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本日、国家衛生健康委（以下『衛健委』）は、コロナ関連のデータを公表したが、過去一か月で新型コロナに

より 59938人が死亡、その平均年齢は 80.3歳だったという非常に悲惨なものだ。 

 

具体的には、。 

 

これが病院で登録されたもののみでしかないということを知っておく必要がある。もしコロナ感染による死者

をすべて計上すればその数はさらに多くなるのだ。 

 

具体的死因についていうと、衛健委は、呼吸不全および基礎疾患との合併症が二大死因だとしている。 

 

コロナウイルス感染関連の死亡例の死因は二つに分類される。 一つはコロナウイルスに感染して呼吸機能が

衰弱して死亡するというもの； もう一つは、コロナウイルス感染に伴う基礎疾患により死亡するものだ。 

 

この点について、焦雅輝司長は、次のステップでは、『乙類乙管（宮本注： 乙類の感染症を乙類感染症の規定

に従い管理するというものです）』の感染症に関する関連規定に基づき、速やかに関連データを更新しなくては

ならず、且つ、定期的（以前は二か月も三か月も遅れたりすることがありましたし、更に最近では本家衛健委の

ウェブサイトには何も公表しないがそれでも定期的と言えるのかは皆さん自身でご判断ください）に社会に公表

せねばならないとする。 

 

正直なところ、上述データを見て、私は非常に悲しい気持ちになった。 なぜなら、新型コロナがなければ、

彼らは家族たちと幸せを享受できていたことだったのに、あまりにも突然にしがおとずれることになったのだか

ら。 

 

新型コロナは、実は恐ろしいものではない。恐ろしいのは我々の団結が十分ではないということだ。それゆえ、

皆が積極的な行動を起こし、周囲の脆弱なグループ、特に中高年層の人々を可能な限り支援するよう呼び掛けた

いのだ。 

 

これまで 3年の間、国は既に保護してくれた。ウイルスの毒性が低下したことで、現在の感染予防管理政策は

議論の余地がない。 徐々に回復している周囲の一切を見れば、これに疑いを持つ人はいないだろう。 

 

時の経過とともに、新型コロナの多くの特性もまた将来的に徐々に減少するが、その時には我々の生活と仕事

も正しい軌道にもどる。これは必然なのだ。 

 

 

https://www.163.com/dy/article/HR2Q7HDA0553IXO9.html 
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Today, the National Health Commission announced the relevant data of the epidemic. It is very heartbreaking to watch, 

because in the past month, a total of 59,938 people have been killed by COVID-19, and their average age is as high as 80.3 

years old. 

 

Specifically, 

 

You should know that this is only registered in the hospital. If all the deaths due to infection of COVID-19 are counted 

together, the number will be even higher. 

 

Talking about the specific cause of death, the National Health Commission stated that respiratory failure and complications 

of underlying diseases are the two main reasons. 

https://www.163.com/dy/article/HR2Q7HDA0553IXO9.html


 

"The attributable analysis of deaths related to COVID-19 virus infection is divided into two categories, one is the death of 

respiratory failure caused by COVID-19 virus infection; the other is the death of underlying diseases combined with COVID-

19 virus infection." 

 

In this regard, Jiao Yahui said that in the next step, relevant data and information must be updated in a timely manner in 

accordance with the relevant regulations on “Class B management for Class B diseases”, and will be released to the public 

on a regular basis. 

 

To be honest, after reading the above data, I feel very sad. If there is no COVID-19, then there is a good chance that they 

are able to enjoy happiness with their family happiness, but it all happened so suddenly. 

 

Actually, COVID-19 is not scary, the terrible thing is that we are not united. Therefore, I call on everyone to take active 

actions and help the vulnerable groups around them as much as possible, especially the middle-aged and elderly people. They 

need your help! 

 

The country has protected us for three full years. With the reduction of the toxicity of the virus, the current epidemic 

prevention and control policy is uncontroversial. Looking at everything around us that is gradually recovering, I believe no 

one has any doubts about this. 

 

With the passage of time, many features of COVID-19 will gradually decrease in the future. At that time, our life and work 

will return to the right track, which is inevitable! 

 

 

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

国家卫健委：新冠死亡 59938人，平均 80.3 岁 
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今天，国家卫健委对外公布了疫情的相关数据，看完十分的令人心痛，因为在过往的一个月里，累计有 59938人

被新冠夺去了生命，而他们的平均年龄高达 80.3 岁。 

 

具体来看，。 

 

要知道这仅仅是在院被登记的，如果将所有因感染新冠而去世的一同统计的话，这个数字相信会更多一些。 

 

谈及具体死亡的原因，卫健委表示，呼吸衰竭以及基础病并发是两大主要原因。 

 

“新冠病毒感染相关死亡病例归因分析为两类，一类是新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭死亡；另一类是基础疾病

合并新冠病毒感染死亡。” 

 

对此，焦雅辉表示，下一步将按照乙类乙管传染病有关规定及时更新相关数据信息，并且定期向社会公布。 

 

说实话，看完上述的数据，我内心十分的悲痛，因为如果没有新冠，那么他们很有可能继续享受天伦之乐，但这

一切都来的太突然。 

 

其实，新冠并不可怕，可怕的是我们不团结，因此，我呼吁大家积极行动起来，尽可能的帮助身边的弱势群体，

尤其是中老年人，他们需要你我的帮助！ 

 

国家已经保护了我们整整三年，随着病毒毒性的降低，如今采取的疫情防控政策是毫无争议的，看着身边正在逐

步复苏的一切，我相信没有人对此产生怀疑。 

 

随着时间的推移，未来新冠的诸多特性也会随之逐步降低，届时我们的生活和工作将重新回归正轨，这是必然的！   
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