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中国が新型コロナによる死亡者数を過小評価しているのではないかということに関し、29日、国家衛生

健康委員会新型コロナ対応指導者グループの専門家グループの梁万年が北京メディアとのインタビューに

おいて「公衆衛生の観点から、致死率と死亡率を感染拡大の急速な期間中に正確に判断することは困難で

あり、感染のサイクルが過ぎて初めてより正確な判断が可能となる。現時点では重症者数と死亡者数の増

大化を防ぐことが優先されるべきだ」と述べた。 

 

国家衛生健康委員会医政司の焦雅輝司長は、中国が新型コロナの死亡患者の死亡判定基準を調整するか

否かについて言及し、現在世界には新型コロナによる死亡判定基準は主に二つのカテゴリーに分けられる

と語ったが、『一つ目は、新型コロナウイルス感染後に、核酸テストが陽性となり、新型コロナウイルス

による呼吸不全を経て直接死亡したものを、新型コロナウイルスによる死と判断するというもの、今一つ

は、感染後 28 日以内の死亡すべてを新型コロナによる死と判断する（宮本注：後者の死亡判定基準があ

るとは知りませんでしたが、台湾などでは、発症後数か月闘病した結果亡くなった患者も日本と同じよう

にカウントしています。 世界の二つの基準というのがそもそも事実なのか、疑問を持ってしまいます）も

のだ。 中国は 2020年来、第一のカテゴリーを採用している。 

 

焦雅輝司長は、「中国は事実から真実を追求するという原則や透明で開かれた死者・重症者情報の公開

をするという原則をこれまでずっと堅持してきた。これまでに中国で発表された死亡者には、新型コロナ

ウイルスで死亡した人と、新型コロナウイルス感染後に基礎疾患により死亡した人の両方が含まれている。

中国は常に科学的な死亡判定基準を遵守してきたが、それはまた国際基準にリンクした死亡判定基準でも

あるのだ」と語った（語ったというより強弁したのほうが実情に近い？）。 

 

大規模な検査の中止により、中国は新型コロナによる死者数を過小評価しているのではないか？梁万年

は、「流行が急速に感染拡大をしている中では、致死率と死亡率を正確に判断することは難しい（ならば

世界はなぜきちんとできているのかが疑問ですが…）。公衆衛生の看点からすると、流行のサイクルが過

ぎ去って初めて、真の致命率、死亡率の大小がより正確に判断でき、人々に対する危害を判断することが

できるのだ」と述べた。 

 

「現段階では、重症化、死亡の予防を優先せねばならず、これは、予防管理戦略の重要な調整を反映し

たものでもあり、病死者が出ることを防ぐことには非常に高い優先度を与えなければならない」と梁万年

は語る。 

 

焦雅輝司長は、「どのような病原体により引き起こされて重症化したのかに拘泥せず、病院には重症者

や病死者を減らすために、全力で治療に臨むことが求められているし、死亡者が発生した場合、もし新型

コロナにより死亡した場合には、法律の規定に基づき、事実のままに公開、もし PCR 検査が実施されて

いない場合、中国疾病管理センターの死因報告システムによって報告されなければならない」と語った。 

 

中国 CDC 感染症学の呉尊友首席専門家は、更に突っ込んで、「公衆衛生の分野では、『超過死亡』と呼

ばれる過小評価の恐れを評価できる計算方法がある。 2020 年に新型コロナの流行が始まって以後、中国

疾病予防管理センターのチームは、新型コロナ流行により引き起こされた可能性のある『超過死亡』を迅

速に分析し、その結果を公開している。今回の感染流行で引き起こされた可能性のある「超過死亡」につ

いて、当該チームがすでに関連する作業を行っており、順次提供してゆく」と指摘した。 

 

https://finance.sina.com.cn/jjxw/2022-12-30/doc-imxymfms9321396.shtml 
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Regarding whether China currently underestimates the number of deaths from COVID-19, Liang Wannian, head of 

the experts group of the National Health Commission's COVID-19 Response Leader Group, said in an interview with 

the media in Beijing on the 29th, “From the perspective of public health, it is difficult to accurately judge the case 

fatality rate and death rate during the epidemic and rapid transmission period, Only after the epidemic cycle has passed 

can a more accurate judgment be made. At this stage, the prevention of severe illness and death should be given priority”. 

 

Regarding China will adjust the criteria for determining the death cases of COVID-19 or not, Jiao Yahui, director of 

the Department of Medical Affairs of the National Health and Medical Commission, said that the current criteria for 

determining the death of COVID-19 in the world are mainly divided into two categories. “The first one is that after 

being infected with the new coronavirus, the nucleic acid is positive, and the respiratory failure caused by the new 

coronavirus directly leads to death, which is judged as the death of the new coronavirus, The second is that all deaths 

within 28 days after infection are counted as COVID-19 deaths. Since 2020, China has adopted the first category of 

death standards”. 

 

Jiao Yahui said, “China has always adhered to the principles of seeking truth from facts and openness and 

transparency in disclosing information on deaths and severe cases, and will continue to uphold this principle in the 

future. The death cases previously announced in China include both those who died from COVID-19 and those who 

died of underlying diseases after being infected with COVID-19. China has always adhered to scientific death case 

judgment standards, and it is also in line with international standards for death case judgment standards”. 

 

With the cancellation of mass nucleic acid testing, is China underestimating the current death toll from COVID-19? 

Liang Wannian said, “During the epidemic and rapid transmission period, it is difficult to accurately judge the case 

fatality rate and death rate. From a public health perspective, only after the epidemic cycle has passed can we more 

accurately judge the true case fatality rate and mortality rate, and judge the harm of an epidemic to the population. 

Especially the harm to life safety and health, in which death is an important indicator, the Chinese expert team and the 

Chinese government have always attached great importance to it”. 

 

"At this stage, the prevention of severe illness and disease death should be given priority, which is also a reflection 

of the key adjustment of prevention and control strategies, and the prevention of death should be given a very high 

priority." Liang Wannian said. 

 

Jiao Yahui said, “Regardless of the severe disease caused by any pathogen. On the one hand, hospitals are required 

to persist in going all out for treatment to reduce severe illness and death. On the other hand, once a death occurs, if it 

is a death by COVID-19, it will still be truthfully disclosed in accordance with the law. If it has not tested the nucleic 

acid test, it will be reported in the cause of death reporting system of the China Centers for Disease Control and 

Prevention”. 

 

Wu Zunyou, chief epidemiologist at the Chinese CDC, further pointed out that in the field of public health, there is 

a calculation method called "excess mortality", which can assess possible underestimation. After the outbreak of 

COVID-19 epidemic in 2020, The Chinese CDC’s team quickly analyzed the possible "excess mortality" caused by 

COVID-19 epidemic, and published the results publicly. Regarding the "excess mortality" that may be caused by this 

wave of epidemics, the team is already doing related work, and will provide it to you one after another. 
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针对当前中国是否低估新冠死亡人数，中国国家卫生健康委员会新冠疫情应对领导小组专家组组长梁万年 29 日

在北京接受媒体采访时表示，从公共卫生角度来看，在疫情流行和快速传播期，很难准确判断有多少病死率、死

亡率，只有疫情周期过去后，才能比较精准地判断，现阶段应把防重症、防病亡放在优先位置。 

 

谈及中国是否会调整新冠死亡病例判定标准，国家卫健委医政司司长焦雅辉介绍称，全球现在对新冠死亡的判

定标准主要分为两大类，一是感染新冠病毒后核酸阳性，由新冠病毒引发呼吸衰竭，直接导致死亡，判定为新冠

死亡，二是感染后 28 天以内全口径的死亡都计入新冠死亡。中国从 2020 年以来，一直采取第一类死亡判定标准。 



 

焦雅辉表示，中国一直坚持实事求是、公开透明的原则公开死亡和重症病例信息，未来将继续秉持这一原则。

中国之前公布的死亡病例既有因为新冠死亡的，也有感染新冠病毒后因基础疾病死亡的病例，中国自始至终坚持

科学的死亡病例判定标准，而且也是同国际接轨的死亡病例判定标准。 

 

随着大规模核酸检测取消，中国是否低估当前新冠死亡人数？梁万年表示，在疫情流行和快速传播期，很难准

确判断有多少病死率、死亡率。从公共卫生角度来看，只有疫情周期过去后，才能比较精准地判断真正的病死率

和死亡率大小，判断一场疫情对人群的危害，特别是对生命安全和健康的危害，其中死亡是一个重要指标，中国

专家团队和中国政府一直高度重视。 

 

“现阶段应该把防重症、防病亡作为优先，这也是防控策略重点调整的体现，把防死亡放在一个非常优先的位

置。”梁万年说。 

 

焦雅辉说，无论是哪种病原体引起的重症，一方面要求医院坚持全力以赴救治，降重症、降病亡，另一方面，

一旦发生死亡病例，如果是新冠死亡病例，仍会按照法律规定如实公开，如果没有经过核酸检测，会在中国疾控

中心的死亡原因报告系统进行报告。 

 

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友进一步指出，在公众卫生领域有一种计算方法叫“超额死亡”，能评估可

能造成的低估。2020 年新冠疫情发生后，中国疾控中心团队很快对新冠流行可能造成的“超额死亡”进行了分析，

并公开发表结果。关于这一波疫情可能引起的“超额死亡”，该团队已经在做相关工作，之后会陆续向大家提供。 
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