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このところ、海南省や福建、広東などの南方諸省におけるインフルエンザウイルスの陽性率が上昇し続

けている。 

 

中国国家インフルエンザセンターのモニタリングデータから、6 月 6 日～12 日の一週間だけで、南方地

区の定点病院から報告された ILI%（インフルエンザ様症例の救急外来に占めるパーセンテージ）が 5.8％

となったが、2019～2021年の同時期のレベル（4.4％、3.0％、4.3％）を上回っていた。これと同時に、北

方の省におけるインフルエンザは、きわめて低いレベルにあり、散発的にインフルエンザウイルスが検出

されるのみであったことを示していることがわかる。 

 

表 1： インフルエンザ実験室測定結果 

  南方省 北方省 合計 

検査数 4672 1893 6565 

陽性数（％） 1067(22/8%) 0 1067(16.3%) 

A 型 1055(98.9%) 0 1055(98.9%) 

A(H3N2) 1055(100%) 0 1055(100%) 

A 型（H1N1) 0 0 0 

A (unsubtyped) 0 0 0 

B 型 12(1.1%) 0 12(1.1%) 

B 型未分系 0 0 0 

Victoria 12(100%) 0 12(100%) 

Yamagata 0 0 0 

6月6日から12日の間におけるわが国南部・北部の省のインフルエンザサーベイランスの結果によると、

合計 1067 例が南部で検出され、北部では検出されていなかった。 丨「第 23 週、第 704 号、中国インフル

エンザ監視週報、2022 年」 

 

新型コロナウイルス流行という背景のもとで、突然インフルエンザ患者数が増加したことに南方の人た

ちを心配させているが、より深刻なインフルエンザが襲来していることを示すものか？ 

 

南方で夏にインフルエンザが発生すことは異常ではない 

一般的な風邪とは異なり、インフルエンザは、インフルエンザウイルスにより引き起こされる急性の呼

吸器感染症で、突然流行発生や、急速な拡大を招くことがよくある。 

 

表 1： インフルエンザと一般の風邪の違いと特徴 

  インフルエンザ 普通の風邪 

病原体 インフルエンザウイルス ライノウイルス、コロナウイルスなど 

インフルエンザ病因検査 陽性 陽性 

感染力 強 弱 



発症の季節性 
明確な季節性あり（北方では 11

月～翌年 3月にかけ多発) 
明確な季節性はない 

発熱の程度 
多くが高熱(39-40℃)で悪寒を伴

う 

発熱しない或いは軽度中度の熱だが悪

寒は伴わない 

発熱の継続時間 3～5日 1～2日 

全身の症状 
重い。頭痛や全身の筋肉痛、脱力

感 
なし、あっても軽度 

病気の過程 5～10日 5～7日 

合併症 
中耳炎や心筋炎、脳膜炎あるいは

脳炎 
きわめて稀 

普通感冒とインフルエンザの違い丨《インフルエンザの診断と治療ガイドライン》（2011） 

 

インフルエンザには一定の季節性がある。北方地域では、インフルエンザのアウトブレイクは冬～春の

シーズンが主となる。が、南方では、気温や湿度などの影響により、夏、冬～春季にインフルエンザの発生

率が高まることがある。ある研究者は、広東省清遠市の 2014 年から 2018 年にかけてのインフルエンザの

疫学的特徴を分析し、現地のインフルエンザ流行には夏季と冬～春季の二峰性があることを発見している

のがその一例だ。赤道に近い熱低地域では、インフルエンザが一年を通じて発生する可能性がある。 

 

さらに、モニタリングの結果、過去 1～2 か月で、南方の省におけるインフルエンザ患者の大多数が A 型

インフルエンザ中の H3N2 亜型であることが判明した。 

 

ヒトが感染するインフルエンザウイルスは、甲（A）、乙（B）、丙（C）の三タイプに分類できる。その

中で、A 型インフルエンザの H1N1、H3N2 亜型、B 型インフルエンザの Yamagata、Victoria 系は、季節性

インフルエンザを引き起こす最も常見されるウィルスのタイプである。H3N2 型の感染効率は比較的高く、

特に託児機構や小中学校などの環境においては、何 b の要請症例数が短期的に増加することがある。 

 

 
ヒトに季節性インフルエンザを引き起こす最も一般的なインフルエンザウイルス 
 

それゆえ、現時点で入手できる情報によれば、今回の南方におけるインフルエンザのアウトブレイクに

は異常性はなく、病原自体もインフルエンザに常見される株であり、医療従事者にとっては『永年のライ

バル』であるが明確な変異はない。南方地域の省におけるインフルエンザ症例数の増加については、現在、

国家及び地方 CDC は症例を速やかに報告し、予防を強化せねばならないとしているが、今のところ今回の

アウトブレイクに異常がみられるという生命は発表されていない。依って、南方の人々は、関連情報に注

意を払い、感染を予防し、あまりパニックにならないようにせねばならない。 

 

新型コロナウイルス対策は、インフルエンザに対しても有効 

新型コロナウイルスと同様に、インフルエンザウイルスもまた主に呼吸器から生じる飛沫を通じて感染

するため、マスクの着用や手洗いの励行、通風をよくし、ヒトの集中を減らすことはインフルエンザ予防

の効果的手段となる。 

 



インフルエンザ患者と不顕性感染者はいずれもこの病気の感染源だ。もし周囲にインフルエンザ患者が見

つかり、最近有効な保護をしたいない状況で彼らと密接な接触をしていた場合、一定の条件のもとで病院

でのインフルエンザウイルスの核酸検査または迅速抗原検査を受けられるが、いずれもインフルエンザの

早期診断に有効だ。 

 

高熱や筋肉痛、持続的な乾いた咳、全身の倦怠感といったインフルエンザ様症状がある場合には、新型

コロナウイルスが排除されているという前提で、これをインフルエンザではないかと疑うべきで、その場

合にもまた即座に病院を受診し、核酸検査や抗原検査、ウイルス分離などが診断確定に有用なものとなる。 

 

免疫機能が正常な人の場合、インフルエンザは通常自己限定性な疾患であり、症状もまた軽快し、1～2

週間以内に治癒する可能性がある。 この期間中、極力他人との接触を避け、対症療法を受けられる。 

 

高熱や筋肉痛、持続的な乾いた咳、全身の倦怠感といったインフルエンザ様症状がある場合には、新型

コロナウイルスが排除されているという前提で、これをインフルエンザではないかと疑うべきで、その場

合にもまた即座に病院を受診し、核酸検査や抗原検査、ウイルス分離などが診断確定に有用なものとなる。 

 

他方、免疫機能が低下している人がインフルエンザウイルスに感染すると、ウイルス性肺炎や神経系統

の損傷などの生命を脅かすような合併症を引き起こすことがある。 この場合、治療の難度が増し、医師の

指導下で、患者の状態に応じて抗ウイルス治療を行う必要がある。 

 

重篤な病気や偶発的な感染後の死亡のリスクを可能な限り回避するために、禁忌のない場合は、リスク

の高いグループがその年の対応するインフルエンザワクチンを接種するのが最善だ。インフルエンザワク

チンは、我が国多くの地域では二類ワクチンとされており（免疫プルグラムのワクチンには指定されてい

ない）、自発的に自費接種されるものだ。ワクチンを接種したからといって 100％感染をしないということ

ではないが、ワクチンを接種することにより、合併症や重症化・死亡することを大幅に低減させられる。 

 

ハイリスクグループには以下のものが含まれる： 

 
さらに、現在、国内では、医療従事者、大規模イベントの参加者・警備員、託児機構・学校の教師、学生

などのグループにも予防接種を推奨している。 

 

インフルエンザワクチンは毎年接種がベスト。一方では、毎年流行するウイルス株が変化することがあ

るため； 他方では、感染後に回復するにせよワクチン接種後であろうと、人体が獲得した免疫力は時間と

ともに低下するためである。例えば、インフルエンザの不活化ワクチン接種による予防効果は 6～8 か月維

持できるということが、臨床試験で示されている。 

国内で承認されているインフルエンザワクチンの種類と規格 

 

表 1.2021年～2022年度国内承認済みインフルエンザワクチンの種類と規格 

メーカ ワクチンタイプ 規格 

三価不活化ワクチン   

深圳サノフィパスツール生物製品有限公司 スプリット 0.5ml/0.25ml 

華蘭生物ワクチン有限責任公司 スプリット 0.5ml/0.25ml 

長春生物制品研究所有限責任公司 スプリット 0.5ml/0.25ml 

北京生物製品研究所 スプリット 0.5ml/0.25ml 

中逸安科生物有限公司 サブユニット 0.5ml 

大連雅立峰生物製薬有限公司 スプリット 0.5ml/0.25ml 

① 5 歳以下（特に 2 歳以下）の子供； 

② 65 歳以上の高齢者； 

③ 妊婦及び分娩後 2 週間以内の女性； 

④ 肥満者 

⑤ 慢性疾患を持つ患者或いは免疫機能が低下している人 

 



三価弱毒ワクチン   

長春百科生物科技公司 弱毒生ワクチン 0.2ml 

四価不活化ワクチン   

華蘭生物ワクチン有限公司 スプリット 0.5ml 

江蘇金迪克生物技術有限公司 スプリット 0.5ml 

長春生物製品研究所有限責任公司 スプリット 0.5ml 

上海生物製品研究所有限責任公司 スプリット 0.5ml 

武漢生物製品研究所有限責任公司 スプリット 0.5ml 

北京科興生物製品有限公司 スプリット 0.5ml 

データ出典：中国食品薬品鑑研究院 

 

2021～2022 年にかけてわが国で販売承認されたインフルエンザワクチンの種類は、上記全ワクチンが今

回の H3N2 亜型に対し優れた免疫原性を有している。丨『中国におけるインフルエンザワクチン接種の技

術ガイドライン（2021～2022）』  

 

それにより、家庭内にハイリスクグループの人がいたり、地震の健康を気に掛ける友人がいたりする場

合には、現地の衛健委や CDC などでインフルエンザワクチンの予約情報を確認するとよい。本年度のワク

チンはすでに一部地域で販売されている。 

 

同時に、現時点では、インフルエンザワクチンと新型コロナウイルスワクチンの同時接種の免疫原性と

安全性への影響に関する研究データが不足しているため、『新型コロナウイルスワクチン接種の技術ガイド

ライン（第一版）』によると、インフルエンザワクチンと新型コロナウイルスワクチン接種の間隔は 14 日

以上あける必要があるという。 
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Recently, the positive rate of influenza virus testing in some southern provinces of my country, including Hainan, 

Fujian, and Guangdong, has continued to rise. 

 

Monitoring data from the National Influenza Center of China showed that, during the week from June 6th to 12th, 
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the ILI% (referring to the percentage of influenza-like cases in outpatient and emergency cases) reported by sentinel 

hospitals in southern provinces was 5.8%. This data is higher than the level of the same period in 2019-2021 

(4.4%, 3.0%, 4.3%). Meanwhile, influenza activity in the northern provinces was at extremely low levels, with 
only sporadic influenza viruses detected. 

 

<<TABLE 1>> The test result of influenza research lab 
From June 6 to 12, according to the results of influenza surveillance in southern and northern provinces, a total of 

1067 cases were detected in the south, but none in the north.丨 "Week 23, Issue 704, China Influenza Surveillance 

Weekly Report, 2022" 

 

In the context of the new crown epidemic, the sudden increase in the number of influenza cases has worried many 

southern friends. Does this indicate that a serious influenza epidemic is coming? 

 

Influenza outbreaks in summer in the south are not abnormal 
Unlike the common cold, the flu is an acute respiratory infection caused by the influenza virus, which often breaks 

out suddenly and spreads rapidly. 

 

The occurrence of influenza has a certain seasonality. In northern part of China, influenza outbreaks mainly occur in 

winter to spring season. But in the southern part of China, due to the influence of temperature, humidity, etc., summer 

and winter to spring are the possible high-incidence periods of influenza. For example, some researchers have analyzed 

the epidemiological characteristics of influenza in Qingyuan City, Guangdong Province from 2014 to 2018, and found 

that the seasonal peaks of local influenza epidemics are bimodal in summer, winter and spring. In tropical regions close 

to the equator, influenza outbreaks can occur all year round. 

 

In addition, the monitoring results show that in the past one or two months, the vast majority of influenza cases in 

southern provinces are the H3N2 subtype of influenza A. 

 

Influenza viruses in humans can be divided into three types: i.e., A, B, and C. Among them, H1N1 and H3N2 subtypes 

in influenza A and Yamagata and Victoria pedigrees in influenza B are the four most common virus types that cause 

seasonal influenza in humans. The transmission efficiency of H3N2 is relatively high, and the number of positive cases 

in the South may continue to increase in the short term, especially in child care institutions, primary and secondary 

schools and other environments. 

 

< Table 1> 
Caption for Table 1: The flu viruses that most commonly cause seasonal influenza in humans 

 

Therefore, according to the current information, there is no seasonal abnormality in the outbreak of the southern 

influenza epidemic. The pathogen itself is also the most common influenza strain. It is an "old opponent" of medical 

and health workers, and there is no obvious mutation. Regarding the increase in the number of influenza cases in the 

southern provinces, the current national and local CDCs suggest that cases should be reported in a timely manner and 

prevention should be strengthened, but they have not issued a statement that the outbreak is beyond the norm. Therefore, 

friends in the south should not panic too much while paying attention to relevant news and preventing infection. 

 

The measures to prevent the novel coronavirus are also effective against the flu 
Like the novel coronavirus, influenza virus is mainly transmitted through respiratory droplets, so wearing a mask, 

washing hands frequently, more ventilation, and less gathering are also effective measures to prevent influenza. 

 

Influenza patients and latent infections are both sources of infection of the disease. If there is an influenza 

patient around you, and you have been in close contact with them recently without protection, you can go to a qualified 

hospital for influenza virus nucleic acid or rapid antigen testing. Both methods are suitable for early diagnosis of 

influenza. 

 

If you have had flu-like symptoms such as high fever, muscle pain, persistent dry cough, general malaise, etc. On 

the basis of excluding novel coronavirus pneumonia, it should be suspected that it may be influenza, and you should 

seek medical attention as soon as possible at this time. Nucleic acid testing, antigen testing, and virus isolation can help 

determine the diagnosis. 

 

For people with normal immune function, influenza is usually self-limited, with mild symptoms, and can be 
cured within 1 to 2 weeks. During this period, contact with others should be avoided as much as possible, and 

symptomatic treatment should also be accepted. 



 

When people with weakened immune function are infected with influenza virus, they may have complications such 

as viral pneumonia, nervous system damage and even life-threatening. At this time, the difficulty of treatment will 

increase, and antiviral treatment should be taken according to individual conditions under the guidance of a doctor. 

 

In order to avoid the risk of severe illness and death after accidental infection as much as possible, in the 
absence of contraindications, it is best for high-risk groups to receive the corresponding influenza vaccine 
of the year. Influenza vaccines belong to the second category of vaccines (non-immunization planning vaccines) in 

most areas of China, and need to be vaccinated voluntarily and at their own expense. Although vaccination does not 

guarantee 100% protection against infection, it can greatly reduce complications, severe disease and mortality. 

 

High-risk groups mainly include: 

 
 

In addition, at present, key groups such as medical and health workers, large-scale event participants/security 

personnel, nursery institutions/school teachers and students are also recommended to be vaccinated against influenza.  

 

It is best to get the flu vaccine every year. On the one hand, since the strains circulating each year may change; 

On the other hand, whether it is recovery after infection or vaccination, the immunity acquired by the body will decay 

over time. For example, clinical trials suggest that the protective effect of inactivated influenza vaccine against 

antigenically similar strains can be maintained for 6 to 8 months. 

 

<< Table 1: Types and specifications of influenza vaccines issued in domestic batches>> 

 

The types of influenza vaccines approved for marketing and batch issued in my country from 2021 to 2022, all of 

the above vaccines have good immunogenicity to the H3N2 subtype. 丨  "Technical Guidelines for Influenza 

Vaccination in China (2021-2022)" 

 

Therefore, there are high-risk groups at home or friends who are worried about their own health. You can check the 

influenza vaccine appointment information through the local health and construction commission, CDC, etc. This year's 

vaccine has been launched in some areas. 

 

At the same time, due to the lack of research evidence on the immunogenicity and safety effects of simultaneous 

administration of influenza vaccine and novel coronavirus vaccine, according to the "Technical Guidelines for Novel 

Coronavirus Vaccination (First Edition)", the interval between influenza vaccine and novel coronavirus vaccination 

should be greater than 14 days. 
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近日，我国包括海南、福建、广东在内的部分南方省份流感病毒检测阳性率持续上升。 

 

中国国家流感中心监测数据显示，仅 6 月 6 日~12 日一周内，南方省份哨点医院报告的 ILI% （指流感样

病例占门急诊病例的百分比）为 5.8%，这一数据高于 2019~2021年同期水平（4.4%、3.0%、4.3%）。与此同

时，北方省份流感活动处于极低水平，仅检测到零星流感病毒。 

 

表 1 流感样病例监测实验室检测结果 

1) Children under the age of 5 (especially those under the age of 2); 

2) Seniors over 65 years old; 

3) Pregnant women and women within two weeks after giving birth; 

4) Obese persons; 

5) People with chronic diseases or compromised immune systems. 

 



  南方省 北方省 合計 

検査数 4672 1893 6565 

陽性数（％） 1067(22/8%) 0 1067(16.3%) 

A 型 1055(98.9%) 0 1055(98.9%) 

A(H3N2) 1055(100%) 0 1055(100%) 

A 型（H1N1) 0 0 0 

A (unsubtyped) 0 0 0 

B 型 12(1.1%) 0 12(1.1%) 

B 型未分系 0 0 0 

Victoria 12(100%) 0 12(100%) 

Yamagata 0 0 0 

 

6 月 6 日~12 日，我国南方省份与北方省份流感监测结果，南方共检出 1067 例，北方未检出。丨《2022 年

第 23 周第 704 期中国流感监测周报》 

 

在新冠疫情的大背景下，突然上升的流感病例数让不少南方朋友担忧，这是不是预示着一轮严重的流感疫

情即将来临？ 

 

南方夏季暴发流感其实并不反常 

与普通感冒不同，流感是一种由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，常常突然暴发、迅速扩散。 

 

表 1： 流感和普通感冒的主要区别与特点 

  流感 普通感冒 

致病原 流感病毒 鼻病毒、冠状病毒等 

流感病原学检测 阳性 阳性 

传染性 强 弱 

发病的季节性 有明显季节性（我国北港为 11月至次年 3月多发) 季节性不明显 

发热程度 多高热(39-40℃)，可伴寒颤 不发热或轻、中度热，无寒颤 

发热持续时间 3-5天 1-2天 

全身症状 重。头痛、全身肌肉酸痛、乏力 轻或无 

病程 5-10天 5-7天 

并发症 可合并中耳炎、心肌炎、脑膜炎或脑炎 少见 

普通感冒与流感的区别丨《流行性感冒诊断与治疗指南》（2011） 

 

流感的发生具有一定的季节性。在我国北方，流感暴发以冬春季为主。但在南方，由于气温、湿度等的影

响，夏季和冬春季都是流感可能的高发期。例如有研究者曾分析过广东省清远市 2014~2018 年流感发生的流

行病学特征，发现当地流感流行的季节性高峰在夏季和冬春季，呈现双峰型。在靠近赤道的热带地区，流感

更是一年四季都可能暴发。 

 

此外监测结果显示，近一两个月以来，南方省份流感病例绝大多数为甲型流感中的 H3N2 亚型。 

 

人感染流感病毒可以分为甲（A）、乙（B）、丙（C）三型。其中甲型流感中的 H1N1、H3N2 亚型，乙型流

感中的 Yamagata、Victoria 谱系，是 4 种最为常见的、引发人季节性流感的病毒类型。H3N2 传播效率较高，

短期内南方阳性病例数可能还会持续增加，尤其是托幼机构、中小学等环境中。 

 



 
最常引发人季节性流感的几种流感病毒丨 cdc.gov 

 

所以根据目前已有的信息来看，此次南方流感疫情暴发并不存在季节反常，病原体本身也是最常见的流感

毒株，是医疗卫生工作者们的“老对手”，不存在明显变异。对于此次南方省份流感病例数的增多，目前国家

和地方疾控中心提示应及时报告病例、加强防范，但并未发表声明称此次疫情超出常规。因此南方朋友们在

关注相关消息、防范感染的同时，不用过于惊慌。 

 

防范新冠的措施，对流感同样有效 

和新冠病毒一样，流感病毒也主要通过呼吸道飞沫传播，因此戴口罩、勤洗手、多通风、少聚集同样是预防

流感的有效手段。 

 

流感患者和隐性感染者都是该病的传染源。如果你身边出现了流感病人，你近期又在没有防护的情况下与

其密切接触过，可以去有条件的医院做流感病毒核酸或快速抗原检测，这两种方法都适用于流感的早期诊断。 

 

如果已经突发高热、肌肉疼痛、持续干咳、全身乏力等流感样症状，在排除新冠肺炎的基础上，应该怀疑可

能是流感，此时也应尽快就医，核酸检测、抗原检测、病毒分离都可以帮助确定诊断。 

 

对于免疫功能正常的人，流感通常是自限性的、症状也较轻，1~2周内便可痊愈，此期间应尽量避免与他人

接触，也可接受对症治疗。 

 

而免疫功能低下的人感染流感病毒后，可能会有病毒性肺炎、神经系统损害等并发症甚至生命危险，此时

治疗难度会增加，需要在医生指导下根据个体情况采取抗病毒治疗等。 

 

为了尽可能避免意外感染后的重症和死亡风险，在没有禁忌症的情况下，高风险人群最好接种当年对应的

流感疫苗。流感疫苗在我国大多数地区属于二类疫苗（非免疫规划类疫苗），需要自愿、自费接种。虽然接种

了疫苗不能保证 100%避免感染，但它能很大程度上减少并发症、降低重症率与死亡率。 
 

高风险人群主要包括： 

 
 

此外，目前国内也建议医疗卫生工作者、大型活动参加人员/保障人员、托幼机构/中小学校教师学生等重点

人群接种流感疫苗。 

 

流感疫苗最好每年接种。一方面是因为每年流行的毒株可能会发生变化；另一方面无论是感染后恢复还是

接种疫苗，人体获得的免疫力都会随时间衰减。比如临床试验提示，接种灭活流感疫苗对抗原类似毒株的保

护作用可维持 6~8 个月。 

① 5 岁以下的幼儿（尤其是 2 岁以下的）； 

② 65 岁以上的老人； 

③ 孕妇以及分娩后两周内的女性； 

④ 过度肥胖者； 

⑤ 有慢性疾病或者免疫系统受损的人。 



 

表 1. 2021-2022年度国内批签发的流感疫苗类型、规格 

厂家 疫苗类型 规格 

三价灭活疫苗   

深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 裂解 0.5ml/0.25ml 

华兰生物疫苗有限责任公司 裂解 0.5ml/0.25ml 

长春生物制品研究所有限责任公司 裂解 0.5ml/0.25ml 

北京科兴生物制品有限公司 裂解 0.5ml/0.25ml 

中逸安科生物股份有限公司 亚单位 0.5ml 

大连雅立峰生物制药有限公司 裂解 0.5ml/0.25ml 

三价减毒活疫苗   

长春百科生物科技股份公司 减毒活疫苗 0.2ml 

四价灭活疫苗   

华兰生物疫苗有限公司 裂解 0.5ml 

江苏金迪克生物技术股份有限公司 裂解 0.5ml 

长春生物制品研究所有限责任公司 裂解 0.5ml 

上海生物制品研究所有限责任公司 裂解 0.5ml 

武汉生物制品研究所有限责任公司 裂解 0.5ml 

北京科兴生物制品有限公司 裂解 0.5ml 

数据来源：中国食品药品鉴定研究院   

 

我国 2021~2022 年度国内批准上市及批签发的流感疫苗种类，以上疫苗均对此次 H3N2 亚型有良好的免疫

原性。丨《中国流感疫苗预防接种技术指南(2021-2022)》 

 

所以家里有高危人群或者担忧自身健康的朋友，可以通过当地卫建委、疾控中心等查看流感疫苗预约信息，

今年的疫苗已经在部分地区上线。 

 

同时，由于目前尚缺乏流感疫苗与新冠疫苗同时接种免疫原性和安全性影响的研究证据，根据《新冠病毒

疫苗接种技术指南（第一版）》，流感疫苗与新冠病毒疫苗接种间隔应大于 14 天。 
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