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6 大主要グループをインフルエンザから守れ 
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原題：省 CDC： 6大対象者をインフルエンザから守れ 

 

広東省ではインフルエンザの夏季ピークに達した！ インフルエンザモニタリングデータによれば、外来

患者 100 人中 7 人に咳やのどの痛みなどのインフルエンザ様症状を伴う 38 度以上の発熱があった。 イン

フルエンザ≠一般の風邪であって、広東省 CDC が以下のように注意喚起をしている： 今こそ、高齢者や

児童、妊婦、慢性疾患患者、乳幼児の世話をする人々や医療スタッフなどの 6 大グループは特にインフル

エンザの予防に努めねばならない。 

さらに、期末試験の時期も近づいているため、キャンパスでは手足口病やヘルペス性咽頭炎、麻疹、風

疹、おたふくかぜなどの予防に努めねばならない。 

 

インフルエンザがやってきた！ 

広東省では既に夏の流行ピーク入り 

最近、一部の病院の発熱外来は受診者で溢れている。我々の周囲の人々に相次ぎ咽頭痛や咳、発熱とい

った症状が現れており、広東省疾病管理センター感染症予防管理所所長で、副主任医師の康敏医師は「最

近の広東省では、冬～春季と夏季という二つのインフルエンザピーク期があり、インフルエンザモニタリ

ングデータでは、広東省がすでに流行のピーク期に突入してことが示唆される」と指摘した。  

 

紹介によれば、広東省は、州内のインフルエンザを注意深く監視し続けるとともに、インフルエンザ流

行の警戒ラインとして外来診療所でのインフルエンザ症例比率（ILI％）5％を設定してきたとのことだ。 

 

康敏所長は、モニタリングにより広東省で最近インフルエンザの活動レベルが上がってきており、イン

フルエンザ用症状の患者の受診数が増加していることが分かると指摘している。2022 年の第 22 週、つま

り、5 月 30 日～6 月 5 日の間のデータによれば、外来患者の中で、インフルエンザ様患者の比率（ILI％）

は 7.29％に達しており、『問診外来患者 100 か所で 7 人に 38℃以上の発熱があり、咳あるいは咽頭痛など

のインフルエンザ様症状があり、広東省がすでに夏場のインフルエンザピーク期に入ったことを示してい

ます。』 

 

記者が、広州市婦女児童医療中心（センター）から聞いたところでは、5月末から当該医院の二つの病院

区における一日当たり発熱外来受診者数が明らかに増加、直近の 3 日間だけで昨年の同期と比較しても 2

倍になっているが、いまだにピーク期のただなかにあるとのことだ。 

 

紹介によると、インフルエンザウイルスの変異規律（宮本注： 法則？）によれば、一般的に数年に一度

は中小規模の流行があり、広東省における最近の多湿・雨天という気候もまた一定程度影響するとのこと

だ。 

 

元々これだった！ 

現在流行の優勢株は H3N2 

インフルエンザ（流行性感冒）は、略すと『流感』だが、これはインフルエンザウイルスにより引き起こ

される感染性が強く、急速に広がる急性の呼吸器感染症の一種だ。ウイルスは A 型、B 型、C 型、D 型の

四つに分類され、現在、主にヒトに感染するのは、A型インフルエンザウイルス中の A（H1N1）pdm09と

A（H3N2）亜型および B型インフルエンザウイルス中の B（Victoria）と B（Yamagata）系とされ、我々が

通常 A型インフルエンザ、B型インフルエンザと呼んでいるものである。 

 

広東省では、最近いろいろなインフルエンザウイルスの亜型が順繰りに流行しているということだが、

それでは、今広東省で流行しているのはどんなインフルエンザなのか？ 

 

康敏所長は、広東省全土におけるインフルエンザの病因学モニタリングの結果、今はやっているのは A



型のものであることが分かったという。現在、省内のインフルエンザは『A3型』、つまり A（H3N2）亜型

のインフルエンザウイルスである。A（H3N2）亜型のインフルエンザウイルスは常見されるもので、広東

省においては過去数年間では 2015年や 2017年の夏場に流行している。 

 

インフルエンザは普通の風邪にあらず！ 症状はどのようなものか？ 

専門家は、インフルエンザ≠一般的な風邪であると指摘、この 2 つをできるだけ早く区別するために、

速やかに病院を受診し、インフルエンザにいおる合併症を防がねばならないという。 

 

インフルエンザに感染した場合の症状はどのようなものか？ 

省 CDCの専門家は、インフルエンザの主な症状は、発熱や咳、咽頭痛、頭痛、筋肉痛、悪寒、疲労倦怠

感、食欲の減退だが、一部の患者には嘔吐や腹痛、下痢などの症状が現れる。多くの患者は発症から 3～4

日すると徐々に体温が下がり、全身の症状も好転するが、咳は 1～2週間続くことがある。 

 

インフルエンザの危害は軽んじてはならない。インフルエンザで最もよくみられる合併症は肺炎だが、

他にも急性心筋梗塞や脳卒中、中枢神経の損傷などもある。5歳以下の児童や 60歳以上の老人、基礎疾患

や慢性呼吸器疾患などを持つ人たち、妊婦などはインフルエンザウイルス感染後に重症化しやすい。 

 

服薬は慎重に！インフルエンザには抗生物質は効かない 

インフルエンザ様症状が現れたらどうすればよい？ 

 

省 CDC専門家はまず病気（インフルエンザ）にかかったら通学通勤せぬようにと提案している。大人で

あれ子供であれ、自宅で休息をとるようにと提案している。 

 

次に、重度の症状が現れた場合、早急に病院を受診し、医師の指導の下で、抗ウイルス製剤を服用する

必要がある。容体の変化を絶えず観察し、もし高熱が続いたり、激しい咳や呼吸困難、顔色の変化、激しい

嘔吐、下痢などの症状が現れたら、速やかに医師の診察を受けなければあらない。 

 

特に強調すべきは、インフルエンザに抗菌薬物（抗生物質）の盲目的あるいは不適切な使用を避けるこ

とが重要だということだ。抗生剤は、インフルエンザには効果がないが、インフルエンザにより併発され

る細菌性肺炎や中耳炎、副鼻腔炎にのみ使用されるべきだ。子供の場合、アスピリンあるいはアスピリン

を含む薬物やサリチル酸製剤の使用は禁忌である。 

 

インフルエンザ予防： 日頃の防護 ＋ インフルエンザワクチン 

康敏は、『研究によると、インフルエンザ患者が一回くしゃみをすることで発生する飛沫は最大で 8メー

トルまで達し、26万個のウイルスが含まれている。 つまり、インフルエンザは主に患者のくしゃみや咳な

どの飛沫により感染が広がるということだ。さらに、患者の口や鼻、目などの粘膜への接触でも感染する

ことがある。 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ため、インフルエンザの発症

率は高く、一般的に全てのヒトに感染しやすくなる。』 

 

インフルエンザを防ぐには？ 

まず、日頃から防御をしっかりすること。 手洗いの励行や、通風をよくすること、ヒトの集まるような

場所には努めて行かぬようにすることだ。 

 

さらに、インフルエンザワクチンの接種が推奨される。ワクチン接種は、インフルエンザ予防に最も有

効な手段であり、重症化や合併症を発生させるリスクを低減させられる。 インフルエンザウイルスは変異

しやすいため、WHOは、全世界のインフルエンザ調査に基づき、毎年ワクチン成分の更新をしているが、

特に老人や児童、妊婦、慢性疾患患者、乳幼児のケアラー、医療スタッフなどには、「毎年接種」を推奨し

ている。 

 

特記事項： ワクチン接種後の保護効果は 6～8 か月間続くが徐々に減衰するため、毎年接種することが

有効な保護につながる。 

 

家に学生がいる場合、これらの病気にも注意が必要 

１． 手足口病、ヘルペス性咽頭炎 



6月は 5月に比べ、広東省全土で手足口病が大幅に増加、アウトブレイクのリスクが高まるが、保育施設

が、手足口病やヘルペス性咽頭炎予防管理上のより重要な場所となる。 

感染予防ガイドライン：手洗いの励行、喚気通風、ヒトの密集を避ける、清潔を保つ、注意深い観察、ワ

クチン接種、患者から遠ざかる（EV71 は手足口病患者が重症化、死亡に発展するウイルスタイプであり、

EV71 ワクチンを生後 6 か月から 5 歳までの菅に接種することで EV71 により引き起こされる手足口病を

予防することができる。 生後 12か月までに接種完了するように提案する）。 

 

２． 麻疹、風疹、おたふく風邪 

麻疹： 重点対象者は麻疹未接種の学齢期児童 

風疹： 学校や工場など、人が集まる場所でクラスター発生の恐れがある。重点対象者は出産適齢の婦女。 

おたふく風邪： 小中学校が主な場所で；重点対象者は、おたふく風邪ワクチンの未接種あるいはMMR

ワクチンの 2回接種未完了の適齢期児童 

感染予防ガイドライン： 麻疹、風疹、おたふく風邪予防の最も簡便で有効な方法は、MMR ワクチンの

2回接種である。 

 

患者の隔離： 麻疹患者は原則として発疹出現後 5 日間、肺部感染者は発疹出現後 14 日間、風疹患者は

発疹出現後 5日間、おたふく風邪の患者は耳下腺の腫れが引いてから 5日間の隔離とされる。 

 

文/何雪华、伍仞 通讯员粤疾控、周密 

(责编：陈育柱、李语) 
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Guangdong CDC: Six major groups of people should be especially protected 

against influenza 
People's Daily Online Guangdong Channel gd.people.com.cn 2022-06-21 09:12 Source: 

Guangzhou Daily 

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

Original title: Provincial Disease Control: Six major groups of people should be specially guarded against influenza 

 

The epidemic peak of Guangdong flu in summer has reached! According to influenza surveillance data, an average 

of 7 out of 100 outpatient cases had a fever over 38°C, accompanied by flu symptoms such as cough or sore throat. 

Influenza ≠ common cold, Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention reminds: At present, 

six major groups of people, including the elderly, children, pregnant women, patients with chronic diseases, those who 

take care of infants and young children, and medical personnel, need to be especially prepared against influenza. 

In addition, the final exam is approaching, and the campus must guard against hand, foot and mouth disease, herpetic 

angina, measles, rubella, and mumps. 

 

The flu is coming! 
Guangdong has entered the peak of summer epidemic 

Recently, fever clinics in some hospitals are full of people. People around us have symptoms of sore throat, cough, 

and fever one after another. Kang Min, director and deputy chief physician of the Guangdong Provincial Center for 

Disease Control and Prevention, pointed out that, Guangdong recently has two influenza epidemic peaks in winter~ 

spring and in summer. Influenza surveillance data suggest that the province has entered the peak of influenza epidemic 

in summer. 

According to reports, Guangdong has been closely monitoring influenza throughout the province, and has set the 

proportion of influenza-like cases (ILI%) in outpatient clinics to reach 5% as an influenza epidemic warning line. 

Kang Min pointed out that the monitoring found that the recent high level of influenza activity in Guangdong is 

directly reflected in the increase in the number of patients with influenza-like symptoms. According to the data from 

May 30 to June 5 in the 22nd week of 2022, the proportion of influenza-like cases (ILI%) in outpatient clinics reached 

7.29%,"It shows that 7 out of 100 outpatient cases are people with fever over 38°C and flu symptoms such as cough or 

sore throat, which indicates that our province has entered the peak of influenza summer." 

The reporter learned from the Guangzhou Women's and Children's Medical Center that since the end of May, the 

number of single-day fever clinics in the two campuses of the hospital has increased significantly. In the past three days, 

it has doubled in the same period last year, and is still at its peak. 

According to reports, according to the variation law of influenza virus, there will generally be a small and medium-

http://gd.people.com.cn/n2/2022/0621/c123932-40003709.html


sized epidemic of influenza every 5 years or so, and the recent humid and rainy climate in Guangdong may also have 

a certain impact. 

 

It turned out to be it! 
The current predominant strain is H3N2 

Influenza, referred to as "flu", is a highly contagious and fast-spreading acute respiratory infectious disease caused 

by influenza virus. Influenza viruses are divided into four types: A, B, C, and D, at present, it is mainly A (H1N1) 

pdm09 and A (H3N2) subtypes of influenza A virus and B (Victoria) and B (Yamagata) lines of influenza B virus. That 

is what we usually call a stream, a stream. 

In Guangdong, different influenza virus subtypes have been circulating alternately in recent years. So, what kind of 

influenza is currently circulating in Guangdong? 

According to Kang Min, the influenza etiological monitoring results in Guangdong Province show that influenza A 

is currently prevalent. At present, the predominant strain of influenza in the province is "Type A 3", namely A (H3N2) 

subtype influenza virus. A(H3N2) subtype influenza virus is a common influenza subtype, which has been prevalent in 

Guangdong in the past years such as 2015 and 2017 summer. 

 

Influenza ≠ common cold! What are the symptoms? 

Experts point out that flu ≠ common cold, and to distinguish between the two as soon as possible, you should seek 

medical attention in time to avoid flu complications. 

 

What are the symptoms of having the flu? 
Provincial disease control experts pointed out that, influenza is mainly manifested as fever, cough, sore throat, 

headache, muscle pain, chills, fatigue, loss of appetite, and vomiting, abdominal pain, and diarrhea in some children. 

In most patients, the body temperature gradually subsided 3 to 4 days after the onset of the disease, and the systemic 

symptoms improved, but the cough could last for 1 to 2 weeks. 

 

The dangers of influenza cannot be underestimated. Pneumonia is the most common complication of influenza, and 

other complications include acute myocardial infarction, stroke, and central nervous system damage. Children under 5 

years old, elderly people over 60 years old, people with underlying diseases such as chronic respiratory diseases, and 

pregnant women are more likely to develop severe cases after being infected with influenza virus. 

 

Use with caution! Antibiotics are not effective against flu 
What should we do if you have flu-like symptoms? 

 

At first, provincial disease control experts do not recommend going to school and work with illness (flu). Whether 

adults or children, it is recommended to rest at home. 

Secondly, when severe symptoms occur, you should seek medical attention as soon as possible, and use antiviral 

drugs under the guidance of your doctor as soon as possible. Observe the changes of the condition at any time. Once 

symptoms such as persistent high fever, severe cough, difficulty breathing, change of coloring, severe vomiting and 

diarrhea appear, seek medical attention in time. 

In particular, it is important to avoid blind or inappropriate use of antibiotics (antibiotics) in response to influenza. 

Antibiotics are ineffective against influenza and are only indicated when influenza is secondary to bacterial pneumonia, 

otitis media, and sinusitis. Children should not use aspirin or aspirin-containing medicines and other salicylic acid 

preparations. 

 

Influenza Prevention: Daily Protection + Influenza Vaccine 
Kangmin pointed out "Research has shown that, the droplets produced by a sneeze from a flu patient can leach up to 

8 meters away, and can contain about 260,000 flu viruses. It is precisely because the flu is mainly transmitted through 

droplets such as sneezing and coughing. It can also be spread through contact with the mucous membranes of the 

patient's mouth, nose, and eyes. Contact with virus-contaminated items can also cause infection, so the incidence of 

influenza is high, and the whole population is generally susceptible." 

 

How can we prevent the flu? 
First, protect yourself daily. Wash your hands frequently, ventilate frequently, and try to avoid going to crowded 

places. 

 

In addition, influenza vaccination is recommended. Vaccination is the most effective way to prevent the flu and can 

significantly reduce the risk of serious complications for those who receive it. Because influenza viruses are prone to 

mutation, the World Health Organization will update the vaccine composition annually based on global influenza 

surveillance and recommend annual vaccination, especially for the elderly, children, pregnant women, patients with 



chronic diseases, those who take care of infants and young children, and medical staff. 

Special reminder: The protective effect of influenza vaccine in humans can last for 6 to 8 months, and gradually 

weaken over time, so it should be vaccinated every year to obtain effective protection. 

 

There are students at home, but also to prevent these diseases 
1. Hand, foot and mouth disease, herpetic angina 

In June, the epidemic intensity of hand, foot and mouth disease in Guangdong Province will increase significantly 

compared with that in May, and the risk of outbreak will increase. Nurseries are also key places for the prevention and 

control of hand, foot and mouth disease and herpetic angina. 

Disease prevention guidelines: Wash hands frequently, ventilate frequently, avoid gatherings, clean frequently, 

observe frequently, vaccinate, and stay away from sick people (EV71 is a type of virus that is more likely to cause hand, 

foot and mouth cases to develop into severe disease or even death. EV71 vaccine (6 months to 5 years old) can 

effectively prevent hand, foot and mouth disease caused by EV71 infection. It is recommended to complete the 

vaccination program before 12 months of age). 

 

2. Measles, Rubella, Mumps 
Measles: The key population is school-age children who have not been vaccinated against measles in time. 

Rubella: There is a possibility of local cluster outbreaks in places where people gather, such as schools and factories. 

Mumps: The key places are primary and secondary schools; the key population is school-age children who have not 

been vaccinated and who have not completed 2 doses of mumps vaccine. 

Disease prevention guidelines: The easiest and most effective way to prevent measles, rubella and mumps is to 

receive 2 doses of MMR (Measles, Mumps. Rubella) vaccine. 

 

Isolation of patients: In principle, measles patients are isolated for 5 days after the rash appears, and those with 

concurrent pulmonary infection are extended to 14 days after the rash appears. 

Rubella patients were isolated until 5 days after the rash appeared. 

Mumps patients, 5 days after the parotid gland swelling disappeared. 

 

Text / He Xuehua, Wu Ren Correspondents Guangdong CDC, Zhou Mi 

(Editors: Chen Yuzhu, Li Yu) 

 

 

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

广东省疾控：六大人群要特别防范流感 
人民网广东频道 gd.people.com.cn 2022-06-21 09:12 来源： 广州日报 
-------------------------------------------------------------------------------- 

原标题：省疾控:六大人群要特别防范流感 

广东流感夏季流行高峰杀到！据流感监测数据，平均 100 个门诊病例中 7 人出现发热超过 38℃，伴有咳嗽或咽

痛等流感症状。流感≠普通感冒，广东省疾病预防控制中心提醒：当前老年人、儿童、孕妇、慢性病患者、照顾婴

幼儿人员和医务人员等六大人群要特别防范流感。 

此外，期末考试将至，校园还要防范手足口病、疱疹性咽峡炎、麻疹、风疹、流行性腮腺炎。 

 

流感来袭！ 

广东已进入夏季流行高峰 

近期，一些医院发热门诊就诊人数爆满，身边的人陆陆续续出现咽喉痛、咳嗽、发热的症状，广东省疾病预防控

制中心传染病预防控制所所长、副主任医师康敏指出，广东近年存在冬春季和夏季两个流感流行高峰，流感监测数

据提示，本省已进入流感夏季流行高峰。 

据介绍，广东一直在全省范围内严密进行流感监测，并设置门诊中流感样病例占比（ILI%）达到 5%作为流感流行

警戒线。 

康敏指出，监测发现广东近期流感活动水平高，直接反映在流感样症状患者就诊增多。根据 2022 年第 22 周即 5

月 30 日~6 月 5 日的数据，门诊中流感样病例占比（ILI%）达 7.29%，“说明平均 100 个门诊病例中有 7 个是发热超

过 38℃，伴有咳嗽或咽痛等流感症状的人，提示我省已进入流感夏季高峰。” 

记者从广州市妇女儿童医疗中心获悉，从 5 月底以来，该院两个院区单日发热门诊量就开始明显增加，最近 3 天

更达到去年同期两倍，目前仍处于高峰期。 

据介绍，按照流感病毒变异规律，一般每 5 年左右会出现一个流感的中小型流行，近期广东潮湿多雨的气候也可

能有一定影响。 

 



原来是它！ 

当前流行优势毒株是 H3N2 

流行性感冒，简称“流感”，是由流感病毒引起的一种传染性强、传播速度快的急性呼吸道传染病。流感病毒分

为甲、乙、丙、丁四型，目前感染人的主要是甲型流感病毒中的 A（H1N1）pdm09和 A（H3N2）亚型及乙型流感病毒

中的 B（Victoria）和 B（Yamagata）系。也就是我们通常所说的甲流、乙流。 

而在广东，近年来存在不同流感病毒亚型交替流行，那么，目前广东正在流行的是什么流感？ 

康敏介绍，广东全省流感病原学监测结果显示，目前流行的是甲型流感。当前本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，在广东既往的多个年份比如 2015 年、

2017 年夏季均有流行。 

 

流感≠普通感冒！症状有哪些？ 

专家指出，流感≠普通感冒，尽早区分二者，应及时就诊，避免发生流感并发症。 

 

感染流感的症状有哪些？ 

省疾控专家指出，流感主要表现为发热、咳嗽、咽喉痛、头痛、肌肉痛、畏寒、寒战、疲倦、食欲减退，部分患

儿还会出现呕吐、腹痛、腹泻等。多数患者于发病 3~4 天后体温逐渐消退，全身症状好转，但咳嗽可持续 1~2 周。 

流感的危害不能轻视。肺炎是流感最常见的并发症，其他并发症包括急性心梗、脑卒中枢神经系统损伤等。5 岁

以下儿童、60 岁以上老年人、有基础疾病如慢性呼吸系统疾病等人群、孕妇等感染流感病毒后较易发展为重症病

例。 

 

谨慎用药！抗生素对流感无效 

出现流感样症状怎么办？ 

省疾控专家首先不建议带病（流感）上学上班。无论大人还是小孩，建议居家休息。 

其次，出现严重症状时应尽快就医，尽早在医生指导下使用抗病毒药物。随时观察病情变化，一旦出现持续高热、

伴有剧烈咳嗽、呼吸困难、神态改变、严重呕吐与腹泻等症状，应及时就医。 

特别要强调的是，应对流感，要避免盲目或不恰当使用抗菌药物（抗生素）。抗生素对流感无效，仅在流感继发

细菌性肺炎、中耳炎和鼻窦炎等情况时才有使用抗生素的指征。儿童忌用阿司匹林或含阿司匹林的药物以及其他水

杨酸制剂。 

 

预防流感：日常防护+流感疫苗 

康敏指出有研究表明，流感患者一个喷嚏产生的液滴最大可达 8 米远，可包含约 26 万个流感病毒，正是因为流

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，因此流感发病率高，全人群普遍易感。 

 

如何预防流感？ 

首先，日常做好防护。勤洗手、勤通风、尽量避免去人群聚集场所。 

此外，建议接种流感疫苗。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。

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，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。 

特别提醒：人体接种流感疫苗后产生的保护作用可维持 6~8 个月，随时间推移而逐渐减弱，因此应每年接种才能

获得有效保护。 

 

家有学生还要防范这些病 

1.手足口病、疱疹性咽峡炎 

6 月广东全省手足口病流行强度较 5 月将明显上升，暴发疫情风险将有所增加。托幼机构更是防控手足口病、疱

疹性咽峡炎的重点场所。 

防病指引：勤洗手、勤通风、少聚集、勤清洁、勤观察、打疫苗（EV71 是更容易导致手足口病例发展为重症甚至

死亡的病毒型别，接种 EV71 疫苗（6 月龄~5 岁）可有效预防 EV71 感染引起的手足口病。建议在 12 月龄前完成接

种程序。）、远病患。 

 

2.麻疹、风疹、流行性腮腺炎 

麻疹：重点人群为未及时接种麻腮风疫苗的适龄儿童。 

风疹：学校、工厂等人口聚集场所存在局部出现聚集性疫情的可能。重点人群为育龄妇女。 

流行性腮腺炎：重点场所为小学和中学；重点人群为未接种和未完成 2 剂麻腮风疫苗接种的适龄儿童。 

防病指引：预防麻疹、风疹和流行性腮腺炎最简便、最有效的方法，就是分别接种 2 剂次麻腮风疫苗。 

隔离病患：麻疹病人原则上隔离至出疹后 5 天，并发肺部感染者延长至出疹后 14 天。风疹病人隔离至出疹后 5



天。流行性腮腺炎病人，腮腺肿大消失后 5 天解除隔离。 
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