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Caption: 2022 年 12 月 22 日、北京の火葬場で愛する人の遺灰壷を追う家族。(Getty Images 経由の STF/AFP) 
 

【新唐人 北京時間 2020年 01月 07日電】 

網易の報道によると、上海市の神経外科医が、「このところ新型コロナ患者が大量に入院しているが、

少なからずの患者が亡くなっている。病院の予防安全科から電話があり『新型コロナと診断しないように

しよう』といわれた」という文書を発表した。 

 

医者は「ある患者が咳と発熱から入院したが、検査でコロナ陽

性となり、肺部 CTでは両肺に散在する炎症が見受けられた。 患

者は入院後、肺部の症状が悪化、家族が侵襲的救助措置は一切放

棄すると署名。死亡当日、患者の血中酸素濃度は改善できず、両

肺聴診時には湿性ラ音と喘鳴があり、高流量の非侵襲的喚気では

持ちこたえられなかった。その後、血圧、心拍が低下、最終的に

死に至ったのだ」と語る。 

 

この医師によると、故人の死亡関連書類作成の際に、死因とし

て重度の排煙、上記原因となる疾患の欄に新型コロナへの感染と

書いたところ、翌日になって、予防保険科から電話があり、『死

因の変更をお願いしたい』とのことで、どこを変更するのかと問

うたところ、もごもごと口籠もっていた。 

 

その結果、警備部門から翌日電話があり、「死因の変更をお願

いした」とのことで、何を変更すればよいか尋ねたが、もごもご

と口籠もっていた。 

この医師は言った。「ただ聞きたいのだが、なぜだ？ なぜ新型

コロナの死亡と書けないのか？ ご家族にお会いするに際しては

本当に変更したくはないのだ」と。 

実際、中国本土の多くの医師は現在、新型コロナの死亡診断書

を発行できないとインターネットで報告している。 

ネット上で拡散された動画では、ある人が上海の某医院にゆき

新型コロナの診断書を発行してもらおうとしたが、医師が診断書

発行を拒否したことが示されている。 この医師は、「核酸がある

というだけではあなたが新型コロナに感染しているとしか証明できない。だから肺炎症状があろうとなか

ろうと CT をしないとならないし、何が見つかるか見てみなければならない。 CT 検査で肺炎が見つかっ



たとしても患者にこの証明書は出せない」といった。この核酸診断は、上海市の関連部門に送り、彼らが

確定診断をして初めてこの報告書を印刷できるのだ。「我々は単に呼吸器感染としか書けないのだ」。 

2022年 12月 20日、中国共産党国家衛健委が新型コロナ死亡の判断基準を明確に規定したとする通知を

発表した： 新型コロナによる肺炎と呼吸不全が主要な死亡診断となり、新型コロナウイルスへの感染によ

る死亡として分類される；その他の疾病や基礎疾患、例えば心臓脳血管疾病、心筋梗塞などの疾病で死に

至った場合には、新型コロナによる死亡と分類されることはない；コロナによろう肺炎や 

 
『ニューヨーク・タイムズ』もまた、昨年 12月 30日に最近、彼と同僚たちが「新型コロナによる重度

の呼吸不全と書かないようにせよ」と書かれた一遍の書き付けを院内のテーブル上に発見したと北京の某

私立病院の医師が語ったと報じている。同紙はこのメモを検討してみた。 

この医師は、このメモが病院内部のものか、政府関係者からのものかは定かではないとしている。中国

のソーシャルメディアは現在、死亡診断書に『新型コロナを軽々に記入しないように』という同様の警告

を医師たちに拡散していると報じられている。 

大陸のライラックガーデンフォーラム認定医のネットユーザーは、「これは誰もが知っていることだけ

ど、本当に受け入れがたいし、どんな手がある？ 死亡診断のことはもう話すなよ。 入院診断には新型コ

ロナの文字を使わないようにしようぜ。」「皮肉な事実を言おうか：武漢市の中心医院もまた 2020 年には

同じような要求をしているぜ！」「上は、死亡者の状況を毎日報告させ、詳細なデータを求めているが、

最近は死者が急増していて、疲れすぎで眼が回る。（でも）新型コロナの症例が一人もないんだぜ。 変だ

と思わないかい？」「新型コロナの致命率はあまり高くはないけど、放射線科の意思として、はっきり言

えるのは、最近の発熱が引かない人や胸部 CTを受けた人の 8 割には肺部感染があり、画像を見る限りで

は全てがウイルス感染の兆候でさあ。」「僕たちは今、ナンセンスな時代に生きているんだ！」「医学界の

（左写真の）2の部分のみ訳出します。 

 

衛生健康委は、直接の死因として「新型コ

ロナ」を用いるには慎重でなければならな

いと明らかにした。関連する症例がある場

合、病院には「新型コロナ肺炎」を死因と

して報告する権利はないのだと明確にして

いる。症例の情報は、北京市レベルの専門

家グループに提出し、審査を受けた後に、

幹部の指示に基づき記入されねばならない 



悲哀だぜ！」 

本年 1月 2日、北京市の専門家は中国共産党の官製メディアの今年は例年に比べて多くの高齢者が死亡

したようだがとの質問に対し、今は全員への検査をしていないため、分母がどれほどかわからないのだと

語っている。ネットユーザーは、「葬儀場に来てみてみろよ、 火葬するには遅すぎる」と専門家を叱責し

ている。「年明けに専門家が初の発言をした際、彼は一般人を直接に怒らせてしまった」。 

 

https://www.ntdtv.com/gb/2023/01/07/a103619308.html 

 

 

Chinese doctors exposed that "hospitals are not allowed to write the new crown 

death diagnosis and ordered to change the cause of death" (Video) 
New Tang Dynasty Television www.ntdtv.com 2023-01-07 03:51  Source: 
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<<Picture1>> 
Caption: Family members follow behind urns containing the ashes of their loved ones at a crematorium in Beijing, Dec. 22, 

2022. (STF/AFP via Getty Images) 

[New Tang Dynasty Beijing Time January 07, 2023] 
According to NetEase Report, a Shanghai neurosurgeon wrote that “Recently, a large number of COVID-19 patients 

have been admitted to the hospital, and many of them have not survived. The hospital's prevention and security 

department called him and said, "Don't let us write a diagnosis of COVID-19." 

The doctor said “A patient was admitted to the hospital due to cough and fever, and the Covid-19 nucleic acid test 

became positive. The CT scan of the lungs showed scattered inflammation in both lungs. After the patient was admitted 

to the hospital, the lung symptoms worsened, and the family members signed to give up all invasive rescue measures. 

On the day of death, the patient's blood oxygen saturation could not be improved, and the lungs were auscultated with 

wet rales and wheezing sounds, and the high-flow non-invasive ventilation could not hold up. Afterwards, blood 

pressure and heart rate dropped, thus eventually passed away.” 

The doctor said that when he wrote the death-related documents for the deceased, he wrote severe pneumonia as the 

cause of death, and Covid-19 infection in the column of the disease that caused the above reasons. As a result, the 

Prevention and Health Care department called the next day and "asked us to change the cause of death" and asked them 

what to change, but they also said "no way". 

The doctor said, "I just want to ask: Why? Why can't I write about the death of new coronary pneumonia? Facing 

the patient's family, I really don't want to change it." 

 

<<Picture2>> 
Caption: In fact, many doctors in mainland China now report on the web that they cannot issue a death certificate for the 

COVID-19. 

 

A video circulated on the Internet showed that someone went to a hospital in Shanghai to issue a diagnosis certificate 

of COVID-19 infection, but the doctor refused to issue a diagnosis certificate. The doctor said, "Nucleic acid can only 

prove that you have a novel coronavirus infection, so whether you have pneumonia or not, what to look for in a CT 

scan." He said that even if there is pneumonia in a CT scan, this certificate will not be issued to the patient. This nucleic 

acid diagnosis will be sent to the relevant departments of Shanghai for a diagnosis and thus the judgment report will be 

issued. "We will only print respiratory infections." 

 

<<Photo>> 

On December 20, 2022, the National Health and Medical 

Commission of the Communist Party of China issued a notice 

stating that it clearly stipulated the criteria for judging the death 

of the new crown: Pneumonia and respiratory failure caused by 

Covid-19 are the primary death diagnoses and are classified as 

deaths caused by COVID-19 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. 

 

The New York Times, on December 30 last year, also reported that a doctor at a private hospital in Beijing said, he 

and his colleagues found a note on the hospital table asking them to "try not to write respiratory failure caused by severe 

novel coronavirus" as the main cause of death, recently. The paper reviewed the note. 

 

Translation of part 2 in the Photo 
2. The NHC has made it clear that "COVID-

19" must be carefully used as the direct 
cause of death. If there are any related 

cases, the hospital does not have any right 
to report Covid-19 as the cause of death. 
The case information must be reported to 
the Beijing-level expert group for review, 

and then filled in according to the 
consultation opinions of the superior. 

https://www.ntdtv.com/gb/2023/01/07/a103619308.html


The doctor said it was not clear whether the note was from within the hospital or from a government official. 

According to the report, Chinese social media is currently spreading similar warnings to doctors, that is, not to "fill in 

the new crown at will" in the death certificate. 

 

A certified physician netizen on the Lilac Garden Forum in mainland China said, "Although everyone knows some 

things, it is really difficult to accept, but what we can do? Let alone the death diagnosis, the admission diagnosis dare 

not mention the word Covid-19." "I tell you an ironic fact: In 2020, Wuhan Central Hospital also requires the same!" 

"The superiors report the death of patients every day, of which, the statistics are very detailed. The number of deaths 

has skyrocketed recently. I am so tired that I am dizzy. I don't even have a single case of new coronary pneumonia. 

Don't you think it's strange?" "The mortality rate of new coronary pneumonia should not be too high. As a radiologist, 

I can clearly say that 80% of those who have recently had persistent fever and chest CT have lung infection, and the 

imaging findings are all signs of viral infection." "We are all living in an age of nonsense now!" "A tragedy of the 

medical world!" 

 

Beijing experts responded to the CCP’s official media’s question that it seems that the elderly died more than in 

previous years, this year, saying as the nucleic acid testing for all the people is not done at present, we don’t know what 

the denominator is. Netizens scolded the experts, "Go and see the funeral parlor, it's too late to burn it down." "The first 

time an expert speaks in the new year, he directly pissed off the common people." 

 

(Comprehensive report by reporter Li Enzhen/Editor in charge: Wen Hui) 
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中国医生爆医院不让写新冠死亡诊断 命令更改死因（视频） 
新唐人電視台 www.ntdtv.com 2023-01-07 03:51  来源：  
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<<图>> 

2022年12月22日，在北京的一个火葬场，家人跟在装有亲人骨灰的骨灰盒后面。(STF/AFP via Getty Images) 

【新唐人北京时间 2023 年 01 月 07 日讯】中国各地疫情爆发，死亡人数暴增。近日，一名上海医生在某医学论

坛上爆料：医院不让给死去的患者写上因“新冠肺炎”（中共病毒）死亡的诊断证明，并要求其更改死亡原因。 

据网易报导，这名上海神经外科医生发文表示，近期大量新冠患者入院，其中有不少病人没有挺过来，医院的

防保科打电话说“不让我们写新冠肺炎诊断”。 

这名医生说，一个病人因咳嗽发热入院，入院新冠核酸检测阳性，肺部 CT 提示双侧肺部散在炎症，患者入院

后肺部症状加重，家属签字放弃一切有创抢救措施，去世那天，患者血氧饱和度一直提不上去，双肺听诊湿罗音

和哮鸣音，高流量无创通气撑不住，随后出现血压下降，心率下降，最终死亡。 

这名医生表示，他在给死者办死亡相关文书的时候，死亡原因写的重症肺炎，导致上述原因的疾病一栏写的新

冠感染，结果第二天防保科打电话过来，“要求我们更改死亡原因”，问他们改成什么，他们也说“不上来”。 

这名医生说，“我就想问：为什么？为什么不能写新冠肺炎死亡？面对病人家属，我实在不想更改。” 

 

＜図＞ 

其实，现在大陆很多医生在网上反映自己根本无法开出新冠死亡证明。 

 

网传的一个视频显示，有人去上海某医院开具新冠感染诊断证明，医生拒绝开诊断证明。这名医生说，“有核酸

只能证明你有新冠感染，那你有没有肺炎，要做 CT 要看什么东西。”他表示，做 CT 检查即使有肺炎，也不给患

者开这个证明。这个核酸诊断要送到上海市相关部门做确诊判断后，才会打这个报告，“我们只会打呼吸道感染”。 

2022 年 12 月 20 日，中共国家卫健委印发通知称，明确规定了新冠死亡的判断标准：由于新冠病毒导致的肺

炎、呼吸衰竭为首要死亡诊断，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。 

《纽约时报》去年 12 月 30 日也报道，北京某私立医院的医生说，近来他和同事在医院桌上发现一张便条，要

求他们“尽量不要写重症新冠肺炎造成的呼吸衰竭”为主要死因。该报查看了这张纸条。 



这名医生说，不清楚这则便条是医院内部还是政府官员发的。报导说，当前中国社群媒体广传着类似对医师的

告诫，也就是不要在死亡证明“随意填写新冠”。 

大陆丁香园论坛认证的医师网民表示，“有些事虽然大家都知道，真的很难接受，但能有什么办法？别说死亡诊

断了，入院诊断就不敢提新冠两个字。”“告诉你个讽刺的事实：2020 年，武汉市中心医院也是这么要求的！”“上

级每天让报死亡患者情况，统计的老细了，最近死亡人数暴涨，累得我头昏眼花，就是一个新冠肺炎都没有，你

说稀奇不？”“新冠肺炎死亡率不能太高，作为一个放射科医师，我可以很明确的说，近期有发热不退的、胸部 CT

八成都有肺部感染，而且影像表现都是病毒感染征象。”“我们现在都活在一个胡说八道年代了！”“医学界的悲

哀！” 

今年 1 月 2 日，北京市专家回应中共官媒提问好像今年老人去世得比往年多时称，因为现在不做全员核酸，不

知道分母是多少。网民斥责专家，“去看看殡仪馆吧，都来不及烧。”“新年第一次专家发言就直接把平民百姓们气

死。” 

（记者李恩真综合报导/责任编辑：文慧） 
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