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中国基金報記者： 呉 羽 整理 

国内での COVID-19 の予防管理が『後半戦』に入るにつれ、既に中央は無症状病原体保有者（宮本注：

原文の中文では『無症状感染者』とされています）に対する高度な重視を招いている。 

 

張文宏の説明によれば、今最大のリスクは無症状病原体保有者にあるという。これらの患者は比較的免

疫力が高いため、ウィルスに感染してから 14 日以内には発症しないことがある。 ウィルスは体内で三週

間以上存在するので、他人に感染させる恐れがある。 もし、彼らをいち早く見つけて隔離をしなければ、

コミュニティ感染の潜在リスクとなってしまうのだ。 

国務院の李克強総理は、3月 26日、新型コロナウィルス肺炎の流行情況に関する中央指導者グループ会

議を開催したがその際、『無症状病原体保有者の予防と治療は高度に重視されるべきだ』と強調した。 

ハーバード大学感染症専門家の研究によると、COVID-19 患者中の 40％が無症状病原体保有者であると

されている。 また、張文宏は、上海に輸入された 100例以上の患者のうちからは無症状病原体保有者がま

すます増えていると語った。 

 

張文宏： 無症状感染者は 14 日間発症せずとも感染性を有している恐れがある 

3月 27日午後、上海市科学技術協会生物医薬専門家委員会主催の『ウィルスの変遷や新華、伝播の基礎

研究と予防治療の実践 ―― SARS から COVID-19まで』というセミナーが上海科学ホールで開催された。 

復旦大学付属崋山医院感染科の主任で、新型コロナウィルス肺炎の上海専門家治療グループリーダでもあ

る張文宏は、無症状病原体保有者問題について、会議の席上、これはわが国が流行の予防管理の『後半戦』

に入っての重要な監視目標になると語った。 復旦大学上海医科大学副院長であり、上海予防医学協会の会

長である呉扇は、この種の人々による感染を防ぐ最も効果的な方法は、個人防護を強化することだと指摘。 

 
 

『無症状病原体保有者』の全称は『新型コロナウィルス無症状病原体保有者』となり、臨床症状がない

が、気道サンプルなどが新型コロナウィルスの病因学検査で陽性となった人を指す。 

張文宏は、無症状病原体保有者は免疫力が比較的高く、ウィルスに感染してから 14日以内に発症をしな



いことも有りうるが、ウィルスは、体内では 3 週間以上存在しうるので、感染させてしまう恐れがあると

語った。 もし彼らを速やかに検出・隔離しないと、コミュニティ感染の潜在リスクとなりうるのだ。 

張文宏によると、ここが COVID-19 の狡猾なところであり、『これに加えて、COVID-19 の無症状病原

体保有者の存在があって、彼らには臨床症状はないものの、病因学検査では陽性となり、COVID-19 予防管

理上の障害となっています。』依って、『上海では来訪者に対するウィルス検査を 100％実施しています。』  

この規定は、海外からの無症状病原体保有者のスクリーニングを最大化するために大変必要なものだ。 

『これまでの時点で、このウィルスは、人類史上最も厄介なウィルスの一種だと思われます』と張文宏

は語った。 

なぜ、無症状病原体保有者の人がいるのか？ 中国科学院の周琪院士は、白岩松のインタビュー時に以下

のように説明している：。 COVID-19は、非常に狡猾であり、ウィルスが進化する中で自己を偽装するこ

とによって絶えず伝播先を拡大させているのだ。 いわゆる無症状病原体保有者の一部は、まだより有効な

検査手段と検査試薬がないことや、我々がより注目価値のある重要な症状や臨床検査のサインを見落とし

たことによるものなのかもしれない。 
 

当初、ウィルスにはそれほど強い侵襲性はなかったが、その危害は人体への潜伏後に症状が突発すると

ころにあるため、将来の予防・管理プロセス上では如何により早く予防やアラート、検出をするか、更に

より明確な予防手段はないのか、これが主な研究の方向となる。 

もし、周囲に無症状病原体保有者が存在したら、どうすべきか？復旦大学上海医学院副院長で、市予防

医学学会の呉凡会長は、個人の防護を強化することが最も有効な手段で、手洗いの励行や時にはマスクの

着用をすることがよいと述べた。 

 

李克強： 無症状病原体保有者の予防治療を高度に重視せよ 

『無症状病原体保有者の予防治療を高度に重視せよ。』 3月 26日、李克強総理が主催した新型コロナウ

ィルス肺炎流行中央工作指導者グループの会議時にこれを強調した。 

李克強総理は、会議の席上、COVID-19の流行初期は、我々は重症患者と危篤患者を主に、新型コロナウ

ィルスの症状のある感染者治療に精力を費やしてきたと指摘。 現在、我々は、国内における流行予防及び

管理の段階的な成果を強固なものにし続けてゆかねばならず、全力を挙げて重症及び危篤患者の治療をし、

コミュニティにおける流行の予防管理をするとともに、『無症状病原体保有者の予防治療』等人々が日増

しに注目している問題を高度に重視してゆかねばならないのだ。 

 

『無症状病原体保有者は、伝染性？ 症状はさらに進行するのか？  衛生健康委員会は、科学的な予防治

療プランを考案してゆくために専門家を組織して研究をしている。 このことは、我々が COVID-19 予防管

理の成果を統合し、予防管理上の抜け穴を防ぐための重要な内容となる。』 総理は、『関係部門はこの問

題を真剣に受け止め、事実から真実を求めて社会的の懸念に迅速かつ公的に対処せねばならない』と語っ

た。 
 

データによれば、無症状病原体保有者を見つけるには主に以下に掲げる 4つの方法がある： 

１． 新型コロナウィルス肺炎患者の濃厚接触者に対する医学観察期間における積極的検査； 

２． クラスター発生時の調査における積極的検査； 

３． 新型コロナウィルス肺炎患者の感染源追跡時の暴露集団の積極的検査； 

４． 新型コロナウィルス肺炎患者の持続的感染地区への渡航歴や居住歴のある人への積極的検査。 

 

総理は、『いずれの方法で無症状病原体保有者が見つかったとしても、明確で、科学的な予防治療プラ

ンを医療に基づき定めねばならず、起こりうる新たなウィルス感染とその伝播を断固として抑制してゆか

ねばならない。』と語った。 

李克強総理は、新型コロナウィルス肺炎発生以来、関連部門は状況の変化に応じて絶えず診療・治療プ

ランを調整してきたが、無症状病原体保有者の出現というこの状況に対しても、変化に対応、科学的に対

応する必要があると述べた。 

「要するに、我々の目的は一つだ：人々の生命、健康と安全を完全に保護すること」と総理は語った。 

 

鐘南山： 無症状病原体保有者の重視はマストだ 

7日午前、中国工程院の院士で、呼吸器疾患の専門家である鐘南山は、米国ハーバード大医学部や同国の

専門家たちとビデオ中継により新型コロナウィルス肺炎の診断および治療に関する交流、討議を行なった。 
 



 
鐘南山は、国内での流行には第二の波は来ないと述べた。 前提は、積極的な予防管理、警戒の継続だ。 
 

現有の集団防衛集団管理メカニズムに基づき、現在は海外からの輸入患者の予防管理に重点を置いてい

る。 まず、その積極的な診断を進め； 次に、定められた病院やホテルで隔離を進めてゆく。現在、輸入患

者が感染を伝播させる恐れは極めて大きい。 COVID-19の制御について、鐘南山は、症状のある人だけを

重視していてはいけない、 我々は確診患者の無症状な濃厚接触者に特に注意を払うべきである、この点を

中国は非常に重視すべきだと語る。 

 

輸入症例における無症状病原体保有者 

張文宏は、『いまの上海における 100 人以上の輸入症例中から、無症状の患者がどんどん見つかってい

る』と紹介し、『迅速な診断が非常に重要だ。 そうでないと、大量の患者がコミュニティにとどまってし

まい、そこでアウトブレイクが引き起こされることになる』 

海外から輸入された無症状病原体保有者が多数存在している。 山東魯能泰山のサッカーチームでプレー

をしていたフェライニは、上海から入国し、その後済南で確診されることになったが、同クラブは彼の体

温は隔離期間中ずっと正常であり、他の不快感もみられなかったとしている。 

3月 27日、浙江省嘉興市は北京から帰省した男性を確診したと発表したが、 疫学的調査により、彼と同

じ飛行機に乗っていた海外からの無症状病原体保有者の存在が判明した。 

中国外交部や移民管理局は 3月 26日、2020年 3月 28日 0時より、現在有効な訪中ビザや居留許可証を

持っている外国人の入国を暫時停止することを決定したと発表した。 

張文宏は、海外からの COVID-19 輸入リスクの中で最も大きいリスクは無症状病原体保有者だという。

『現在我々は中国人の帰国を許しているが、海外に門戸を再開放することで、国際的に大量の友人が入国

してくることになるのです。 もし彼らが、無症状病原体保有者であれば、リスクは大きい』 

3月 27日、北京市において、無症状病原体保有者が感染症予防治療を妨害した罪で逮捕された。 

当該無症状病原体保有者の常 X は、武漢での居住歴を隠蔽し、自宅隔離措置を採らず、母親への感染及

び濃厚接触者 20名の隔離を招いたのだ。 

公式発表では、常 X は、1月 23日早朝、武漢が都市封鎖される前に車で長沙市に出て、飛行機で北京に

入り房山区の母親の実家に住んでいたが、流行期（潜伏期の誤記？）において居住歴を偽り、何度もスー

パーマーケットや薬局など公共の場に何度も出入りしていたが、2月 18日に無症状病原体保有者と診断さ

れた。 3月 20日、常 Xは隔離治療後に、公安機関により刑事拘留された。3月 26日、北京市房山区人民

検察院が法に基づき逮捕を承認した。 

張文宏は、26日、オンラインで留学生や華僑華人たちの質問に答えた際に、無症状病原体保有者は感染

者の主流ではないと述べたが、ならばなぜ国はこの種の感染を重要視しているのか？ 彼は、「中国は現在

COVID-19予防制御の『後半戦』にあり、大陸本土の患者は極めて少なくなっているので、これからは無症



状病原体保有者の重視が必要となってくる。 欧米諸国の多くは『前半戦』にある。主要な対応になるのは

症状のある感染者（への対応）だ。これら重視の程度差は、様々な予防制御のステージによって異なる。」 

 

最新！恵州で湖北からの輸入性無症状病原体保有者 1名が見つかる！ 

3月 27日午前、広東省衛生健康委が省内の新型コロナウィルス肺炎の情況を発表した。 

3月 26日 0時～ 24時の間、全省で新たに海外からの輸入性確診患者 12例が増えたが、広州市では 9例

（アメリカから 3 例、ナイジェリアから 2 例、フランス、イギリス、パキスタン、ブルキナファソから各

1例）、深圳では 1例（米国から）、湛江 1例（カンボジアから）、珠海 1例（イギリスから）が報告され

ている。 全省では累計で 104例の輸入症例が報告されている。 

恵州市ではすでに連続 37 日間、当地の確診症例も海外からの輸入確診症例は出ていなかったが、3 月 3

日からの新型コロナウィルス肺炎確診症例ゼロの動向に 24日でピリオドが打たれてしまった。 

3月 26日、コミュニティにおける調査により、恵城区龍豊街道で湖北省から輸入された無症状病原体保

有者 1 名が見つかったが、国内外からの患者の輸入リスクに注意を払う必要性があり、決してこれを軽ん

じてはならない。 

 

ハーバード大感染症専門家： 新型コロナウィルス患者の 40％は無症状病原体保有者 

3月 20日、国際的に著名な学術季刊誌『ネイチャー（Nature）』は『不顕性の新型コロナウィルス感染

には新たな流行を引き起こす可能性がある』とする報告を発表、30％～60％の新型コロナウィルス患者が

無症状或いは軽症であると指摘しているが、彼らの伝播するウィルスの能力は低くない、この不顕性の感

染者が新たなアウトブレイクを引き起こしかねないとしている。 

3月 26日夜、世界で第一位にランクされているハーバード大学公衆衛生学院免疫学・感染症系のサラ・

フォーチュン（Sarah Fortune）主任は、同院が主催した電話会議の席上、不顕性の感染者などの問題に関

し澎湃新聞記者の質問に答えた。 

サラは、新型コロナウィルスと戦う中の課題の一つは、まさに無症状感染の割合が比較的高率であると

いうことだと指摘している。彼女の推計では、知る限りにおいて 40％の新型コロナウィルスは無症状者か

らの伝播となるという。 

『弾力的な公衆衛生システムは、経験に基づき無症候性感染症の地区を追跡できますが、それは非常に

困難なものですが。これは必要不可欠なものなのです』 サラは語った。 

 

最新の国内調査結果：無症候性感染者の濃厚感染率は確診症例の場合と差がない 

第一経済の報道によれば、新型コロナウィルス肺炎の無症状感染者に関する問題は、ますます社会に混

乱を招きつつある。感染力はどのくらいか？ 

寧波市 CDC の感染症予防制御所の陳奕らによる『寧波市における濃厚接触者の新型コロナウィルス肺

炎感染の疫学的特徴の分析』と題する論文では、無症状感染者における感染性の最新状況分析が出されて

いる。 
 

無症状感染者の伝播力 

この論文は、『中華流行病学雑誌』2020 年第 41 巻の論文では、確診患者濃厚接触者の感染率は 6.3％、

無症状感染者濃厚接触者の感染率は 4.11％という結果になったという。 研究者らは、この感染率の差には

統計的に優位差はないと認識している。 

新型コロナウィルス肺炎の感染力は強いため、家人や親せき、友人での継続発生率が高くなり、これが

感染のハイリスクグループになる。 各種の接触方法の中では、患者との同居や共同生活の感染率が最も高

くなり、防護無しの長時間にわたる濃厚接触は、新型コロナウィルス肺炎感染のハイリスク要素となる。 

当地で報告された確定患者計 157例と、無症状感染者計 30例がこの研究には含まれている。 

当地で報告された確定患者計 157例と、無症状感染者計 30例の濃厚接触者は合計 2,147名に上り、患者

の濃厚接触者数は最低 0 例から最多で 111 例となっており、平均 11.5 例となっていた。濃厚接触者 2,147

名中、110 名の人は病状が進み確診患者に、22 例が無症状感染者とされたが、濃厚接触者における総感染

率は 6.15％であった。 

その結果、我々は、無症状病原体保有者の伝播力を見くびることができなくなった。 

研究者らは、各類の濃厚接触者グループの感染率の中で、濃厚接触者と患者の関係に基づき統計してみ

ると、濃厚接触者中、友達や巡礼者の感染率が最も高く（22.31％）、次にくるのが家族（18.01％）となっ

たことが発見された。 医療スタッフと濃厚接触があった者の感染はなかった。スーパースプレッダー事件

に関連する発症データを除外すると、友人との COVID-19感染率は 15.69％に下降し、家族の感染率（17.54%）



よりも低く、感染率は第二位となった。 

研究者らは、各類の濃厚接触者グループの様々な接触スタイルに関する更なる分析をし、家族は主に共

同生活を通じて感染（18.07%）、夕食を通じて感染（11.75％）していることを発見； 親戚（4.73%）は、

週に夕食を通じて感染； 友人（隣近所の人を含む）間の接触感染スタイルは、主に戸外での対話による感

染（20.00％）や、夕食・会議・娯楽を通じての感染（12.50％）及び同一の交通機関利用での感染（4.55%）； 

一般人グループの接触感染スタイルは、主に同じ診断・治療スペースやロビー（1.94％）での感染、同じス

ーパーや、市場での物品購入など（0.56％）による感染となっている。 

この点に関する研究は、北京市 CDCが発見したものと類似している。 3月 22日午後、北京市における

新型コロナウィルス肺炎予防管理活動の記者会見席上、北京市 CDCの龐星火副主任は、親族の濃厚接触者

における続発率は 17％に達し、その他社会関係のある濃厚接触者が 3％であったことより明らかに高いと

した。 

家庭内のクラスターが圧倒体多数を占め、86％に達するが、家庭内クラスターでは患者数が最も多い場

合では 7人に達した。 北京には、現在、大量の外国人観光客が訪れているが、彼らに感染が発生して帰国

すると、家族に感染させてしまうリスクが高くなる。 

 

研究によりスーパースプレッダーを発見 

研究者たちは、仏教の集会が引き起こした新型コロナウィルス肺炎のクラスターに関する調査により、1

名の女性参加者がクラスターの発生源となっており、彼女は発症の 1 日後にはもう感染力を有していたこ

と、主に、専用バスへの同乗と仏事の集会への参加により伝播が引き起こされ、合計で新型コロナウィル

ス肺炎の確診患者 28例、無症状病原体保有者 4人が出たことを発見した。 濃厚接触者の感染率は 32.99％

となり、平均的な感染率の 6.15％よりはるかに高くなっており、統計的に有意差が見られた。 研究者たち

は、これを「スーパースプレッダー」事件だと認識しているが、 

感染は、主にエアコン付きバスの中で発生し、合計 68 名の濃厚接触者の 23 人が新型コロナウィルス肺

炎の患者だと確診され、2人が無症状病原体保有者とされ、感染率は 36.76％になった； 集会参加者の感染

率は 5.61％となった。 この患者家族の三次感染率（原文では第二代続発率）は 33.3％に達している。本研

究中の『スーパースプレッダー』の二次感染者は 32例に達し、その後さらに三次感染者の感染と拡散を招

いた。対症を絞った健康ガイドラインを展開することが必要であり、人々は、流行期間中は、密度が高い

屋外においては、マスクをして必要な防護をし、1m以上の安全な距離を維持する必要がある。 

 

中央指導グループの専門家：無症状病原体保有者の厳密管理を 

中央電視台のニュース報道によると、『無症状病原体保有者』が別の人に感染することはあるのか？ と

の問いに中央指導グループの専門家メンバーである童朝暉が答えている。 

 
 

なぜ無症状病原体保有者が『確定診断症例』或いは『疑似症例』と定義されていないのか？その人が核

酸検査で陽性であった場合、それは確定診断を意味するのではないのか？ 

童朝暉： この点、皆が鑑別をしてみる必要があろうと私は考えています。 無症状病原体保有者には 2つ

のタイプがあります。 一つのタイプは、彼が新型コロナウィルスへの感染を確定診断された患者である場



合であり、ただ症状がないだけで、微妙に映るもの。 熱発もなく、呼吸器症状もなく、CT 検査では画像

所見が得られる場合があります。 

無症状病原体保有者のなかには、真の確診症例が隠れている場合があります。我々は、彼らを選別・探

しだした上で確診症例として分類しています（実際、国家衛健委の日報でも、4月 1日の発表以後は無症状

病原体保有者についての記述部分が出てきており、その中から「確定症例に転じた人数」も発表されるよ

うになっています）。 

さらに、本当の無症状病原体保有者は、最初から最後まで、核酸陽性反応だけで、症状は出ず、CT 検査

でさえ画像所見も示されずに、肺炎の症状に合致しないのです。 

 

無症状病原体保有者だが、畢竟ウィルスに感染しているのか、他人に移す可能性は？ 

童朝暉：核酸検査が陽性というのは、体内にウィルスがあることを示しています。 我々はまず彼を観察

のために隔離し、その後スクリーニングをせねばなりませんでした。 14 日間の観察後、なにも問題がな

く、核酸検査結果もまた陰性となり、画像も正常で、呼吸器症状がないという場合、無症状病原体保有者

とされるのです（全てが正常な人を「無症状病原体保有者」というよりこれは『健常者』では？）。  

この部分の核酸検査結果が陽性であったとしても、このウィルスが生きているのか、死んでいるのかは

判別できず、ウィルスを培養することで判定する必要があるのです。 我々は核酸が陽性かどうかだけでそ

の濃度や活性を判定できませんので、感染力の有無を判定することはより不可能なことなのです。 

 

拡散の結果がなぜ何度も反復するのか？ 

童朝暉： 私たち臨床医は実験室の核酸検査結果を完全には依存することはできないのです。 私たちは、

初期段階では拡散検出の問題も分析していました。 例えば、試薬キットの安定性、サンプル採取の咽頭ス

ワブや試験管の保存、液の保存などを含めたサンプル採取の品質問題などにおいて、全て要件があるので

す。サンプル採取後には輸送が必要ですが、その保存には零下 20度に保たねばならないなどの問題がある

のです。 

更に、私たちの実験室間における品質管理上の問題としては、実験室ごとに異なる品質管理がなされて

おり、これによって陰性率や陽性率が異なって出てくるのです。 この場合、咽頭スワブのサンプル採取に

より陰性陽性に影響がでてきてしまうのです。 

童朝暉は、新型コロナウィルス肺炎が新発の疾病であり、国内でも海外でも、多くの人が病気にかかっ

ており、退院後の回復期の管理やその抗体が将来どのように変化するかを核酸の情況を含めさらに追跡・

観察する必要があると語る。 

 

（（左表の記述内容翻訳です）） 

武漢市衛健委の無症状病原体保有者に関連する問題の回答 

１．無症状病原体保有者とは何か？ 

答：無症状病原体保有者とは、（発熱や咳、のどの痛みなど）の症状

がなく、気道サンプルの COVID-19 病因学及び血清学の特異性 IgM 抗体

検査で陽性となったもののこと。 

２．無症状病原体保有者は一般的にはどのようなルートで発見するの

か？ 

答：無症状病原体保有者は、主に濃厚接触者の追跡、クラスターの調

査、汚染源の追跡調査などにより見つける。 

３．無症状病原体保有者には感染力があるのか？ 

答：無症状病原体保有者もまた感染源となり得、一定の伝播リスクを

有している。 但し、WHO は『現有データに基づくと新型コロナウィルス

は、主に症状が既に出現している患者が伝播するもの』と認識しており、

無症状病原体保有者が主な感染源にはなりえない。 

４．無症状病原体保有者はなぜ確診患者とされないのか？ 

答：疑似患者や確診患者には臨床症状がなければならない。 無症状

病原体保有者は臨床症状がないために、14 日間の集中隔離と更なる検

査をして判断せねばならない。 もし、無症状病原体保有者の隔離期間

中に症状が現れた場合、確診患者とされるとともに公開される。 

５．無症状病原体保有者が確診患者に進行しうるのか？ 

答：少数の無症状病原体保有者は、確診患者に進行しうるが、絶対的

多数は自己回復する。 

６．無症状病原体保有者を見つけるにはどのように処理するのか？ 

答：無症状病原体保有者を 14 日間集中隔離し、隔離期間満了後、標

本の核酸検査が二度続けて陰性となったもの（サンプル採取間隔は最低



24 時間を開けること）は、隔離を解除される。 隔離期間中に症状が現れた場合、直ちに入院治療をすることになる。 

７．個人はどのように無症状病原体保有者による感染リスクを予防すればよいのか？ 

答：一般人グループについて言えば、マスク着用や、距離をとること、手洗いの励行、集中しないなどの措置がもっとも

有効な防御手段となる。 

 

鐘南山や張文宏の二人が警報を鳴らしている！ 

報道によれば、3月 25日の中国 EU間の COVID-19流行阻止ビデオ会議の席上、鐘南山院士は以下のよ

うに述べている： 世界的に流行している状況下では、第 2波のピークを防止するために、厳格な輸入症例

の防衛策を維持しながら、既存の防止策と管理策を維持する必要があるのだと。 

科技日報記者は復旦大学付属崋山医院感染科主任の張文宏教授にコンタクトしたところ、3月 27日、張

文宏教授は『警戒を怠らず、予防管理措置が重要であるが、その方向性は第一段階とは異なるものだ』と

回答した。 

 

 
3 月 26 日、武漢地下鉄の光谷広場駅で、消防士が安全検査区域で消毒を実施。 新華社（王 方 撮影） 

 

我が国で連日にわたり確診患者や疑似症例数がゼロとなっているが、現有の予防管理措置を保つことは

必要なのか？ 鐘南山は、今の予防管理の保持を提案、張文宏は予防管理措置の重要性を強調しているが、

二人が『警鐘』をこの時期に鳴らしているのは何故なのか？ 

 

厳格な輸入性患者の防止に加えて ほかに考えられる内因性リスクは？ 

国際線の全乗客を隔離するための措置を実施すれば枕を高くして眠れると、輸入性患者の厳格防止が安

全な対策だと思う人がいるが、専門家たちは、内在的リスクの可能性はまだ残っていると述べる。 

米国カンザス大学医学部の董亜峰教授は、『輸入患者を只厳格に防ぐ』という観点は一面に過ぎないと

信じている。 彼は、今の予防管理策は、「輸入性症例」の予防管理に重点が置かれているが が、第二次再

発は、以下の情況によって、国内患者を発生させる可能性があると語る： 

１） 治癒患者の（ウィルス）陽性：  この類の症例の前にすでに報道の通り。 

２） 偽陰性の患者： 核酸検査技術は感度が低いと、検出できないことになるが、実際には体内にウィル

スが乗っているため、免疫力が低下した場合、ウィルスが大量に増殖を始め、ウィルスキャリアー

やスプレッダーとなってしまう。 

３） 無症状病原体保有者： 新型コロナウィルスキャリアーが発症しないことは既に確認されており、

高熱や肺炎などの臨床症状が現れないのだが、これらの人々の存在は排除できない。 

４） 全く新規の新型コロナウィルス患者： 目前のウィルス追跡作業がまだ完了しておらず、新型のコ



ロナウィルスの起源や中間宿主が見つかっていないため、理論的には、全く新しいタイプの新型コ

ロナウィルスキャリアーやヒトのグループが形成されることを排除しない。 

 

人類は新型コロナウィルスに関してほとんど知識をもっていない 

高く吊るされた『ダモクレスの剣』 

これは、人類とウィルスの間の競争だが、これまでのところ、人類は新型のコロナウィルスについては

ほとんど知識を持っていない。 

『この新たなウィルス性疾患についてはまだ多くの不明な点がありますが、まだ経験を積み重ねて、各

種の研究や臨床観察を通じて、大量のデータ観察や研究活動を通じ、徐々に新型コロナウィルスの全体的

な特徴を理解してゆきたい。』 北京大学第一医院感染科の王貴主任医師は語る。 

例えば、ウィルスの感染ルートに関しては、鐘南山が前回インタビューを受けた際、「当初は、新型コロ

ナウィルスは飛沫感染や接触感染するものとされていたが、その後、糞便や尿の中からも分離されている

ことや、潜伏期や発症の特徴など全てが徐々に認識されているところだ」と語っている。ここから見える

のは、人類はまだ「敵を知り己を知る」ところには達しておらず、いまだに「ダモクレスの剣」が吊り下げ

られているため、警戒を緩めることはできないということだ。 

 

自由な生活再開はいつ？ 

では、「ダモクレスの剣」はいつ消えて、どうすれば自由な生活を取り戻せるのだろうか？ 

『理論上では、新型コロナウィルス治療のための特効薬を探し出すか、有効な新型コロナウィルスワク

チンの開発に成功することによってのみ自由な生活を取り戻すことができるということになります。』と

董亜峰は言うが、それには非常に長期の研究と検証が必要となる。 

総じていうと、ウィルス性疾患には現在特効薬はない。 王貴強は、先の記者会見の席上、「ウィルス性

疾患に使用される抗ウィルス製剤は僅かしかなく、しかもそれらはウィルスの複製を阻害するだけで、一

掃されてはいない」と述べた。 例えば、B 型肝炎ウィルスもまた抗ウィルス製剤によりウィルスの複製を

阻害することにより病状を安定させるものだが、根元から一掃されることはない。 エイズもまた同様であ

り、長期間にわたる抗ウィルス治療によって、その進行を制御し続けなければならないのだ。 現時点で、

C 型肝炎だけは抗ウィルス療法によって治癒することができる。 

新型コロナウィルスの治療効果などについては、関連部門が研究開発にむけ研究部隊を組織しているが、

現時点では、自由な生活はまだまだ到来してはいないように映る。 

 

 
3 月 26 日、武漢北高速道路料金所で、スタッフが乗客の体温を測定 新華社記者： 肖 芸九撮影 

 

現在 COVID-19 をどのように予防管理するのか 

記者：国民はまだ外出を控え、密集しない必要があるのか？ 

董亜峰： まだ外出を控え、寄り合いなどを極力控えましょう。 オンラインでできる場合は、オンライ



ンを利用； できない場合には、人と人の距離を 2メートル以上保つこと； 帰宅後は石鹸と流水で 20秒以

上手を洗うこと； 食物は十分に加熱してから食べること。 

記者： 人の集まる場所は閉鎖を続けるのか？ 

董亜峰： 引き続き停止することをお勧めします。人が大規模な密集をすることにより地区的な爆発の発

生を防止できます。 

記者： コミュニティでは、条件付きでの出入りを継続実施するのか？ 

董亜峰： 自由な出入りをお勧めしますが、実名登録のリアルタイム監視と記録をしっかりすることが必

要です。 問題が見つかった場合にも定点隔離や速やかな病院の受診をすることが可能で、同時に、疫学史

を遡ることが可能になります。健康コード（二次元バーコードです）を用いて各コミュニティの出入り制

限カードに代替させれば、健康コードと個人の全移動軌跡を結びつけることで、潜在的な患者を素早く追

跡することができるのです。 

 

記者： 武漢では、全面的な封鎖解除をすべきではない？ 

董亜峰：都市封鎖解除は可能です。 が、 健康コードの登録と使用活動をしっかりすることが必要です。

誰もが健康コードを持っていますので、様々な機会における出入りの記録が健康コードに結び付けられて

おり、全ての人の移動の軌跡をリアルタイムで追跡可能ですので、必要な際には、正確な予防・管理が実

現できることになります。 

 

（上観ニュースや澎湃ニュース、健康恵州、中央電視台ニュース、科技日報などに基づき編集） 

 
http://news.stcn.com/2020/0328/15776097.shtml 
 

 

Zhang Wenhong: The cunning of the novel coronavirus lies here! 

Zhong Nanshan: Pay special attention to these close contacts 
Securities Times Network news.stcn.com 2020-03-28 20:42 Source: China Fund News 

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

China Fund News reporter: Wu yu  

 

With the domestic epidemic prevention and control entering the "second half", asymptomatic infections have 

attracted the attention of the central government. 

According to Zhang Wenhong, the biggest current risk is asymptomatic patients. 

Such patients have strong immunity and do not get sick within 14 days after being infected with the virus. The virus 

has been in the body for more than three weeks and has the possibility of infection. If they are not detected and isolated 

in time, there is a hidden danger of community transmission. 

State Council Prime Minister Li Keqiang presided over a meeting of the Central Leading Group on Novel 

Coronavirus Pneumonia Epidemic Situation on March 26. He stressed that "we must attach great importance to the 

prevention and treatment of asymptomatic infection." 

According to a Harvard infectious disease expert study, 40% of novel coronavirus pneumonia patients are 

asymptomatic. And Zhang Wenhong also said that in more than 100 imported cases in Shanghai, more and more 

patients are found asymptomatic. 

 

Zhang Wenhong: Asymptomatic patients can infect others without onset for 14 days 
On the afternoon of March 27th, a seminar on "Basic Research and Prevention Practices on Virus Evolution, 

Evolution, and Transmission-From SARS to COVID-19" hosted by the Shanghai Municipal Science and Technology 

Association's Biomedical Professional Committee was held at the Shanghai Science Hall. Talking about the problem 

of asymptomatic infection, Zhang Wenhong, director of the Department of Infectious Diseases of Huashan Hospital 

affiliated to Fudan University and senior expert group leader of the Shanghai expert treatment group of New Crown 

Pneumonia, said at the meeting that this is an important type of surveillance in the "second half" of epidemic prevention 

and control in China aims. Wu Fan, deputy dean of Shanghai Medical College of Fudan University and president of 

the Shanghai Preventive Medicine Association, pointed out that the most effective way to prevent infection by such 

people is to strengthen personal protection. 

 

<<Picture>> 

The full name of "asymptomatic infected patient" is "asymptomatic infected patient of novel coronavirus", which 

refers to those who have no clinical symptoms, but positive for the pathogenic test of novel coronavirus in respiratory 

specimens. 

http://news.stcn.com/2020/0328/15776097.shtml


Zhang Wenhong introduced that the asymptomatic infected person has strong immune capability and might not get 

sick within 14 days after being infected with the virus. The virus can exist in their body for more than three weeks and 

which has the possibility of infection. If they are not detected and isolated in time, there is a potential risk of community 

transmission. 

According to Zhang Wenhong, this is exactly the trickiness of the novel coronavirus. "And there are asymptomatic 
infected patients of Novel Coronavirus. They have no clinical symptoms, but the pathogenic test becomes 
positive, which poses a challenge to epidemic prevention and control.” Therefore, "Shanghai implements 100% 

Novel Coronavirus nucleic acid test on incoming visitors." This requirement is necessary to maximize the screening of 

asymptomatic infections from abroad. 

"So far, I think this is one of the most difficult viruses in human history." Zhang Wenhong said. 

Why are there asymptomatic people? Zhou Qi, an academician of the Chinese Academy of Sciences, 
explained in a recent interview with Bai Yansong: The new crown virus is cunning, disguising itself in the evolution 

of the virus and spreading it continuously. Some of the so-called asymptomatic infections may not have found 
more effective testing methods and testing reagents, and we may not find more important symptoms and 
signs of clinical testing that deserve attention. 

Virus development was not so aggressive in the early stages, Its harm is reflected in the symptoms of its outbreak 

after the human body is latent. Therefore, in the future prevention and control process, how to prevent, warn, and detect 

earlier, and have some clear precautions, are the main research directions. 

What we should do if there are asymptomatic infected patients around us? Wu Fan, deputy dean of Shanghai Medical 

College of Fudan University and president of the Shanghai Preventive Medicine Association, said that people's most 

effective means is to strengthen personal protection such as washing their hands frequently and wearing masks on some 

occasions. 
 

Li Keqiang: Attach great importance to the prevention and treatment of asymptomatic infected cases 
"We must attach great importance to the prevention and treatment of asymptomatic infected patients." Prime Minister 

Li Keqiang emphasized when he hosted a meeting of the Central Leading Group on New Coronary Pneumonia 

Epidemic Situation on March 26. 

At the meeting, Li Keqiang pointed out that at the beginning of the epidemic, we focused on treating people infected 

with the symptomatic cases of novel coronavirus, especially the severely ill and critically ill patients. Now we must 

continue to consolidate the phased results of domestic epidemic prevention and control. While making every effort to 

treat severely ill and critically ill patients, and to do community prevention and control well, pay great attention to the 

issues such as "prevention and treatment of asymptomatic infections" which people are watching day by day. 

"Is the asymptomatic infected person contagious? Will the condition develop further? The health 
commission shall organize experts to seriously study and judge and come up with scientific prevention and 
treatment programs. This is an important part of our efforts to consolidate the results of epidemic prevention 
and control and prevent loopholes in prevention and control.” The Prime Minister said, "Relevant departments 
should take this issue seriously, seek truth from facts, and prompt and public response to social concerns. " 

Data show that there are four main ways to find asymptomatic infected patients: 

1) Active detection of close contacts of patients with novel coronavirus pneumonia during medical observation; 

2) Active detection during the investigation of cluster epidemics; 

3) Active detection of exposed peoples during the tracking of the infection source of COVID-19 cases, 

4) Active detection of travel history and residence history in some areas with new cases of novel coronavirus 

pneumonia. 

 

" No matter which way the asymptomatic infection is found, it is necessary to formulate a clear scientific prevention 

and treatment plan according to the medical rules, and resolutely curb the possible new virus infection and the spread 

of the epidemic." The Prime Minister said. 

Li Keqiang said that since the outbreak of the novel coronavirus pneumonia epidemic, the relevant departments have 

been continuously adjusting the diagnosis and treatment plan according to the changes in the situation, and to the 

situation of asymptomatic infected patients, we must also respond to the changes scientifically. 

"In short, our purpose is one: to fully protect the lives, health and safety of the people," said the Prime Minister. 

 

Zhong Nanshan: Must pay close attention to asymptomatic close contacts 
On the morning of the 7th, Zhong Nanshan, an academician of the Chinese Academy of Engineering and an expert 

in respiratory diseases, made a video connection with Harvard Medical School and experts from the United States to 

discuss the relevant situation of the diagnosis and treatment of the novel coronavirus pneumonia epidemic. 

 
<<Picture>> Zhong Nanshan said that there would not be a second peak in the domestic epidemic. The premise is to actively 

prevent and control and remain vigilant. 

 



According to the existing group defense and group control mechanism, the current focus is on prevention and control 

of imported cases from abroad. First, actively diagnose it; Second, isolate them at designated hospitals or hotels. At 

present, the possibility of contagion from imported cases is extremely high. Regarding how to control the epidemic, 

Zhong Nanshan emphasized that China should attach great importance not only to people with symptoms, but also to 

asymptomatic close contacts of diagnosed patients. 

 

Asymptomatic infection in imported cases 
Zhang Wenhong introduced that more and more asymptomatic patients are found in more than 100 imported cases 

in Shanghai. He said that “quick diagnosis is extremely important, otherwise it means that a large number of patients 

will stay in the community and cause community outbreaks.” 

There have been many cases of asymptomatic infected cases imported from abroad. Fellaini, a foreign aid who 

previously played for Shandong Luneng Taishan Football Club, entered Shanghai and was diagnosed in Jinan. The 

club stated that his body temperature had been normal during the isolation period and there were no other discomforts. 

On March 27, Zhejiang Jiaxing informed a Beijing returning man that he had been diagnosed. An epidemiological 

investigation revealed that he had an asymptomatic infection imported case from abroad on the same flight. 

The Ministry of Foreign Affairs and the National Immigration Administration of China issued an announcement on 

March 26, that they decided to temporarily suspend entry of foreigners with currently valid visas and residence permits 

in China from 00:00 on March 28, 2020. Zhang Wenhong said that the biggest risk of imported epidemic risks is 

asymptomatic infections. "Now we only allow Chinese people to come back, but when our country opens again, there 

will have a large number of friends from the world. If he is asymptomatic, the risk is great. 

On March 27, Beijing also reported that an asymptomatic infected case was arrested on the grounds that it was 

suspected of obstructing the prevention of infectious diseases. The asymptomatic infected person Chang X, who 

concealed residence history in Wuhan and did not isolate himself at home, which caused his mother's infection and 

more than 20 close contacts to be isolated. 

Official announcement says, Chang X drove out of the city to Changsha before Wuhan closed the city in the early 

morning of January 23, and then flew to Beijing to enter the mountainous area of his mother ’s house. During the 

epidemic period (this should be “incubation period” shouldn’t it?), he concealed his residence history and repeatedly 

entered public places such as supermarkets and pharmacies. He was diagnosed with asymptomatic infection on 

February 18. On March 20, Chang was criminally detained by public security organs after being isolation treatment. 

On March 26, the Fangshan District People's Procuratorate of Beijing approved his arrest in accordance with law. 

When Zhang Wenhong answered the question of epidemic prevention for international students and overseas Chinese 

on the 26th, he said that asymptomatic infection is not the mainstream of the infected people. So why does China attach 

great importance to this type of infection? He explained that China is currently in the epidemic prevention and control 

"second half.” There are few mainland local cases, so more and more attention should be paid to the infected 

asymptomatic cases. Many European and American countries are in the "first half" of its prevention and control. Our 

main response is against symptomatic infection. This difference in degree of emphasis is determined by the different 

prevention and control stages. 

 

Latest! A case of asymptomatic infection imported from Hubei was found in Huizhou! 
On the morning of March 27, the Guangdong Provincial Health Commission informed the situation of the Novel 

Coronavirus Pneumonia in our province: 

From 00:00 to 24:00 on March 26, there were 12 newly diagnosed imported cases in the province, 9 of which were 

reported in Guangzhou (3 from the United States, 2 from Nigeria, and France, the United Kingdom, Pakistan, and 

Burkina Faso 1 case each), Shenzhen report 1 case (from the States), Zhanjiang report 1 case (from Cambodia), Zhuhai 

report 1 case (from UK). A total of 104 overseas imported cases were reported across the province. 

Huizhou has no new local cases diagnosed and overseas imported cases for 37 consecutive days. Since March 3, the 

“No diagnosed cases of novel coronavirus pneumonia” have been cleared on the 24th day. 

On March 26, a community investigation revealed that an asymptomatic infected person from Hubei was imported 

in Longfeng Street of Huicheng District, prompting the need to pay attention to the risk of domestic and overseas 

epidemic import. We should not take it lightly. 

 

Harvard’s expert of infectious disease: 40% of Novel Coronavirus patients are asymptomatic 
On March 20, a leading international academic journal “Nature” published a report entitled "Asymptomatic 

Coronavirus Infection May Trigger a New Epidemic", stating that 30% -60% of people with new crown infection are 

asymptomatic or have mild symptoms, but their capability to spread the virus is not low, and these asymptomatic 

infected cases may trigger a new round of outbreaks. 

On the evening of March 26, Sarah Fortune, the head of the Department of Immunology and Infectious Diseases at 

the Harvard School of Public Health, ranked first in the world, answered a surging news question on the subject of 

asymptomatic infections during a conference call held by the hospital 

Sarah noted that one of the challenges in fighting the novel coronavirus epidemic is a relatively high percentage of 



asymptomatic infections. To her knowledge, an estimated 40% of the new crown virus transmission is asymptomatic. 

"A flexible public health system can track areas with asymptomatic infections based on experience, but it is very 

challenging, but this is essential." 

 

The latest domestic research results: no difference in infection rate between asymptomatic infections and 
diagnosed cases 

According to the First Financial Report, the problems involved with asymptomatic infection of novel coronavirus 

pneumonia are becoming more and more confusing to the public. How infectious is it? 

A paper entitled "Analysis of Epidemiological Characteristics of Infections in Close Contact with Novel Coronavirus 

Pneumonia in Ningbo City", published by Chen Yi et al., Ningbo Center for Disease Control and Prevention, provided 

the latest analysis of infectious status of asymptomatic infections is given. 

 

Transmission capacity of asymptomatic infection 
The results of this dissertation published in the Chinese Journal of Epidemiology, Volume 41, 2020 show that the 

infection rate of close contacts of confirmed cases is 6.3%, and that of close contacts of asymptomatic infections is 

4.11%. The researchers believe that there is no statistically significant difference in infection rates. 

The novel coronavirus pneumonia is highly contagious, and the consecutive occurrence rate of family members, 

relatives, and friends is high. It becomes a high-risk group of infection. Among different contact methods, co-habitation 

and co-living infection rates are the highest, suggesting that long-term unprotected close contact is a high-risk factor 

for novel coronavirus pneumonia infection. 

A total of 157 locally diagnosed cases reported and 30 asymptomatic cases were included in this study. A total of 

157 locally reported diagnosed cases and 30 asymptomatic cases were determined to be in close contact with a total of 

2,147. The number of close contacts in the cases was at least 0, up to 111, and an average of 11.5. Of the 2,147 close 

contacts, a total of 110 cases developed into diagnosed cases and 22 became asymptomatic carriers. The total infection 

rate of close contacts was 6.15%. 

From this, we can no longer underestimate the ability of asymptomatic people to spread. 

The researchers found that among the infectious rates of various close-contact groups, statistics were based on the 

relationship between close-contact persons and cases. Among close-contact persons, friends / pilgrims had the highest 

infection rate (22.31%), followed by family members (18.01%). There were no infections in close contact with medical 

personnel. Excluding the data on the incidence of the "Super Communicator" incident, the infection rate of friends fell 

to 15.69%, lower than the infection rate of family members (17.54%), and the infection rate ranked second. 

The researchers further stratified analysis of different contact methods of various close contact groups and found that 

family members were mainly infected by cohabitation (18.07%) and dinner (11.75%); Relatives (4.73%) were mainly 

infected through dinner; The main ways of contact and infection between friends (including neighbors) are outdoor 

conversation (20.00%), dinner / meeting / entertainment (12.50%) and infection on the same vehicle (4.55%); The 

infection of the general population is mainly infected in the same diagnosis and treatment hall (1.94%), shopping at the 

same supermarket and / or market (0.56%). 

The research on this point is similar to the findings of the Beijing Municipal Center for Disease Control. On the 

afternoon of March 22nd, at a press conference on the prevention and control of the novel coronavirus pneumonia in 

Beijing, Pang Xinghuo, deputy director of the Beijing Center for Disease Control and Prevention, introduced that the 

renewal rate among close contacts of relatives reached 17%, significantly higher than other 3% of close contacts of 

social relations. Family epidemics account for the vast majority, up to 86%, and there was a cluster in a family which 

involved the largest number of 7 cases. At present, there are a large number of foreign tourists coming to Beijing. Once 

an infection occurs and they return to their homes, there will be a higher risk of transmitting the disease to their families. 

 

Research found a super spreader 
The investigators found that a novel coronavirus pneumonia cluster epidemic caused by a Buddhist gathering. 1 

female participant is the source of the cluster, she became contagious 1 day after her onset. Further, the transmission 

was mainly caused by sharing a dedicated bus and participating in Buddhist meetings, brought a total of 28 diagnosed 

cases with novel coronavirus pneumonia and 4 asymptomatic cases. The infection rate of close contacts reached 32.99%, 

which is much higher than the average infection rate of 6.15%, the difference was statistically significant. Researchers 

believe that this is a so-called "super spreader" incident, the transmission mainly occurred in an air-conditioned bus, 

with a total of 68 close contacts, 23 were diagnosed with novel coronavirus pneumonia, and 2 were asymptomatic 

patients, with an infection rate of 36.76%; The infection rate of participating in the meeting was 5.61%. The third 

infection rate of the case’s family reached 33.3%. In this study, there were 32 cases of "super spreaders" in the second 

generation, subsequent cases subsequently caused further spread. 

In addition, the study found that unprotected face-to-face conversations in the outdoor environment can also cause 

disease transmission, suggesting that the disease is more contagious. It is necessary to carry out targeted health 

guidelines to guide the public to do personal protection. It is recommended that the public should be in outdoor places 

with high personnel density during the epidemic, people should wear masks for necessary protection, and maintain a 



safe distance of greater than or equal to 1 meter between people. 

 

Experts from the Central Guidance Group: Will strictly control asymptomatic patients 
According to CCTV News, is it possible for "asymptomatic infected persons" to infect others? to this, Tong Zhaohui, 

a member of the expert group of the Central Steering Group, gave an answer. 

 
<<Picture>>> 

 

Why is an asymptomatic infected person not defined as a confirmed or suspected patient? Assuming that 
the person is nucleic acid tested positive, does that mean a diagnosis? 

Tong Zhaohui: In this, I think everyone may have to identify. There are two types of asymptomatic cases, one is 
that he is indeed a patient diagnosed with novel coronavirus pneumonia, but is asymptomatic and appears 
to be more subtle. He has no fever and no respiratory symptoms. If CT is checked, there may be imaging findings. It 

may be that in asymptomatic patients, the true cases who are to be diagnosed are hidden, we will screen them out and 

classify them as a diagnosed case. 

And truly asymptomatic patients do not have any symptoms though their nucleic acid is tested positive, 
from beginning to the end, even their CT examination showed no image of infection, which did not meet the 

symptom of pneumonia. 
 

Asymptomatically infected people, are they infected by viruses and are they likely to infect others? 

Tong Zhaohui: Being the nucleic acid test positive, indicates that he has a virus in his body. We had to 

isolate him to observe first, then screened. If after 14 days of observation, nothing is wrong, the nucleic acid is negative, 

the image is normal, and there are no respiratory symptoms, then he belongs to an asymptomatic infection. 

The nucleic acid test at this site is positive, and it cannot be determined whether the virus is a live virus or a dead 

virus. It must be determined according to the culture of the virus. We can't judge the concentration and activity of 
nucleic acid positively, so we can't judge whether it is infectious or not. 

 

Why do the results of nucleic acids repeat back and forth? 
Tong Zhaohui: Our clinicians cannot completely rely on laboratory nucleic acid testing. We also analyzed the 

problems of nucleic acid detection in the early stage. For example, the stability of the test kit and the quality of the 

sampling including the pharyngeal swab for collecting samples, the preservation of test tubes, and the preservation 

solution, etc. After picking, it should be transported, where samples should be kept at minus 20 degrees and so on. 

Secondly, there is a quality control problem in our laboratories, which may make different proportion of negative 

and positive results. In this case, it may affect our sampling of throat swabs. 

Tong Zhaohui pointed out that after all, Novel Coronavirus Pneumonia is a new disease, so many people get sick 

both domestically and internationally, including the management of the recovery period after discharge, and how its 

antibody changes in the future, should be further followed up and observed including the nucleic acid situation. 

 

Zhong Nanshan and Zhang Wenhong sounded the double alarm! 
According to reports, at the China-EU Anti-epidemic Video Conference on March 25, Academician Zhong Nanshan 

stated: In the context of the global epidemic, in order to prevent the second wave of peaks, the existing prevention 
and control measures should still be maintained, while strictly defensing patients imported from abroad. 

The Science and Technology Daily reporter contacted Professor Zhang Wenhong, Director of the Department of 

Infection, Huashan Hospital Affiliated to Fudan University, Professor Zhang Wenhong responded on March 27: 

"Remain vigilant, prevention and control measures are important, but the direction is different from the first 
stage." 

 
<<Picture>> On March 26, in the Guanggu Plaza Station of the Wuhan Subway, firefighters were sterilizing the security 

check area. Published by Xinhua News Agency (photo by Wang Fang) 
 

With the number of diagnosed cases and suspected cases being zero for many consecutive days in China, is it 

necessary to maintain existing prevention and control measures? Zhong Nanshan proposed to maintain the existing 

prevention and control. Zhang Wenhong emphasized that prevention and control measures are important. Why did the 

two sound "alarm bell" at this time? 

 

In addition to strict prevention of imported cases, what are the possible endogenous risks? 
Some people might think that it is safer if we prevent imported cases, by implementation of measures such as 

isolation of passengers on overseas flights, so that we can sit back and relax. Relevant experts, however, said that there 

are still possible endogenous risks. 

Dong Yafeng, a professor at the University of Kansas School of Medicine, believes that the "mere prevention of 



imported cases" view is one-sided. He explained that the current prevention and control of the epidemic is really to 

focus on the prevention and control of "import cases". The recurrence of the second epidemic, however, may still be 

caused by domestic patients in the following situations: 

1) Cured patient's virus became positive: Such cases have been reported before. 

2) False-negative patients: As the nucleic acid testing lacks its sensitivity technically, the virus might not have been 

detected. In fact, the virus is still remaining in the body. When the body's immunity declines later on, the virus 

begins to replicate in large quantities, thereby becoming a virus carrier and spreader. 

3) Asymptomatic virus carriers: It has been confirmed that the carriers of the novel coronavirus do not develop ill, 

and there are no clinical symptoms such as high fever and pneumonia. These people cannot be excluded.  

4) Brand new patients with new type of coronavirus: Since the current virus tracing work has not been finalized, 

and since the origin and intermediate host of the new-type coronavirus have not been found, theoretically, we will 

not rule out the formation of new-type novel virus carriers or populations. 

 

Humans know very little about the new coronavirus 
"Sword of Damocles" is hanging high 

This is a contest between humans and viruses. As of now, little is known about the new coronavirus. 

Wang Guiqiang, chief physician of the Department of Infection, Peking University First Hospital, said "There are 

still many unknowns about this new viral disease, we are still accumulating experience, through various studies and 

clinical observations, I hope that through a lot of data observation and research work, I can gradually understand the 

overall characteristics of the new coronavirus."  

For example, in terms of cognition of viral transmission routes, Zhong Nanshan said in an interview that he initially 

thought that the novel coronavirus was spread by droplets and contact, and later found that it can also be isolated in 

feces and urine, and its incubation period and morbidity are all gradually understood. It can be seen that mankind has 

not yet achieved "knowing oneself and knowing the other", and there is still the "Sword of Damocles" is being hanged 

high, so nobody cannot relax his vigilance. 

 

When can we resume our liberated lifestyle? 
So, when will the "Sword of Damoth" disappear, and what we should do in order to restore our liberated life? 

"Theoretically, only by finding special drugs for the treatment of novel coronavirus, or the successful development 

of effective vaccine for the novel coronavirus, we can restore our liberated lifestyle." Dong Yafeng said, but this 

requires a long time of development and verification. 

As far as viral diseases are concerned, there are no specific drugs currently. At a previous press conference, Wang 

Guiqiang stated that only a few antiviral drugs were used for viral diseases, and that they only inhibited viral replication 

and did not remove them. For example, hepatitis B virus also is just stabilized by the anti-virus drug for inhibiting 

replication of virus, but cannot get rid of the whole virus. The same is true for AIDS, and disease progression must be 

controlled through long-term antiviral treatment. Currently, only hepatitis C can be cured by antiviral therapy. 

Regarding the effectiveness of treatment against the novel coronavirus, the relevant units are organizing scientific 

research forces to conduct research. It can be seen that a liberated lifestyle is far from coming at present. 

 
<<Picture>> On March 26, at the toll gate of the Wuhan North Expressway, the staff measured the temperature of the 

passengers. Xinhua News Agency reporter: Xiao Yijiu 

 

How to implement epidemic prevention and control right now 
Reporter: Should the people of the whole country still reduce going out and not gather? 

Dong Yafeng: It is recommended to still minimize going out and gatherings. If you can do it online, just do it online; 

If it is impossible, the distance between people should be kept 2 meters or more; Wash your hands with soap and rinse 

with running water for more than 20 seconds after returning home; Food should be fully cooked before eating. 

Reporter: Does the gathering place remain open? 
Dong Yafeng: It is recommended to continue to stop. It can prevent outbreaks of points that may result from 

mass gathering.  

Reporter: The community continues to implement conditional access? 
Dong Yafeng: It is recommended that you can enter and leave freely, but do real-time monitoring and 

recording of real-name registration. Even if any problem is found, it can be isolated at a designated point for medical 

observation, seek medical attention in a timely manner, and at the same time it can also trace the epidemiological 

history. It is recommended that health codes be used to replace the access control cards of the respective communities. 

The health codes are connected to all travel trajectories of individuals to quickly track potential patients. 

Reporter: Should not Wuhan completely lift the closure of the city? 
Dong Yafeng: Lifting the closure is possible, however, registration and use of health codes must be done. 

Everyone has a health code, and any entry and exit records on any occasion are connected to the health code to ensure 

that everyone ’s travel trajectory can be tracked in real time, so that when necessary, accurate prevention and control 



can be achieved. 

 

Edited from: Shanghai Observer News, Surging News, Health Huizhou, CCTV News, Technology Daily, etc. 
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张文宏:新冠病毒的狡猾之处在这! 

钟南山:特别关注这些密切接触者 
证券时报网 news.stcn.com 2020-03-28 20:42 来源： 中国基金报 

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

中国基金报记者 吴羽 整理 

随着国内疫情防控进入“下半场”，无症状感染者已引起中央高度重视。 

据张文宏介绍，当前最大风险是无症状感染者。这类患者有较强的免疫能力，可以在感染病毒后 14天内不发病，

病毒在其体内存在时间超过三周，具有传染的可能性。他们如果没有被及时发现和隔离，就存在社区传播的隐患。 

国务院总理李克强 3月 26日主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议时强调，“要高度重视防治无症

状感染者。” 

据哈佛传染病专家研究，新冠病人中 40%是无症状感染者。而张文宏也表示，上海现在 100 多例输入性病例中，

发现无症状的病人越来越多。 

 

张文宏：无症状感染可 14 天不发病具有传染的可能性 

3月 27日下午，上海市科协生物医药专业委员会主办的“病毒演变、进化、传播的基础研究与防治实践——从 SARS

到 COVID-19”研讨会在上海科学会堂举行。谈及无症状感染者问题，复旦大学附属华山医院感染科主任、新冠肺

炎上海专家治疗组高级专家组组长张文宏在会上表示，这是我国进入疫情防控“下半场”的一类重要监测目标。 复

旦大学上海医学院副院长、上海市预防医学会会长吴凡指出，防止被这类人员感染的最有效手段，是加强个人防护。 

 
<<图>> “无症状感染者”全称是“新冠病毒无症状感染者”，指无临床症状、但呼吸道等标本新冠病毒病原学检测阳性者。 

张文宏介绍，无症状感染者有较强的免疫能力，可以在感染病毒后 14 天内不发病，病毒在其体内存在时间超过

三周，具有传染的可能性。他们如果没有被及时发现和隔离，就存在社区传播的隐患。 

在张文宏看来，这正是新冠病毒的狡猾之处，“而且存在新冠病毒无症状感染者，他们没有临床症状，病原学检

测却呈阳性，给疫情防控带来了挑战。”所以“上海对入境来沪人员实施 100%新冠病毒核酸检测”这一规定很有必

要，可以最大限度地筛查来自境外的无症状感染者。 

“到目前为止，我认为这个病毒是人类历史上最难对付的病毒之一。”张文宏说。 

到底为什么会有无症状感染者？中国科学院院士周琪在日前接受白岩松采访时解释：新冠病毒具有狡猾性，在病

毒进化里把自己伪装起来并不断传播出去。部分的所谓无症状感染者，或许是还没有发现更有效的检验手段和检测

的试剂，可能我们没有发现更值得关注的重要的症状和临床检测的标记。 

病毒初期发展没有那么强的侵害性，它的危害体现在人体潜伏以后它暴发的症状，所以在未来的防控过程里，如

何更早地预防、预警、检测，并且有一些明确的防范手段，是主要攻关的方向。 

如果我们身边存在无症状感染者，该怎么办？复旦大学上海医学院副院长、上海市预防医学会会长吴凡说，老百

姓加强个人防护是最有效的手段，主要方法就是勤洗手以及在一些场合戴口罩。  

 

李克强：要高度重视防治无症状感染者 

“要高度重视防治无症状感染者。”李克强总理 3月 26日主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议时

强调。 

李克强会上指出，疫情发生之初，我们集中主要精力救治新冠病毒有症状感染者，尤其是重症和危重症病人。现

在要持续巩固国内疫情防控阶段性成果，在全力救治重症和危重症病人、做好社区防控的同时，高度重视“防治无

症状感染者”等群众日益关注的问题。 

 

“无症状感染者究竟有无传染性？病情会不会进一步发展变化？卫健委要组织专家认真研判，拿出科学防治方

案。这是我们巩固疫情防控成果、防止出现防控漏洞的重要内容。”总理说，“有关部门要严肃认真对待这一问题，

实事求是、及时公开回应社会关切。” 

 

资料显示，发现无症状感染者主要有四种途径： 

一是对新冠肺炎病例的密切接触者医学观察期间的主动检测； 

二是聚集性疫情调查中开展的主动检测； 

三是新冠肺炎病例的传染源追踪过程中对暴露人群的主动检测， 



四是对部分有新冠肺炎病例持续传播地区的旅行史和居住史人员的主动检测。 

 

“无论是通过哪种途径发现的无症状感染者，都要根据医疗规则制定明确的科学防治方案，坚决遏制可能形成的

新的病毒感染和疫情传播。”总理说。 

李克强表示，新冠肺炎疫情发生以来，有关部门一直在根据情况变化不断调整诊疗方案，对于出现无症状感染者

这一情况，也要因应变化、科学应对。 

“总之，我们的目的就是一个：全力保障人民群众的生命健康安全。”总理说。 

 

钟南山：必须重视无症状密切接触者 

7日上午，中国工程院院士、呼吸病学专家钟南山与美国哈佛大学医学院及美国方面的专家进行视频连线，就新

冠肺炎疫情诊疗的相关情况进行交流研讨。 

 
<<图>> 钟南山表示，国内疫情不会出现第二波高峰。前提是要积极防控，保持警惕。 

 

按照现有群防群控机制，目前重点放在防控外来输入者。首先，对其积极进行诊断；其次，在固定的医院或酒店

进行隔离。目前，外来输入者中产生传染的可能性极大。对于如何控制疫情，钟南山特别强调，不要只重视有症状

的人，还要特别关注确诊患者的无症状密切接触者，这一点中国非常重视。 

 

输入性病例出现无症状感染者 

张文宏介绍，上海现在 100 多例输入性病例中，发现无症状的病人越来越多”， 他表示“快速诊断是极为重要

的，否则意味着大量的病人会滞留在社区，造成社区的暴发。” 

而境外输入国内无症状感染者已有多起。此前效力于山东鲁能泰山足球俱乐部的外援费莱尼从上海入境，后在济

南被确诊，俱乐部称其隔离期间体温一直正常，且无其他不适。3 月 27 日，浙江嘉兴通报一名北京返乡男子被确

诊，流行病学调查显示，与他同一航班有境外输入的无症状感染者。 

中国外交部、移民管理局 3月 26日发布公告，决定自 2020年 3月 28日 0 时起，暂时停止外国人持目前有效来

华签证和居留许可入境。张文宏说，境外疫情输入性风险中最大的风险是无症状感染者，“现在我们只允许中国人

回来，但当哪一天我们的国门再次开放的时候，国际上会有大量的友人进来，如果他是无症状的，那这个风险就极

大。 

3月 27日北京市还通报，一例无症状感染者因涉嫌妨害传染病防治罪，被检方批准逮捕。 

这名无症状感染者常某因隐瞒武汉居住史，未执行居家隔离措施，致使母亲感染和 20余名密切接触者被隔离。 

官方通报，常某是在 1月 23日凌晨武汉封城前驾车出城至长沙，后乘飞机抵京入住房山区母亲家，疫情期间隐

瞒居住史，多次出入超市、药店等公共场所，2月 18日被诊断为无症状感染者。3月 20日，常某在隔离治疗后被

公安机关刑事拘留。3月 26日，北京市房山区人民检察院依法对其批准逮捕。 

张文宏 26 日在线解答留学生、华侨华人防疫问题时，表示无症状感染者不是感染者的主流，那么国内如今为何

高度重视这类感染者呢？他解释说，我国目前处于疫情防控“下半场”，本土病例很少，所以越来越重视无症状感

染者。而很多欧美国家处于疫情防控“上半场”，主要应对的是有症状感染者。这种重视程度差异，是不同防控阶

段所决定的。 

 

最新！惠州发现 1 例湖北输入的无症状感染者！ 

3月 27日上午，广东省卫生健康委通报我省新冠肺炎疫情情况： 

3月 26日 0—24 时，全省新增境外输入确诊病例 12例，分别为广州报告 9例（美国输入 3例，尼日利亚输入 2

例，法国、英国、巴基斯坦、布基纳法索各输入 1 例）、深圳报告 1 例（美国输入）、湛江报告 1 例（柬埔寨输

入）、珠海报告 1例（英国输入）。全省累计报告境外输入病例 104例。 

惠州市已连续 37天无新增本地确诊病例及境外输入确诊病例，自 3月 3日起新冠肺炎确诊病例动态清零 24日。 

3 月 26 日，通过社区排查发现惠城区龙丰街道 1 名湖北输入的无症状感染者，提示仍需关注国内及境外疫情输

入的风险，切不可掉以轻心。  

 

哈佛传染病专家新冠病人中 40%是无症状感染者 

3 月 20 日，国际顶尖学术期刊《自然》（Nature）发表了题为《隐性冠状病毒感染可能会引发新的疫情》的报

告，指出 30%-60%的新冠感染者无症状或者症状轻微，但他们传播病毒的能力并不低，这些隐性感染者可能会引发

新一轮的疫情大暴发。 

3月 26日晚，排名世界第一的哈佛大学公共卫生学院免疫学和传染病系的主任莎拉（Sarah Fortune）在该院举

行的电话会议上就隐性感染者等问题回答了澎湃新闻提问。 

莎拉指出，抗击新冠疫情其中一个挑战就是相对较高比例的无症状感染者。据她所知，估计有 40%的新冠病毒传

播是无症状的。 

“一个灵活的公共卫生系统可以根据经验追踪到无症状感染的地区，但这是非常有挑战性的。”莎拉说，“这是



必不可少的。” 

 

国内最新研究结果：新冠无症状感染者密接感染率与确诊者无差异 

据第一财经报道，新冠肺炎无症状感染者所涉及到的问题，越来越困惑公众。它的传染性究竟如何？ 

宁波市疾病预防控制中心传染病防制所陈奕等人发表的题为《宁波市新型冠状病毒肺炎密切接触者感染流行病学

特征分析》的论文，给出了最新的无症状感染者的传染性情况分析。 

 

无症状感染者的传播能力 

这篇刊发在《中华流行病学杂志》2020年第 41卷的论文研究结果显示，确诊病例的密切接触者感染率为 6.3%，

无症状感染者的密切接触者感染率为 4.11%。研究者认为：感染率差异无统计学意义。 

新型冠状病毒肺炎传染性较强，家人、亲戚、朋友的续发率较高，是感染的高危人群。不同接触方式中，与病例

共同居住、共同生活感染率最高，提示长时间无防护密切接触是新型冠状病毒肺炎感染的高危因素。 

纳入本研究的本地报告确诊病例共 157例，无症状感染者共 30例。157例本地报告确诊病例和 30例无症状感染

者共判定密切接触者共 2147名，病例的密切接触者人数最少 0例，最多 111例，平均 11.5例。在 2147名密切接

触者中，共有 110名发展为确诊病例，22例无症状感染者，密切接触者总的感染率为 6.15%。 

由此，我们不能再小觑无症状感染者的传播能力了。 

研究者发现，各类密切接触人群的感染率中，按照密切接触者与病例的关系进行统计，密切接触者中，以朋友/

香客感染率最高（22.31%），其次是家庭成员（18.01%）。医务人员密切接触者未发生感染。除去“超级传播者”

事件相关发病数据后，朋友的感染率降至为 15.69%，低于家人的感染率（17.54%），感染率居第二位。 

研究者对各类密接人群不同接触方式进一步分层分析发现，家人主要通过共同居住（18.07%）和聚餐感染（11.75%）；

亲戚（4.73%）主要通过聚餐感染；朋友（包括邻居）之间的接触感染方式主要是户外对话（20.00%）、聚餐/会客

/娱乐（12.50%）和乘坐同一交通工具（4.55%）感染；一般人群的接触感染方式主要是与病例同处一个诊疗大厅

（1.94%）、同一个超市、市场购物等（0.56%）感染。 

这一点的研究与北京市疾控中心的发现有相同之处。3 月 22 日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作

新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，亲属密切接触者中的续发率达到 17%，明显高于其他社会关系

的密切接触者 3%的比例。家庭聚集性疫情占绝大多数，高达 86%，涉及病例数最多的家庭聚集性疫情达到 7人。目

前有大量境外来京旅客，一旦发生感染返回家中，将会有较高的风险传染给家人。 

 

研究发现超级传播者 

研究者对一起佛事集会引起的新型冠状病毒肺炎聚集性疫情调查发现，1名女性参与者为该起聚集性疫情的传染

源，该该女性发病 1天后即具有传染性，主要通过共同乘坐专车大巴和参与佛事集会引起传播，共有 28人被诊断

为新冠病毒肺炎确诊病例，4人为无症状感染者，密切接触者的感染率达 32.99%，远高于平均感染率 6.15%，差异

有统计学意义。研究者认为，这是一起所谓“超级传播者”事件，传播主要发生在一辆空调大巴中，共有 68 名密

切接触者，23 人被诊断为新型冠状病毒肺炎确诊病例，2 人为无症状感染者，感染率达 36.76%；参与集会的感染

率为 5.61%。该病例家庭二代续发率达 33.3%。本研究中的“超级传播者”一代续发感染者达 32例，续发病例随后

又造成进一步的传播和扩散。 

另外研究发现，室外环境中无防护的面对面短暂交谈，亦能引起疾病传播，提示该病传染性较强。要开展有针对

性的健康指引，引导公众做好个人防护，建议公众在疾病流行期间，在人员密度较高的户外场所，仍应佩戴口罩做

好必要防护，人与人之间保持大于等于 1 米的安全距离。 

 

中央指导组专家：会严管无症状感染者 

据央视新闻报道，“无症状感染者”是否有传染别人的可能性？对此，中央指导组专家组成员童朝晖做出了解答。 

 

<<图>> 为什么无症状感染者没有被界定为确诊或疑似患者？假设这个人核酸阳性了，是否就意味着确诊？ 

 

童朝晖：这个里头，我觉得大家可能要鉴别一下。无症状感染者是分两类情况，一类是，他的确是新冠肺炎确诊

病人，就是没症状，表现得比较隐蔽。他不发烧，没有呼吸道症状，如果查了 CT，可能就有影像学表现。可能在无

症状感染者里，会隐藏着真正的确诊病例，我们就要把他甄别出来，把他归为确诊病例。 

 

而真正的无症状感染者，会自始至终只是表现为核酸阳性，没有症状，甚至检测他的 CT 也没有影像表现，没有

符合肺炎的表现。 

 

无症状感染者，究竟有没有被病毒感染，有没有传染别人的可能性？  

童朝晖：核酸检测是阳性，说明他体内是有病毒的。我们就得把他先隔离起来观察，然后进行甄别。如果说观察

14天，什么也没事，核酸也阴性了，影像也正常，也没出现呼吸道症状，那他属于无症状感染者。 

这个部位的核酸检测是阳性，不能判定这个病毒是活病毒还是死病毒，还得根据病毒的培养来判定。我们也不能



通过核酸阳性，来判定它的浓度和活性，所以更不能判定其是否有传染性。 

 

核酸的结果为什么会来来回回地反复呢？ 

童朝晖：我们临床医生不能完全依赖实验室核酸检测。我们前期也分析了核酸检测的问题，比方说试剂盒的稳定

性，采样的质量问题，包括它采样的咽拭子、保存试管、保存液等都有要求。采完要运送，它应该保存在零下 20度

等等这些问题。 

再就是，我们实验室之间的质控问题，在不同的实验室之间，它可能阴性的比例、阳性的比例不一样。这样的话，

可能会影响到我们采样咽拭子忽阴忽阳。 

童朝晖指出，新冠肺炎毕竟是新发的疾病，国内也好，国际也好，这么多人发病，包括出院以后康复期的管理，

以及它未来抗体怎么变，包括核酸情况，还要进一步地随访观察。 

 
<<一览表>> 

钟南山、张文宏敲响双重警钟！ 

据报道，3月 25日的中欧抗疫视频会上，钟南山院士表示：在全球疫情的背景下，为防止第二波高峰，仍应保持

现有的防控措施，同时严格外防输入。 

科技日报记者就此联系了复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授，3 月 27 日，张文宏教授回应：“保持

警惕，防控措施要紧，但是方向与第一阶段有不同。” 

 

<<图>> 

3月 26日，在武汉地铁光谷广场站内，消防员在对安检区域进行消杀。新华社发（王方 摄） 

 

随着我国连续多日确诊病例、疑似病例为零，保持现有防控措施是否有必要？钟南山建议保持现有防控，张文宏

强调防控措施要紧，双重“警钟”为什么会在此时敲响？ 

 

除了严防输入 还有哪些可能的内生风险？ 

有人认为严防输入就安全了，比如实施境外航班乘客全部隔离等措施就可高枕无忧，但相关专家表示仍存在可能

的内生风险。 

美国堪萨斯大学医学院教授董亚峰认为，“只需严防输入”的观点是片面的。他解释，目前疫情防控确实是要重

点防控“输入型病例”。但二次疫情复发仍然可能由以下情况的国内患者引发： 

 

1）治愈患者病毒转阳：这类病例之前已经有过报道。 

2）假阴性病人：由于核酸技术敏感性不够，导致没有检测出来，其实体内还残留着病毒，等体内免疫力下降后，

病毒又开始大量复制，从而成为病毒携带和传播者。 

3）无症状病毒携带者：已经证实新冠病毒的携带者有不发病，没有任何高烧、肺炎等临床症状的，这些人不排

除可能存在。 

4）全新的新冠病毒患者：由于目前的病毒溯源工作还没有定论，由于没有找到新冠病毒的起源、中间宿主，理

论上不排除再次形成新的病毒携带人或人群。 

 

人类对新冠病毒知之甚少 

“达摩斯之剑”高悬 

这是一场人类与病毒的较量，截至目前，人类对新冠病毒知之甚少。 

“对这个新的病毒性疾病还有很多不认识的地方，还在逐渐积累经验，通过各种研究、临床观察，希望通过大量

的数据观察、研究工作，能够逐渐认识新冠病毒的整体特点。”北京大学第一医院感染科主任医师王贵强说。 

例如在对病毒传播途径的认知方面，钟南山此前接受采访时表示，最开始以为新冠病毒是经飞沫传播、接触传播，

后来发现在粪便和尿液中也能够分离出来，对它的潜伏期、发病特症等都是在逐步的认识中。可见，人类尚未做到

“知己知彼”，仍有一把“达摩斯之剑”高悬，因此不能放松警惕。 

 

什么时候才能恢复自由生活？ 

那么“达摩斯之剑”什么时候才能消失，如何才能恢复自由生活？ 

 

“理论上讲，只有找到治疗新冠病毒的特效药，或有效的新冠病毒疫苗研制成功才能恢复自由的生活状态。”董亚

峰说，但这需要很长时间的研发和验证。 

就病毒病总体而言，目前并没有特效药。王贵强在此前的新闻发布会上表示，只有少数的抗病毒药用于病毒性疾

病，而且只是抑制了病毒复制，并没有清除。例如，乙肝病毒也是通过抗病毒、抑制病毒复制使病情稳定，去不了

根。艾滋病也是一样，必须通过长期抗病毒治疗控制疾病进展。目前只有丙型肝炎通过抗病毒治疗可以治愈。 

而关于新冠病毒治愈效果等情况，相关单位正在组织科研力量进行研究。可见，目前而言，自由的生活还远未到



来。 

 
<<图>> 3 月 26 日，在武汉北高速收费站交通卡点，工作人员对乘车人员进行测温。新华社记者 肖艺九 摄 

 

当下应如何实施疫情防控 

记者：是不是全国人民仍应该减少出门，不聚集？ 

董亚峰：建议仍然尽量减少出门、聚会。能网上做的就在网上做；不能做的，应该保持人和人之间距离在 2米以

上；回家后用肥皂洗手+流水冲洗 20秒以上；食物要充分加热后再食用。 

记者：聚集性场所是否保持停开？ 

董亚峰：建议继续停开。防止大规模聚集可能导致的点的暴发。 

记者：小区继续施行有条件出入？ 

董亚峰：建议可以自由出入，但做好实名登记的实时监控和记录。一旦发现问题，可以定点隔离、及时就医，同

时也可以追溯流行病学史。建议用健康码取代各自小区门禁卡，健康码和个人的所有出行轨迹相连，可快速追踪到

潜在的患者。 

记者：武汉应不应该全面解除封城 

董亚峰：可以解除封城。但要做好健康码的登记和使用工作。人人都有健康码，任何场合的任何出入记录都和健

康码相连，保证能实时追踪到每个人的出行轨迹，以便在必要时，可以做到精准防控。 

 

综合自：上观新闻、澎湃新闻、健康惠州、央视新闻、科技日报等 
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