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中央電視台情報： 夏に入り、台湾のインフルエンザが上昇の趨勢にあり、今週の端午節（ドラゴンボー

ト祭）期間中に病院に行く人が一割増加するのではと見られている。 

台湾疾病管理部門のモニタリングデータによれば、05 月 14～20 日における 全土急診外来受診者数は、

65,116 人回と前週より 2,636 人増加した。疾病管理部門は 25日、台湾ではインフルエンザは 5 月末にはピ

ーク期を抜けるとされていたが、最近の天気不安定などの影響を受け、患者数が下降せずに上昇しており、

これに加えて今週には 4 日間の端午節の休暇があるため、人々の南北交流が増えることから、インフルエ

ンザがあと 1割程度増えるのではとの見方を示した。 疾病雁部門は、インフルエンザを軽視してはならず、

気道症状がある時にはマスクをし、クシャミ咳をする際にはティッシュやハンカチで口鼻を覆うこと、他

人と歓談する場合には、1メートル以上の距離をあけるようにし、万一インフルエンザ様症状が現れた場合

にはしっかりと休養を採るようにすることとアドバイスしている。 もし、呼吸困難や濃い痰、胸痛が出る

などインフルエンザの兆候が現れた場合などは、すぐに病院にゆき医師の指示に従って服薬し、重症化リ

スクを下げることが必要だ。 

関連部門は、抗インフルエンザウィルス製剤の公費使用対象の拡大を決定、島内 3,000 以上の公費薬剤契

約医療機関では症状のある人に対する注射と治療を無償で実施する。 

 

 

Taiwan Influenza Expansion: Further 10% Increase in Dragon Boat Festival period 
 

CCTV news: Taiwan reported influenza in Taiwan this summer has upward trend, and estimated 

those who go to the medical organization for treatment will increase this week, where has the Dragon 

Boat Festival holiday, by 10%.  

 

Taiwan CDC’s monitoring data during May 14 to May 20, 2017 shows the number of emergency 

outpatient peoples reached 65,116 adding 2,636 patients when compared to last week throughout 

Taiwan.  

On May 25, 2017, Taiwan CDC said the influenza under normal circumstances will end its epidemic 

season at the end of May in Taiwan, however, due to recent unstable weather, the epidemic does not 

decrease but increased. Furthermore, since Taiwan will have 4 days’ Dragon Boat Festival, people will 

visit the north and south at this period which may lead about 10% increase of patient.  

CDC advises followings: 

People should not take influenza lightly, wear a mask if there is any respiratory symptom.  

Use tissues or handkerchief to cover the nose and mouth when sneezing, 

Keep yourself at least 1 meter apart from the others when talking with, 

Really get a rest if any flu symptoms appear. 

Go to the doctor, when any sign(s) of influenza like difficulty of breathing, thick sputum, chest pain 

and so on appears, as soon as possible and follow the doctor’s instructions on medication to avoid the 

symptom get severer. 

 

Relevant departments decided to expand the use of antiviral drugs for influenza treatment, Taiwan’s 

more than 3,000 public-service-contracted medical institutions will be able to inject the people who 

has influenza symptom with the drug. 

 
http://www.cneb.gov.cn/2017/05/26/ARTI1495760078917753.shtml 
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央视网消息：进入夏季，台湾通报流感疫情有上升趋势，预计本周端午节小长假流感就医人数会再增加近一

成。 

台疾管部门监测数据显示，5 月 14 日至 20 日，全台流感急诊就诊人次为 65116 人次，较前一周增加 2636 人

次。疾管部门 25 日表示，在台湾，流感本应于 5 月底脱离流行季，但最近受到天气不稳定等影响，疫情非但没有

下降，反而有上升趋势，加上这周将迎来 4 天端午假期，民众南来北往交流频繁，预计类流感就 医人次恐怕还会

增近 1 成。疾管部门提醒，民众千万不要忽视流感的严重性，有呼吸道症状时应配戴口罩，打喷嚏时应用面纸或

手帕遮住口鼻，与他人交谈时，尽可能保持 1 米以上距离，如出现类流感症状，应充分休息。一旦出现呼吸困

难、痰液变浓、胸痛等流感危险征兆应尽速就医，并依医师指示服药，降低重症风险。 

相关部门决定扩大公费流感抗病毒药剂的使用对象，岛内 3000 多家公费药剂合约医疗机构可免费给有症状的人

实施注射和治疗。 

 
20170526A 台湾インフルエンザ拡大 端午節休暇で 1 割増と予想（中国国家応急広播） 


