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人民網北京 12月 27日電 （記者： 喬業琼）  

本日、国務連合予防連合制御メカニズムが記者会見を開き、新型コロナウイルス感染症に対する「乙類

乙管（宮本注： 乙類の感染症を乙類として管理すること。従来は乙類の感染症ながらも甲類の感染症とし

て管理していましたが、日本における二類相当扱いのようなものです。）」措置の実施について紹介、記者

からの質問に答えた。 

 

会議の席上、ある記者が、新型コロナウイルスを『乙類乙管』と調整後は、今後も日々の感染データが毎

日発表されることになるのか？ 『乙類甲管』における新型コロナウイルスの監視や、データ収集、報告お

よび発表の要求との違いは何か？と質問。 

 

これに対し、中国疾病管理センター感染予防所の殷文武主任医師は、新型コロナウイルスが『乙類乙管』

と調整された後は、感染状況の監視や報告および対外発表は以下のように調整するとの提案があったとし

た： 

一、 発表内容を調整し、危篤患者および累計死者数を含め、現在の入院者数や重症者数だけを発表。

これまでの濃厚接触者発表を取り消し、国内症例と輸入症例を区別しないこととする。 

二、 発表回数を調整し、感染状況に応じてダイナミックに調整し、最終的には乙類感染症として毎月

一度の発表としてゆく（つまり、世界の発表姿勢には背を向け、人々が忘れたころ（翌月末或いは

翌々月といった形）にしか発表しないということ）。 

三、 発表のプラットフォームは、中国疾病管理センターがそのウェブサイトで定期的に発表されるこ

と（これまでの実績をみていても必ずしも定期的な発表がされているとはいえず、2～3 か月のずれ

がありましたのでこれは無理でしょう）。監視内容については、感染症直接報告ネットワークに基づ

き、症例報告や核酸および抗原検査、定点医院の監視および重点グループや重点場所の監視をするよ

うにと調整する。特にウイルス株の突然変異状況など総合的に監視する。 

 

http://health.people.com.cn/n1/2022/1227/c14739-32594734.html 
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People's Daily Online, Beijing, December 27th (Reporter Qiao Yeqiong) 

Today, the Joint Prevention and Control Mechanism of the State Council held a press conference to introduce the 

implementation of the "Class B and B Control" measures for the new crown virus infection and answer questions from 

reporters. 

 

At the meeting, a reporter asked, after the new crown is adjusted to "Class B and B", will the epidemic data be 

released every day in the future? What is the difference between COVID-19 surveillance, data collection, reporting and 

release requirements and “Class B and A regulation”? 

 

In this regard, Yin Wenwu, chief physician of the Communication and Prevention Department of the China Centers 

for Disease Control and Prevention, said that after the new crown virus infection was adjusted to "Class B and B", the 

following adjustment suggestions were made for disease monitoring, reporting, and external release: 

 

The first is to adjust the content of the announcement. It is necessary to announce the number of existing hospitalized 

cases, the number of existing severe cases, including critical cases, and the cumulative number of deaths. Delete the 

reports of previous close contacts. There is no longer a distinction between local cases and imported cases. 

 

http://health.people.com.cn/n1/2022/1227/c14739-32594734.html


The second is to adjust the frequency of announcements, which will be adjusted dynamically according to the 

situation of the epidemic situation, and finally return to the announcement once a month for Class B infectious diseases. 

 

The third is that the announcement platform is regularly announced by the China Centers for Disease Control and 

Prevention on the website of the center. In terms of monitoring content, the network direct reporting of infectious 

diseases is mainly based on case reports, and it is adjusted to case reports, nucleic acid and antigen detection, sentinel 

hospital monitoring, and monitoring of key populations and key places, especially the comprehensive monitoring of 

virus strain mutation. 
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中疾控：新冠病毒感染情况每月公布一次 不再区分本土和境外输入病
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人民网北京 12 月 27 日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒感染

实施“乙类乙管”措施有关情况，并回答记者提问。 

 

会上，有记者提问，随着新冠调整为“乙类乙管”后，以后还会每日发布疫情数据吗？新冠疫情监测、数据

收集、报告和发布要求和“乙类甲管”时有什么不同？ 

 

对此，中国疾控中心传防处主任医师殷文武表示，新冠病毒感染调整为“乙类乙管”之后，疾病监测、报告

以及对外发布做了如下调整建议： 

 

一是调整公布的内容，要公布现有住院病例数、现有重症，包括危重症以及累计死亡病例数。删除既往密

切接触者的报告情况。不再区分本土病例和境外输入病例。 

 

二是对公布的频次做调整，将根据疫情的情况作动态的调整，最终回归到乙类传染病每月公布一次。 

 

三是公布平台由中国疾控中心在中心网站定期公布。监测内容上，由传染病网络直报病例报告为主，调整

为病例报告、核酸和抗原检测、哨点医院监测以及重点人群、重点场所监测，特别是病毒株变异情况等综合

监测。 
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