
新 r日 対 照 表

陳料 2-2l
(変更点は下線部で示す｡)

厚 ､生 労 働 省 厚 生 労 働 省

医療の確保､検疫､学校 .保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針 (三 医療の確保､検疫､学校 .保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針 (壁

定盤L1.基本的考え方 定版)-1.基本的考え方

平成 21年且且ユ_旦旦付け厚生労働省 ｢医療の確保､検疫､学校 .保育施設 平成 21年且且旦_旦且 付け厚生労働省 ｢医療の確保､検疫､学校 .保育施設

等の臨時休業の要請等に関する運用指針｣塵基盤出 について､_諸外国の患者 等の臨時休業の要請等に関する運用指針｣について､諸外国の患者発生状況､

発生状況､これまでの我が国の患者発生状況尊にかんがみ､以下のように改定するo(今回の改定の背景) これまでの我が国の患者発生状況等にかんがみ､以下のように改定するo(諸外国の患者発生状況)

① 国内における新型インフルエンザ (A/HIN l O以下同じ○)の感染 今回の新型インフルエンザ (A/HINlO以下向じo)については､現在

の拡大 においても感染者数は増加 してお り､特にこれから冬を迎える南半球において

我が国における感染の状況について､全国約 5,000箇所の定点医療 増加が著 しいo平成 21年 6月 12日.(日本時間)､世界保健機関..(WHO)は感染状融 こつい七異なる複数の地域 (大陸)の国において地域 ､(コミユ土テ -

機関で行 うインフルエンザサーベイラ ンスの調査結果によれば｣定■点医療 イ)での持続的な感染が認められると､し十､-2009年改訂ガイ ドラインに基

機関当た りめインフルエンザの患者報告数が､平成 21年第 33週 (8月 づくWHO~フェーズ分類を6とし､世界的なまん延状況にあると宣言 したoそ

10日から8月 16日までo).時点で全国平均 1.69とな り､季節性イ の上で､WHOは加盟国に対rL､引き続き警戒を求めるとともに､社会経済的

ンフルエンザにおける流行開始の目安 としてい_る1.00を上回り､更に 混乱を招かないよう各国の状況に応 じて柔軟に対応することを求めているo

その後増大 しているnインフルエンザウイルスサーベイランスの結果 と合 (我が国の患者発生状況と今後の見通 し)我が国における感染の状況については､一部地域において､海外渡航歴のあ ■

わせ､その大部分は､新型インフルエンザウイルスの感染患者であると考

えられ､今回の新型インフルエシザについては､既に流行期が開始となり､
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② 死亡_や重症例の報告の増加

今回の新型インフルエンザは､多くの感染者が軽症のまま回復すること､

抗インフルエンザウイルス薬の治療が有効であることなど､季節性インフ

ルエンザと類似する点も多いが､他方､その特性 として､基礎疾患を有す

る者等は重症化の可能性が高いとの報告がある｡実際に､ 8月 15日には

新型インフルエンザ確定患者の死亡が国内で初めて確認され､基礎疾患を

有する者の死亡や小児の脳症や肺炎による重症例は､ 目下少数例にとどま

っているものの､報告数 として増加 しつつある｡

③ 冬期の南半球における感染拡大と医療機関の混乱等の発生

今回の新型インフルエンザについては､世界保健機関 (WHO)がwH

○フェーズ分類を6とし､世界的なまん延状況にあると宣言 した後､WH

Oの集計感染者数は増加 し､感染地域 も世界的に拡大 しているO特に既に

冬を迎えた南半球においては､多 くの者が感染 し､死亡者や医療機関の混

乱が報告されている国もある｡WHOは加盟国に対 し､引き続き警戒を求

めるとともに､感染拡大は完全には阻止できないことを前提に感染者の重

症化防止に向けて､社会経済的混乱を招かないことを視野に入れつつ､各

国の状況に応 じてワクチン対策､医療体制の確保等について柔軟に対応す

ることを求めている｡

④ 死亡 ･重症例の更なる増加及び医療機関が混乱するおそれを想定 した対

生

我が国の感染状況､南半球における纏験を踏まえれば､今後冬期を迎え

る我が国においても､感染拡大により､死亡者 ･重症者が更に増加 し､医

療機関が混乱するおそれがあることを想定して対処する必要がある0

(基本的考え方)

(削除)
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-したがって､秋冬に向けて国内での患者数の大幅な増加が起こりうるとい う

観点に立ちつつ､患者数の急激で大規模な増加をできるだけ抑制 ･緩和するこ

とにより社会活動の停滞や医療供給-の影響を低減させる｡また､ほとんどの

者は軽症のまま回復 しているが､一部の基礎疾患を有する者等は重症化するこ

とが分かっている｡ したがって､軽症の人が自宅療養を行 うこと等により､患

者数の増加に伴い増えると考えられる医療機関の負担を可能な限り減らし､重

症患者に対する適切な医療を提供することを目指すことが必要であるa

また､患者の把握についても､個々の発生例ではなく､患者数の大幅な増加

の端緒となる事例や全国的な傾向を的確かつ速やかに探知 し､対策につなげて

いくことが必要である｡

さらに､患者数の急激で大規模な増加を見てから､対策の変更を講 じること

は､現場の混乱を引き起こしかねない｡現時点を､感染拡大防止措置により患

者の増加を抑制 しつつ､秋冬の事態に対応するための準備の期間と位置付け､

上記のような状況の変化を踏まえ､以下のような基本的考え方に基づと二三､王

墓2以下に述べる対策を速やかに講 じるものとする｡

① 大規模な流行が生 じた場合においても患者数の急激な増加に対応できる

病床の確保 と重症患者の救命を最優先とする医療提供体制の整備を進める

② 適塾を院内感染対策の実施や積極的な広報の展開等によ且基礎疾患を有

する者等の感染防止対策の強化を行 う｡

③ 急速に感染が拡大する情勢にあることや､ら､患者数の大幅な増加の端緒

となる事例や全国的な傾向を的確かつ速やかに探知する体制から､重症患

者 ･死亡者の把握､ウイルス性状の変化の探知に重点を移 した体制及び定

点サーベイランスに移行してお り､これを更に円滑に進められるようにす

仮に患者が急増 した場合でも､社会的な混乱が最小限となるよう体制を整えて

いくことが必要である｡

このような観点から､以下の考え方に基づ呈､2以下に述べる対策を速やか

に講 じるものとする｡

① 重症患者数の増加に対応できる病床の確保 と重症患者の救命を最優先と

する医療提供体制の整備

② 院内感染対策の徹底等によ旦基礎疾患を有する者等の感染防止対策の強

化

③ 感染拡大及び ウイルスの性状の変化を可能な限 り早期に探知するサーベ

イランスの華美な実施



亘と_

④ 社会影響とのバランスを考慮した公衆衛生対策の効果的な実施により､

急激な患者の増加を防止するとともに､患者数増加のピークをできるだけ

抑制 し､社会活動の停滞や医療供給-の影響を低減させ､国民が安心して

生活できる環境を推持していく｡

(削除)

2.地域における対応について

(1)発生患者と濃厚接触者-の対応

① 患者

発熱､呼吸器症状等のインフルエンザ様症状を有する者のうち､基礎疾患を

有 しない者については､本人の安静のため及び新たな感染者をできるだけ増や

さない旦塑追外出を自粛 し､抗インフルエンザウイルス薬の内服等も含め医師

の指導に従って自宅において療養する｡

基礎疾患を有する者等 *については､軽症であっても早期にかかりつけ医等

に電話をし､又は医療機関を受診 して､抗インフルエンザウイルス薬の内服等

も含め医師の指導に従って療養するふ

なお､感染が疑われた場合は簡易迅速診断の結果が陰性であっても､あるい

は結果を待たずに速やかに治療を開始する｡

また､基礎疾患の有無によらず､重症者及び重症化するおそれを認める者に

ついては､医師の判断に~より入院治療を行 う｡このとき､医師が必要と認める

場合にはPCR検査等のウイルス検査の実施について保健所に依頼することが

可能である｡

④ 感染の急速な拡大と大規模かつ一斉の流行を抑制 ･緩和するための公衆

衛生対策の効果的な実施

なお､これまでは感染者 ･患者の発生した地域を大きく ｢感染の初期､患者

発生が少数であり､感染拡大防止に努めるべき地域｣と ｢急速な患者数の増加

が見られ

針の運用を行ってきたが､このグループ分けを廃止する｡

2,地域における対応について

(1)発生患者 と濃厚接触者-の対応

① 患者

原則 として患者 (患者 と疑われる者 を含む｡)については､医師の指示等 に

従い､入院措置ではなく､新たな感染者をできるだけ増やさないよ主上.外出を

自粛 し､自宅において療養する｡なお､感染拡大のおそれがある場合などに つ

基礎疾患を有する者等*に対 しては､早期から抗インフルエンザウイルス薬
の投与を行 うC

そのうち､重症化するおそれ蚕互 旦者については優華的にPCR検査を実施
し､必要に応 じ入院治療を行 う｡

なお､医師の判断に資するため､厚生労働省において､医療従事者に対して､
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なお､医師の判断に資するため､厚生労働省において､医療里墜童に対して､

随時､最新の科学的知見等を情報提供することとする｡

また､速やかな受診につなげるため､国民に対 して重症化の兆候及び受診の

方法について周知する

② 濃厚接触者

(削除)

抗インフルエンザウイルス薬の予防投与については特段の理由がない限 り､

推奨 しない｡その一方､基礎疾患を有する者で､患者 と濃厚に接触するなどし

て感染を強く疑われる場合は､医師の判断によ-り抗インフルエンザウイルス薬

の予防投与を行 うことができる｡

インフ/レエンザ患者に対応する医療従事者については､基本的な防御なく明
らかにウイルスに曝露 した場合においては､抗インフルエンザウイルス薬の予

防投与を実施することも検討 し､本人の同意に基づき､医師が投与の要否を判

職務の形態を工夫 した り､マスクの装着や手指消毒の励行､発症が疑われた際

の早期治療 ･休業等により院内感染の予防に十分に注意する｡ /

*基礎疾患を有する者等 :新型インフルエンザに羅患することで重症化する

リスクが高いと考 えられている者をい う｡通常のインフルエンザでの経験に加

え､今回の新型インフルエンザについての海外の知見により､以下の者が該当

すると考えられる｡

妊婦､幼児､高齢者､慢性呼吸器疾患､慢性心疾患､慢性腎疾患､慢性肝疾

患､神経疾患 ･神経筋疾患､血液疾患､糖尿病､疾患や治療に伴 う免疫抑制状

態､小児科領域の慢性疾患を有 してお り治療経過や管理の状況等を勘案 して医

師により重症化-の リスクが高いと判断される者等

(2)医療体制

随時､最新の科学的知見等を情報提供することとする｡

② 濃厚接触者

患者の濃軍接触者に対 しては､都道府県等は､外出自粛など感染拡大防止行
動の重要性をよく説明し協力を求めるとともに､一定期間に発熱等の症状が出

現 した場合､保健所-の連絡を要請する｡学校等の集団に属する者であって､

複数の患者が確認 された場合は､必要に応 じ積極的疫学調査を実施 し､濃厚接

触者を特定する｡

基礎疾患を有する者隻で感染を強 く疑われる場合については､抗インフルエ

ンザウイルス薬の予防投与を医師の判断により行 う｡ さらに､医療従事者や初

動対処要員等の うち基礎疾患を有する者については､それ らの者がウイルスに

曝露した場合には､抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行 う｡その上で､

感染 した可能性が高くない場合には､職務の継続を可能 とする｡

*基礎疾患を有する者等 :新型インフルエンザに雁患することで重症化する

リスクが高いと考えられている者をい う｡通常のインフルエンザでの経験に加

え､今回の新型インフルエンザについての海外の知見により､以下の者が該当

すると考えられる｡

妊婦､幼児､高齢者､慢性呼吸器疾患 ･慢性心疾患 ･代謝性疾患 (糖尿病等)

-腎機能障害 ･免疫機能不全 (ステロイ ド全身投与等)等を有 してお り治療経

過や管理の状況等を勘案 して医師により蔓桓化-のリスクが高いと判断される

者等SL

(2)医療体制
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-位置を移動

外来部門においては､今後の患者数の増加に対応するために､原則 として通

常もインフルエンザ患者の診療を行っている全ての一般医療機関において診療

を行 う｡

院内での感染予防のため､新型インフルエンザが疑わしい発熱患者 とそれ以

外の患者について医療機関内の受診待ちの区域を分ける､診療時間を分けるな

ど発熱外来機能を持たせるよう十分な配慮をすることが望まれるが､その程度

については､医療機関が対応可能な範囲で判断する｡

また､慢性疾患等を有する定期受診患者については~､感染機会を減らすため

長期処方を行 うことや､発症時には電話による診療でファクシミリ等による抗

インフルエンザウイルス薬等の処方ができることについて､都道府県等は関係

機関に周知する｡

承間や休_日の外来患者の急激な増加に備えて､都道府県等は､地域医師会と

連携 して､救急医療機関の診療を支援する等の協力体制についてあらかじめ調

整するo さらに､患者数が増加~し医療槻関での甲応が困難な状況が予測される
場合には､公共施設等の医療機関以外の畳堕に外来を設置する必要性について､

都道府県等が地域の特性に応 じて検討する｡

入院塾盟については､畢症患者の増加に対応するため､感染症指定医療機関

以外の一般入院医療機関においても入院を受け入れるOその場合も､医療機関

は院内感染防止に配慮 した病床の利用に努める｡都道府県は､地域の実情に応

じて病床を確保する.都道府県等は､入院診療を行 う医療機関の病床数及び稼

働状況､人工呼吸器保有台数及び稼働状況並びにこれ らの実施ができる人員数

などについて確認 し､必要に応 じて患者?受入調整等を行 う8特に､透析患乳
小児､妊婦等の重症者の搬送 ･受入体制について整備する｡

すべての医療機関は､対応可能な範囲で院内感染対策に最大の注意を払 う｡

特に､基礎疾患を有する者等-感染が及ばないよう十分な感染防止措置を講ず

発熱相談センターは､受診する医療機関が分からない人-の適切な医療機関

の紹介､自宅療養 している患者-の相談対応等､電話による情報提供を行 う｡

具体的な発熱相談センターの運用については､地域住民がどのような情報を必

要としているか等に応じて都道府県等において決定する｡

外来部門においては､今後の患者数の増加に対応するために､現在､発熱外

来を行っている医療機関のみならず､原則として全ての一般医療機関において

旦患者の診療を行 う.

その際､発熱患者 とその他の患者について医療機関内の受診待ちの区域を分

ける､診療時間を分けるなど発熱外来機能を持たせるよう最大の注意を払 う｡

特に､基礎疾患を有する者等-感染が及ばないよう十分な感染防止措置を講

ずる｡また､公共施設､屋外テント等の医療機関以外の_ヒ⊆_うに外来を設置す

る必要性蛙､都道府県等が地域の特性に応 じて検討するO

入院については､原則として実施せず 自宅療養 とするが､重症患者について

蛙､感染症指定医療機関以外の一般入院医療機関においても入院を受け入れる｡

その場合も､医療機関は院内感染防止に配慮 した病床の利用に努める｡都道府

県は､地域の実情に応 じて病床を確保する｡



発熱相談センター等の電話相談窓口は､､受診する医療機関が分からない人-

の適切な医療機関の紹介､自宅療養 している患者への相談対応等､電話による

情報提供を行 う｡電話相談窓口の具体的な運用については､地域住民がどのよ

うな情報を必要としているか等に応 じて都道府県等において決定する｡

都道府県は､特に新型インフルエンザに感染 した際のリスクが高いと考えら

れる者を守るため､都道府県の判断により発熱､呼吸器症状等のインフルエン

ザ様症状を有する者の診療を原則行わない医療機関 (例えば透析病院､がん専

門病院､産科病院等)を定めることができる｡

(3)学校 ･保育施設等

学校 ･保育施設等の臨時休業については一定の効果があったところであり､

引き続き､学校 ･保育施設等で患者が発生 した際には､者聯 拡大

防止等公衆衛生上必要であると判断した場合､当該学校 ･保育施設等の設置者

等に対し臨時休業を要請する｡

豊丘 ､感染拡大防止のため特に必要であると判断した場合､都道府県等は､

患者が発生していない学校 ･保育施設等を含めた広域での臨時休業の要請を行

うことが可能である｡

なお､臨時休業の要請がない場合にあっても､学校 ･保育施設等の設置者は

必要な臨時休業を行 うことができる｡

厚生労働省は､臨時休業に係る判断に資するため､基本的考え方の提示など

必要な情報提供を行 うO

大学に対 しては､都道府県等は､必要に応 じ､休業も含め､できる限り感染

拡大の速度を遅らせるための運営方牡の工夫を要請する｡

男顔府彦センター慮.､受診ナi産廃̀炉厨本分か らない^への適 好̀な摩瀕拶厨

の磨介､G宅療養L,Tいa慮者-の荷紺 等､富者lrdtる厚顔腰#を行うo

男顔静を磨,#府慶センター e攣 滑 についてIf､戯虜倉虎がどのような膚#を必
要tLていBか筈lこ広L:T郷 原等iL,TおいT虎居すa o

都道府県は､特に新型インフルエンザに感染 した際のリスクが高いと考k-ら

れる者を守るため､都道府県の判断により発熱患者の診療を原則行わない医療

機関 (例えば透析病院､がん専門病院､産科病院等)を定めることができる｡

(-3)学校 ･保育施設等

学校 ･保育施設等で患者が発生した象全､当該学校 ･保育施設等の児童 ･生

徒等を感染から守るために､都道府県等は､当該学校 ･保育施設等の設置者等

に対し､必要に応 じ臨時休業を要請する｡

旦垂､感染拡大防止のため特に必要であると判断 した場合､都道府県等は､

患者が発生 していない学校 ･保育施設等を含めた広域での臨時休業の要請を行

うこと娃可能である｡

.大学に対 しては､都道府県等は､必要に応 じ､休業も含め､できる限 り感染

拡大の速度を遅らせるための運営方法の工夫を要請する｡
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3.サーベイランスの着実な実施

-→ (3)-

(⊥)重症化及びウイルスの性状変化の監視

入院した重症患者の数空虚_堕を把握するとともに､あらかじめ定められた病

原体定点医療機関からインフルエンザ患者の検体提出を受け､地方衛生研究所

及び国立感染症研究所において､ウイルスの性状､病原性や薬剤耐性など､ウ

イルスの性状変化に対する監視を実施する｡その結果､性状の変化が見られた

場合には､その結果を公衆衛生面､医療面等における対応-的確に反映させる

とともに国民に情報提供を行 う｡

3.サーベイランスの着実な実施

(1)感染拡大の早期探知

新型インフルエンザの集団における患者発生を可能な限り早期に探知 し､感

染の急速な拡大や大規模な流行-の発展の回避を図る｡

このため､保健所は､全ての患者 (疑い患者を含む)を把握するのではなく､

放置すれば大規模な流行を生 じる可能性のある学校等の集団に属する者につい

て､重点的に把握を行 うoまた､同一集団内で続発する患者についても把握を

行 う｡この変更に当たっては､円滑な移行期間を経て､速やかに実施する｡

地方衛生研究所は､これらの疑い患者の一部からの検体に対 し､確認検査を

実施 し､新型インフルエンザと確定 した場合には､医師は､保健所-の届出を

行 うO

あわせて､保健所においては､従来から学校等におけるインフルエンザの集

団発生につながる出席停止や臨時休業の状況を把握 しているが､今後は､より

迅速に把撞する｡

都道府県等では､これ らの結果等を国-報告するとともに､患者-の対応､

濃厚接触者-の対応等を含め､必要な感染拡大防止対策を実施する｡

(A)重症化及びウイルスの性状変化の監視

入院した重症患者の数を把握するとともに､豊里定められた病原体定点医療

機関からインフルエンザ患者の検体提出を受け､地方衛生研究所及び国立感染

症研究所において､病原性や薬剤耐性など､ウイルスの性状変化に対する監視

を実施する｡その結果､性状の変化が見られた場合には､その結果を公衆衛生

面､医療面等における対応-的確に反映させるsL
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(A)全体的な発生動向の把握

あらかじめ定められた定点医療機関におけるインフルエンザ患者の発生状況

の保健所-の報告に基づき､全体的な発生動向を把握 し､医療関係者や国民-

情報提供する｡

(3)地域における感染拡大の早期探知

地域において放置すれば大規模な流行につながる可能性がある集団的な発生

の端緒を早期に迫塗 し､感染の急速な拡大旦陸生 を図るO

このため､保健所は､全ての患者 (疑い患者を含む｡)を把握す るのではな

く､放置すれば大規模な流行を生 じる可能性のある学校等の集団に属する者に

ついて､重点的に把握を行 うoまた､同一集団内で続発する患者についても把

握を行 う｡

(削除)

4.検疫

(削除)

全入国者に対 して､新型インフルエンザに対する感染予防に留意するよう周

(i)インフルエンザ全体の発生動向の堕産生把握

王室定められた定点医療機関におけるインフルエンザ患者の発生状況の保健

所への報告に基づき､インフル羊ンザ全体の発生動向を魅 把握 し､医痩

係者や国民-情報提供する｡

(i)感染彪凍.の季卿 ノ好存穆

廟響 インフルエンデの虜/酢=おける虐着発登を可JGなノ野ク長野笹盗象L,､感

農の虐適せ威力や大虜超せ三好行-の凝犀の虐修 を@ao

このため､顔紛 ､全Tの虐者 (# い虐者 を含む)を庶超すaのでば唐 <､

虜置すれば:太虜虜/p密行を二生L:a可彪1皆のある単産筈の東上野ir属 すa者につい

T､富ノ首府irj蟹産を行う. また､ノ符丁東射 て演 者する虐者についT邑j蟹産を
行jo この変貫lEB'えっT払 Fg潜を#行メ軌野を彪 T､'速やかlr男鹿す るo

J晩方衛生卿 ば､これ らの腰 い 虐者の一部か らの顔併lE.軒L,､#粛1線蒼を

具慶L,､紺 イン/フノレニン/デと虜定 L,71一彦倉irif､動 静ば､床断 への届上野を
行うO-

あわせT､床≠観牙lrお いTば､鮭斉か ら草密夢 irおiJaイJ/フノL,ユニ/デの_穿

屠者登につながa政彦厚itや屠摩休業の#顔を磨磨LていBが､今#ぼ､efク

題遂にj智彦する o

都道府県夢でば､これ らの虎男等をGへ密告するttあに､.密着への砿

腰厚御 者ぐの船 夢を含め､必賓を感 染二財碓 止.材斉を兵'+m すao

4.検疫

現状では既に世界的なまん延状況にあるとの認識の下､今後の検疫の方針を

入国者全員-の十分な注意喚起と国内対策の変更に応 じた運用-転換する｡

全入国者に対 して､検疫ブースの前で呼びかけを行 うとともに､新型インフ
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知するとともに､発症 した場合には医療機関を受診するよう引き続き周知徹底

する｡また､国内対策 との整合性を踏まえ､検疫時に基礎疾患等を有すること

が確認できた発熱､呼吸器症状等のインフルエンザ様症状を有する者について

は､早期に医療機関を受診するよう勧奨する｡

5.更なる変化に備えて

(削除)

重症患者の発生と死亡をできる限り回避するため､重症化のリスクの高い者

についての検討を進め､重症化を防止するための早期発見と治療の考え方につ
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いて周知するo

サーベイランスについては､更に患者数が大幅に増加 した場合は､感染拡大

の早期探知の取組を停止するとともにウイルスの性状に変化が見 られ､病原性

の増大や薬剤耐性の獲得が生じた場合は､直ちに現地調査等を行って情報分析

を進め､専門家による評価を行った上で､必要に応 じ本運用指針の見直しを行

う ｡

サーベイランスについては､感染拡大の早期探知の取組を停止 し､定点医療

機関における発生動向の把握等に特化するとともに､病原性や薬剤耐性などの

変化を見るため病原体サーベイランスを継続するなど､状況に応 じた対応を行

革!璽

主立｣ ウイルスの性状に変化が見られ､病原性の増大や薬剤耐性の獲得が生

じた場合は､本運用指針の見直しを検討する｡
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