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原タイトル： COVID-19対策が世界的にインフルエンザ発生を減少させた 

 

初期段階の流行監視データによると、新型コロナウィルス流行の防止・制御のために各国が講じたソ

ーシャルディスタンスの保持等の施策により、世界中でインフルエンザの感染率を過去最低のものにし

ていたことが見て取れる。 

 

7月 31日、カナダのインフルエンザモニタリングシステムによる最新報告でインフルエンザの患者が

『きわめて低いレベル』に低下したとロイターが報じた。 英国やオーストラリア及びその他の国にお

けるインフルエンザモニタリングシステムの各週データも同様な状況を示している。 中国では流行性

耳下腺炎（おたふく風邪）や麻疹（はしか）等の感染症で新たに増えた症例が明らかに減少しており、

インフルエンザの小堤の減少幅が最大であったことが発表されている。 

 

WHO は、全世界で 300 万から 500 万人の重症患者と死亡者 50 万例が毎年の季節性インフルエンザ

に関連したものだと推定している。 専門家の多くは、インフルエンザ患者を減らすことで、医療及び健

康システムへのプレッシャーを軽減したり、インフルエンザの死亡者数を減らしたりできるが、このこ

とが、今後のステージにおける人々の免疫レベルに害をもたらすことに倣うかもしれないと信じている。 
 

馬 雷 （宮本注： いずれの組織の人か、Marleyなのか、中国人の名前なのかも不明ですが、とりあえ

ずロイターの報じたものということから、ここでは欧米系のマーレ―として英文訳出しておきます。 ゴ

ーストバスターズファンとして。。） は： 『起こりうる状況として、今シーズンに多くの感染者がでな

いとすれば、次シーズンになり感染しやすい人の間で感染者が膨大なものになる可能性が大きくなる。 

私たちは、注意深く監視をしてゆく必要があるのです』と述べた。 

 

更に、インフルエンザ患者の減少には、報告率の低下が関連している可能性がある。 WHOは、最近

の報告で、型コロナウィルスの流行が一部の国にインフルエンザデータを報告する際に影響を与えるこ

とから、インフルエンザモニタリングデータには『慎重な解釈』をせねばならないと述べている。（陳 

丹） 【新華社微特稿】 

 

https://news.sina.com.cn/w/2020-08-01/doc-iivhuipn6193803.shtml 

 

 

Anti-coronavirus measures reduce global flu incidence 
Sina News news.sina.com.cn  2020-08-01 07:41 Source: Xinhuanet 

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

Original Title: Anti-coronavirus measures reduce global flu incidence 

 

Early epidemic monitoring data showed that social distancing measures taken by countries to prevent and control 

the novel coronavirus epidemic have pushed the global influenza infection rate to the best record. 

 

Reuters reported on July 31 that the Canadian Influenza Surveillance System said in a recent report that influenza 

cases have reached "very low levels." The weekly influenza surveillance data in the United Kingdom, Australia and 

other countries show the same situation. China reported a significant decrease in new cases of infectious diseases 

such as mumps and measles, and the largest decrease in influenza cases. 

 

The World Health Organization estimates that approximately 3 to 5 million severe cases and 500,000 deaths 

worldwide are related to seasonal influenza each year. Many experts believe that reducing influenza cases can relieve 

the pressure on the medical and health system and reduce the number of deaths from influenza, but it may be 

detrimental to the immune level of the population in the subsequent stage. 

 

https://news.sina.com.cn/w/2020-08-01/doc-iivhuipn6193803.shtml


Marley said: "It may happen that if we don't have (many) cases of infection this season, the susceptible population 

will expand next season. We really need to monitor carefully." 

 

In addition, the reduction in influenza cases may be related to the reduction in the reporting rate. The WHO said 

in a recent report that influenza surveillance data should be interpreted "cautiously" because the novel coronavirus 

epidemic affects some countries to report influenza data. (Chen Dan) [Xinhua News Agency Micro Feature] 

 

 

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

防新冠措施拉低全球流感发病率 
新浪新闻 news.sina.com.cn 2020-08-01 07:41 来源： 新华网 
-------------------------------------------------------------------------------- 

原标题：防新冠措施拉低全球流感发病率 

 

早期流行病监控数据显示，各国为防控新冠疫情采取的保持社交距离等举措推动全球流感感染率下降至创纪

录低点。 

 

路透社 7 月 31 日报道，加拿大流感监控系统在近期报告中称，流感病例达到“极低水平”。英国、澳大利亚

等国每周流感监控数据呈现同样状况。中国报告的流行性腮腺炎、麻疹等传染病的新增病例显著减少，而流感

病例减少幅度最大。 

 

澳大利亚悉尼大学传染病专家、韦斯特米德医院儿科临床医师本·马雷说：“往年冬天这个时候，病房通常住

满出现气喘的孩子，今年的病房基本空荡荡。”按照他的说法，因新冠以外病毒感染住院的人数创同期新低。 

 

世界卫生组织估算，全球每年大约 300 至 500 万例重症病例和 50 万死亡病例与季节性流感有关。多名专家认

为，流感病例减少能够缓解医疗卫生系统压力、拉低流感致死人数，但可能对后续阶段的人群免疫水平不利。 

 

马雷说：“可能出现的情况是，如果我们这一季没有（许多）感染病例，下个季节易感人群规模就会扩大，我

们的确需要仔细监控。” 

 

另外，流感病例减少可能与上报率降低有关。世卫组织在近期一份报告中说，应当“谨慎解读”流感监控数

据，因为新冠疫情影响部分国家报告流感数据。（陈丹）【新华社微特稿】 
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