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【大紀元 2022年 12月 21日電]】皆さん、こんにちは。今日は 12月 20日火曜日です。見快評（Vision 

Express）にようこそ。唐靖遠です。 

 

今日の焦点： 北京の政法系統（宮本注：政法系統とは、人民法院、人民検察院、司法行政機関、公安機

関、国家安全機関を指します）の『ディープスロート』がコロナによる恐怖の実情を暴露し、大量の高官

が感染死したとしている； 呉尊友は「あらかじめ多くの死者を放出する」としているが、この与太話はど

のようにして作られたのか？ 

12月 8日に中共が新たな新十条を発表後、これまでに既にほぼ二週間が経過している。中国共産党当局

者もまた、感染症という津波のカオスに見舞われてから、徐々に反応をし始め、一連の対策を講じてきた。

最初は、国外メディアの記者たちに北京郊外にある主要火葬場周辺でのインタビューや撮影活動をさせな

いために、警官と警備員を派遣したこと。 

第二は、国務院連合予防連合管理メカニズムが本日記者会見を開き、最近、国家衛生健康委員会が専門

家を組織して論証し、関連病死者を科学的明確な分類をするための通知を発行したと公言したことだ。 

 

感染死判定基準に 2大変化 

どのように分類？主に二つの側面があり、新型コロナウイルスがもたらした肺炎や呼吸不全が死亡の一

時診断となると、新型コロナウイルスによる死亡と分類できる；その他の疾病や基礎疾患、例えば心・脳

血管疾患や心筋梗塞などの疾病で死亡した場合には新型コロナによる死とは看做されない。同時に、当該

通知は、新型コロナ流行で引き起こされた死亡症例の判定をより標準化するためという理由で、現在、立

会診断と死亡症例に関する討論をする方式で患者が亡くなったのは新型コロナによるものか、或いはその

他の基礎疾患によるものなのかを最終判断をせよと要求している。 

この死亡患者に対する科学的分類という作業には、実は達成すべき二つの目的があるのだ。一つは、感

染による死亡の基準を変えることであり、この基準が非常に厳しいもので、新型コロナウイルスによる肺

炎や呼吸衰弱により死亡した場合にのみ新型コロナ死者としてカウントされるのだ。いま一つは、患者の

死因を記入するという主治医の権限が事実上取り消され、立会診断と協議の上で判断されることにされた

ということにある。 

このようにして患者の死因は、科室の責任者、特に病院幹部により決定されることになったのだ。率直

に言って、仮に主治医が新型コロナによる死亡と判断しても、上層部がもし政治的任務を受けて死亡者数

を引き下げねばならない場合、死因を「その他の何らかの病気」とせざるを得なくなるのだ。 

我々誰もが米国での死亡者が 100 万人になったというデータを使い、中国共産党がこれまでずっとアメ

リカが『世界一コロナとの戦いに失敗した国』だとして攻撃し続けてきたことを知っている。米国では新

型コロナによる死者数はどのようにカウントしているのか？ 実際、米国 CDC における新型コロナによる

死者数の認定手順には、非常に詳細で複雑な規定があるといえる。 簡単に言えば、医師が記入する死亡診

断書には、死因の部分に記入欄が 2 か所あり、一つ目は『直接の原因（immediate cause）』で、今一つは

『根本となる原因 underlying cause）』とされている。 

この二つの記入欄のうち、いずれかに『COVID-19』と記入されている場合、全てコロナによる死者と

してカウントされるのだ。たとえば、高血圧により心不全或いは脳溢血で人が死亡した場合、彼は、実際

に新型コロナに感染後の高熱が高血圧の悪化をもたらした場合、新型コロナがその死につなげたと判断さ

れ、このような患者は疑いなくコロナによる死としてカウントされるのだ。だが、このような患者は、中

国共産党が発表した死亡判断基準では、新型コロナの死者統計外に排除されなければならないのだ。 

 

中国共産党は常に数字遊びをしてきた。捏造されたデータを利用していわゆる社会主義システムの利点

を強調する議論に使うこと自体、驚くべきことではないのだ。1 ムー（約 6.7 アール）あたり収穫量が 10 

万斤（5 トン）にも達するというジョークも見てきたが、中国共産党の新型コロナの哀れなほどに少ない

死者数をここに再び目にすることは決して珍しいことではない。 

衛健委は、新型コロナ死亡基準を定義した特別通達を発行したが、一昨日の死者数が僅か 2 例しかいな



かったことが各界の世論・疑義を招いたのも当然のことだ。わざわざ人前に出て床掃除をしたのは、つま

り、これは世論をミスリードして、愚民を洗脳するという中共の古典的手法の一つにすぎないのだ。 

 

呉尊友の『あらかじめ多くの死者を手放す』という与太話がどのように作られたのかについて語る 

いま一つの動きは、専門家に権威のある口調で大衆を騙させることだが、当然ここには、大陸のトロイ

カの一人である呉尊友のようないわゆる専門家もいる。 

公式の防疫政策は一晩で焼餅（シャオビン：日本の焼餅とは全く違うもの）をひっくり返してしまった

が、この高速急旋回後には一対の対句が本土の人々の中で一対の対句が流行した。前の句は「世界から尊

友が消えることを願う」、下の句は「さもないと永久に気がなえる」、横評（すみません、高校の漢文しか

やっていず浅学のため、この『横評』が何を指すのかわからず訳出を諦めました）「南山（鐘南山医師の

こと）より獣だ」、 

3日前、中共疾病予防管理センターの感染症学の首席専門家呉尊友は『財経』の年次大会の席上、「政府

の新十条が発令された時は、一週間当たり死者数がこの 3 年間で最も低くなっており、また、三年間の歴

史上で、数週間にわたり毎週の報告症例数と死者数が 1 万人を切った時期でした。これは、焼餅（シャオ

ビン）の焼き面をひっくり返すのに今が最も適切な時期であることを意味し、これ以上適切なタイミング

はなかったと思います」と述べている。 

その後、呉尊友は、「仮に新十条が今年（つまりこの記事の出た 2022 年のことです）年初に実施されて

いたら、2022年に 86万 6千人～103万 9千人が大陸で死亡していた」と特に強調したが、ゼロコロナ政策

でいかに貴重な 3 年間を勝ち取ったか、という自分の結論を視覚的かつ直感的に証明するため、意図的に

チャートを使った。 

だが、私は皆に伝えたい。これは正真正銘の偽りの命題であり、呉尊友により慎重に作られたレトリッ

クの罠だと。 国家級の首席感染症学専門家が基本的な医学的知識に反することを口にし、それが主要な公

的メディアにより報道され転載されるとは到底信じられないからだ。 

 

今年初に国際社会では死者数のピークを迎え 徐々に規制緩和が進んでいる 

なぜそんなことが言えるのか？ まず、呉尊友のエビデンスは非常に明確で、2022年年初から今年 3月の

間に、全世界の週当たり死者数は約 5～8万人/週と高い水準にあり、年末までにこの数字は約 1万人/週に

まで減少しており、これは年間で最も低いレベルにある。従って、この時期に規制緩和を選択することは、

損失が最も少ない実に良い節目となるのだ。 

この発言は一見したところ、尤もなように思えるが、実際にはでっち上げものだ。どういう意味か？今

年の初めに国際社会で週当たり死者数がピークに達した理由は一つ： 多くの国では、準備が整ってから

徐々に自由化を進めるという共存（いわゆる『コロナとの共存』ですね）の道を歩み始めているが、各国

が規制を緩めた後の最初の感染ピークでは必然的に多くの死者が出る。 これはオミクロン株であっても同

様だ。ベースとなる感染者数が増えれば増えるほど病死者数も上昇する、これが常識なのだということは

誰でもしっていることだ。 

その後、これらの国々では 4～6か月の衝撃を経験すると、一般に 5～6か月目に入って下降をはじめ、

安定期に入る。つまり、集団免疫が基本的に形成され、感染率、死亡率は自然に大幅に下降して安定した

正常化状態が現在まで続いている。 

呉尊友のまやかしの秘密はまさにここにあり、感染者が最も低い今のうちに規制を緩めてしまおうとい

う言外の意味がこの彼の声明中にある。 

私に言えることは、彼が愚かなふりをしているのか、天真爛漫なふりをしているのかということだけだ。 

どの国でもコロナとの共存を採用する限り、感染拡大のピークを何度も繰り返すという困難な時期を経

て、徐々に安定期に移行する。これはウイルスの特性により決定されるものであり科学的な法則だ。今年

も来年も扉を開けても、感染の山谷の形はどこの国でも同様で、越えなければならないが、異なるのは山

の高度と幅だけだ。 さらに呉尊友が語ったことは、現在大陸の規制が緩和されたのちにも「この山が再び

現れることはなく、常に最低レベルをキープし続ける」と告げるのと同じことなのだ。 

換言すると、呉尊友の言い方は、中国が今規制緩和されても、大量の感染による重症者や死亡者のピー

クも迎えることはない、そのまま急カーブで車を追い抜いて安定期に入れるとほのめかしているに等しく、

これが、彼が言うところの 80万人から 100万人も少ない死亡者数の理論的根拠となっている。 

これは、冗談、いや世界クラスのジョークだ。3 月以降に国際社会が徐々に安定期に入ったのは何故

か？ それは、大量の感染を経験したのち、大変な苦労をしながら山を越えた結果集団免疫を獲得できたか

らなのだ。もし呉尊友理論に基づくとすれば、この種の集団免疫が大きく瞬間移動をして、本年末には中

国の人々に自動的に複製され、転移されて中国人は山を越えなくても、安穏と横たわっていられるという



のに等しい。 

ぶっちゃけて言うと、バカだからではなく、ダメなのだ。CDC 首席として呉尊友が感染症の最も基本

的な病理を理解していないなどということはあり得ない。彼は、混乱しているふりをして、このような怪

しげな一連の理論をでっち上げているが、それは中共の混乱を一掃するためのみならず、疾病予防の首席

顧問である彼自身が悪を助長した責任を回避するためでもあるのだ。 

 

北京政法の『ディープスロート』が高官の大量感染死を暴露 

OK、では、大陸内の『ディープスロート』が暴露し、米国メディアが報じたニュースについて語ろう。 

本日、RFA（Radio Free Asia： 自由アジア放送）が、北京市政法系統内の高官による以下のような匿名

発言を引用した。 北京が流行予防措置を緩和する前に、医療システム内では大規模な感染があり、多数の

医療スタッフおよび高齢者が感染、多数の死者が出て、葬儀場があっという間に満員となり、医療システ

ム全体が崩壊したが、当局は真相を隠蔽し続けている。 

このディープスロートとなった職員は、彼の親戚が病院で治療を受けている間に感染したのは北京で中

国共産党の第 20 回全国代表大会が北京で開催され、院外で陽性反応が出る恐れがあるとして、院内の全

員が病院から出ることを許されなかったが、実はこの時点ですでに病院内で広範囲に感染がひろがってい

たため、院内の感染者が外部にウイルスを拡散することを懸念していたと語った。 

当時は、まだゼロコロナ政策の真っただ中だったため、病院は感染者のデータを報告できなかったのみ

ならず、新型コロナの治療をすることもできなかった。それゆえ、尿路感染症と診断される人もいれば、

原因不明の発熱と診断される人もいるなど、とにかく新型コロナとはされず、この職員の家族は尿路感染

症と診断されたが、コネを使って医師に患者の抗原検査をさせた結果、陽性となったのだ。 

中国共産党の第 20 回全国代表大会終了後、彼は、感染した家族を北京市内の最高レベルの病院多数に

転送したが、最終的には新型コロナで死亡したのに医師が書いた死亡診断は依然として尿路感染のままだ

った。この職員のレベルとリソースでは、肉親が病院で死亡してから 5日後になり漸く火葬された。 

内部告発者は、「北京市は『白紙運動』の前、特に中国共産党第 20 回全国代表大会期間中、同市にある

主要病院では院内感染がすでに非常に深刻化し、12 月初めには完全に制御不能となって、市衛健委と病院

が実施できた唯一のことは、患者の退院と医療スタッフの出勤の制限、スタッフの帰宅制限のみでした。

すべての情報が当局により厳重に封印され、病院は高級幹部の許可なしに新型コロナの院内感染を敢えて

報告しようとはしませんでした」と語る。 

江沢民の訃報が報じられた後、院内の高齢感染者大勢が死亡するか危篤化したが、これが北京にある病

院の悲惨な状況を作り出した直接的原因となった。 内部告発者はさらに驚くべき情報を明らかにした。彼

は、「この大規模なコロナの隠蔽が、大量の退職高官たちの死に直接つながった。 知る限りでは、少なく

とも庁レベル以上の幹部 6 人が病院で感染後に手遅れのために死亡しているが一般人（の死亡者）は更に

多かった」と語った。 

彼は、「自分自身、社会階級の上位 1％以内のグループに属しており、ずっと自分には素晴らしい社会的

資源があると思ってきましたが、今回発生したことを目にしたら中共のような歪んだシステムのもとでは、

自分にはまだ家族を守る力がないと思い知らされたのです。自分はこんなにひどい状況だけど、一般の

人々の状況は更に想像を絶するものでしょう」と続けた。 

中共が疾病を隠蔽するのは常識だとはずっと知るところだったが、今回の暴露は今でも私にとっては衝

撃的なものだ。なぜならば、第一に、中共が疾病のデータを隠蔽していただけではなく、患者への新型コ

ロナ治療さえできなかったとは全く考えてもいなかった。 

これは、ゼロにされるのはウイルスではなく、本当の意味は、感染者だったということを意味している。

なぜならば、これは、患者は新型コロナに自生し自滅する方法しかないが、患者はみな様々な基礎疾患を

有する高齢者ばかりだからだ。 

第二に、私は中共が体制内の身内に対して、多くの中層退職者たちに対して、斯くも残酷なことをでき

るとは考えてもいなかった。特に、感染がオミクロンウイルスのみだということを考えれば、大多数の人

が必要とするのは、良好なサポート療法と、対症療法のみであり、重症患者が作りだされることはなかっ

たのだ。中国共産党はこのような軽い病原性のウイルスに対して、趙家の人（『趙家の人』とは魯迅の

『阿 Q正伝』に出てくることばで、中国高官を風刺するために使用される蔑称を意味します）と見なされ

る人々に対しよくもこのような根絶封鎖を実施できたものだが。将来、より強力な変異ウイルスが実際に

出現した際に中国共産党はどうするのだろうか？ 

 

過去 3 年間で何人の人が黙って根絶されたか 

次に、我々がどうしても真剣に疑問視しなくてはならないことは、過去 3 年間のいわゆるアウトブレイ



ク期間中にいったい何人の人が治療すら受けられずに全滅したのかだ。いわゆる「集中隔離」のために夜

なかに見知らぬ場所に移送されてしまった人のうち何人の人が生きて無事に帰宅できたのか？ これらの人

のほとんどが一般の人であることを忘れてはならない。こｋの退職した矢 k 人たちもまた使い捨ての消耗

品と看做されているが、これら草の根ニラたちは、「人命ファースト」の扱いを受けられるのだろうか？ 

これは明らかに大変ばかげたことだが、非常に正しい論理でもある。我々は、当初、武漢の際に彼らが

何をしたのか、インタネット上の大半の明かりが消えた高層ビル、真夜中に集められた遺体といったシー

ンは、今でも無数の人々の記憶に残っているし、そのような小説ではつくり出せないような物語が今北京

でくりかえされていることを知っている。 

今日、私は、親戚が感染死してしまいあちらこちらの火葬場に行かなければならないというニュースを

伝えた北京の男性の録音データを見たが、彼の得られた答えは「普通に列に並べば 1 か月以上かかる。3

万元程度の費用を払わないと列に割り込めないが、それでも火葬まで3～5日はかかるというものだった。 

しかし、全国的な解熱剤や風邪薬、新型コロナの検査キットの深刻な不足という局面は変わっておらず、

感染がそれほど広がっていず、経済的に発展している深圳のような地域でさえ例外ではない。現在、多く

の地区の病院では、イブプロフェンやパラセタモールが患者への投与を開始している。私の印象では、こ

れは基本的に 1980 年代までしか存在しなかった絵であり、40 年の時を経て再び眼前に現れるとは想像も

したことがないものだ。 

更に、病院内における大量死の映像がインタネット上に次々と流れ始めた。例えば、北京市朝陽区にあ

る垂柳陽病院の救急治療室には、搬出できなかった多くの死体が、衝立の裏におかれ、医師の診察を受け

るために並んでいる後の人と同じ部屋を共有していたなど。 

北京中日友好医院の遺体安置室は、冷凍庫で溢れ、少なくとも 19 体の遺体が直接地面に放置されてい

たのでそれがビデオに撮られた。さらに、河南省の葬儀場にいた一家から流れた映像は、地面が遺体で溢

れていたことを示している。 

民間ビッグデータ専門家判断では、北京における感染第一波（第一波？）は、既にピークに達しており、

今後の感染速度は徐々に下降するということだが、皆さんには、他国における経験から、死者数のピーク

は、感染ピークの二週間後にやってくるのであり、市民の映像からみてとれたのは氷山の一角、実際には

明日の死者数ピークの前の上昇段階にすぎないのだということを思い起こしてほしい。 

 

ファイグルディン： 中国人の 6割が感染 死亡したものは数百万人と 

ちょうど本日、米国の著名中国系アメリカ人の疫学者で公衆衛生の専門家であるエリック・ファイグル

ディン（Eric Feigl-Ding）氏が 既に深刻な医療崩壊の状態が中国の多数の大都市で始まっており、この先

三か月で中国の人口の 60％が感染、死者数は数百万人に達する恐れがあると述べている。 

この結論は誇張ではないと私は考える。簡単な比較をすればよいだけのことだ： 香港が「封鎖状態」か

ら「規制緩和」に転じた際、医療崩壊が発生し、結果として香港における新型コロナの平均致命率は

0.18％に達した。 香港の致命率と比較し、中国において感染した 60％の人が第一段階の免疫バリアを確立

していたとしても少なくとも 180 万人が死亡することになる。さらに、香港の医療資源が大陸のどの都市

よりもはるかに優れていることは誰もが知っている通りだ。よって、中国で 2 百万人以上が病死すること

はあり得ない話ではない（＝筆者はありうると考えているようです）。 

ファイグルディン博士の判断によると、中共の目標は、「感染可能性のあるすべての人に感染させ、死

ぬべき全ての人を死に至らしめ、できるだけ早くピークに至らしめ、できるだけ早く生産を再開させる」

ことにある。 

この判断は、昨日の当番組で触れた心の陰謀論とほぼ完全に一致している。私には、中国にいるすべて

の友人が、彼らが何をしているのかを知る必要があることを願っているとしか言いようがない。というの

は、中共は、完全武装したウイルスの中に 10 億人以上の武装していない人々を追いやり、殺しきるので

はなく、死体を利用して、経済回復の道を開くことを決めているからなのだ。 

 

では、今日はここまで。ご清聴ありがとう。ではまた次回！ 

 

＜＜エポックタイムズ＞＞ 制作グループ 

編集責任： 李昊# 
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[Foresight Quick Review] A large number of senior officials were infected and 

killed by the epidemic. Who did the experts set up? 
The Epoch Times hk.epochtimes.com  2022-12-21 13:45 Source: 

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

[The Epoch Times, December 21, 2022] Hello friends, today is Tuesday, December 20th, welcome to Vision Express, 

I am Tang Jingyuan.  

Today's focus: The "Deep Throat" of Beijing's political and legal department revealed the horror of the epidemic, 

and a large number of high-ranking officials died of the epidemic; Wu Zunyou said that "many dead people were 

released in advance", how did the scam work? 

Almost two weeks have passed since the CCP officially released the new Ten Articles on December 8. The CCP 

officials have also gradually reacted from being hit by the tsunami of the epidemic to chaos, and have introduced a 

series of measures. The first action is to send the police and guards around the major crematoria in the suburbs of 

Beijing to prevent foreign media reporters from visiting to interview and film shooting. 

The second action is that the joint prevention and control mechanism of the State Council held a press conference 

today, claiming that the National Health and Medical Commission recently organized experts to conduct demonstrations 

and issued a notice to clearly classify the relevant death cases scientifically. 

 

Two major changes in the criteria for determining death from the epidemic 
How to classify it? There are mainly two aspects. Pneumonia and respiratory failure caused by the new coronavirus 

are the primary diagnosis of death, which can be classified as death caused by the new coronavirus infection; Deaths 

caused by other diseases and basic diseases, such as cardiovascular and cerebrovascular diseases, myocardial infarction, 

etc., are not classified as deaths caused by COVID-19. At the same time, the notice, on the grounds of better 

standardizing the determination of death caused by the COVID-19 epidemic, currently requires consultation and 

discussion of death cases to finally determine whether the patient died of COVID-19 or other underlying diseases. 

This operation of “scientifically classifying death cases” is actually to achieve two purposes; one is to modify the 

standard of death due to infection, of which standard is very strict, and only those who are confirmed to have died of 

pneumonia and respiratory failure due to the novel coronavirus can be counted as deaths from COVID-19. The other 

one is that the authority of clinical attending physicians to fill in the cause of death of patients was actually cancelled, 

and has become judged by way of consultation and discussion. 

In this way, the patient’s cause of death will be determined by the director of the department or even the leaders of 

the hospital. To put it bluntly, it is useless even if the attending doctor decides that the death was caused by the new 

crown. If the superior leader receives a political task and must lower the death data, then the cause of death can only 

be filled in as some other disease. 

We all know that for a long time, the CCP, using the data of 1 million deaths of COVID-19 in the United States, has 

been attacking the United States as "the world's number one country that failed in the fight against COVID-19." How 

USA does count the number of COVID-19 deaths there? In fact, the U.S. CDC has very detailed and even complex 

regulations on how to identify deaths by COVID-19. Let's briefly say that regarding the death report filled out by the 

doctor(s) in charge, there are two columns to fill in the cause of death, one column is "immediate cause" and the other 

column is "underlying cause". 

If COVID-19 is filled in any of these two columns, it will be counted as a COVID-19 death case. For example, if a 

person who died of heart failure or cerebral hemorrhage due to high blood pressure actually had a high fever after being 

infected with COVID-19, which caused the high blood pressure to worsen, COVID-19 was the fuse that led to his death, 

such cases will undoubtedly be counted among the deaths by COVID-19. However, such cases, according to the death 

standards announced by the CCP, must be excluded from the statistics of deaths by COVID-19. 

The CCP has always played numbers. It is not surprising in itself they use fabricated data as an argument to highlight 

the advantages of the so-called socialist system, we have even seen the joke that the yield per mu (=0.166 acre) is as 

high as 5 tons. It is not uncommon to see the CCP’s pitifully small death toll from COVID-19 again. 

The Health and Medical Commission issued a special notice to define the new crown death standard, as a matter of 

course, it was because their announcement that there were only 2 deaths the day before yesterday caused doubts in 

public opinion from all walks of life. Thus, it's just to come forward to clean up the ground. This is just one of the 

classic methods used by the CCP to mislead public opinion and fool the people. 

 

Wu Zunyou said how to practice the scam of "Releasing many dead people in advance" 
Another move is to let experts fool the public with an authoritative tone. Of course, they are so-called experts, such 

as Wu Zunyou, one of the mainland Troika. 

Although the official epidemic prevention policy turned over the rice cake (xiaobin) overnight, after a sharp turn at 

high speed, a pair of couplets became popular among the mainlanders. The first couplet is "I hope there are no respected 

friends in the world", the second couplet is "Otherwise the heart will be chilled for thousands of years", horizontal 



criticism "beast than Nanshan". The Irony satirized Wu Zunyou, Liang Wannian and Zhong Nanshan, the three reindeers 

of the CCP’s epidemic prevention. 

Three days ago, Wu Zunyou, the chief epidemiologist of the Chinese Center for Disease Control and Prevention, 

said at the annual meeting of Caijing, “the time when the ten new official policies were issued was the lowest reported 

weekly death toll in the past three years, and it was also the time when the number of reported cases and deaths per 

week was below 10,000 for consecutive weeks in the three-year history. This means that now is the right time to turn 

over sesame cakes, and it couldn't be more appropriate.” 

Then Wu Zunyou also emphasized that, assuming that the new Ten Measures are implemented early this year, there 

will be 866,000 to 1.039 million more deaths in mainland China in 2022. In order to prove his conclusion visually and 

intuitively, he also deliberately presented it in the form of a chart to prove how the zero closure of the city won the 

precious three years. 

But I want to tell you that this is an authentic false proposition, a rhetoric trap carefully designed by Wu Zunyou. it 

is hard for us to believe that a national-level chief epidemiologist did say something that violates basic medical 

knowledge, and it would be reported and reprinted by major official media. 

Why do you say that? First of all, Wu Zunyou’s evidence is very clear. During the period from the beginning of this 

year to March this year, the global weekly death toll from COVID-19 was at a high level, which is about 50,000 to 

80,000 deaths per week. By the end of the year, this figure has dropped to about 10,000 per week, which is the lowest 

level throughout the year. Therefore, choosing to let go of lying flat at this time is the best node with the least loss. 

This statement sounds very plausible at first glance, but it is actually a hoax. What does that mean? We all know that 

there is one reason why the number of deaths per week in the international community peaked at the beginning of this 

year: After making preparations, many countries have begun to take the coexistence route of phased liberalization. And 

the first wave of infection peaks, after each country is liberalized, will inevitably bring more deaths, even in infection 

with Omicron variants. It is common sense that the absolute number of deaths will inevitably rise when the infection 

base is large. 

Then when these countries have gone through the shock of 4-6 months, they generally start to decline from the 5th 

or 6th month and enter a stable period. That is to say, herd immunity is basically formed, and the infection rate and 

death rate will naturally drop sharply and become normalized. This stable normalization has continued until now. 

The secret of Wu Zunyou's deception is here, the subtext of his statement is that China chooses the current lowest 

period to liberalize. If the mainland's epidemic situation can always maintain this low-level as a normal state, people 

who died because of this will be much, much less. 

All I can say is that he is either pretending to be stupid or naive. 

As long as any country adopts the coexistence mode, it will inevitably experience a difficult period of multiple rounds 

of infection outbreak peaks, and then gradually slide to a stable period. This is determined by the characteristics of the 

virus and is a scientific law. No matter whether you liberalize the country this year or the next year, the shape of the 

mountain will be the same in every country, and you have to climb that mountain. The only difference is that the height 

and width of the mountain are slightly different. And what Wu Zunyou said is tantamount to telling you that after the 

mainland is liberalized now, this mountain will no longer appear, and it will always keep walking in a straight line at 

the lowest position. 

In other words, Wu Zunyou is tantamount to implying that China will not have the peak of severe illness and death 

caused by a large number of infections even if the restrictions are loosened now, and it will directly overtake the car 

and enter a stable period. This is the theoretical basis for his saying that 800,000 to 1 million deaths will be reduced. 

It is a joke, a world-class joke. Why could the international community gradually enter a stable period after March? 

It's because after experiencing a lot of infections, they climbed the mountain with difficulties, thus they came over and 

obtained herd immunity.  According to Wu Zunyou's theory, it means that this kind of herd immunity has undergone a 

great shift, automatically copied and transferred to the Chinese who were released at the end of this year. That is why 

Chinese people can lie flat without climbing any mountains. 

To put it bluntly, it's not because of stupidity, it's because it's bad. As the chief of the CDC, it is impossible for Wu 

Zunyou to not even understand the most basic principles of epidemics. He pretended to be confused and made up such 

a set of specious theories, as the chief adviser of epidemic prevention, not only to wipe the ass of the CCP's mess, but 

also to shirk responsibility for himself for helping the evil. 

 

The "Deep Throat" of Beijing's political and legal system exploded and a large number of high-ranking 
officials died of the epidemic 

OK, next, let’s talk about the news reported by the US media that broke out from a “deep throat” in the mainland 

system. 

Today, Radio Free Asia quoted an anonymous senior official in the political and legal system in Beijing as saying, in 

fact, before Beijing loosened the epidemic prevention measures, there were already large-scale infections in the medical 

system. As a result, many medical staff and the elderly were infected, resulting in a large number of deaths, funeral 

parlors were quickly overloaded, and the entire medical system collapsed, but the authorities have been concealing the 

truth. 



The "Deep Throat" official revealed that his relatives were infected while recuperating in the hospital. Because 

Beijing held the 20th National Congress, all people in the hospital were not allowed to leave the hospital, saying that 

there was a risk of being positive outside the hospital. In fact, a large area of the hospital has already been infected at 

this time, because we are afraid that the infection cases in the hospital will be taken out and spread. 

At that time, it was still in the stage of zero-COVID policy, so the hospital not only could not report the information 

of the infected people, but also could not treat them according to COVID-19. So some people were diagnosed as a 

urinary tract infection, and some were diagnosed as an unknown fever, in anyway, no one did not diagnose it as COVID-

19 infection. The family member of this official was diagnosed with a urinary tract infection, but he entrusted the 

relationship to let the doctor and the patient do an antigen, and the result was positive. 

After the end of the 20th National Congress of the Communist Party of China, he transferred his affected family 

member(s) to many of the best hospitals in Beijing, and finally died of COVID-19, and the death conclusion written by 

the doctor was still a urinary tract infection. With the level and resources of this official, his immediate family members 

were not cremated until 5 days after they died in the hospital. 

The person who leaked the news said, “Before the "White Paper Movement", especially during the 20th National 

Congress of the Communist Party of China, nosocomial infections in major hospitals were already very serious. By the 

beginning of December, they were completely out of control. The only thing the Beijing Municipal Health Commission 

and hospitals were doing was to restrict patients from being discharged from the hospital and medical staff from going 

home. All information is strictly sealed by the authorities, and hospitals dare not even report nosocomial infections of 

the new coronavirus without the permission of high-level officials.” 

After the news of Jiang Zemin's death was reported to the public, a large number of elderly infected patients in the 

hospital either died or were in critical condition. This is the most direct cause of the horrific situation in Beijing's 

hospitals. The whistleblower also disclosed a surprising piece of information. This large-scale concealment of the 

epidemic has also directly led to the death of a large number of retired high-level officials. He said that as far as he 

knew, at least six officials above the department level were delayed to death after contracting the epidemic in the 

hospital, and there were even more ordinary people. 

He said, “I myself belong to the top 1% of the social class, and I always thought that I had great social resources. 

However, seeing what happened in front of me this time made me realize instantly that under such a deformed system 

as the CCP, I am still powerless to protect my relatives. Given that my situation is so embarrassing, the situation of 

ordinary people is even more unimaginable.” 

Although we have known for a long time that it is normal for the CCP to conceal the epidemic, this revelation still 

shocked me. Because first, I really didn't expect that the CCP not only concealed the epidemic data, but also couldn't 

even treat patients with COVID-19. This is not to clear the virus, but to clear the infected in the true sense. Because 

this means that patients can only fend for themselves against COVID-19, and they are all elderly people having various 

underlying diseases. 

I really didn’t expect the CCP to treat its own people in the system, so many middle-level retired officials, can do 

such a cruel thing. Especially considering that the infection is only Omicron virus, the vast majority of people only 

need relatively good supportive treatment and symptomatic treatment and will not develop severe disease. For a virus 

with such a light pathogenicity, the CCP can implement this kind of extermination blockade on people who are 

considered to be its Zhao family. What will the CCP do if a more powerful mutant virus really appears in the future? 

 

How many people have been silently exterminated in the past three years 
In turn, we have to seriously question how many people have been wiped out without any treatment in the past three 

years of so-called outbreaks? How many of those who were transported to unknown places in the middle of the night 

for so-called "centralized isolation" returned home alive? You must know that most of these people are ordinary people. 

Even those retired officials are regarded as disposable and consumables, can these grassroots leeks get the treatment of 

"life first"? 

This is obviously an extremely absurd but extremely true logic. We know that they, at those days, had already done 

this in Wuhan before, we know the scenes of the high-rise buildings with more than half of the lights are turned off, 

and those scenes of collecting corpses in the midnight, are still in the memories of countless people, and such a story 

that no novel can make up is now being repeated in Beijing. 

Today I saw a recording of a man in Beijing who leaked the news that he had to travel to various crematories because 

his relatives died of the epidemic, but the answer he got was that if he queued up normally, it would take more than a 

month. Unless you pay an additional fee of about 30,000 yuan, you can get the opportunity to jump in the queue. Even 

so, you need to wait three to five days before you can be cremated. 

However, the severe shortage of antipyretics, cold medicines, and COVID-19 test kits has not changed nationwide, 

even areas like Shenzhen, where the epidemic is relatively mild and economically developed, are no exception. 

Hospitals in many areas have now begun to dispense drugs such as ibuprofen and paracetamol to patients. In my 

impression, this is basically a picture that only existed before the 1980s. I didn't expect it to reappear in front of me 

after a lapse of forty years. 

In addition, more and more videos of mass deaths in hospitals began to appear on the Internet. For example, in the 



emergency room of Chuiliuyang Hospital in Chaoyang District, Beijing, there were many dead bodies that could not 

be transported away, which were put behind the screen and share the same room with the latter who is queuing up to 

see a doctor. 

The mortuary of the Beijing China-Japan Friendship Hospital was captured on video because at least 19 corpses 

were placed directly on the ground because the freezer was full. And a video that has been circulated from a funeral 

home in Henan shows that the ground is full of corpses. 

According to the previous excavation and judgment of private big data experts, the first wave of infections in Beijing 

has reached its peak, and the rate of infections may gradually decrease thereafter. But one thing needs to be reminded 

friends is according to the experience of other countries, the death peak comes about two weeks after the infection 

peaks. The tip of the iceberg we see from the peoples’ videos is actually just the climbing stage before the death peak 

in the future. 

 

Feigeding: 60% of Chinese people will be infected and die or millions 
Eric Feigl-Ding, a well-known Chinese American epidemiologist and public health expert, just today said, that 

serious healthcare collapse have already begun in many major cities in China. He estimated that in the next three months, 

60% of China's population will be infected, and the death toll may reach millions. 

This conclusion is not an exaggeration in my opinion. We just need to make a simple comparison: When Hong Kong 

changed from a state of blockade to liberalization, healthcare collapse also occurred. As a result, the average death rate 

from Covid-19 in Hong Kong reached 0.18%. If the case fatality rate in Hong Kong is compared, and 60% of the 

infected population in China initially establishes an immune barrier, at least 1.8 million deaths will occur. And we all 

know that Hong Kong's medical resources are much better than most cities in the mainland. Therefore, it is not 

inconceivable that there will be more than two million deaths in China. 

According to Dr. Feigeding's judgment,  CCP’s goal is to "infect all those who can be infected, and let all those who 

should die be killed, and get infected as soon as possible, die as soon as possible, reach the peak as soon as possible, 

and resume production as soon as possible." 

I can only say that I hope that all my friends in China need to know what they are doing, as the CCP is determined 

to push more than one billion unarmed people to the fully armed virus, not to kill them, but to use corpses to pave a 

way to restore the economy. 

 

Okay, that's all for today, thank you for watching and listening, and see you next time. 

 

Production team of "Vision Quick Review" 

Responsible Editor: Li Hao# 
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【远见快评】大量高官被爆染疫亡 专家给谁下套 
大紀元 hk.epochtimes.com  2022-12-21 13:45 来源：  
-------------------------------------------------------------------------------- 

【大纪元 2022 年 12 月 21 日讯】朋友们好，今天是 12 月 20 号星期二，欢迎来到远见快评，我是唐靖远。 

今日焦点：京政法系“深喉”爆疫情恐怖内情，大量高官染疫身亡；吴尊友称“提前放开多死人”，骗局是如何练

成的？ 

从 12 月 8 号中共官方出台了新十条放开后，到现在已经差不多两周过去了，中共官方也从最初被疫情海啸冲击

到阵脚大乱，开始逐渐反应过来，并出台了一系列的措施，首先一个动作就是派遣警察和前往北京郊区的各大火

葬场周围看守，防止外媒记者前往采访拍摄。 

第二个动作，就是国务院联防联控机制在今天举行了新闻发布会，声称国家卫健委最近组织专家进行了论证，

印发了通知，明确对相关死亡病例进行科学分类。 

 

判定染疫死亡标准 两大变化 

怎么分类呢？主要是两个方面，由于新冠病毒导致的肺炎、呼吸衰竭为首要死亡诊断，可以归类为新冠病毒感

染导致的死亡；因其它疾病、基础病，比如心脑血管疾病、心梗等疾病导致的死亡，不归类为新冠导致的死亡。

同时，该通知以更好地规范新冠疫情导致死亡的判定为由，目前要求采取会诊和死亡病例讨论的方式，来最后判

定这个病人到底是死于新冠，还是死于其它的基础病。 



这个对死亡病例进行科学分类的操作，实际上是要达到两个目的，一个是修改因疫情死亡的标准，这个标准定

得非常严，只有确定因新冠病毒导致肺炎、呼衰死亡才可以计算为新冠死亡病例。另一个是事实上取消了临床主

治医师填写病人死亡原因的权限，变成了以会诊和讨论的方式来判定。 

如此一来病人的死亡原因将由科室主任甚至医院领导来拍板，说白了即便主治医生判定死于新冠也没用，上级

领导如果接到了政治任务必须压低死亡数据，那么死因就只能填写为其它的什么疾病。 

我们都知道，长期以来中共一直都在拿美国疫情死亡 100 万的数据，来攻击美国是“世界第一抗疫失败国”。美

国的新冠死亡病例是如何统计的呢？事实上，美国 CDC 对如何认定新冠死亡病例有非常详细甚至可以说是复杂

的规定。我们简要一点说，就是医生填写的死亡报告里，死因这个地方都有两栏需要填写，一栏是“直接原因”

（immediate cause），另一栏是“根本原因”（underlying cause）。 

这两栏之中，任何一栏填写了 COVID-19，都会被计算为死亡病例。比如说，一个因为高血压导致心衰或脑溢

血死亡的人，他实际上是因为感染新冠后的高烧引发了高血压恶化，新冠是导致其死亡的导火索，这样的病例无

疑将会被计入死亡病例之中。但这样的病例，按照中共公布的死亡标准，就必须排除在新冠死亡病例统计之外。 

中共一向玩弄数字游戏，用捏造的数据来作为凸显所谓社会主义体制优势的论据，这本身并不出奇，我们连亩

产多达十万斤的笑话都见识过了，再见识一次中共少到可怜的新冠死亡人数也不是什么稀奇事。 

卫健委专门发布通知来界定新冠死亡标准，当然是因为前天报告仅 2 例死亡病例引发了各界舆论质疑，所以特

意出面来洗地而已，这只是中共误导舆论，愚民洗脑的经典手法之一。 

 

吴尊友称“提前放开多死人”骗局如何练成 

另一个动作，是让专家以权威的口吻来愚弄大众，当然这些都是所谓的专家，比如大陆三驾马车之一的吴尊友。 

官方防疫政策一夜之间翻烧饼，高速之中急掉头后，大陆民间就流行一副对联，上联是“但愿世间无尊友”，下

联是“否则人心凉万年”，横批“兽比南山”，讽刺的就是中共防疫三驾马车砖家吴尊友、梁万年和钟南山。 

3 天前，身为中共疾控中心流行病学首席专家的吴尊友在《财经》年会上表示，官方颁发的新十条政策出台时

间，是三年来每周报告死亡人数最低的时点，此外也是三年历史上连续几周每周报告病例死亡数低于一万的时点。

这意思就是现在翻烧饼恰逢其时，再合适没有了。 

然后吴尊友还特别强调说，假设新十条提前到今年年初实施，那么中国大陆 2022 年将多死 86.6 万～103.9 万

人。为了形象直观地证明他的结论，他还特意用图表的方式来呈现，以证明清零封城如何赢得了宝贵的三年。 

但我要跟大家讲，这是一个地道的伪命题，是吴尊友精心设计的一个话术圈套，我们很难相信，一个国家级的

首席流行病学专家会说出如此违背基本医学常识的话，还堂而皇之被各大官媒集中报导转载。 

 

今年初国际社会达死亡人数高峰 正开始阶段性放开 

为什么这么说呢？首先，吴尊友的依据很清楚，在今年年初到今年 3 月的区间，全球每周新冠死亡人数处于高

位，大约每周 5 万～8 万人左右，而到了今年底，这个数据就下降到了每周大约一万多，是今年全年的最低位。

所以，选择在这个时候来放开躺平就是损失最小的最佳节点。 

这个说法乍一听上去非常有道理，但实际上是一个骗局。什么意思呢？我们都知道，今年初国际社会为什么每

周死亡人数的高峰，原因就是一个：很多国家在做好准备后开始走阶段性放开的共存路线了，而每个国家放开后

的第一波感染高峰，都必然带来较多的死亡，即便奥密克戎也是如此。感染基数大了死亡的绝对数值必然上升，

这是一个常识。 

然后当这些国家在渡过了 4-6 个月的冲击后，普遍从第 5、6 个月就开始下降进入稳定期，也就是说，群体免疫

基本形成了，感染率和死亡率自然就大幅下滑进入常态化，这个稳定的常态化一直持续到了现在。 

吴尊友的骗局秘密就在这里，他的说法的潜台词就是，中国选择现在的最低位时期放开，大陆的疫情就可以一

直保持这种低位常态的状态，因此死的人就会少很多很多。 

我只能说，他要么在装很傻，要么在装很天真。 

任何一个国家只要走共存模式，都必然要经历一个多轮感染的爆发高峰的艰难时期，然后才会逐步滑落到平稳



期，这是病毒特性决定的，是科学规律，不管你是今年放开还是后年放开，每个国家这根山峰一样的曲线形态都

会是一样的，都得爬山，差别只在于山峰的高度和宽度略有差异。而吴尊友的说法等于是告诉你，大陆现在放开

后，就可以不会出现这座山峰了，就会一直在最低位保持差不多一根直线的形态走下去。 

换句话说，吴尊友等于在暗示中国现在放开就不会产生那个大量感染带来的重症与死亡高峰，直接弯道超车进

入平稳期，这就是他说的少死亡 80 万～100 万人的理论依据。 

这简直就是笑话，一个世界级的笑话。国际社会为什么会在 3 月以后逐渐进入了平稳期？那是因为经历了大量

感染，艰难地爬山之后才走过来获得了群体免疫力。如果按照吴尊友的理论，等于这种群体免疫力发生了乾坤大

挪移，自动复制、转移到了今年底才放开的中国人的身上，所以中国人才可以不用爬山了直接躺平。 

说句直白点的话，这不是因为蠢，而是因为坏。作为 CDC 的首席，吴尊友不可能连这个最基本的流行病原理

都不懂，他完全是揣着明白在装糊涂，编出这么一套似是而非的理论来，既为了给中共的摆烂擦屁股，也为了给

自己这个首席防疫顾问的助纣为虐推卸责任。 

 

京政法系“深喉”爆大量高官染疫身亡 

好的，接下来我们要说说美国媒体报导的从大陆体制内的一个“深喉”爆出来的消息。 

今天，自由亚洲电台引述了北京一位匿名的政法系统内的高层官员的信息称，北京实际上在松绑防疫前已出现

医疗系统内的大面积感染，导致众多医务人员及老年人感染，导致死亡人数众多，殡仪馆也迅速超负荷，整个医

疗系统崩溃，但当局一直隐瞒实情。 

这名“深喉”官员披露，他的亲人就是在医院疗养期间感染的，因为北京开二十大，所有医院里的人都不准出院

了，说是外面有阳性危险。实际上这个时候医院已经大面积感染了，是怕院内的感染病例带出去扩散。 

当时还处于动态清零的阶段，所以医院对感染者的资料不但不能上报，还不能按照新冠进行治疗。所以有人被

诊断为尿路感染，有人被诊断为无名发热的，反正就是不说是新冠。这位官员的家属是被下了一个尿路感染的诊

断，但他托关系让医生病人做了抗原，结果显示阳性。 

二十大结束后，他将染疫的家属辗转了多家北京最好的医院，最终依然死于新冠，而医生写的死亡结论，依然

是尿路感染。而以这位官员的级别和资源，其直系亲属也是在医院死亡 5 天之后才得以火化。 

爆料人说，北京在“白纸运动”之前，甚至是在 20 大开会期间，各大医院的院内感染就已经非常严重，到 12 月

初的时候，已经完全失控，北京市卫健委和各医院唯一做的事情，就是限制病人出院，并限制医护人员回家。所

有信息都被官方严密封锁，在没有高层允许时，医院甚至都不敢报告新冠病毒的院内感染。 

等到了江泽民的死讯被公开后，大量的院内老年感染者要么已死亡，要么陷入危重，这是导致现在北京的医院

内横尸遍野，情况惨不忍睹的最直接原因。爆料人还披露了一个惊人的信息，他说这次大规模的疫情瞒报，还直

接导致了大量退休的高级别官员死亡，就他所知，厅级以上的官员至少就有六个在医院里染疫后被耽误致死，普

通人就更多。 

他说自己已经是属于社会阶层顶端那1%的群体，一直以为自己拥有极大社会资源，但这一次发生在眼前的这一

切，瞬间让他醒悟，在中共这样畸形的体制下，他依然无力保护自己的亲人。以他的处境尚且如此狼狈，而普通

民众的处境则更无法想像了。 

尽管我们早就知道中共隐瞒疫情是常态，但这个爆料还是把我震惊到了，因为第一，我实在没想到中共不但隐

瞒疫情数据，甚至都不能对病人进行新冠治疗，这不是对病毒清零，而是真正意义上的对感染者进行清零。因为

这就意味着让病人只能以自生自灭的方式去对抗新冠病毒，而且还都是患有各种基础病的老年人。 

第二，我实在没想到中共对体制内的自己人，这么多中层级别的退休官员都能下此狠手。尤其考虑到感染的只

是奥密克戎病毒，绝大多数人只需要相对好一点的支持治疗和对症治疗就不会发展成重症。对一个致病力如此之

轻的病毒，中共都能对好歹算是自己赵家的人实施这种灭绝式封锁，那要是将来真的出现了更厉害的变异病毒，

中共会怎么做？ 

 

过去三年 有多少人被无声无息灭绝 



反过来，我们就不得不严重质疑，在过去三年中所谓一封就灵的多次爆发中，究竟有多少人在无声无息中被这

么不予治疗的灭绝了？那些被半夜转运送到不知名地方所谓“集中隔离”的人究竟有多少活着回家了？要知道这些

人绝大部分可都是老百姓。那些退休的官员尚且被视为用过即弃的耗材，这些草民韭菜难道就可以获得“生命至上”

的待遇吗？ 

这显然是一个无比荒谬但又无比真实的逻辑。要知道，当初在武汉的时候它们已经这么干过了，那些熄灭了一

大半灯光的高楼，那些半夜收尸的画面，都还留在无数人的网络记忆里，而这样的小说都编不出来的故事，现在

正在北京重演。 

今天我看到一位北京男子的录音爆料，他因为自家亲属染疫去世，不得不跑遍了各家火葬场，但得到的答复是

按正常排队的话，都要排到一个多月以后了。除非额外支付大约 3 万元的费用，可以得到加塞插队的机会，即便

这样，也需要等个三五天才可以给火化。 

而全国范围内的退烧药、感冒药、新冠测试盒严重短缺的局面依然没有任何改观，连深圳这样疫情相对平缓而

经济发达的地区都不例外。现在已经有很多地区的医院开始将布洛芬和扑热息痛等药物拆散了开给病人。在我的

印象中，这基本上是 80 年代以前才有的画面，没想到时隔四十年后重现眼前。 

除此之外，越来越多的医院内大量死亡的视频开始出现在网络上。像北京朝阳区垂柳杨医院急诊室内有多具尸

体运不走，就这么放在屏风后面与排队看病的后者同室。 

北京中日友好医院的太平间，被视频拍到由于冰柜爆满，至少还有 19 具尸体直接放在地面上。而一个被流传为

是河南一家殡仪馆的视频则显示，地面上全是摆满了的尸体。 

按照此前民间大数据专家的挖掘判断，北京的第一波感染已经达到了峰值，可能此后的感染速度会逐渐下降。

但有一点需要提醒朋友们，按照其它国家的经验，在感染达峰约两周之后，才是死亡峰值的到来，我们现在从民

间视频看到的冰山一角，其实只是未来死亡峰值到来前的爬坡阶段。 

 

费格丁：将有 60%的中国人被感染 死亡或达数百万 

就在今天，美国知名的华裔流行病学和公共卫生专家费格丁（Eric Feigl-Ding）表示，在中国很多大城市已经

开始出现严重的医疗挤兑，他预估在未来三个月期间，中国将有 60%的人口被感染，而染疫死亡人数可能高达数

百万人。 

这个结论在我看来并不夸张。我们只需要简单做一个对比即可：香港当初从封锁状态转为放开，同样发生了医

疗挤兑，结果导致香港的新冠平均死亡率达到了 0.18%。如果比照香港的病死率，中国感染 60%的人口初步建立

免疫屏障，那么至少会出现 180 万的死亡。而我们都知道，香港的医疗资源比大陆绝大多数的城市都要好很多。

所以，中国出现两百万以上的死亡并不是不可想像的事情。 

以费格丁博士的判断，中共的目标就是“让能感染者都感染，让该死亡者都死亡，而且尽早感染，尽早死亡，尽

早达到峰值，尽早恢复生产”。 

这个判断，和我们昨天节目中提到的那个真实的阴谋论，几乎完全一致。我只能说希望中国的朋友们都需要心

中有数，因为中共铁了心正在把十几亿赤手空拳的人一把推到全副武装的病毒面前，不是杀出，而是用尸体铺出

一条恢复经济的路来。 

 

好的，今天我们就聊到这里了，谢谢各位的观看和收听，我们下次再见。 
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