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広東省で高レベルのインフルエンザ、夏場の流行ピークに突入 
人民网 health.people.com.cn 2022-06-18 08:27 来源： 中国新闻网 
-------------------------------------------------------------------------------- 

最近、一部の病院の発熱外来を受診する人が増加している。17日、広東省疾病予防管理センターの予防

管理所の康敏所長は、インフルエンザのモニタリングデータによると、広東省はすでに夏の流行ピークに

入っており、インフルエンザの活動レベルが高まっているとした。 

 

インフルエンザは発症率が高く、すべての人に感染しやすく、患者のくしゃみや咳などの飛沫感染が主

だが、そのほかに患者の口、鼻、目などの粘膜への接触を通じて感染することもある。ウイルスに汚染さ

れた物品への接触でも感染が引き起こされるリスクがある。 

 

広東省では、近年さまざまなインフルエンザウイルスの亜型が交互に流行しており、『冬～春季』、『夏季』

の二つのピークがある。康敏は、現在インフルエンザ様患者の受診数が増大していると述べた。外来診療

中、インフルエンザ様症例（influenza-like illness: ILI）の割合は 7.29%に達したが（第 22週：5月 30日～

6月 5日）、これは、外来患者 100人 7人に 38℃以上の発熱や咳やのどの痛みなどのインフルエンザ様症状

を伴うということであり、広東省がすでに夏のインフルエンザピーク期に入ったことを示している。 

 

広東省でのインフルエンザの病因観測の結果は、今広東省のインフルエンザ流行において優勢なウイル

ス株は『A3型』、つまり A（H3N2）亜型のインフルエンザウイルスとなっていることを示している。A（H3N2）

亜型は、常見されるサブタイプで、広東省においては 2015年や 2017年の夏などにも流行している。 

 

インフルエンザ予防の看点から康敏は、「日頃からインフルエンザ様症状を持つ患者との濃厚な接触を避

け、他の人と近距離で接触する場合にはマスクなどを着用すべきです。 さらに、インフルエンザの予防接

種をすべきです」と語る。 

 

『インフルエンザワクチン接種は、最も有効な予防手段であり、接種により重症患者や合併症を発生さ

せるリスクを低減してくれます。』 康敏所長は、インフルエンザウイルスは変異しやすいため、WHOは全

世界におけるインフルエンザの監視上協に応じて、毎年ワクチンの成分を更新しており、老人や児童、妊

婦、慢性疾患患者、乳幼児のケアラーや医療スタッフは毎年の接種を推奨するとしている。（蔡敏婕 庄雅

麗） 

 

http://health.people.com.cn/n1/2022/0618/c14739-32449874.html 

 

 

The recent high level of influenza activity in Guangdong has entered the peak of 

influenza summer epidemic 
People's Daily Online health.people.com.cn 2022-06-18 08:27 Source: China News 

Network 

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

Recently, the number of visits to fever clinics in some hospitals has increased. On June 17, Kang Min, director of 

the Infectious Disease Prevention and Control Institute of the Guangdong Provincial Center for Disease Control and 

Prevention, said that influenza surveillance data suggest that Guangdong Province has entered the peak season of 

influenza epidemics in summer, and the level of influenza activity has been high recently. 

 

Influenza has a high incidence and is generally susceptible to the whole population. It is mainly transmitted through 

droplets such as sneezing and coughing of patients, and can also be transmitted through contact with mucous 

membranes such as the patient's mouth, nose, and eyes. Contact with virus-contaminated items can also cause infection. 

 

Recently, different influenza virus subtypes have been circulating alternately in Guangdong Province, with peaks in 

“winter and spring” and “summer”. Kang Min said that the number of patients with flu-like symptoms is increasing. 

The proportion of influenza-like cases (ILI%) in outpatient clinics reached 7.29% (week 22, data from May 30 to June 

5), It shows that 7 out of 100 outpatient cases are people with fever over 38 degrees Celsius and flu symptoms such as 

http://health.people.com.cn/n1/2022/0618/c14739-32449874.html


cough or sore throat, suggesting that the province has entered the peak of influenza summer. 

 

Influenza etiological monitoring results in Guangdong Province show that the predominant influenza strain in the 

province is "Type A 3", that is, A(H3N2) subtype influenza virus. A(H3N2) subtype influenza virus is a common 

influenza subtype, which has been prevalent in Guangdong Province in the past years, such as the summer of 2015 and 

2017. 

 

In terms of influenza prevention, Kang Min said that daily close contact with patients with flu-like symptoms should 

be avoided, and masks should be properly worn when in close contact with others. In addition, influenza vaccines 

should be vaccinated. 

 

"Influenza vaccination is the most effective way to prevent influenza and can significantly reduce the risk of serious 

complications for those who receive it." Kang Min said that because the influenza virus is prone to mutation, the World 

Health Organization will update the vaccine composition every year according to the global influenza surveillance 

situation, and recommend annual influenza vaccination, especially for the elderly, children, pregnant women, patients 

with chronic diseases, those who take care of infants and young children and medical staff. (Cai Minjie, Zhuang Yali) 
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广东近期流感活动水平高 已进入流感夏季流行高峰 
人民网 health.people.com.cn 2022-06-18 08:27 来源： 中国新闻网 
-------------------------------------------------------------------------------- 

近期，一些医院发热门诊就诊人数增加。广东省疾病预防控制中心传染病预防控制所所长康敏 17 日称，流感监

测数据提示，广东省已进入流感夏季流行高峰期，近期流感活动水平高。 

 

流感发病率高，全人群普遍易感，主要通过患者打喷嚏和咳嗽等飞沫传播，也可通过接触患者的口腔、鼻腔、眼

睛等黏膜传播。接触被病毒污染的物品也可引起感染。 

 

广东省近年来有不同流感病毒亚型交替流行，存在冬春季和夏季高峰。康敏称，目前流感样症状患者就诊增多。

门诊中流感样病例占比(ILI%)达 7.29%(第 22 周，5 月 30 日至 6 月 5 日数据)，说明平均 100 个门诊病例中有 7 个

是发热超过 38 摄氏度、伴有咳嗽或咽痛等流感症状的人，提示该省已进入流感夏季高峰。 

 

广东省流感病原学监测结果显示，当前该省流感的流行优势毒株是“甲 3 型”，即 A(H3N2)亚型流感病毒。A(H3N2)

亚型流感病毒是常见的流感亚型，在广东省既往多个年份，如 2015 年、2017 年夏季均有流行。 

 

在预防流感方面，康敏称，日常应该避免近距离接触流感样症状患者，与他人近距离接触时应正确佩戴口罩等，

此外，还应该接种流感疫苗。 

 

“接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者发生严重并发症的风险。”康敏说，由于流感病

毒容易发生变异，世界卫生组织会根据全球流感监测情况每年更新疫苗成分，推荐每年接种流感疫苗，尤其是老年

人、儿童、孕妇、慢性病患者、照顾婴幼儿人员和医务人员。(蔡敏婕 庄雅丽) 
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