州や広東省そして中国でさえ、総書記のこの重要指示を如何に実施すべきと考えるか？ 

鐘南山は、突発性公衆衛生事件は一時的なものではなく、インプットがアウトプットより間違いなく多いと回

答した。 「私が見つけた欠点は、この病気が 12 月 31 日には既に明らかになっており、1 月 3 日にはすでに分

離されて、1 月 7 日には国連に与えられていたが、我々CDC の地位が極めて低かったことで、これは技術部門

の一つなのです。 CDC の特殊なステータスには十分な注意が払われておらず、一級ずつ上に報告をせねばなら

なかったのです。 我々専門家グループがニュースメディアでヒトヒト感染について表示したのは 1 月 20 日の

ことでした。 CDC が地方政府に報告を挙げたのち、地方政府がどのように対処するかが決定されたのですが、

行政権があったのでしょう。 もし今後はこのようなものでなければ、将来また同じような状況が出てくる恐れ

があります（これは原文の「不」が「还」でないとおかしく、誤記であったとすると「もし今後もこのような状

況であれば、将来また同じような状況が出てくる恐れがある」となり意味が通るのですが・・） 李文亮もまた

早い時期にこの感染症について（情報を）発出していた。 この変化は大変必要なものです。更に、誰も感染症

に十分注意を払わず、研究を継続してこなかったのです。私が思うに、だれもがこの新型コロナウィルス肺炎の

治療には無力だと感じているようです。 これは、予防管理の強調に反映される（この部分も分かりにくくすみ

ません）長期的な累積を必要とするからなのです。 現時点における全国の致命率は１％（武漢市以外）となっ

ています。」 

 

現状についてどのように判断するのか？ 鐘南山は、その当時、国外予測は中国では 5 月末だろうとされてい

たが、当時の集団防御集団治療が、今は連合予防連合制御となっており、ワンステップ向上していると回答した。

（これは中国版ごはん論法？ 5 月末の話に続く部分がまったく筋が通らぬ答弁になっており、訳出に苦労して

います：苦笑） 。 「このような状況下で、中国はピークに到達後あっというまに下降しました。 このメカニ

ズムは得難いものですので、患者が急速に広がっている国々が、早期発見・早期隔離という中国の方法を参考に

できますし、これが大変重要なのです。」 

 

「現在、事業再開に向けて帰省者たちの帰省ピークになりますが、その前に我々の予測モデルでは、この流れ

の後にもう一段のピークが現れます。 今日はもう 27 日ですが、我々は、このピークはすぐには表れないものと

予測しています。」 鐘南山は、「上りも下りも列車には全て検査が必要となるため、ウィルスの自然伝播は遮断

されます。 そのため、再開すべきは再開しなければいけませんが、厳密な処理が必要となります」と語る。 

 

例えば、富士康（Foxcon）の何万人もの人が 3 千㎡のエリアでの操業を開始した。 「我々がその当時とった

アプローチは、労働者に対する二重検査の実施でした。 一つは核酸検査、今一つは IgM 検査です。 更に、工場

にある全ての蛇口や下水道はよく流れるものでなくてはならず、現在のところウィルスが消化管感染するという

エビデンスはありませんが、今のところはまだ気道を保護する必要があります。」 

 

南方日報と南方プラス記者の鐘南山院士への質問： いま、日本や韓国などでの拡大が酷い。 一部の国での急

速な蔓延をどのように見ているのか？ 中国で国外からの輸入性患者が現れ、次の感染の波が来るとみている

か？ 国際都市としての広州では、何万もの外国人が働き暮らしている。中・日・韓などの国際社会は、どのよ

うにして監視と支援、共同防衛共同制御を達成すべきと考えるか？ 

 

鐘南山は以下のように語った。日本では、これまで下船を許可せず隔離待機措置を採った。 隔離すればする

ほどに患者が増えたということで、この戦略は実際にやや失敗している。 時間がたつと輸入症例（原文の中分

にあった「輸入病歴」は「輸入病例」つまり、日本や韓国からの輸入症例のことと判断しました）となるか？ そ

れはありうる！ 韓国の患者数は急速に増加している。彼らには国際協力と相互交流を強化する必要性があるが、

経験の共有は可能なことだ。 早期発見すれば 85％以上は元気になる。 我々は、重症患者は一般的な患者の 9 倍

高いということを発見した。 特に、高血圧や腎臓病などの基礎疾患の（ある）患者は一般の患者より何倍も高

くなる。 日韓は、以前我々をサポートしていたが、今では広範囲に患者が存在しており、我々は彼らへのサポ

ートを忘れてはならない。 

 

（どうも実録ということで誤字が多いようです。。ここからは誤記、誤字があるという前提で読んでゆきます） 

 

次はあるメディアの質問。 24 日、全国人民代表大会常務委員会で、違法な野生動物の取引や野生動物を食べ

るという悪習を全面的に根絶して人々の生活と健康を効果的に保護するという決定が通過した。 あなたは、こ

の決議が中国における重大な感染症の予防管理に根本的な影響を与えると考えるか？ できるだけ早急に強化す

べき作業は何か？ 

 

鐘南山の回答： ヒトは、動物との関係が近ければ近いほど、生態系へのダメージが大きくなる。（動物が）携

帯しているウィルスはヒトに対してより容易に感染することになる。 今回、浙江省の舟山諸島のコウモリが類

似ウィルスをもっているが、華南農業大学はセンザンコウが類似ウィルスを持っていることを発見した。 いま



全国では、特に広東省では、基本的に禁止されている。非常に多くの動物は病気ではないが、ウィルスを携帯し

ており、ヒトに簡単に感染させることになる。 SARS 時期のジャコウネコをまだ覚えている、これが重要な中

間宿主となっている。 その年、広州の増槎市場ではジャコウネコの 80％がウィルス感染していた。 

 

野生動物を食べる、これは本来人間の習慣である。 21 世紀に入ってから、コロナウィルス感染はこれまでに

3 度発生している。コロナウィルス感染を早期に発見し、すぐに拡散を防止せねばならない。もし、12 月初旬或

いは 1 月初旬に厳格な予防管理措置を講じられていれば、患者は大幅に減少していた。 

 

現場メディアからの質問。 SARS から新型コロナウィルス肺炎までの戦いの中で、広州の感染症流行戦プラ

ンが世界とシェアできるものは何かあるのか？ 鐘南山は、まず、最も重要なことは、上流の管理や早期予防、

早期発見、早期隔離だ；  次は、患者を定点病院に収容し治療すること。 「普通の病院は、大量のマンパワー

と物資を消耗し、急性感染症の治療にはある種の専門性を有しています。」 

 

鐘南山は、重病患者の治療には広範な科学領域の運用が必要だと語る。 「単に感染症学だけを用いるのでは

なく、新型コロナウィルス肺炎の治療も含めて、単一の専門分野だけではできないのです。 今、我々は病棟の

患者たちを注意深く観察しています。 継続的看護により生命の安定が保たれており、（患者の）ウィルス量は絶

えず下降しています。 学際的な総合治療によって患者たちが難関を突破しています。」 

 

更に、鐘南山は、広州のような大都市は、国際（的な）協力に注意すべきだとしているが、これは大都市にお

ける流行予防にとって非常に重要なことだ。 

 

鐘南山院士は、事は基本的に 4 月末には活動を再開できるだろうと述べた。 「これは、国内のことであって、

国外についてはもう少し観察しないといけません。 国内の発生源は武漢でしたが、現在は武漢では鑑別や隔離

に非常にパワーをかけています。 武漢市は隔離病棟を作った、これが最も重要なことなのです。患者の陽転に

ついては多くの要素があります。 核酸の検査は最近になって開発されたもので、試薬そのものに影響が有った

り、検査の仕方にも影響があったりします。 鼻咽頭のサンプル採取方法が検査結果に与える影響は様々です。 

糞便から排出されたものは核酸の断片なのです。 感染の可能性があるかですか？ これは再観察の価値があると

思います。 在宅隔離観察で陽性となった場合、24 時間後にもう一度検査を受け、もし二度とも陽性となったら、

病院に行かないとなりませんね。 患者の抗体検査でもし強い陽性となった場合、その人が重複感染している可

能性はあまり多くないといえます。 

 

鐘南山院士は、メディアがこの極めて重要な戦場でその役割を発揮してきたことに非常に感謝している、メデ

ィアには、正確な報道、元気の出る報道をしてほしいと語った。 「現在、多くの外国メディアはそろって『負

の面』を報道しています。 中国の組織や体制の良い点が、重要な時期にどのように役割を果たせるか否かを人々

にお示ししたいと思っています」 

 

https://news.ifeng.com/c/7uP0uWSf0Mq 

 

 

Zhong Nanshan: The epidemic first appeared in China, not necessarily originating 

in China 
Phoenix Network News news.ifeng.com 2020-02-27 11:23:24 Source: China News Network 

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

On the 27th, the Guangzhou Municipal Government Information Office held a special news briefing for the prevention 

and control of epidemics in Guangzhou Medical University. Zhong Nanshan, leader of the high-level expert group of the 

National Health Commission and director of the National Respiratory Diseases Clinical Medicine Research Center, said: For 

the prediction of the epidemic situation, we first consider China but not foreign countries. Now there are some situations 

abroad. The epidemic situation first appears in China, not necessarily the origin in China. (Reporter: Wu Tao) 

 

Live footage text 
"Some of my speeches have been faithfully reported by the media, so I have so much faith in my media friends." Zhong 

Nanshan said. "Guangzhou Medical University has played a certain role in the strategic level of national strategic deployment. 

First of all, there are several strategies to pay attention to. The first is the clear fact that people-to-people infection and medical 

staff were infected on January 20, which played an important role in the state's consideration of disease prevention and 

control.” 

 

Zhong Nanshan emphasized that there was a large-scale outbreak in Wuhan, but there was no large-scale outbreak in other 

cities. This is very different from previous highly contagious outbreaks. "It seems that one person can spread between two 

https://news.ifeng.com/c/7uP0uWSf0Mq


and three people, which means that the infection is fast. Serious illnesses will be more contagious." 

 

“According to our team adding influential factors to the traditional model, after the country ’s strong intervention and the 

return peak after the Spring Festival is ceased, the peak will be expected to be in mid-February to end-February. By February 

15, the number really dropped down. We are closer to the predicted value of foreign authorities. We are confident that we 

will have basic control at the end of April.” 

 

"In Wuhan, a large number of suspected patients, the diagnosis is imminent." Zhong Nanshan said that a large number of 

influenza patients have also died in the United States, and we accelerated research and development and clinical validation. 

"It is very important how to identify the novel coronavirus and influenza in a short time. The second is to consider how to 

make a better diagnosis. In addition to nucleic acid testing, IgM antibodies are also given to it. IgM is a good aid for suspect 

patients.” 

 

Zhong Nanshan mentioned how he is thinking the fact that some cases returned positive for their nucleic acid test after 

being discharged. For the general flu situation is relatively rare. Though we don't know the condition of this disease, the virus 

infection process is similar in general. If there is sufficient amount of antibodies appears in the patient, the patient will not be 

infected again! This is a rule. As for its residual intestinal feces, this is what we have to observe whether it will infect other 

people or not. 

 

In terms of prevention, multiple groups of treatment programs have also been organized. Some important treatment plans 

take 5-7 or 8 days for the virus to be transferred, but not more than 10 days. "On the day of the enemy, it was completely 

right to use the existing safe medicine, and the blank control was not justified in medical ethics. For these drug regimens, we 

have initially observed that the treatment effect of chloroquine phosphate is better, but it remains to be seen. A serious 

controlled experiment will follow. " 

 

Zhong Nanshan said: "The problem now is that the number of newly added cases in China has been less than that of cases 

abroad. The most prominent foreign countries are South Korea, Iran, and Italy. Some Chinese practices may have some 

inspiration. So, I will be invited to make a video report to the European Respiratory Society this weekend. This is human 

disease, not national disease. Therefore, clinical trial drugs from Guangzhou University, Harvard University, and the 

University of Toronto have been sent. We are also grateful to companies, including Evergrande (Group), for helping to 

communicate with Harvard University. 

 

Live media questions: General Secretary Xi Jinping pointed out that in the response to this epidemic, China's obvious 

shortcomings in the major epidemic prevention and control system and public health emergency management system have 

been exposed. It is necessary to address shortcomings, summarize experiences, learn lessons, and improve the ability and 

level of responding to major public health emergencies. Academician Zhong, how do you think Guangzhou, Guangdong, and 

even China should implement this important instruction of the General Secretary? 

 

Zhong Nanshan replied that public health emergencies are not temporary and the input is definitely more than the output. 

"The shortcoming I found is that the disease was identified on December 31, separated on January 3, and given to the United 

Nations on January 7, and our CDC status is too low. This is a technical department. The special status of the CDC has not 

been given enough attention and must be reported level by level. It was January 20 that our expert group stated in the news 

media that there was human-to-human transmission. After the CDC reports to the local government, the local government 

decides how to deal with it and there should be an administrative power. If this is still the case in the future, this situation 

may occur in the future again. Li Wenliang also issued this incident early. This change is very much needed. In addition, 

everyone paid insufficient attention to infectious diseases and did not continue research. I feel that everyone is helpless in the 

treatment of new coronary pneumonia, because it requires long-term accumulation, which is reflected in the emphasis on 

prevention and control. The case fatality rate is now 1% (outside Wuhan) nationwide. " 

 

How to judge the current epidemic situation? Zhong Nanshan said that at that time, foreign countries predicted that China 

would be at the end of May, it was mass defense and mass governance at that time, and now it is joint defense and joint 

control, which has been upgraded to a higher level. "Under such circumstances, China has come down soon after reaching 

its peak. This mechanism is hard to come by, and countries that are spreading rapidly can refer to China's plan to achieve 

early detection and isolation, which is a key.” 

 

"Now we have the peak of population fluidity from their hometowns for resumption of work. Our forecast model before 

was there would be another peak after reflow. Now it is Feb. 27, we do predict that the peak has not yet appeared." Zhong 

Nanshan said, "Because we have to check all the up-train and down-train, the law of natural transmission of the virus has 

been interrupted, so we have to resume work, but under strict processing arrangements." 

 

For example, tens of thousands of people at Foxconn resumed work in a place of 3,000 square meters. "The approach we 

took at the time was to do double testing for the workers, one is nucleic acid testing and the other is IgM testing. In addition, 

all factory faucets and sewers must be very clear. There is no evidence that the virus is transmitted through the digestive tract, 



so it is still necessary to protect the respiratory tract. 

 

Nanfang Daily, Nanfang + Reporter asked Academician Zhong Nanshan: The spread of epidemics in Japan, South Korea 

and other countries is currently severe. What do you think of the rapid spread of the epidemic in some countries? Will 

imported cases from abroad cause another wave of infection in China? As an international metropolis, Guangzhou has tens 

of thousands of foreigners working and living in. How do you think the international community, including China, Japan, 

and Korea, should achieve watch and help, joint defense and joint control? 

 

Zhong Nanshan said that Japan had previously not allowed to disembark and waited for isolation. The more isolated, the 

more increased patients, and this strategy actually fails a bit. After a period of time becomes the input medical records? This 

might be possible! The number of cases in South Korea is increasing very fast. They need to strengthen international 

cooperation and exchange with each other, and they can share experience. If found earlier more than 85% can get better. We 

found that critically ill patients were 9 times higher than common conditions. In particular, patients with basic diseases such 

as hypertension and kidney disease are many times higher than ordinary patients. Japan and South Korea have supported us 

before, and now they have a large range of cases. Let us not forget to help them. 

 

Then the media asked questions. On the 24th, the Standing Committee of the National People's Congress passed a decision 

on comprehensively banning illegal wildlife trade, abolishing the bad habits of eating wild animals so that effectively protect 

the people's health and safety. Do you think the implementation of this resolution will have a fundamental impact on the 

prevention and control of major infectious diseases in China? What work should be strengthened as soon as possible? 

 

Zhong Nanshan replied: The closer the relationship between humans and animals, the greater the damage to the ecology, 

and the more the virus is transmitted to humans. This time, the bats in the Zhoushan Islands in Zhejiang province were 

carrying a similar virus. South China Agricultural Uｒｒniversity found a similar virus in pangolins. At present, the country 

is basically banned, especially in Guangdong. Many animals carry the virus but are not sick, but are easily spread to humans. 

I still remember the civets during the SARS period as important intermediate hosts. In that year, 80% of civets in the Zengcha 

market in Guangzhou had the virus. 

 

Eating wild animals is a human habit. Since the 21st century, there have been three coronavirus infections. If we could 

adopt strict prevention and control measures in early December or early January, the number of patients would be greatly 

reduced. 

 

The media at the scene asked questions. From combating SARS to combating new coronary pneumonia, what can 

Guangzhou's plan to fight the epidemic share with the world? Zhong Nanshan said that the first and most important thing is 

to control the upstream, early prevention, early detection and early isolation; The second recommendation is that patients 

should be admitted to designated hospitals. "In ordinary hospitals, it will consume a lot of manpower and material resources, 

and there is a certain professionalism in the treatment of acute infectious diseases." 

 

Zhong Nanshan said that the treatment of critically ill patients should be treated with comprehensive disciplines. "You 

can't just use infectious diseases, including the treatment of new coronary pneumonia, just a single discipline is not sufficient, 

we are now closely observing the cases in the ward. Under the situation of continuous nursing to keep life stable, the viral 

load is declining continuously. By using multidisciplinary comprehensive treatment, patients can pass the border. 

 

In addition, Zhong Nanshan said that big cities like Guangzhou should pay attention to international cooperation, which is 

very important for epidemic prevention in big cities. 

 

Academician Zhong Nanshan said that work can basically resume at the end of April. This refers to the situation in China, 

as far as the situation abroad remains to be seen. The domestic source is in Wuhan. Now Wuhan has been using a lot of power 

to identify and isolate. The establishment of an isolation ward in Wuhan is the most important key. There are many factors 

for patients who converted to positive again. Nucleic acid testing has only recently been developed. The reagents have an 

influence and the detection method has an influence, too. Nasopharyngeal sampling methods can have very different effects. 

What is excreted in the stool is a fragment of nucleic acid. Is there any possibility of infection? This is worth observing again. 

It is recommended that when a positive result is detected at home isolation for medical observation, it is necessary to check 

again 24 hours after that. If both are positive, you need to see a doctor. While a patient has been tested for antibodies, if it is 

strongly positive, it means that he has less chance of superinfection. 

 

Academician Zhong Nanshan expressed his gratitude to the media for its role in this extremely important battlefield. He 

hoped that the media could report correct and more encouraging news. "At present, many foreign media are negative reports. 

We want to show you whether the system and the appeal of such an organization in China can play a role in critical times! I 

want to show people how the good things about China's organization and system can play a role in important times." 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 
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27 日，广州市政府新闻办在广州医科大学举办疫情防控专场新闻通气会，国家卫健委高级别专家组组长、国家

呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山称：对疫情的预测，我们首先考虑中国，没考虑国外，现在国外出现一

些情况，疫情首先出现在中国，不一定是发源在中国。（记者 吴涛） 

 

文字实录 

 “我的一些讲话得到了媒体忠实的报道，所以我对媒体朋友很信任。”钟南山说。“广州医科大学在国家战略部

署的战略层面上起到了一定的作用，首先是有几个战略要注意，第一个是 1 月 20 日提出明确的‘人传人’和医护

人员被感染的事实，这对国家考虑病情防控起到了重要作用。” 

 

钟南山强调，武汉出现了大规模爆发，但是在其他城市，并不是大规模的爆发。这与以往传染性很高的疫情很不

一样。“我们看起来，一个人能传染大概 2—3 人之间，说明传染的很快。严重的病情传染性还会更强。” 

 

“根据我们团队在传统模型基础上加上影响因素，国家强力干预和春节后的回程高峰消除后，预测高峰应该在 2

月中接近 2 月底。到了 2 月 15 日，数字果然下来了。我们更接近国外权威的预测值。我们有信心，四月底基本控

制。” 

 

“在武汉大量的疑似病人，迫在眉睫的是诊断。”钟南山表示，在美国大量的流感病人也出现了死亡，我们加速

了研发和临床验证。“如何在短时间鉴别新冠病毒和流感，这是非常重要的。第二个是要考虑怎样更好确诊，除了

核酸检测以外，还给他做 IgM 抗体，对疑似病人进行 IgM 是很好的辅助手段。” 

 

钟南山谈到，出院了核酸检测复阳了，怎么看？针对一般流感的情况是比较少的。这个病我们不知道它的情况，

一般而言病毒的感染过程类似。如果病人体内出现足够量的抗体，一般病人不会再感染！这是规律，至于它的肠道

粪便里有残余，还会不会再传染其他人，这是我们有待观察的。 

 

在预防方面，目前也组织了多组治疗方案。一些重要的治疗方案病毒转移的时间都是在 5-7、8 天，不会超过 10

天。“大敌当天，用现有的安全的药是完全对的，空白对照在医学伦理上也说不过去。这些药物方案，我们初步观

察磷酸氯喹的治疗效果好一些，但是还有待观察。接下来会进行认真的对照实验。” 

 

钟南山说：“现在的问题，中国的增加的病例已经少于国外增加的病例。国外比较突出的是韩国、伊朗和意大利，

可能中国的一些做法有一些启发。所以我这周末将应邀向欧洲呼吸学会做一个视频报告。这是人类的病，不是国家

的病。所以广州和哈佛大学、多伦多大学有临床试验的药品已经寄来了。我们也很感谢企业，包括恒大，帮助联系

和哈佛大学的沟通。” 

 

现场媒体提问：习近平总书记指出,在这次应对疫情中,暴露出我国在重大疫情防控体制机制、公共卫生应急管理

体系等方面存在的明显短板。要针对短板、总结经验、吸取教训,提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。

请问钟院士,您认为广州、广东、乃至中国,该如何落实总书记的这一重要指示？ 

 

钟南山回答道，突发性公共卫生事件不是一时一时，投入肯定比产出要多。“我发现的短板就是，这个病 12 月 31

日就已经明确，1 月 3 日已经分离出，1 月 7 日给了联合国，我们 CDC 的地位太低了，这是一个技术部门。CDC 的

特殊地位没有得到足够的重视，要一级一级上报。我们专家组在新闻媒体上表示人传人是 1 月 20 号。CDC 向地方

政府上报后由地方政府决定如何处置，应该有行政权。如果以后不是这样的话，以后可能还会出现这样的情况。包

括李文亮也很早就发出了这件事。这个改变是非常需要的。另外，大家对传染病的重视不够，没有持续研究。我感

觉大家对新冠肺炎治疗上束手无策，是因为需要长期的积累，表现在对防控问题的重视上。现在病死率在全国是（武

汉以外）1% 。” 

 

怎么判断当前的疫情形势？钟南山表示，当时国外预测中国是 5 月底，当时是群防群治，现在是联防联控，更提

高一级了。“在这样的情况下，中国在达到高峰之后很快就下来了，这个机制是很难得的，蔓延很快的国家可以参

考中国的方案，做到早发现、早隔离，这个很关键。” 

 

“现在复工回流高峰，之前我们的预测模型是回流之后又出现一个高峰，现在是是 27 号，我们预测高峰还没有

出现。”钟南山表示，“因为上下火车都要检查，病毒自然传播规律被打断了，所以我们复工是要复工，但要在严格

的处理安排下。“ 



 

比如说，富士康几万人在三千平方米的地方复工，“我们当时采取的做法是工人要双检测，一个是核酸检测，另

外也做 IgM 检测。另外，所有的工厂水龙头、下水道都要非常通畅，现在没有任何证据证明病毒经消化道传播，所

以还是要做好呼吸道的防护。” 

 

南方日报、南方+记者提问钟南山院士：当前日本、韩国等国家疫情扩散较为严峻。您怎么看疫情在部分国家出

现的快速蔓延？中国会不会出现从国外的输入性病例，再引发一波感染？广州作为国际化大都市,有数以万计的外

籍人士在穗工作、生活区。您认为包括中日韩三国在内的国际社会,应该如何实现守望相助、联防联控？ 

 

钟南山谈到，之前日本采用不许下船，等待隔离。越隔离，患病者越多，实际上这个策略有点失败。过一段时间

变成输入病历？有这个可能！韩国病例增加的非常快，他们需要强化国际合作互相交流，能够共同分享经验，全球

需要形成联防联控机制。早发现，85%以上都能好起来。我们发现，危重症病人比普通病症高 9 倍。特别是有高血

压、肾病等基础疾病的患者，都高于一般的患者高好多倍。日本韩国之前对我们有支持，现在他们出现了大范围病

历，我们也不要忘记帮助他们。 

 

接下来有媒体提问，24 日，全国人大常委会经表决通过了关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物

陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定。您是否认为这一决议的落地将会为中国重大传染性疾病防控带来根

本性影响？哪些工作应该尽快、切实加强？ 

 

钟南山回答：人跟动物的关系越是密切，对生态的破坏越大，带来的病毒往往更容易传染给人。这次看，浙江舟

山群岛的蝙蝠是带类似病毒，华南农业大学发现穿山甲有类似病毒。现在全国基本上是禁而不止，特别在广东。很

多动物携带病毒但没有病，只是容易传播给人。我还记得非典时期的果子狸，是重要的中间宿主。当年，在广州的

增槎市场，有 80%的果子狸带有病毒。 

 

吃野生动物本来就是人类的陋习。21 世纪以来，已经有三次冠状病毒感染。马上看到有冠状病毒感染，一定要马

上防止扩散。如果我们能在 12 月初或是 1 月初采取严格防控措施，病人将大大减少。 

 

现场媒体提问，从对抗非典到抗击新冠肺炎，广州对抗疫情的方案有什么可以分享给世界？钟南山表示，首先最

重要的还是控制上游，早预防、早发现早隔离；第二个建议是病人应该收治在定点医院。“在普通的医院会消耗大

量的人力和物力，而且急性传染病的治疗有一定的专业性。” 

 

钟南山表示，危重病人的治疗要运用综合学科救治。“不能只用传染病学，包括新冠肺炎的治疗，单一学科也不

行，我们现在正在密切观察病房的病例，在不断的护理保持生命稳定的情况下，病毒的载量不断在下降，运用多学

科综合治疗，病人是可以过关的。” 

 

另外，钟南山表示，像广州这样大城市要注意国际合作，这对大城市的防疫非常重要。 

 

钟南山院士谈到，4 月底基本上可以恢复工作了。这是指国内的情况，至于国外的情况还有待观察。国内的源头

在武汉，现在武汉下很大力量在鉴别、隔离。武汉建立了隔离病房，这是最要害的问题。复阳病人有多种因素，核

酸检测是最近才发展起来的，试剂本身有影响、检测方法有影响。鼻咽的采样方法对结果影响很不同。粪便排出来

的是核酸的片段。有没有感染的可能？这个值得再观察。建议在家隔离检测到阳性时，24 小时后需要再检查，如果

两次都是阳性，需要去就医。病人做了抗体检测，如果是强阳性，说明他重复感染的机会不多了。 

 

钟南山院士表示，非常感谢媒体在这个极为重要的战场上发挥的作用，希望媒体能忠实报道，也报道更多鼓舞性

的新闻。“目前国外很多媒体都是负面报道，我们要给大家看看，到底中国这样体制、这样的组织号召力，是不是

能在关键的时候起到作用！” 

 
20200227D 鐘南山： 最初に見つかったのは中国だが 中国が源とは限らない（鳳凰網資訊） 


