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

先週、「NEJM（New England Journal of Medicine）」に、中国人研究者による通信記事が掲載され、 

軍事科学アカデミー軍事医学研究院微生物感染症研究所の劉瑋教授や方立群教授とデューク・シンガポ

ール国立大学医学部の王林発教授らの科学者が山東省河南省で見つかった一種の新たな動物から患者に感

染させるヘニパウイルスを報告した。 

 

図 1： 

へニパウイルス（Henipavirus）は、比較的新たな

希少感染症ウイルスだが、前世紀末に発見されたも

のだ。これまでの研究によると、ヘニパウイルスは、

我々がよく知っている「著名ウイルス」の多数と同

様に、主にオオコウモリなどのコウモリにより伝播

され、直接或いは他の動物を介してヒトが感染する

と考えられている。これまでにヒトが感染したヘニ

パウイルスのうち、比較的によく知られている 2 つ

の分枝には、1994 年にオーストラリアで確認された

ヘンドラ（Hendra）ウイルスと、1999 年にマレーシ

ア/シンガポールで確認されたニパウイルス（Nipah、

ニパウイルス) がある。 

 

 

 

 

 

図 2： 

1998～1999 年にかけて、東南アジアと南アジアで

ニパウイルスが流行したが、その中ではマレーシア

での被害が最も高く、265 人が確診され、105 人が死

亡し、その致死率は非常に高かった。 同時に、この

アウトブレイクにあっては、蝙蝠のウイルスが養豚

場のブタを介してヒトに感染しており、マレーシア

では多数のブタが病死し、約 100 万頭のブタが殺処

分されている。 

 

山東省や河南省でこのような恐ろしいウイルス

が発見されたが我々としてはこれを恐れるべきか？ 

 

今はまだその時期ではない。今回発見された琅琊（LayV）

ウイルスもまたへニパウイルスに属するが、分枝ごとにそ

のリスクは大きく異なっており、感染原因となる中間宿主

動物も異なってくる。 オーストラリアで発生したヘンド

ラウイルスは、ウマを介してヒトに感染するもので、1994

年に初めて発見された際にはウマ 3頭と調教師 1名が死亡

したように、致命率が高いにもかかわらず感染者総数が非

常に少なかったために死亡患者は極めて少なく、ニパウイ

ルスによる被害よりはるかに小さなものであった。 

 

そして、今回の琅琊ウイルス（LayV）は、NEJM によれ



ば、死亡者はなかったが、合計 35 例の急性 LayV 感染者のうち患者 26 例の症状には：発熱や疲労、咳、

食欲不振、筋肉痛、悪心、頭痛、嘔吐などがあり、比較的重症なものには、肝機能障害（35％）、腎機能障

害（8％）が見られた。 

因って、ニパウイルスやヘンドラウイルスと比較すると、研究グループメンバーの一人、シンガポール

国立大の王林発教授が本日澎湃新聞のインタビューを受けた際に語ったように、今回の琅琊ウイルスはそ

こまで恐ろしいものではない：  

「このウイルスは、ニパウイルスと同じウイルス属に属しますが、これまでのところ、ニパウイルスの

症例は命を奪ったり、重篤化したりすることはないようです。 このことからすると、（私たちは）この新

型ウイルスに対しては警戒感を保ちつつもパニックに陥ることはないといえます。でも、自然界には似た

ようなウイルスがもっとたくさんあり、他のウイルスがヒトに感染した場合には状況が異なってくること

もあるので、注意が必要となります。」 

多くの恐ろしいニュース見出しの多くでは、全て 35 人の感染があったとされ、恐ろしいアウトブレイク

のように扱われてはいるものの、我々が研究論文中の図表をみてみると、これが 2019 年 1 月から 2021 年

までの数値であり、この 3 年間の感染者数であって、35 人が突然一度に感染したものではないということ

が分かるのだ。 

 

さらに、今回の感染者調査では、ヒト～ヒト間の接触歴や周囲への感染は確認されておらず、ヒトヒト

間の相互感染の兆候は見られない。 

 

図 3： 

上記図中 26 名の狼牙ウイルス（宮

本注：前出の「琅琊 lángyá」とこの

「狼牙 lángyá」は中国語ではピンイ

ンも四声も同じであり、これがこの

記事のタイトルにつながっています）

に感染しただけの（無症状）患者の

職業を見てみよう。 26 人中 22 人は

全て農民であり、これもまた論文中

の感染患者が野生動物（トガリネズ

ミ）に直接接触して感染したものだ

との判断と合致している。 

 
図 4：百度百科中の『トガリネズミ』動画 

 

それがゆえに、琅琊ウイルスについ

ては、まだ心配する必要のある時期と

は言えない --- このウイルスに感染し

た人が少ないとはいえ、この数年間で

何十人かの症例が見つかっており、致

命率も他の分枝のものより少ないから

だ。 

 

自然界には、様々なウイルスが存在

しているが、その多くは、多かれ少なか

れヒトにとっては脅威となり、一つが

見つかったら、まず警戒することが一

番大事だが、ウイルスに感染するのを

待つ必要はない、精神的な負担は圧倒

的な身体への負担となる 

 

 

これらの野生動物間のウイルスにつ

いて本当に心配せねばならないとしたら、何かをすべきとしたら、邪魔をしないようにするだけではなく、

環境保護をサポートし、自然界への人類の活動を減らさねばならない（この一文の翻訳にてこずっていま



す）。 

 

では、不安を引き起こないはずのこの新しい研究結果と NEJM 上で発表された一遍の論文がなぜまた社

会不安を引き起こすのだろうか？ 

 

理由は非常に単純だ。 某省当局者が懸命に喧伝しているからだ。 昨日、「琅琊ウイルス」で検索をした

ところ、衛生主管部門を含む台湾の関連機関全てがこの恐怖の雰囲気を作り出していた。 

 

図 5： 

『3 年間で 35 症例』が『アウトブレ

イク爆発！ 感染者 35 人！』に； 『死

者ゼロ』が『死者数不明！ 死を誘発！』

に代えられている・・・なるほど・・・ 

 

台湾の衛生部門は過去 3 年間にお

いて、業務上で大きな失敗を犯した場

合には必ず『ホットスポット』を探し

出しており、最近の両岸関係の新たな

変化に加えて、激化していることは驚

くに値しない。ともあれ、歯科医師が

構築している防疫チームはこのよう

なレベルにしかないのだ。 が、歯科医

師は諦めて市長選への出馬をしてい

る。 台北の同胞に幸あれ。 （一つの

事実をどう書くかといった問題なの

ですが、中側ではそもそもこのウイル

スや、H5N6 その他の情報を公開・発

表していないということについては

口を閉ざしている中で、台湾のコロナ

対策責任者陳時中さんを皮肉りなが

ら台湾への口撃だけは強めている模

様） 

 

国内多くのメディアはそれを読み

もせず、考えもせずに直接そのまま引用して自国民を怖がらせているだけ、つまり、勝手にボードゲーム

をしているのだ。 

 

最後に、もう一つ言いたいことがある： 私は個人的には、感染症に関連する科学研究者の仕事と努力を

尊重しており、彼らの人類の健康と未来への貢献に感謝しているということだ。 

 

が、次回からは『琅琊ウイルス』といった名前を使用しないでほしいものだ。 

 

午後から、ちょっと面白いことを始めてみよう。 
 

澎湃新聞は、愛国青年と愛国ブロガー（共産主義の中国におけるネトウヨのこと）の怒りを買うことが

多いため、今日はこの『琅琊』のせいで不運な目にあった。愛国ブロガーのグループが『琅琊』という言葉

は澎湃が意図的に翻訳したものであると言い出したのだ。澎湃新聞は、中国の地名を使って『琅琊』と訳

出したものではないというが、ここには下心があるように見えないだろうか。 

 

 



 
図 6： 澎湃新聞の悪意ある翻訳に激怒して投書するものもいる。 

 

 

 

図 7：一部のメディアが「琅琊」の文字を使用し

ているのは事実だが、これらのメディアは、愛国主

義ブロガーと同様に、おそらく（事実）チェックを

していない。NEJM と共同研究をした中文公式サ

イト「NEJM 医学最前線」では、8 月 4 日に中国

語版のニュースレターが掲載され、ウイルス名は

確かに「琅琊（Langya）」という二文字が、規則に

従い研究チームにより確認されて中文名称とされ

たのに違いない。そして、数日を経ても改訂されて

はいない。となると、澎湃新聞が翻訳で細工をして

いたのではないといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図 8： 

基本的に愛国青年やブロガーた

ちは、生物学に関する理解力がな

いため、このウイルスが『Langya』

と呼ばれていることを理解できず

奇妙に感じているのだ： 

 

もし、食虫性のトガリネズミ科

の動物が携帯しているウイルスの

正式名称が、肉食性のイヌ科動物

の歯にちなんで命名されたのなら、

これはより興味深いことだ。 

 

更に重要なことは、このウイルスは中国チームが発見したものなのに、なぜ先に英文名称（或いはピン

イン）が決められ、その後に漢字に音訳することになったのだろうか？ これはとても正気の沙汰ではない。

もしそうならば、中国チームが新型ウイルスを最初に発見した時にまず英文名称を考えたということにな

り、これによって愛国主義者の成年も科学者たちをまるで外人だと罵ったのだと推測される。 

 

なぜかといえば、澎湃新聞は今回かなりの濡れ衣を着せられているからだ。が、国粋主義のブロガーた

ちは、日々の非常識な内容を何も顧みず真実だとしているが、結局のところ、彼らは「愛国」という二文字

を踏みにじり、「無知」と同じようなものにしてしまった。 

 

なぜ研究チームがランギャという名前を使ったのかというと、ウイルスは地名で命名するのが通例であ

り、科学は科学に、政治は政治に属するという好き時代には、この命名法で問題ないというのは理解でき

る――たとえば、上記のいくつかの Henipa ウイルスの分枝について、Hendra はオーストラリアのブリス

ベン郊外にあり、Nipa はマレーシアの ヌグリ・スンビラン州にあり、それらはすべてウイルスが発見さ

れた場所にちなんで名付けられている。さらに以前わが国で発見された Henipa ウイルスの分枝である 

Mojiang ウイルスも発見地である雲南省墨江ハニ族自治県にちなんで名付けられている。 

 

 

図 9&10： 

だが、インタネット時代にあってはこれが良くない

こととされ、2012 年に MERS（中東呼吸器症候群）

ウイルスという名前が、中東国に汚名を着せるとされ

たため、学会もこのような命名法を避けるようになっ

た。悪化の一途にある世界の政治情勢下で、特に新型

コロナウイルス出現以後、各国が宇ウイルスを宣伝の

武器として利用、互いに攻撃しあい、深刻な人種差別

を引き起こしているため、発見地をウイルス名に冠す

る必要性は既になくなっているのだ。 

 

今回の琅琊ウイルスは、河南省と山東省で発見され

たものだ。山東省の青島と臨沂は古代においては琅琊

と呼ばれる時期があった（江蘇省連雲港もまたその時

期があった）が現在は琅琊とは呼ばれていない。おそ

らく研究者たちがウイルス名として古代の地名「琅琊」

を使ったのではなかろうか。 

もう一つの琅琊は、安徽省滁州市の琅琊区と琅琊山

がある。 欧陽修の『酔翁亭記』の『滁をめぐればみ

な山である。とりわけ西南の諸峰、林壑が最も美しい。

これを望めば木が茂り深く秀でたるものは琅琊（の山）である。（環滁皆山也、林壑尤美、望之蔚然而深秀

者，琅琊也）』によるものだ。 だが、これは唐朝の大歴 6 年（771 年）のものにすぎず、当時の滁州刺史（知

事）だった李幼卿が司馬懿の息子が、琅邪王の司馬伷がかつてここに駐屯していたという噂を聞き、この

山の名前を琅邪山に変えたものであり、この琅琊と琅邪（原文ではいずれも琅琊となっていますが書き損

ヘンドラは オーストラリアクイーンズランド州ブリ

スベン市郊外にある。 

 



じ？）の関係は、おそらくニューサウスウェールズとウェールズの関係に少し似ているものだといえる。 

 

 

図 11： 

それゆえに、琅琊は既に琅琊ではなく、『琅琊

ウイルス』は特定の現在の地名に対応できない

とは思うが、古代琅琊国や琅琊郡において生活

していた人々にとっては、今なお心理的影響が

残っているのではないだろうか。また、『琅』と

は『玉（翡翠）』のことだが、『琊』は『玉（翡翠）

のような骨』のことであり、いずれも美しい名で

あるがそうでなければ国や地域の名前にはなり

えない。このような名前をウイルス名とするの

はどこか奇異に感じる。 

発見したウイルスに命名することは、研究チ

ームの権限であり、名誉なことであり、我々はそ

れを尊重せねばならない。だが、研究者各位が現

代がもはやそれほど単純で純粋なものではない

ことを理解してくれるように願っている。汚水

をかけられたくない、安心して自分の研究をし

たいなら、英数字の機械的命名をする方法を選

ぶ方が安全だ。 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.inews.qq.com/wxn/20220808A0A7YH00?refer=wx_hot&web_channel=detail 

 

 

Shandong/Henan newly discovered animal-to-human "Langya virus", why is the 

name of the virus controversial? 
Tencent News view.inews.qq.com 2022-08-08 21:41:25 Source: One Hour Dad 

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

Last week, in the "NEJM (New England Journal of Medicine)", a communication article from Chinese researchers 

was published, Prof. Liu Wei, Prof. Fang Liqun, and Prof. Wang Linfa in Duke-NUS Medical School from the Institute 

of Microbial Epidemiology, Academy of Military Medical Sciences, Academy of Military Sciences, etc. reported a new 

Henipavirus that can be transmitted from animals to patients. 

 

Figure1:  

 

Henipavirus is a relatively new rare infectious disease virus discovered by humans at the end of the last 

century. According to current research, it is believed that Henipa virus, like many "well-known" viruses that we are 

familiar with, is mainly carried by bats such as fruit bats, and transmitted to humans directly or through other animals. 

Among the Henipaviruses previously transmitted to humans, the two more well-known branches are the Hendra virus 

identified in Australia in 1994, and the Nipah virus identified in Malaysia/Singapore in 1999). 

 

<<Fig. 2>> 

From 1998 to 1999, the Nipah virus outbreak occurred in Southeast Asia and South Asia. Among them, Malaysia 

was the hardest hit area. A total of 265 people were diagnosed and 105 people died of which mortality rate was very 

high. At the same time, because in this outbreak, the virus from bats was transmitted to humans through pigs on pig 

farms, which also caused a large number of pig deaths in Malaysia, and about one million pigs were culled. 

 

When such a terrible virus was discovered in Shandong and Henan, should we be afraid? 

 

https://view.inews.qq.com/wxn/20220808A0A7YH00?refer=wx_hot&web_channel=detail


Not needed yet. Although the LayV virus discovered this time also belongs to the Henipa virus, the risks of different 

branches are still very different, and the intermediate host animals that cause transmission are also different. The Hendra 

virus outbreak in Australia was transmitted to humans through horses. Although the mortality rate was high, the number 

of infected people was very small, so the number of deaths caused by patients was very low. For example, when it was 

first discovered in 1994, it killed 13 horses and a trainer, far less than the damage caused by the Nipah virus. 

And this time the LayV virus, according to the content of the NEJM article, there was no death case, a total of 35 

patients with acute LayV infection, of which 26 patients with only LayV infection showed: Fever, fatigue, cough, 

anorexia, myalgia, nausea, headache, vomiting and other symptoms, the more serious ones were impaired liver function 

(35%) and impaired renal function (8%). 

Therefore, compared with Nipah virus and Hendra virus, this Langya virus is not so scary, just like Professor Wang 

Linfa of National University of Singapore in today's research team said in an interview with The Paper: 

"This virus is in the same genus as Nipah virus and these cases have not been fatal or very serious so far. Therefore, 

it can be said that (we) should be vigilant about this new virus, not panic. But we need to be careful, because there 

are many more similar viruses in nature, and if a different virus jumps to humans, the situation may be different. 

Although many of the more frightening news headlines mentioned that 35 people were infected, it seemed like a 

terrible outbreak, however, if we look at the chart in the study, we can see that this is the number of infections in the 

three-year period from January 2019 to 2021, not 35 people were suddenly infected. 

Moreover, in the current investigation of these infected people, no contact history has been found between these 

people, nor has it been found that the people around these people have been infected, so there is no sign of mutual 
infection between people. 

 

<<Fig. 3>> 

Let's take a look at the occupation of the 26 infected people who were only infected with the wolf tooth virus in the 

picture above, of which 22 were farmers, which is also in line with the judgment in the article that the patients were 

directly infected by wild animals (shrews). 

Therefore, it is far from the time when we need to worry about this Langya virus - the number of people infected by 

this virus is relatively small, but we have found dozens of cases back in the past few years, and the mortality rate is 

also lower than other branches. 

There are various viruses in nature, many of which are more or less threatening to human beings. If you find one, 

just worry about it, then you don’t have to wait for the virus to get infected, your psychological burden will overwhelm 

your body. 

If you really want to worry about the viruses in these wild animals, what you have to do is to try not to disturb them, 

but also to support environmental protection and reduce the intrusion of human activities on nature. 

So how could such a new research finding that shouldn't trigger anxiety, and just a short article on NEJM, trigger 

collective anxiety again? 

 

<<Fig. 4>> 

The reason is very simple, because the authorities of a certain province are desperately hyping it up. Yesterday, when 

I searched for "Langya virus", almost all the relevant institutions in Taiwan, including the competent health authorities, 

came out collectively to create an atmosphere of terror. 

 

<<Fig. 5>> 

“In 3 years, there were 35 cases” became "Outbreak! 35 people have been infected!"; “no death cases” became 

"Death is unknown! Induced death!"  …Well… 

In the past three years, Taiwan's health department has found some "hot spots" to relieve itself whenever there are 

major mistakes in its work. Coupled with the recent new changes in cross-strait relations, it is not surprising that it has 

intensified. Anyway, the epidemic prevention team built by the dentist is at this level. However, the dentist is now 

giving up and running to elect the mayor. Good luck to the compatriots in Taipei. 

And many domestic "media" don't read it, don't even think about it, just copy it and scare your own people, it's time 

to play the board yourself. 

But in the end, I want to say one more thing: I personally respect the work and efforts of scientific researchers related 

to epidemics, and I also thank them for their contributions to human health and future. 

But next time, please don't use the name "Langya virus" again. 

 

Let me start with a funny thing this afternoon. 
Because ThePaper often offends patriotic youth and patriotic bloggers, today is unlucky because of this "Langya"—

— A group of patriotic bloggers jumped out and said that "Langya" was translated by ThePaper on purpose. That 

ThePaper insists on translating it into the Chinese place name "Langya", which must be ulterior motives. 

 

<<Fig. 6>> 



There are also those who get angry to complain about the malicious translation of ThePaper: 

 

<<Fig. 7>> 

Although it is true that some media use "wolf teeth", these media, like patriotic bloggers, probably haven't checked 

it. On the Chinese website "NEJM Medical Frontier", an official cooperation with NEJM, the Chinese version 
of the communication article was simultaneously published on August 4th. The name was indeed the word 
"Langya". This Chinese name must be confirmed by the research team according to the rules, and it hasn't 
been revised for a few days, so it's not really the Paper’s translation. 

 

<<Fig. 8>> 

Basically, the understanding level of patriotic youth and bloggers about biology may be strange because they don't 

understand that this virus is called "Langya": If the official name of a virus carried by insectivorous shrews is actually 

named after the teeth of carnivorous canids, this is a more interesting slot. 

More importantly, this virus was discovered by the Chinese team. How could it have an English name (or Pinyin) 

first, and then transliterate it into Chinese characters? That's so insane. If this is the case, when the Chinese team found 

the new virus, they named an English name first, and it is estimated that patriotic youth will also scold scientists for 

being foreigners 

Therefore, The Paper is still quite wronged this time. But patriotic bloggers shouldn't care that the content of their 

daily nonsense is somewhat true, after all, they have already equated the word patriotism with ignorance. 

As for the reason that research team used the name Langya, it is understandable, because it is customary to name 

viruses by place names. In the good times when science belongs to science and politics belongs to politics, there is no 

problem with this nomenclature— For example, for the several Henipa virus branches mentioned above, Hendra is 

located on the outskirts of Brisbane, Australia, and Nipa is in Negeri Sembilan, Malaysia, and they are all named after 

the place where they were found. Another Henipa virus branch previously discovered in my country, Mojiang virus, is 

also named after the place where it was found, Mojiang, Yunnan. 

 

<<Fig. 9&10>> 

But in the Internet age, this is really not good. The name of the MERS (Middle East Respiratory Syndrome) virus in 

2012 caused stigma to the Middle East countries, so the academic circles began to gradually avoid such nomenclature. 

As the political situation in the world is getting worse and worse, especially since the emergence of the new coronavirus, 

countries have used the virus as a propaganda weapon to attack each other, and even caused serious racial discrimination. 

Therefore, it is no longer necessary to link the discovery place to the name of the virus. 

The Langya virus this time was found in Henan and Shandong. And Shandong Qingdao and Linyi had a period called 

"Langya" in ancient times (also in Lianyungang, Jiangsu), but now they are no longer called Langya. The researchers 

might have come up with the idea of using the ancient place name "Langya" as the name of the virus. 

As for the other Langya, Langya District and Langya Mountain in Chuzhou, Anhui Province, it is because of the 

sentence in Ouyang Xiu's "The Ting of the Drunkard", "The whole area is surrounded by mountains. The peaks in the 

southwest, the forests and valleys are especially beautiful, and the one that looks so deep and beautiful, Langya is also 

famous.” But this was only the sixth year of the Dali calendar (771) of the Tang Dynasty. At that time, Li Youqing, the 

governor of Chuzhou, heard rumors that Sima Yi, the son of Sima Zhou who was the king of Langxie, once garrisoned 

here, so he renamed the mountain to Langxie Mountain. Therefore, the relationship between Langya and Langya is 

probably a bit like the relationship between New South Wales and Wales. 

Therefore, although Langya is no longer Langya, a "Langya virus" seems to be unable to correspond to a specific 

contemporary place name, but for those who lived in the land of ancient Langya country and Langya County, there may 

still be psychological shadows. Moreover, "Lang" is a jade pearl, and "Ya" is a bone like a jade. They are all beautiful 

names, otherwise they would not be the name of a country or place. Naming a virus with such a name is a little weird. 

Although naming the virus we discovered is the power and honor of the research team, we should respect it. But I 

also hope that all researchers understand that this era is no longer so simple and pure. If you don't want to be splashed 

with dirty water and want to do your own research with peace of mind, it's safer to use alphanumeric mechanical 

nomenclature. 

 

 

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

山东/河南新发现动物传人的“琅琊病毒”，为什么病毒命名会引发争

议？ 
腾讯新闻 view.inews.qq.com 2022-08-08 21:41:25 來源： 一小时爸爸 
-------------------------------------------------------------------------------- 

上周，在《NEJM（新英格兰医学杂志）》上，发表了一篇来自我国科研人员的通讯文章，军事科学院军事



医学研究院微生物流行病研究所的刘玮教授、方立群教授、杜克-新加坡国立大学医学院王林发教授等研究者

报告了在山东、河南发现了一种新的可由动物传染给患者的亨尼帕病毒。 

<<图 1>> 

 

亨尼帕病毒（Henipavirus）是一种比较新的罕见传染病病毒，在上个世纪末被人类发现。根据现在的研究，

认为亨尼帕病毒和很多我们熟悉的“知名”病毒一样，主要是由果蝠等蝙蝠携带，直接，或者通过其他动物传

染给人类。之前传染给人类的亨尼帕病毒中，两个比较著名的分支是 1994 年在澳洲确认的亨德拉（Hendra）

病毒，和 1999 年在马来西亚/新加坡确认的尼帕病毒（Nipah，立百病毒）。 

<<图 2>> 

1998-1999 年东南亚和南亚爆发尼帕病毒疫情，其中马来西亚是重灾区，一共确诊 265 人，死亡 105 人，死

亡率非常高，同时因为在这次爆发中，蝙蝠身上的病毒是通过养猪场的猪传递给人类，还造成了马来西亚的

大量猪染病死亡，一百万头左右的猪被扑杀。 

 

那这么可怕的病毒在山东和河南被发现，我们要不要害怕呢？ 

 

还不需要。虽然这次发现的琅琊（LayV）病毒也属于亨尼帕病毒，但不同分支的风险差异还是很大的，引

发传播的中间宿主动物也不同。在澳洲爆发的亨德拉病毒通过马传染给人，虽然死亡率高，但感染的人数很

少，因此造成的患者死亡数很低，比如 1994 年第一次被发现时，造成了 13 匹马和 1 个驯马师的死亡，远低

于尼帕病毒的伤害。 

而这次的琅琊（LayV）病毒，根据 NEJM 的文章内容，并没有死亡案例，总共 35 例急性 LayV 感染患者，

其中 26 例仅感染 LayV 的患者表现出：发热、乏力、咳嗽、厌食、肌痛、恶心、头痛、呕吐等症状，比较严

重的是肝功能受损（35%）和肾功能受损（8%）。 

因此相比尼帕病毒和亨德拉病毒，这次的琅琊病毒还并没有那么可怕，就像今天研究团队中的新加坡国立

大学王林发教授，在接受澎湃新闻采访时说的： 

“这种病毒与尼帕病毒属于同一属，到目前为止，这些病例并不致命或非常严重。因此可以说，（我们）对

这种新病毒应当保持警惕，而不是感到恐慌。但我们需要小心，因为自然界中有更多类似的病毒，若有一种

不同的病毒跳到人类身上，情况可能就不一样了。” 

虽然在很多比较吓人的新闻标题中，都提到什么 35 人感染，好像是很可怕的爆发一样，但是我们看看研究

中的图表，就能发现，这是从 2019 年 1 月到 2021 年，这三年内的感染数字，并不是突然感染了 35 人。 

而且目前在对这些感染者的调查中，没有发现这些人之间有接触史，也没有发现这些人身边的人被感染的

情况，因此目前还没有发现有人之间相互传染的迹象。 

<<图 3>> 

 

我们再看一下上图中 26 名只感染了狼牙病毒的感染者的职业，其中 22 人都是农民，这也符合文章中患者

直接被野生动物（鼩鼱）中感染的判断。 

<<图 4>>百度百科中的鼩鼱 

 

所以现在还远没有到我们需要担忧这种琅琊病毒的时候 —— 这个病毒感染的人数比较少，只是回溯过去

几年的情况发现了几十例，而且死亡率也低于其他分支。 

自然界中存在着各种各样的病毒，其中很多都会对人类有或多或少的威胁，如果发现一个，就焦虑一番，

那不用等病毒感染，自己的心理负担就会把身体压垮了。 

真要担心这些野生动物身上的病毒，那要做的，就是尽量不去打扰它们，也要支持环保，减少人类活动对

大自然的侵扰。 

那这样一种并不应该引发焦虑的新研究发现，而且仅仅是在 NEJM 上发了一篇短文，怎么就又引发了集体

焦虑了呢？ 

原因很简单，因为某省当局在拼命炒作，昨天搜索一下“琅琊病毒”，几乎满屏都是台湾相关机构，包括卫

生主管部门，集体出来渲染恐怖气氛。 

 

<<图 5>> 

3 年里有 35 个案例，变成了“疫情爆发！已经有 35 人染疫！”；没有死亡病例，变成了“死亡情况不明！诱

发致死！”......额....... 

台湾卫生部门在过去的 3 年中，只要出现工作重大失误，就要找一些“热点”来给自己解套，加上最近两

岸关系的新变化，变本加厉一些不足为奇。反正牙医打造的防疫团队也就这点水平了。不过牙医现在撂挑子

不干跑去选市长，祝台北同胞好运吧。 



而国内很多“媒体”看都不看，想都不想，就直接照搬过来吓自己人，就是该自己打板子了。 

不过最后想多说一点的是：我个人很尊重流行病相关的科研人员的工作和努力，也感谢他们为了人类的健

康和未来作出的贡献。 

但下次麻烦请不要再起“琅琊病毒”这样的名字了。 

 

先说一件今天下午让人啼笑皆非的事情。 

因为澎湃新闻经常得罪爱国青年和爱国博主，今天就因为这个“琅琊”倒霉了 —— 一群爱国博主跳出来

说“琅琊”是澎湃故意这样翻译的，别人都翻译成“狼牙”，译名随便音译，那澎湃非要翻译成中国地名“琅

琊”，这肯定是居心叵测，要咋样咋样。 

 

<<图 6>> 

还有怒发冲冠跑去投诉澎湃恶意翻译的： 

 

<<图 7>> 

虽然的确有些媒体用的是“狼牙”，但这些媒体和爱国博主一样，估计是没去查核过。在 NEJM 官方合作的

中文网站“NEJM 医学前沿”上，8 月 4 日同步刊登了中文版的通讯文章，名字的确使用的就是“琅琊”这两

个字，这个按规矩一定是跟研究团队确认过中文名才会使用的。而且经过几天也没有修订，所以还真不是澎

湃在乱翻译。 

 

<<图 8>> 

基本上爱国青年和博主们对生物学的理解水平，可能是不明白这个病毒叫“狼牙”才奇怪：如果一个来自

食虫目鼩鼱科动物身上携带的病毒的官方名称，居然是食肉目犬科的牙齿来起名，这是更有趣的槽点。 

更重要的是，这个病毒是中国团队发现的，怎么可能是先有一个英文名字（还是拼音），然后再音译成汉字，

这太脑洞了吧。如果真是这样，中国团队发现一个新病毒居然先起英文名字，估计爱国青年也会骂科学家崇

洋媚外吧。 

所以澎湃新闻这次背锅还是挺冤的。不过爱国博主们应该也不在意自己天天扯淡的内容有几分真实吧，毕

竟他们已经把爱国这两个字糟蹋的快等同于无知了。 

至于研究团队为什么会用琅琊这个名字，也能理解，因为习惯性的用地名来为病毒命名，在科学归科学，

政治归政治的美好年代，这种命名法也没有什么问题 —— 比如前面提到的几个亨尼帕病毒分支，亨德拉是

澳洲布里斯班郊外，尼帕是在马来西亚森美兰州，就都是以发现地命名的。而我国之前发现的另外一个亨尼

帕病毒分支，墨江病毒，也是以发现地，云南墨江来命名的。 

<<图 9&10>> 

但在互联网时代，这样做的确不好，2012 年 MERS（中东呼吸综合征）病毒的名字就造成了对中东国家的

污名化，所以学界开始逐渐避免这样的命名法。而随着世界政治形势越来越恶劣，尤其是新冠病毒出现以来，

各国之间把病毒作为宣传武器相互攻击，甚至造成了严重种族歧视，所以现在已经不应该再将发现地和病毒

名字挂钩了。 

这次的琅琊病毒，发现于河南和山东。而山东青岛、临沂在古代都有过叫“琅琊”的时期（江苏连云港也有

过），但现在都已经不叫做琅琊了，猜测一下，也许研究人员是因此才萌发了用“琅琊”这个古代地名作为病

毒名字的想法吧。 

至于另外一个琅琊，安徽滁州的琅琊区和琅琊山，则是因为欧阳修《醉翁亭记》一句“环滁皆山也。其西南

诸峰，林壑尤美，望之蔚然而深秀者，琅琊也”而出名。但这只是唐朝的大历六年（771 年），当时的滁州刺

史李幼卿，听传闻说司马懿的儿子，琅邪王司马伷曾驻兵于此，所以就将这座山改名为琅邪山。因此这个琅

琊和琅琊的关系，大概有点像新南威尔士和威尔士的关系吧。 

所以虽然现在琅琊已经不是琅琊，一个“琅琊病毒”似乎也无法对应上某个具体的当代地名，但对于那些

生活在古代琅琊国、琅琊郡土地上的人来说，可能还是会有心理阴影。而且“琅”是玉珠，“琊”是像玉的骨，

都是美好的名字，否则也不会成为封国或地方的名字。用这样的名字给一个病毒命名，也有些怪。 

虽然给自己发现的病毒命名，是研究团队的权力，也是荣耀，我们应该尊重。但也希望各位研究人员了解，

这个时代已经不是那么简单纯粹，如果不想被别人乱泼脏水，想安心做自己的研究，那还是用字母数字的机

械命名法比较安全。 

 
20220808J 山東・河南で発見の獣からヒトへの『狼牙ウイルス』命名で物議（謄訊新聞） 


