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第 1 は じめに

1 新型イ ンフルエ ンザ等対策特別措置法の制定

新型イ ンフルエンザは、毎年流行 を繰 り返 してきた ウイルス とは大きく異なる抗原性 を

持つ新型の ウイル スの出現により、お よそ 10年か ら 40年の周期で発生 している。 ほとん

どの人が新型の ウイルスに対す る免疫 を獲得 していないため、世界的な大流行 (パ ンデ ミ

ック)と な り、大きな健康被害 とこれに伴 う社会的影響をもた らす。

また、未知の感染症である新感染症の中でその感染力の強 さか ら新型インフルエ ンザ と

同様に社会的影響が大きいものが発生す る可能性がある。

これ らが発生 した場合には、国家の危機管理 として対応す る必要がある。

新型イ ンフルエンザ等対策特別措置法 (平成 24年法律第 31号。以下「特措法」とい う。)

は、病原性が高い新型インフルエ ンザや同様に危険性のある新感染症が発生 した場合に、

国民の生命及び健康を保護 し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小 となるよ うにす るこ

とを目的に、国、地方公共団体、指定 (地方)公共機関、事業者等の責務、新型インフル

エンザ等の発生時における措置及び新型インフルエ ンザ等緊急事態措置等の特別の措置を

定めたものであ り、感染症の予防及び感染症の患者 に対す る医療に関す る法律 (平成 10

年法律第 114号。以下「感染症法」とい う。)等 とあいまって、国全体 としての万全の態勢

を整備 し、新型インフルエンザ等対策の強化が図 られ ることとなつた。

2 取組 の経緯

我が国では、特措法の制定以前か ら、新型インフルエンザに係 る対策について、平成 17

年 (2005年 )に 「世界保健機関 (WHO)世 界イ ンフルエ ンザ事前対策計画」に準 じて、

「新型インフルエ ンザ対策行動計画」 を策定 して以来、数次の部分的な改定が行われ、平

成 20年 (2008年)の 「感染症の予防及び感染症の患者に対す る医療に関す る法律及び検

疫法の一部 を改正す る法律 (平成 20年法律第 30号 )」 で新型インフルエンザ対策の強化が

図 られた ことを受 け、平成 21年 (2009年 )2月 に新型イ ンフルエンザ対策行動計画が改

定された。

山口県において も、国の策定 した 「新型インフルエンザ対策行動計画」に準 じて、県 と

しての新型イ ンフルエ ンザ対策行動計画を策定 し、その後、数次にわた り県の行動計画の

見直 しが行われた。

本市においても、平成 21年 (2009年 )10月 に岩国市新型イ ンフルエンザ対策行動計画

を策定 し、その後、数次にわた り市の行動計画の見直 しを行つた。

平成 21年 (2009年 )4月 に、新型インフルエ ンザ (A/HlNl)が メキシコで確認

され、世界的大流行 とな り、我が国でも発生後 1年余で約 2,000万 人が り患 した と推計 さ

れたが、入院患者数は約 1.8万 人、死亡者数は 203人 であ り、死亡率は 0。 16人 (人 日 10

万対)と 、諸外国 と比較 して低い水準に とどまつたが、この紺策実施 を通 じて、実際の現

場での運用や病原性が低い場合の対応等について、多 くの知見や教訓等が得 られた。

病原性 が季節並みであつたこの新型インフルエンザ (A/HlNl)に おいても、一時

的・ 地域的に医療資源 。物資のひつ迫な どが見 られ、病原性の高い新型インフルエ ンザが

発生 し、まん延す る場合に備 えるため、平成 23年 (20H年 )9月 に国の新型インフルエ

ンザ対策行動計画が改定 され、山 口県においても、国の行動計画の改定に準 じ、県の行動
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計画が改定 された。

本市においても、県の行動計画の改定に準 じ、平成 24年 (2012年 )5月 に市の行動計

画を改定 した。

また、この新型インフルエンザの教訓を踏まえつつ、対策の実効性 をより高めるための

法制の検討が重ね られ、平成 24年 (2012年 )4月 に、病原性が高い新型インフルエ ンザ

と同様の危険性のある新感染症 も対象 とす る危機管理の法律 として、特措法が制定 され る

に至った。       .

3 市行動計画の作成

国は、特措法第 6条 の規定に基づき、「新型インフルエンザ等対策有識者会議中間取 りま

とめ」 (平成 25年 (2013年)2月 7日 )を踏まえ、平成 25年 (2013年 )6月 7日 「新型

インフルエンザ等対策政府行動計画」 (以 下 「政府行動計画」 とい う。)を作成 した。政府

行動計画では、新型イ ンフルエ ンザ等対策の実施に関す る基本的な方針や国が実施す る措

置等を示す とともに、都道府県が都道府県行動計画を、指定公共機 関が業務計画を作成す

る際の基準 となるべき事項等が定め られてお り、山口県において も、示 された基準を踏ま

え、地域の実状に応 じ、的確 に対応できる体制の整備 を図るため、山口県新型インフルエ

ンザ等対策行動計画 (以 下「県行動計画」とい う。)が平成 25年 H月 に改定 された。県行

動計画は、県における新型インフルエンザ等対策の総合的な推進 に関す る事項や県が実施

す る措置等が示 され るとともに、市町が市町行動計画を、指定地方公共機関が業務計画を

作成す る際の基準 となるべき事項等が定め られてお り、病原性の高い新型インフルエンザ

等への対応 を念頭に置 きつつ、発生 した感染症の特性 を踏まえ、病原性が低い場合等様々

な状況で対応できるよ う、対策の選択肢が示 されている。

本市においては、国 。県が示す新型インフルエンザ等対策の実施 に関わる基本的方針や

措置等示 された基準を踏まえ、地域の実状に応 じ、的確に対応できる体制の整備 を図るた

め、平成 26年 (2014年 )、 岩国市新型イ ンフルエンザ等姑策行動計画 (以 下「市行動計画」

とい う。)を作成 した。

本市行動計画の対象 とす る感染症 (以 下 「新型インフルエンザ等」とい う。)は 、以下の

とお りである。

・ 感染症法第 6条第 7項に規定す る新型インフルエンザ等感染症 (以 下 「新型インフ

ルエンザ」 とい う。)

。 感染症法第 6条第 9項に規定す る新感染症で、その感染力の強 さか ら新型インフル

エンザ と同様 に社会的影響が大きなもの

なお、市行動計画については、新型インフルエンザ等に関す る最新の科学的な知見を取

り入れ見直す必要があ り、また、新型インフルエンザ等対策について も検証等を通 じ、国 。

県は行動計画の変更を行 うことか ら、市は、適宜内容の変更を行 うもの とする。

2



総論
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第 2 新型インフルエンザ等対策の実施 に関す る基本的な方針

1 新型インフルエ ンザ等発生時の被害想定

但)新 型イ ンフルエ ンザ等発生時の被害想定

新型インフルエンザは、発熱、咳 といった初期症状や飛沫感染、接触感染が主な感染

経路 と推測 され るな ど、基本的にはイ ンフルエ ンザ共通の特徴 を有 していると考 え ら

れ、また、鳥インフルエンザ (H5Nl)等 に由来す る病原性の高い新型インフルエ ン

ザの場合には、高い致命率 とな り、甚大な健康被害が引き起 こされ ることが懸念 され る。

市行動計画の作成に当たつては、有効な対策を考える上で、被害想定 として、患者数

等の流行規模 に関す る数値を置 くが、実際に新型インフルエンザが発生 した場合、これ

らの想定を超 える事態 も、下回る事態 もあ り得 るとい うことを念頭 において対策を検討

することが重要である。新型インフルエ ンザの流行規模は、病原体側の要因 (出 現 した

新型インフルエ ンザ ウイル スの病原性や感染力等)や宿主側 の要因 (人 の免疫 の状態

等 )、 社会環境 な ど多 くの要素に左右 され る。 また、病原性 について も高いものか ら低

いものまで様 々な場合があ り得、その発生時期 も含め、事前にこれ らを正確に予測す る

ことは不可能である。

国は、政府行動計画を改定す るに際 しては、現時点における科学的知見や過去に世界

で大流行 したインフルエンザのデータを参考に一つの例 として、発病率については、全

人 口の 25%が 新型インフルエ ンザに り患す るとし、致命率については、アジアインフル

エ ンザ等並みの中等度の場合は 0。 53%、 スペインインフルエ ンザ並みの重度の場合は

2.0%と 想定 している。

国が推計 した流行規模 を基に、本市における受診忠者数、入院忠者数、死亡者数 を推

計す ると次表の とお りとな り、市行動計画で もこれ を参考 とす る。

<本市の新型インフルエンザ流行規模の推計 (人 )>

米国疾病予防管理センター (CDC)モ デルに基づき、試算 された全国の忠者数

(政府行動計画)を住民基本台帳に基づ く人 口 (平成 24年 3月 31日 現在)に よ り

人 口割 して県・本市の患者数 を試算 した。

新型インフルエンザ ワクチンや抗インフルエンザ ウイルス薬等による介入の影響

(効果 )、 現在の我が国の医療体制、衛生状況等を一切考慮 していないことに留意す

る必要がある (被害想定の根拠 としたアジアインフルエンザ (1956年発生)やスペ

インインフルエンザ (1918年発生)は新型インフルエンザ ワクチンや抗インフルエ

ンザ タイルス薬等が開発 され る以前である。)。
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全人日の 25%が り患すると想定した場合の医療機関を受診する患者数の推計

人 日

医療 機 関 を受診 す

る忠者数 (上 限値 )

入院忠者数 (上限値 ) 死亡者教 (上限値 )

中等度 重度
中等

度
重度

全 国 1億 2,700万
約 1,300万 ～

2,500万
53万 200万 1 7 万 64万

山 口県 149万 約 15万～30万 6,000 1 2万 3,000 2,000 1     7,000

岩国市 14万 約 1.5万～ 3万 60 0 2,300 20 0 700



被害想定については、現時点においても多 くの議論があ り、科学的知見が十分 と

はいえないことか ら、引き続 き最新の科学的知見の収集 に努め、必要に応 じて見直

しを行 うこととす る。

なお、未知の感染症である新感染症については、被害を想定す ることは困難であ

るが、新感染症の中で、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものは新型インフ

ルエ ンザ と同様に社会的影響が大きく、国家の危機管理 として対応す る必要があ り、

併せて特措法の対象 とされた ところである。そのため、新型インフルエンザの発生

を前提 とした被害想定を参考に新感染症 も含 めた対策を検討・実施す ることとなる。

このため、今 までの知見に基づき飛沫感染・接触感染への対策 を基本 としつつ も、

空気感染対策 も念頭に置 く必要がある。

12)新型インフルエ ンザ等発生時の社会への影響

新型イ ンフルエンザ等による社会への影響の想定には多 くの議論があるが、以下の よ

うな影響が一つの例 として想定 され る。

・ 市民の 25%が、流行期間 (約 8週 間)に ピークを作 りなが ら順次 り忠す る。 り患

者は 1週 間か ら 10日 間程度 り患 し、欠勤。り患 した従業員の大部分は、一定の欠勤

期間後、治癒 し (免 疫 を得て )、 職場に復帰す る。

・ ピー ク時 (約 2週 間)に 従業員が発症 して欠勤す る割合は、多 く見積 もつて も 5%

程度 と考えられ るが、従業員 自身の り患のほか、む しろ家族の世話、看護等 (学校・

保育施設等の臨時休業や、一部の福祉サー ビスの縮小、家庭での療養な どによる)

のため、出勤が困難 となる者 、不安によ り出勤 しない者がいることを見込み、 ピー

ク時 (約 2週 間)には従業員 の最大 40%程度が欠勤す るケースが想定 され る。

2 発生段階

国は、新型イ ンフルエ ンザ等が発生す る前か ら、海外での発生、国内での発生、まん延

を迎 え、小康状態に至 るまでを、 5つ の発生段階に分類 している。

本計画では、地域の発生状況は様 々であ り、その状況に応 じ、特に地域での医療提供や

感染対策等 について、柔軟に対応す る必要があることか ら「国内発生早期」「国内感染期」

において、「地域未発生期」「地域発生早期」「地域感染期」を設 け、6つの段階に分類 して、

それぞれの段階に応 じた対策等を定めている。

発生

段階
未発生期 海外発生期 国内発生早期 国内感染期 小康期

状

態

新 型 イ ン フ

ル エ ンザ が

発 生 して い

ない状態

海 外 で新 型

イ ン フル エ

ンザ が発 生

した状態

国内の いずれかの都道府 県

でイ ンフルエ ンザ等の患者
が発生 しているが、全ての患

者 の接 触歴 を疫学調査 で追

える状態

国内のいずれかの都道府県で、

新型インフルエンザの患者の接

触歴が疫学調査で追えなくなつ

た状態
新 型 イ ン フル
エ ンザ 等 の 患

者 の 発 生 が 減

少 し、低い水準

で と どま っ て
いる状態

県

市

(地域未発生期 )

県内で新型インフ

ルエンザ等の患者
が発生 していない

状態

(地域発生早期 )

県内で新型 イ ンフル
エ ンザ等の患者が発

生 しているが、全て

の患者 の接触歴 を疫

学調査で追える状態

(地域 盗 細 )

県内で新型インフ

ルエンザ等の患者
の接触歴が疫学調

査で追えなくなつ

た状態
※感染拡大～まん

延～患者の減少
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県、市町、関係機関等は、行動計画等で定め られた対策を段階に応 じて実施す ることと

する。なお、段階の期間は極めて短期間 となる可能性があ り、また、必ず しも、段階 どお

りに進行す るとは限 らないこと、 さらには、緊急事態宣言が された場合には、対策の内容

も変化す るとい うことに留意が必要である。

< 国及び地域 (都道府県)に おける発生段階 >

未発生 期   海外 発生期  国内子と生 早期 小康期 再燃 期

地 域での 発 生 状 況 は
様 々であ り、
・地 域 未 発 生 期 か ら地 域
発 生 早 期
・地 域 発 生 早 期 か ら地 域
感 染 期

の 移 行 は 、都 道 府 県を
単 位としンて判 1と斤

3 新型イ ンフルエ ンザ等対策の 目的及び基本的な戦略

新型インフルエンザ等の発生時期 を正確 に予知す ることは困難であ り、また、その発生

そのものを阻止す ることは不可能である。 また、世界中の どこかで新型インフルエンザ等

が発生すれば、山 口県への侵入 も避 けられず、県内又は市内で初めて発生す ることも考え

られる。

病原性が高 くまん延のおそれのある新型インフルエンザ等が万一発生すれば、市民の生

命や健康、経済全体にも大きな影響を与えかねない。 このため、新型インフルエ ンザ等に

ついては、長期的には、市民の多 くが り患す るものであるが、患者の発生が一定の期間に

偏つて しまった場合、医療提供の許容範囲を超 えて しま うとい うことを念頭に置きつつ、

新型インフルエンザ等対策を本市の危機管理に関わる重要な課題 と位置付け、次の 2点 を

主たる目的 として対策を講 じてい く必要がある。

但)感 染拡大を可能な限 り抑制 し、市民の生命及び健康 を保護す る。

・ 感染拡大を抑 えて、流行の ピー クを遅 らせ、医療体制の整備や ワクチン製造のた

めの時間を確保す る。

・ 流行の ピーク時の患者教等をなるべ く少なくして医療体制への負荷を軽減す ると

ともに、医療体制の強化を図ることで、患者数等が医療提供の許容範囲を超えない

ようにす ることにより、必要な患者が適切な医療 を受けられ るよ うにす る。

・ 適切な医療提供により、重症者数や死亡者数 を減 らす。

国
内
の
患
き
政
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(2) 市民生活及び地域経済に及 ぼす影響が最小 となるよ うにす る。

地域での感染対策等によ り、欠勤者の数 を減 らす。

事業継続計画の作成・ 実施等によ り、医療の提供の業務又は地域生活及び市民経

済の安定に寄与す る業務の維持に努 める。

< 対策の効果 概念図 >
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時 間
市民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小 となるようにする

4 新型インフルエンザ等対策の基本的考え方

位)発 生の段階や状況の変化に応 じた柔軟な対応の実施

過去のインフルエンザのパンデ ミックの経験等を踏まえると、一つの紺策に偏重 して

準備を行 うことは、大きな リスクを背負 うことにな りかねない。本市行動計画は、病原

性の高い新型インフルエンザ等への対応を念頭に置きつつ、発生 した感染症の特性を踏

まえ、病原性の低い場合等様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢を示すものであ

る。

そこで、政府、県行動計画において示された基準を踏まえ、各種対策を総合的・効果

的に組み合わせてバランスのとれた戦略を目指すこととする。その上で、新型インフル

エンザ等の発生前から流行が収まるまでの状況に応 じて、次の点を柱 とする一連の流れ

をもつた戦略を確立する (具体的な対策については、各論第 3に おいて、発生段階ごと

に記載する。)。

なお、実際に新型インフルエンザ等が発生 した際には、病原性 。感染力等の病原体の

特徴、流行の状況、地域の特性、その他の状況を踏まえ、人権への配慮や、対策の有効

性、実行可能性及び対策そのものが市民生活及び地域経済に与える影響等を総合的に勘

案 し、行動計画等で記載するものの うちから、実施すべき対策を選択 し決定する。

【発生前の段階 (未発生期 )】

市民に対する啓発や庁内の業務継統計画等の作成など、発生に備えた事前の準備を周

到に行つてお くことが重要である。

【世界で新型インフルエンザ等が発生 した段階 (海外発生期 )】 及び 【国内のいずれかの

都道府県で発生 しているが、県内で発生 していない段階 (地域未発生期 )】

直ちに、対策実施のための体制に切 り替えられるよう準備する。

【県内の発生当初の段階 (地域発生早期 )】

患者の入院措置や抗インフルエンザウイルス薬等による治療、感染の恐れのある者の

外出自粛やその者に対する抗インフルエンザウイルス薬の予防投与の検討、病原性に応

じて、不要不急の外出自粛要請や施設の使用制限等が行われ、感染拡大のスピー ドをで

患
者
数
等
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きる限 り抑 えることを 目的 とした県による各般の対策が講 じられた場合、市は、県の要

請に基づき対策を実施す る。

【県内で感染が拡大 した段階 (地域感染期 )】

国、県、市、事業者等は相互に連携 して、医療の確保や市民生活・ 市民経済の維持の

ために最大限の努力を行 う必要があるが、社会は緊張 し、いろいろな事態が生ず ること

が想定 され る。 したがつて、あ らか じめ決めておいた とお りにはいかないことが考えら

れ、社会の状況を把握 し、状況に応 じて臨機応変に対処 してい くことが求められ る。

なお、国内外の発生当初な どの病原性・感染力等に関す る情報が限 られている場合に

は、過去の知見等 も踏まえ最 も被害が大きい場合 を想定 し、強力な対策を実施す るが、

常に新 しい情報を収集 し、対策の必要性 を評価 し、更なる情報が得 られ次第、適切な姑

策へ と切 り替 えることとす る。また、状況の進展に応 じて、必要性の低下 した対策につ

いてはその縮小 .・ 中止を図るなど見直 しを行 うこととす る。

事態によつては、地域の実情等に応 じて、県等 と協議の上、柔軟に対策を講ず ること

ができるよ うに し、医療機関を含めた現場が動きやす くなるよ う配慮・工夫を行 う。

12)社会全体で取 り組む総合的な感染対策

市民の生命及び健康 に著 しく重大な被害 を与 えるおそれがあ る新型イ ンフルエ ンザ

等への対策は、不要不急の外出の 自粛の要請、施設の使用制限等の要請、各事業者にお

ける業務縮小等による接触機会の抑制な ど医療対応以外の感染対策 と、ワクチンや抗イ

ンフルエ ンザ ウイルス薬等 を含 めた医療対応 を組み合わせ て総合的に行われ ることが

必要である。

特に、医療対応以外の感染対策については、社会全体で取 り組む ことにより効果が期

待 され るものであ り、全ての事業者が 自発的に職場における感染予防に取 り組む ことは

もちろん、感染拡大を防止す る観点か ら、継続す る重要業務 を絞 り込むなどの対策を実

施することについて積極的に検討す ることが重要である。

事業者の従業員の り患等によ り、一定期間、事業者のサー ビス提供水準が相 当程度低

下す る可能性があることを市民に呼びかけることも必要である。

また、新型インフルエ ンリ
甘
等のまん延による医療体制の限界や社会的混乱を回避す る

ためには、国、県、市、指定 (地方)公共機 関による対策だけでは限界があ り、事業者

や市民一人一人が、感染予防や感染拡大防止のための適切な行動や備蓄な どの準備 を行

うことが必要である。新型インフルエンザ等対策は、 日頃か らの手洗いなど、季節性イ

ンフルエンザに対す る対策が基本 となる。特に、治療薬や ワクチ ンがない可能性が高い

SARSの よ うな感染症が新感染症 として発生 した場合、公衆衛生対策がより重要であ

る。

5 新型イ ンフルエ ンザ等対策実施上の留意点

国、県 (具体的な対策の場 となる岩国健康福祉センターその他の出先機 関を含む。)、 市

は、新型インフルエンザ等発生に備 え、またその発生 した時に、特措法その他の法令、市

行動計画及びそれぞれの行動計画に基づき、相互に連携協力 し新型インフルエンザ等に係

る対策の的確かつ迅速な実施に万全を期す。 この場合において次の点に留意す る。
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但)基 本的人権の尊重

県、市は、新型インフルエンザ等射策の実施に当たつては、基本的人権 を尊重す るこ

ととし、検疫のための停留施設の使用 (特措法第 29条 )、 医療関係者への医療等の実施

の要請 (特措法第 31条 )等、不要不急の外出の自粛の要請、学校、興行場等の使用等

制限等の要請等 (特措法第 45条 )、 臨時の医療施設の開設 のための土地等の使用 (特措

法第 49条 )、 緊急物資の運送等 (特措法第 54条 )、 特定物資の売渡 しの要請 (特措法第

55条 )等の実施に当たつて、市民の権利 と自由に制限を加 える場合は、その制限は当該

新型イ ンフルエンザ等対策を実施す るための必要最小限の もの とす る (特措法第 5条 )。

具体的には、新型インフルエ ンザ等対策の実施に当たつて、法令の根拠があることを

前提 として、市民に対 して十分説明 し、理解 を得ることを基本 とす る。

12)危機管理 としての特措法の性格

特措法は、万―の場合の危機管理のための制度であつて、緊急事態に備 えて様 々な措

置を講ず ることができるよ う制度設計 されている。 しか し、新型インフルエンザや新感

染症が発生 した としても、病原性の程度や、抗インフルエ ンザ ウイルス薬等の対策が有

効であるな どによ り、新型インフルエ ンザ等緊急事態の措置を講ず る必要がない ことも

あ り得 ると考えられ、どのよ うな場合で もこれ らの措置 を講ず るとい うものではないこ

とに留意す る。

13)関係機 関相互の連携協力の確保

政府対策本部、県対策本部、市対策本部は、相互に緊密 な連携 を図 りつつ、新型イン

フルエ ンザ等対策 を総合的に推進す る。対策の推進 に当た り、必要がある場合には、市

対策本部長か ら県対策本部長に対 して、新型インフルエ ンザ等対策に関す る総合調整 を

行 うよ う要請す る。

像)記 録の作成・ 保存

市は、発生 した段階で、市対策本部における新型インフルエ ンザ等対策の実施に関わ

る記録 を作成 し、保存 し、公表す る。

6 対策推進のための役割分担

但)国 の役割

国は、新型インフルエンザ等が発生 した ときは、自ら新型イ ンフルエンザ等対策 を的

確かつ迅速に実施 し、県、市及び指定 (地 方)公共機 関が実施す る新型インフルエ ンザ

等対策 を的確かつ迅速に支援す ることにより、国全体 として万全の態勢を整備す る責務

を有 している (特措法第 3条第 1項 )。

また、国は、新型インフルエ ンザ等及び これに係 るワクチンその他の医薬品の調査 。

研究の推進に努める (特 措法第 3条第 2項)と ともに、WHOそ の他の国際機関及びア

ジア諸国その他の諸外国 との国際的な連携 を確保 し、新型インフルエンザ等に関す る調

査及び研究に係 る国際協力の推進に努めることとされている (特措法第 3条第 3項 )。

新型イ ンフルエ ンザ等の発生前は、「新型イ ンフルエ ンザ等対策閥僚会議」及び閣僚
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会議を補佐す る「新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関す る関係省庁対策

会議」の枠組みを通 じ、政府一体 となった取組みを総合的に推進 され る。

国においては、新型インフルエンザ等の発生時には、政府対策本部の下で基本的対処

方針 を決定 し、対策を強力に推進 され る。

12)県及び市の役割

県及び市は、新型インフルエンザ等が発生 した ときは、国の基本的対処方針に基づき、

自らの区域に係 る新型インフルエンザ等対策 を的確かつ迅速 に実施 し、当該区域におい

て関係機 関が実施す る新型インフルエ ンザ等対策を総合的に推進す る責務を有す る (特

措法第 3条第 4項 )。

【県】

県は、特措法及び感染症法に基づ く措置の実施主体 としての中心的な役割を担つてお

り、国の基本的紺処方針に基づき、地域医療体制の確保やまん延防止に関 し的確 な判断

と対応が求め られ る。

特措法及び感染症法に基づ く措置の実施に当たつては、国や保健所 を設置す る下関市、

市町及び指定 (地 方)公共機 関等の事業者 と相互に連携 を図 りつつ、新型インフルエ ン

ザ等の発生予防及びまん延防止のための施策 を講ず るとともに、正 しい知識の普及、情

報の収集及び提供、患者移送・防疫用器具の整備、医療体制の整備等の感染症封策に必

要な基盤の整備 に努め られ る。

新型インフルエンザ等患者が複数の県をまたがつて移動 した場合や、県境部で新型イ

ンフルエンザ等患者等が発生 した場合な ど、山日県のみによる対応 が困難又は不適 当な

場合は、接触者調査や入院医療機 関の確保等について、国及び近隣の県 と調整 を行 う。

県立総合医療センターにおいては、感染症指定医療機関 として患者等に対す る医療 を

積極的に提供 され る。

各健康福祉セ ンターについては、地域における感染症対策の中核機関 として、環境保

健センターについては、県における技術的専門的な機関 として位置付け られ るとともに、

それぞれの役割 が十分に果た され るよ う機能強化 をは じめ とした対応 が推進 されてい

く。

警察本部及び各警察署においては、必要に応 じて、健康福祉部 と連携 し、新型インフ

ルエンザ等の流行時、社会的な混乱を生 じさせないよ う努め られ る。

【市】

市は、市民に最も近い行政単位であり、地域住民に対するワクチンの接種や、住民の

生活支援、新型インフルエンザ等発生時の要援護者への支援に関 し、国及び県の基本的

対処方針に基づき、的確に対策を実施することが求められる。対策の実施に当たつては、

県、近隣市町、指定 (地方)公共機関と緊密な連携を図る。

・ 消防機関においては、県の要請により患者等の移送に協力する。
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131 医療機関の役割

新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点か ら、医療機関は、新

型インフルエンザ等の発生前か ら、地域医療体制の確保 のため、新型インフルエ ンザ等

患者 を診療す るための院内感染対策や必要 となる医療資器材の確保等を推進す ることが

求め られ る。また、新型インフルエ ンザ等の発生時において も医療提供 を確保す るため、

新型インフルエンザ等忠者の診療体制を含めた、診療継続計画の作成及び地域における

医療連携体制の整備 を進めることが重要である。

医療機関は、診療継続計画に基づき、地域の医療機 関が連携 して発生状況に応 じて、

新型インフルエンザ等忠者の診療体制の強化 を含め、医療 を提供す るよ う努める。

・ 新型インフルエンザ等忠者 の受診に備 え、健康福祉セ ンター及び下関市立下関保

健所 (以 下「健康福祉セ ンター等 (保健所 )」 とい う。)と の連絡体制の整備 を行 う。

・ 第一種・第二種感染症指定医療機 関及びあらか じめ入院忠者の受入れ を依頼 し、そ

の協力を得た医療機 関 (以 下 「感染症指定医療機 関」とい う。)においては、患者の

入院・治療に対応できるよ う、受け入れ体制など必要な体制を整 える。

・ 帰国者・接触者外来を行 う医療機関は、患者の診断・治療 に対応できるよ う、受

け入れ体制な ど必要な体制 を整 える。

・ 地域感染期 における医療 については、全ての医療機 関において、診断・治療のでき

る体制 を整 える。

・ 県医師会、地元医師会は、県 と協力 し、医療機 関及び医療機関への受診者への情

報提供及び感染予防のための普及啓発に努める。

像)指 定 (地方)公共機 関の役割

指定 (地方)公共機関は、新型インフルエンザ等が発生 した ときは、特措法に基づ き

(特措法第 3条第 5項 )、 新型インフルエンザ等姑策を実施す る責務 を有す る。

15)登録事業者

特措法第 28条 に規定す る特定接種の姑象 となる医療の提供の業務又は国民生活及び

国民経済の安定に寄与す る業務 を行 う事業者 については、新型インフルエンザ等の発生

時においても最低限の国民生活 を維持す る観点か ら、それぞれの社会的使命 を果たす こ

とができるよ う、新型インフルエンザ等の発生前か ら、職場における感染対策の実施や

重要業務の事業継続 などの準備 を積極的に行 うことが重要である。

新型インフルエ ンザ等の発生時には、その活動を継続す るよ う努める (特措法第 4条

第 3項 )。

俗)一 般 の事業者

事業者については、新型インフルエ ンザ等の発生時に備 えて、職場における感染対策

を行 うことが求め られ る。

県民の生命及び健康に著 しく重大な被害を与えるおそれのある新型インフルエ ンザ等

の発生時には、感染防止の観点か ら、一部の事業を縮小す ることが望まれる。特に多数

の者 が集 まる事業 を行 う者については、感染防止のための措置の徹底が求め られ る (特

11



措法第 4条第 1項 、第 2項 )。

(71 市民

新型インフルエ ンザ等の発生前か ら、新型インフルエンザ等に関す る情報や発生時に

取るべき行動な ど、その対策に関す る知識 を得 るとともに、季節性インフルエンザにお

いても行 つている、マスク着用・ 咳エチケ ッ ト・手洗い 。うがい等の個人 レベルでの感

染対策 を実践す るよ う努 める。 また、発生時に備 えて、個人 レベルにおいて も食料品 。

生活必需品等の備蓄を行 うよ う努める。

新型インフルエ ンザ等の発生時には、発生の状況や実施 されている対策等についての

情報を得て、感染拡大を抑えるための個人 レベルでの対策 を実施す るよ う努める。

新型インフルエ ンザ患者等及びその接触者 に対 して、その人権 を十分に配慮 し、偏見

や差別 を持たないよ う努め、その人権 を損な うことのないよ う注意 しなければな らない。

7 市行動計画の主要 6項 目

本市行動計画は、政府、県行動計画に示 された基準に基づき、新型イ ンフルエンザ等姑

策の 2つ の主たる目的である 「感染拡大を可能な限 り抑制 し、市民の生命及び健康 を保護

する」及び 「市民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小 となるよ うにす る」を達成す るた

めの戦略を実現す る具体的な対策について、「(1)実施体制」、「(2)情 報提供・共有」、「131予 防・

まん延防止」、「14)予 防接種」、「(d医療」、「(6)市 民生活及び地域経済の安定の確保」の 6項

目に分けて立案 している。各項 目の対策については、発生段階 ごとに記述す るが、横断的

な留意点等については以下の とお りである。

但)実 施体制

新型イ ンフルエ ンザ等は、その病原性 が高 く感染力が強い場合、多数の国民の生命 。

健康に甚大な被害を及ぼすほか、全国的な社会 。経済活動の縮小・停滞を招 くおそれがあ

り、国家の危機管理の問題 として取 り組む必要がある。

このため、危機管理部門 と公衆衛生部門が中心 とな り、一丸 となつて取組 を行 うこと

が求め られ る。

また、この危機管理に関係者が迅速かつ的確に対応す るためには、各段階に応 じた行

動計画をあらか じめ作成 しておき、広 く周知 してお く必要がある。

さらに、関係部局が連携 し、一体 となつた取組 を進める必要があるため、各発生段階

に応 じた体制 を整備す る。

なお、地域における発生段階の移行については、山口県新型インフルエンザ等対策協

議会の意見を踏まえ、県が、必要に応 じて国 と協議の上で、決定す る。
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<発生段階 と組織体制 >

※ 1 現地対策本部 :

岩国健康福祉センターにおいて本部長 (知 事 )が 必要 と判断 した場合に設置す る。

※ 2 岩国市新型インフルエ ンザ等対策本部 :

緊急事態宣言がされた とき、又は市が必要 と判断 した場合に設置す る。

【山口県本庁】

(未発生期 )

山 口県新型インフルエンザ等対策推進会議 を設置す る。

(海外発生期～地域感染期 )

政府対策本部が設置 された ときに山 口県新型インフルエ ンザ等対策本部を設置す る。

(小 康期 )

政府対策本部が廃止 された ときに山口県新型インフルエ ンザ等対策本部か ら山 口県新

型イ ンフルエンザ等対策推進会議に移行す る。

(未発生期～小康期 )

山 口県新型インフルエンザ等対策協議会 を設置 し、山口県新型インフルエ ンザ等対策

行動計画に関す る専門的技術的事項について検討す る。

【現地】

(未発生期～小康期 )

健康福祉センター等 (保健所)は 、新型インフルエンザ等対策連絡協議会を設置する。

また、被害規模その他の状況により必要があると本部長 (知 事)が判断 した場合は、現

地対策本部に移行 される。

【市】

(全期 )

岩国市新型インフルエンザ等対策推進会議 (会長 :健康福祉部長)を設置する。

発

生

段

階

国

未発生期 海外発生期

国内発生早期 国内感染期

小康期
県・ 市 地域未発生期 地域発生早期 地域感染期

組

織

体

常J

県

山 口 県 新

型 イ ン フ

ル エ ン ザ

等 対 策 推

進会議

山 口県新型イ ンフルエ ンザ等対策本部

政 府 姑 策 本 部

が 廃 止 され た

ときは、本部 を

廃上 し、推進会

議 に移行

山 口県新型イ ンフルエ ンザ等対策協議会

現 地
岩国新型インフルエ ンザ等対策連絡協議会

(※ 1 現地姑策本部 )

適宜変更

市

岩国市新型イ ンフルエ ンザ等対策推進会議

※2 岩国市新型イ ンフルエ ンザ 対策本部

緊 急 事 態 解 除

宣 言 が され た

ときは、本部 を

廃上 し、推進会

議 に移行
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(海外発生期～小康期 )

緊急事態宣言が された とき、又は市が必要 と判断 した場合に岩国市新型インフルエン

ザ等対策本部 (本 部長 :市長)を設置す る。

(小康期 )

緊急事態解除宣言がされた場合、速やかに岩国市新型インフルエンザ等対策本部を廃

止する (特措法第 37条 )。

岩国市新型インフルエ ンザ等対策推進会議 (会 長 :健康福祉部長)に移行する。

なお、新型インフルエ ンザ等対策は、幅広い分野にまたがる専門的知見が求め られ る

ことか ら、県は、行動計画の改定に際 し、医学・公衆衛生の学識経験者 の意見を聴 き、

また、発生時には、医学・公衆衛生の学識経験者の意見を適宜適切に聴取す るため、新

型インフルエ ンザ等対策協議会か ら専門的意見を聴 くとされている。

市においても、行動計画の作成等に際 し、医学・公衆衛生の学識経験者の意見を聴 き、

発生時には、医学 。公衆衛生の意見を適宜適切に聴 く。 また、発生時に、必要時専門都

会において、業務調整のための検討 を行 う。

121 情報提供・ 共有

ア サーベイ ランス 。情報収集

新型インフルエンザ等対策を適時適切 に実施す るためには、サーベイランスにより、

いずれの段階においても、新型インフルエンザ等に関する様々な情報 を、国内外か ら

系統的に収集・分析 し判断につなげること、また、サーベイランスの結果を関係者に

迅速かつ定期的に還元す ることによ り効果的な対策に結びつけることが重要である。

イ 情報提供・ 共有の 目的

国家の危機管理に関わる重要な課題 とい う共有の理解の下に、国、県、市、医療機

関、事業者、個人の各々が役割 を認識 し、十分な情報を基に判断 し適切な行動 をとる

ため、対策の全ての段階、分野において国、県、市、医療機 関、事業者、個人の間で

のコミュニケーシ ョンが必須である。 コ ミュニケーシ ョンは双方向性のものであ り、

一方向性の情報提供だけでなく、情報共有や情報の受取手の反応の把握までも含む こ

とに留意す る。

ウ 情報提供手段の確保

市民については、情報を受け取 る媒体や情報の受け取 り方が千差万別であることが

考えられ るため、外国人、障害者など情報が届 きに くい人にも配慮 し、受取手に応 じ

た情報提供になるようインターネ ッ トを含 めた多様な媒体 を用いて、理解 しやすい内

容で、できる限 り迅速に情報提供 を行 う。

工 発生前における市民等への情報提供

発生時の危機 に対応す る情報提供だけでなく、予防的対策 として、発生前において

も、県及び市は、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関す る情報や様々
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な調査研究の結果などを市民に情報提供す る。 こ うした適切な情報提供を通 し、発生

した場合の新型インフルエンザ等紺策に関 し周知を図る。特に児童 。生徒等に対 して

は、学校は集団感染が発生す るな ど、地域における感染拡大の起点 とな りやすい こと

か ら、健康福祉都 と教育委員会等が連携 して、感染症や公衆衛生について丁寧 に情報

提供 してい くことが必要である。

オ 発生時における市民等への情報提供及び共有

(ア)発 生時の情報提供 について

新型インフルエンザ等の発生時には、発生段階に応 じて、国内外の発生状況、対

策の実施状況等について、特に、対策の決定の過程 (科学的知見を踏まえて どのよ

うな事項 を考慮 して どのよ うに判断がな されたのか等)や、対策の理由、対策の実

施主体を明確 に しなが ら、患者等の人権にも配慮 して迅速かつ分か りやすい情報提

供 を行 う。

市民への情報提供に当たつては、媒体の中で も、テ レビ、新聞等へのマスメデ ィ

アの役割が重要であ り、その協力が不可欠である。提供す る情報の内容については、

個人情報の保護 と公益性に十分配慮 して伝 えることが重要である。 また、誤 つた情

報が出た場合は、風評被害を考慮 し、個々に打ち消す情報 を発信す る必要がある。

市民については、情報 を受け取 る媒体や情報の受 け取 り方が千差万別であること

が考え られ るため、情報が届 きに くい人にも配慮 し、多様な媒体を用いて、理解 し

やすい内容で、できる限 り迅速に情報提供を行 う。

提供す る情報の内容については、特に、新型インフルエ ンザには誰 もが感染す る

可能性があること (感 染 したことについて、患者やその関係者 には原則 として責任

はないこと)、 個人 レベルでの対策が全体の対策推進 に大きく寄与す ることを伝 え、

発生前か ら認識の共有 を図ることも重要である。

(イ)市 民の情報収集の利便性向上

市民の情報収集の利便性向上のため、関係省庁の情報、地方公共団体の情報、指

定 (地方)公共機関の情報などを、必要に応 じて、集約 し、ホームページ等に掲載

する。

力 情報提供体制

情報提供に当たつては、提供す る情報の内容について統一を図ることが肝要であ り、

情報を集約 して一元的に発信す る体制を構築する。市は、市対策推進会議及び市対策

本部における広報担当者 を設置 し、適時適切に情報 を共有す る。なお、対策の実施主

体 となる部局が情報を提供す る場合には、適切に情報 を提供できるよ う、市対策本部

において調整す る。

(3)予防 。まん延防止

ア 予防 。まん延防止の 目的

新型インフルエンザ等の感染対策 には、流行の ピー クをできるだけ遅 らせ ることで
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体制の整備 を図るための時間を確保することにつながる。 また、流行のピーク時の受

診患者数等を減少 させ、入院患者数 を最小限にとどめ、医療体制が対応可能な範囲内

にお さめ られ ることにつながる。

個人対策や地域対策、職場対策、予防接種な どの複数の対策を組み合わせて行 うが、

まん延防止対策には、個人の行動を制限す る面や、対策そのものが社会 。経済活動に

影響を与える面 もあることを踏まえ、対策の効果 と影響 とを総合的に勘案 し、新型イ

ンフルエ ンザ等の病原性 。感染力等に関す る情報や発生状況の変化に応 じて、実施す

る対策の決定、実施 している対策の縮小・ 中止を行 う。

イ 主なまん延防止対策

個人における対策については、県内における発生の初期の段階か ら、新型インフル

エンザ等の患者に対す る入院措置や、患者の同居者等の濃厚接触者 に対す る感染を防

止す るための協力 (健康観察、外出 自粛の要請等)等、感染症法に基づ く措置を行 う

とともに、マスク着用・咳エチケ ッ ト。手洗い 。うがい、人混み を避けること等の基

本的な感染対策を実践す るよ う促す。 また、新型インフルエンザ等緊急事態において

は、必要に応 じ、不要不急の外出 自粛要請が行われ る (特 措法第 45条第 1項 )。

地域対策については、県内における発生の初期の段階か ら、個人における季節性イ

ンフルエンザ対策 として実施 されている感染防止策をより強化 して実施す る。

また、新型インフルエ ンザ等緊急事態においては、必要に応 じ、施設の使用制限の

要請等が行われ る (特措法第 45条 第 2項 、 3項 )。

條)予 防接種

ア ワクチン

フクチンの接種により、個人の発症や重症化を防 ぐことで、受診患者数 を減少 させ、

入院患者数や重症患者数を抑 え、医療体制が対応可能な範囲内にお さめられるよ う努

めることは、新型インフルエ ンザ等による健康被害や社会 。経済活動への影響を最小

限にとどめることにつながる。

新型インフルエ ンザ対策におけるワクチンについては、製造の元 となるウイルス株

や製造時期が異なるプ レパ ンデ ミックフクチンとパ ンデ ミックワクチンの 2種類があ

る。なお、新感染症については、発生 した感染症によつてはワクチンを開発すること

が困難であることも想定 され るため、本項 目では、新型イ ンフルエ ンザに限つて記載

す る。

イ 特定接種及び特定接種の接種体制

(ア)特 定接種

特定接種 とは、特措法第 28条に基づ き、「医療の提供並びに国民生活及び国民経

済の安定を確保す るため」に行 うものであ り、政府対策本部長がその緊急の必要が

あると認めるときに、臨時に行われ る予防接種 をい う。

市は、政府対策本部の決定に従い、新型インフルエンザ等の発生時に、 自らの職

員に速やかに特定接種 を実施す る。そのため、新型インフルエ ンザ等対策の職務に
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該当す る者の考え方を整理 し、発生時に速やかに特定接種 を実施できるよ うあ らか

じめ、接種射象者、接種順位等を定める。

(イ)特 定接種の接種体制

新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員については、原則 として集

団接種によ り予防接種 を実施す ることとなるため、接種が円滑に行 えるよ う未発生

期か ら接種体制 を構築す る。

政府行動計画 Ⅱ-614)予防 。まん延防止 (ウ )予防接種 五

特定接種抜粋

五-1)特定接種

特定接種の対象 とな り得 る者は、

①  「医療の提供の業務」又は 「国民生活及び国民経済の安定に寄与す る業務」を

行 う事業者であつて厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録 を受

けているもの (以 下「登録事業者」とい う。)の うちこれ らの業務に従事す る者 (厚

生労働大臣の定める基準に該 当す るものに限る。)

② 新型インフルエンザ等姑策の実施 に携わる国家公務員

③ 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員

である。

特定接種 については、基本的には住民接種 よ りも先に開始 され るものであることを

踏 まえれば、特定接種の対象 とな り得 る者 に関す る基準 を決定す るに当たつては、国

民の十分な理解が得 られ るよ うに、特措法上高い公益性 。公共性が認 め られ るもので

なければな らない。

この うち 「国民生活及び国民経済の安定に寄与す る事業を行 う事業者」について、

特措法上の公益性・公共性 が認 め られ るのは、国及び地方公共団体 と同様の新型イン

フルエ ンザ等対策実施上の責務 を担 う指定 (地方)公共機 関制度であ り、 この制度 を

中心 として特定接種の対象業務 を定める。具体的には、指定 (地 方)公共機関に指定

されている事業者、これ と同類の事業ない し同類 と評価 され得 る社会インフラに関わ

る事業者、また、国民の生命 に重大な影響があるもの として介護・福祉事業者が該 当

す る。

また、 この指定公共機 関制度による考 え方には該 当 しないが、特例的に国民生活の

維持に必要な食料供給維持等の観点か ら、食料製造・小売事業者な どが特定接種の対

象 とな り得 る登録事業者 として追加 され る。

特定接種 を実施す るに当たつては、新型インフルエ ンザ等対策実施上の公益性 。公

共性 を基準 として、①医療関係者 、②新型インフルエ ンザ等対策の実施に携わ る公務

員、③指定公共機 関制度 を中心 とす る基準による事業者 (介 護福祉事業者 を含む。)、

④それ以外の事業者の順 とす ることを基本 とす る。

事前に上記のよ うな基本的な考 え方を整理 してお くが、危機管理においては状況に

応 じた柔軟な対応が必要 となることか ら、発生 した新型インフルエ ンザ等の病原性の

特性、更に、その際の社会状況等 を総合的に政府対策本部が判断 し、基本的対処方針
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により、接種総枠 、対象、接種順位 、その他の関連事項を決定す る。

特定接種については、備蓄 しているプ レパ ンデ ミックフクチンが有効であれば、備

蓄 ワクチンを用いることとなるが、発生 した新型インフルエンザ等がH5Nl以 外の

感染症であつた場合や亜型がH5Nlの 新型イ ンフルエ ンザであつて も備蓄 してい

るプ レパンデ ミックワクチンの有効性が低い場合には、パンデ ミックフクチンを用い

ることとなる。

五-2)特定接種の接種体制

登録事業者の うち特定接種対象 とな り得 る者及び新型インフルエ ンザ等対策の実

施に携わる国家公務員については、国を実施主体 として、新型インフルエ ンザ等対策

の実施に携わる地方公務員については、当該地方公務員の所属す る都道府県又は市町

村を実施主体 として、原則 として集団的接種によ り接種を実施す ることとなるため、

接種が円滑に行 えるよ う未 発生期か ら接種体制の構築 を図 ることが求め られ る。特

に、登録事業者の うち「国民生活 。国民経済安定分野」の事業者については、接種体

制の構築を登録要件 とす る。

ウ 住民接種及び住民接種の接種体制

(ア)住 民接種

特措法において、新型インフルエンザ等緊急事態措置の一つ として住民に対す る

予防接種の枠組ができたことか ら、緊急事態宣言が行われてい る場合については、

特措法第 46条 に基づき、予防接種法 (昭 和 23年 法律第 Q8号 )第 6条第 1項の規

定 (臨 時の予防接種)に よる予防接種 を行 うこととなる。

一方、緊急事態宣言が行われていない場合については、予防接種法第 6条第 3項

の規定 (新臨時接種)に基づ く接種を行 うこととなる。住民接種の接種順位等の基

本的な考え方は、政府行動計画に示 されているが、緊急事態宣言がなされている事

態においては柔軟な対応が必要であることか ら、発生 した新型インフルエンザ等の

病原性等の情報 を踏まえて、政府姑策本部において決定 され る。

(イ)住 民接種の接種体制

住民接種については、市を実施主体 として、原則 として集団的接種により接種 を

実施す ることとなるため、接種が円滑に行 えるよ う接種体制を構築す る。市は予防

接種の円滑な実施のため必要な協力を県に要請す る。
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政府行動計画 Ⅱ-614)予防 。まん延防止 (ウ)予 防接種 五

住民接種抜粋

五-1)住 民接種

・・ 。本文略・・・

まず、特定接種対象者以外の接種対象者については、以下の 4群に分類す ることを基

本 とす る。

①  医学的ハイ リスク者 :呼吸器疾患、心臓血管系疾患を有す る者等、発症す ることに

よ り重症化す る リスクが高い と考えられ る者

・基礎疾患を有す る者

・妊婦

② 小児 (1歳未満の小児の保護者及び身体的な理 由により予防接種が受けられない小

児の保護者 を含む。)

③ 成人 。若年者

④ 高齢者 :ウ イルスに感染す ることによつて重症化す る リスクが高いと考えられ る群

(65歳 以上の者 )

接種順位 については、新型インフルエンザによる重症化、死亡を可能な限 り抑 えるこ

とに重点を置いた考え方が考 えられ るが、緊急事態宣言がなされた場合、国民生活及び

国民経済に及ぼす長期的な影響を考慮す る (特措法第 46条 2項)と 、我が国の将来を

守 ることに重点を置いた考 え方や、これ らの考え方 を併せた考え方 もあることか ら、こ

うした以下のよ うな基本的な考え方を踏まえ決定す る。

1)重症化、死亡を可能な限 り抑 えることに重点を置いた考え方

・成人 。若年者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合

(医 学的ハイ リスク者 >成人・若年者 >小児 >高齢者の順で重症化 しやすい と仮定 )

①医学的ハイ リスク者 ②成人 。若年者 ③小児 ④高齢者

。高齢者に重症者が多いタイプの新型インフルエ ンザの場合

(医 学的ハイ リスク者 >高齢者 >小児 >成人 。若年者の ll♭硬で重症化 しやすい と仮定 )

①医学的ハイ リスク者 ②高齢者 ③小児 ④成人・若年者

。小児に重症者が多いタイプの新型インフルエ ンザの場合

(医 学的ハイ リスク者 >小児 >高齢者 >成人・若年者の順で重症化 しやすい と仮定 )

①医学的ハイ リスク者 ②小児 ③高齢者 ④成人 。若年者

2)我が国の将来を守ることに重点を置いた考え方

・成人・若年者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合

(医 学的ハイ リスク者 >成人 。若年者 >高齢者のlll買 で重症化 しやすいと仮定)

①小児 ②医学的ハイ リスク者 ③成人 。若年者 ④高齢者

・高齢者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合

(医 学的ハイ リスク者 >高齢者 >成人 。若年者の順で重症化 しやすいと仮定 )

①小児 ②医学的ハイ リスク者 ③高齢者 ④成人 。若年者
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3)重症化、死亡を可能な限 り抑えることに重点を置きつつ、あわせて我が国の将来

を守ることにも重点を置く考え方

。成人 。若年者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合

(成人・若年者 >高齢者の順で重症化 しやすいと仮定)

①医学的ハイ リスク者 ②小児 ③成人・若年者 ④高齢者

・高齢者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合

(高齢者 >成人 。若年者の順で重症化 しやすいと仮定)

①医学的ハイ リスク者 ②小児 ③高齢者 ④成人 。若年者

五-2)住 民接種の接種体制

。・・本文略・・・

15)医療

ア 医療の 目的

新型イ ンフルエ ンザ等が発生 した場合、全国的かつ急速にまん延 し、かつ、市民の

生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることか ら、医療の提供は健康被害を

最小限にとどめるとい う目的を達成す る上で、不可欠な要素である。 また、健康被害

を最小限に とどめることは、社会 。経済活動への影響を最小限にとどめることにもつ

ながる。

新型インフルエ ンザ等が大規模 にまん延 した場合には、患者数の大幅な増大が予測

され るが、地域の医療資源 (医 療従事者、病床数等)には制約があることか ら、効率

的・効果的に医療 を提供できる体制を事前に計画 してお くことが重要である。

イ 発生時における医療体制の維持・ 確保

地域発生早期の段階では、医療の提供は、患者の治療 とともに感染対策 として )ヽ有

効である可能性があることか ら、病原性が低いことが判明 しない限 り、原則 として、

感染症法に基づき、新型インフルエンザ等患者等は感染症指定医療機 関等に入院 とな

る。

新型インフルエ ンザ等に感染 している可能性がより高い、発生国か らの帰国者や国

内患者の濃厚接触者の診療のために、県内で新型インフルエンザ等が拡がる前の段階

までは各圏域に 「帰国者・接触者外来」を確保 して診療が行われ るが、新型インフル

エンザ等の患者は帰国者・接触者外来を有 しない医療機関を受診す る可能性 もあるこ

とを踏 まえて対応す る。

このため、帰国者・接触者外来を有 しない医療機関 も含 めて、医療機 関内において

は、新型インフルエンザ等に感染 している可能性がある者 とそれ以外の疾患 との接触

を避 ける工夫等を行い院内での感染防止に努 める必要がある。 また、医療従事者は、

マスク・ガ ウン等の個人防護具の使用や健康管理、 ワクチンの接種 を行い、十分な防

御なく忠者 と接触 した際には必要に応 じて、抗インフルエンザ ウイルス薬の予防投与

を行 う。 また、帰国者・接触者外来等の県内における医療体制については、一般的な
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広報のほか 「帰国者・接触者相談センター」か ら情報提供がなされ る。

帰国者・接触者外来 を有 しない医療機 関でも忠者が見 られ るよ うになつた場合等に

は、帰国者・接触者外来を指定 した診療体制か ら一般の医療機関 (内 科・小児科等、

通常、感染症の診療 を行 う全ての医療機 関)で診療す る体制に切 り替えられ る。

16)市民生活及び地域経済の安定の確保

新型インフルエンザは、多 くの市民が り忠 し、各地域での流行が約 8週間程度続 くと

言われている。 また、本人の り患や家族の り患等によ り、市民生活及び地域経済の大幅

な縮小 と停滞 を招 くおそれがある。

このため、新型インフルエ ィザ等発生時に、市民生活及び地域経済への影響 を最小限

とできるよ う、国、県、市、医療機 関、指定 (地方)公共機 関及び登録事業者 は特措法

に基づき事前に十分準備 を行い、一般の事業者において も事前の準備 を行 う。
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8 組織体制

(発 生段階 と組織体制 )

※ 1 現地対策本部 :

岩国健康福祉セ ンターにおいて本部長 (知 事)が 必要 と判断 した場合 に設置す る。

※ 2 岩国市新型インフルエ ンザ等対策本部 :

緊急事態宣言が された とき、又は市が必要 と判断 した場合に設置す る。

発

生

段

階

国

未発生期 海外発生期

国内発生早期 国内感染期

小康期
県・ 市 地域未発生期 地域発生早期 地域感染期

組

織

体

制

県

山 口 県 新

型 イ ン フ

ル エ ン ザ

等 対 策 推

進会議

山口県新型インフルエンザ等紺策本部

政 府 封 策 本 部

が 廃 止 され た

ときは、本部 を

廃上 し、推進会

議 に移行

山口県新型インフルエンザ等対策協議会

現 地
岩国新型インフルエンザ等紺策連絡協議会

(※ l 現地姑策本部 )
適宜変更

市
岩国市新型インフルエ ンザ等姑策推進会議

2 岩国市新型インフルエ ンザ等対策本部

緊急 事態 解 除

宣 言が され た

ときは、本部を

廃止 し、推進会

議に移行
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但)岩 国市新型インフルエ ンザ等封策推進会議

新型インフルエ ンザ等の市内での発生に備 え、感染拡大の防止を図 り市民の生命及び

健康を保持す るとともに市民生活及び地域経済に及ぼす影響 を最小限にす るために、関

係部局が情報 を共有す るとともに、市行動計画に基づ き、必要な対策が講 じられ るよ う

協議す る。

会長 健康福祉部長

副会長 健康福祉部 保健担 当部長

委 員 総務部 総務課長

秘書広報課長

職員課長

危機管理課長

総合政策部 政策企画課長

基地政策課長

市民生活部 市民協働推進課長

環境部 環境保全課長

健康福祉部 社会課長

高齢障害課長

こども支援課長

健康推進課長

介護保険課長

地域医療課長

市立錦 中央病院事務長

市立美和病院事務長

産業振興部 生産流通課長

農林振興課長

総合支所 地域振興課長

教育委員会 教育政策課長

学校教育課長

消防本部 警防課長

事務局 :健康推進課

専門都会 (必 要に応 じて会長が招集す る):業務調整のための組織
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121 岩国市新型イ ンフルエンザ等対策本部

新型インフルエ ンザ等の市内発生に備 え、感染拡大の防止を図 り市民の生命及び健康

を保持す るとともに市民生活及び地域経済に及ぼす影響 を最小限にす るために市行動計

画に基づき、情報共有 し、全庁が連携 し予防 。まん延防止対策について協議・決定を行

う。

本部長 市長

副本部長 副市長

本部員 政策審議官

総務部長

危機管理監

総合政策部長

基地政策担当部長

市民生活部長

環境部長

健康福祉部長

保健担当部長

産業振興部長

都市建設部長

教育長

教育次長

交涌局長

水道局長

消防長

事務局 :危機管理課、健康推進課

専門都会

必要に応 じて、業務調整のために本部長が招集す る。

部

必要な対策を講ず るために、条例に基づき本部長が設置す る。

※岩国市新型インフルエ ンザ等対策本部条例

第 4条  本部長は、必要 と認 めるときは、新型インフルエンザ等対策本部に部 を置 く
ことができる。
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各論
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未発生期

第 3 各段階における対策

以下、発生段階 ごとに、 目的、対策の考え方、主要 6項 目の個別の対策 を記載す る。

新型インフルエンザ等が発生 した場合、国は政府行動計画に基づ き 「基本的対処方針」

を作成す ることとなつてお り、個々の対策の具体的な実施時期は各段階の移行時期 とは必

ず しも一致 しないことや、当初の予測 とは異なる状況が発生す る可能性 もあることか ら、

段階はあくまでも目安 として、必要な対策を柔軟に選択 し実施す る。

また、緊急事態宣言が発令 され る前に、市が必要 と判断 して対策本部が設置 された場合、

その対策は、緊急事態宣言に準 じて実施す ることとす る。

1 未発生期

(1)実施体制

(1)-1 市行動計画等の改定

① 市は、特措法の規定に基づき、政府行動計画、県行動計画等を踏 まえ、発生前か

ら、新型インフルエンザ等の発生に備 えた市行動計画の作成 を行い、必要に応 じて

見直 してい く (特 措法第 8条 )。                 (健 康推進課 )

② 市は、「岩国市新型インフルエンザ等業務継続計画」の作成を行う。  (全 課)

(1)-2 体制整備 と連携の強化

① 市は、「岩国市新型インフルエンザ等対策推進会議 (会長 :健康福祉部長)」 を設

置 し、関係部局が情報を共有するとともに、市民への情報提供を行 う。 (関係課 )

未発生期

新型インフルエンザ等が発生 していない状態

海外において、鳥類等の動物のイ ンフルエ ンザ ウイルスが人に感染す る例が散発的

に発生 しているが、人か ら人への持続的な感染はみ られていない状況

日的 :

1 発生に備 えて体制の準備 を行 う。

2 国、県等 との連携の下に発生の早期確認 に努める。

対策の考え方 :

1 新型インフルエンザ等は、いつ発生す るか分か らない ことか ら、平素か ら警戒を怠

らず、本市行動計画等を踏まえ、関係機関等 との連携 を図 り、対応体制の構築や訓練

の実施、人材 の育成等、事前の準備 を推進す る。

2 新型インフルとンザ等が発生 した場合の対策等に関 し、市民全体 での認識共有を図

るため、継続的な情報提供を行 う。

3 海外での新型インフルエンザ等の発生を早期に察知す るため、国、県等 と連携を図

るなど、継続的な情報収集 を行 う。
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未発 生期

② 専門部会を設置し、必要時業務調整のための検討を行う。 (健康推進課 )

③ 岩国健康福祉センターが開催する「岩国新型インフルエンザ等対策連絡協議会」

において、情報の共有、対策の協議を行い、関係機関との連携を強化する。

(健康推進課、危機管理課 )

④ 市は、県、他の市町と相互に連携 し、新型インフルエンザ等の発生に備え、情報

交換、連携体制の確認、訓練を実施する。           (健 康推進課 )

121 情報提供・共有

(2)-1 情報収集

市は、発生前か ら、情報収集・提供体制を整備 し、国及び県が発信す る新型イ ンフル

エ ンザ等に関す る基本的な情報を収集す る。       (健 康推進課、危機管理課 )

(2)-2 米軍岩国基地 との連携による情報収集

市は、米軍岩国基地にお ける新型インフルエンザ等に関す る情報 を収集す る。

(基地政策課 )

(2)-3 通常のサーベイ ランス

① 毎年冬季 に流行す るインフルエ ンザについて、国、県の発表す るサーベイ ランス

の情報 を収集す る。                     (健 康推進課 )

② 学校等におけるインフルエンザ様症状による欠席者の状況 (学級・学校閉鎖等 )

をシステムの活用等により把握に努め、インフルエンザの感染拡大を早期に探知す

る体制を整備する。        (学 校教育課、こども支援課、健康推進課 )

121-4 情報提供

① 新型インフルエンザ等に関する基本的な情報や発生 した場合の対策について、各

種媒体を利用 し、継統的に分かりやすい情報提供を行 う。

(秘書広報課、健康推進課 )

② マスク着用・ロノス・ エチケット・手洗い 。うがい等、季節性インフルエンザに対 して

も実施すべき個人 レベルの感染対策の普及を図る。

(健康推進課、学校教育課、こども支援課、秘書広報課 )

(2)-5 コールセ ンターの設置準備

国か らの要請 に基づいて、新型インフルエンザ等の発生時に、市民か らの一般的な

問合せに対応できる窓 日としてコールセ ンターを設置す る準備 を進める。
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未発生期

131 予防 。まん延防止

131-1 対策実施のための準備

① 市、学校、施設等は、マスク着用 。咳エチケ ッ ト・ 手洗い 。うがい、人混みを避

ける等の基本的な感染対策の普及 を図 り、また、海外発生期以降 (帰 国者・接触者

外来に限定 して診療が行われ る間 )、 岩 国健康福祉セ ンターに帰国者・接触者相談

センターが設置 され ることか ら、自らの発症が疑わ しい場合は、本人が同センター

に連絡 し、指示 を仰 ぐこと、本人へは感染 を広げないよ うに不要な外出を控えるこ

と、マスクの着用等の咳エチケ ッ トを行 う等基本的な感染対策について理解促進 を

図る。        (学 校教育課、 こども支援課、高齢障害課、健康推進課 )

② 新型インフルエンザ等緊急事態における不要不急の外出の自粛要請の感染対策

についての理解促進を図る。                 (健 康推進課 )

③ 市は、国が実施する検疫の強化の際に必要となる防疫措置、入国者に対する疫学

調査等について、必要時に協力する。             (健 康推進課 )

④ 市は、衛生資器材等 (消 毒薬、マスク等)の 生産 。流通 。在庫等の状況を把握 し、

確保する。 (危機管理課 )

14)予防接種

催)-1 特定接種の準備

① 市は、国が行 う事業者の登録に関 し、国が作成 した登録実施要領 (特定接種に係

る接種体制、事業継続に係 る要件や登録手続 き等を示す もの)に よ り、登録作業を

必要時協力す る。                      (健 康推進課 )

② 市は、国の指示に基づき、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員

の特定接種の対象 となり得る者に射 し、集団的接種を原則 として、速やかに特定接

種ができるよう、接種体制を構築する。         (職 員課、健康推進課 )

14)-2 住民接種の準備

① 住民接種 については、市を実施主体 として、原則 として集団接種によ り行 うこと

となるため、国及び県の協力を得なが ら、特措法第 46条又は予防接種法第 6条第

3項に基づき、市の区域内に居住す る者 に対 し、速やかにワクチンを接種す ること

ができるための体制の構築を図る。              (健 康推進課 )

② 市は、円滑な接種の実施のために、あらか じめ市町村間で広域的な協定を締結す

るなど、居住する市以外の市町村における接種を可能にするように努める。

(健康推進課 )
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未発生期

③ 市は、速やかに接種することができるよう、医師会、事業者、学校関係者等 と協

力 し、接種に携わる医療従事者等の体制や、接種場所、接種時期の周知 。予約等、

接種の具体的な実施方法について、準備を進める。       (健 康推進課 )

151 医療

(5)-1 医療体制の整備

市は、岩国健康福祉セ ンターが開催す る「岩国新型インフルエ ンザ等対策連絡協議会」

において、地域の関係者 と密接に連携 を図 りなが ら地域の実情に応 じた医療体制の整備

の推進に協力す る。                       (地 域医療課 )

15)-2 地域感染期に備えた医療の確保

① 市は、県の行 う地域感染期に備えた医療の確保に協力する。

(地域医療課 )

② 消防本部は、県の要請を受けて、救急隊員等搬送従事者のための個人防護具の備

(消 防本部 )蓄を進 める。

(6)市 民生活及び地域経済の安定の確保

(6)-1 要援護者への生活支援

市は、地域感染期における高齢者、障害者等の要援護者への生活支援 (見 回 り、介護、

訪問診療、食事の提供等 )、 搬送、死亡時の対応等について、国か らの要請に対応 し、県

と連携 し要援護者の把握 とともにその具体的手続 きを決めてお く。

(社会課、高齢障害課、介護保険課、地域医療課 )

16)-2 火葬能力等の把握

市は、国か ら県を通 じて行われ る火葬場の火葬能力及び一時的に遺体を安置できる施

設等についての把握、検討 を行 う旨の要請を受け対応す る。     (環 境保全課 )

(6)-3 物資及び資材 の備蓄等 (特措法第 10条 )

市は、新型インフルエンザ等対策の実施 に必要な医薬品その他の物資及び資材 を備蓄

等 し、又は施設、設備 を整備す る。          (危 機管理課、地域医療課 )
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海外発生期

海外で新型インフルエ ンザ等が発生 した状態

国内では新型インフルエンザ等の息者は発生 していない状態

海外においては、発生国・地域が限定的な場合、流行が複数の国

る場合等、様々な状況

。地域に拡大 してい

目的 :

1 新型インフルエンザ等の国内侵入の状況等 も注視 しつつ、県内発生の遅延 と早期発

見に努める。

2 県内発生に備 えて体制の整備 を行 う。

対策の考え方 :

1 新たに発生 した新型インフルエ ンザ等の病原性や感染力等について十分な情報がな

い可能性が高いが、その場合は、病原性・感染力等が高い場合にも対応できるよ う、

強力な措置をとる。

2 対策の判断に役立てるため、国・ 県等 との連携の下で、海外での発生状況、新型イ

ンフルエンザ等の特徴等に関す る積極的な情報収集 を行 う。

3 国内発生 した場合には早期に発見できるよ う、国 。県内のサーベイランス・情報収

集体制を強化す る。

4 海外での発生状況について注意喚起す るとともに、国内発生に備 え、国内発生 した

場合の対策について的確 な情報提供 を行い、市民に準備 を促す。

5 診療体制の確立、市民生活及び市民経済の安定のための準備、プ レパ ンデ ミックフ

クチンの接種等、県内発生に備 えた体制整備 を急 ぐ。

海外発生期

2 海外発生期

(1)実施体制

(1)-1 体制整備の強化

① 市は、県の対策を受け「岩国市新型インフルエンザ等対策推進会議」を適宜開催

する。                            (健 康推進課 )

② 岩国健康福祉センターが開催する「岩国新型インフルエンザ等対策連絡協議会」

において、情報の共有、対策の協議を行い、関係機関との連携を強化する。

(健康推進課、危機管理課 )

③  「岩国市新型インフルエンザ等対策行動計画」及び「岩国市新型インフルエンザ

等業務継続計画」を確認 し、対策について準備及び実施する。     (全 課 )

12)情 報提供・共有

121-1 情報収集

市は、新型インフルエンザ等の発生状況について、国及び県が発信す る新型インフル
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海外発生期

エンザ等に関す る情報で、病原体に関す る情報、疫学情報 (症状、症例定義、致命率等 )、

治療法に関す る情報 (抗インフルエンザ ウイルス薬の有効性等)を収集す る。

(健康推進課 )

(2)-2 米軍岩国基地 との連携による情報収集等

米軍岩国基地における新型インフルエンザ等に関す る情報を収集す る。

(基地政策課 )

(2)-3 サーベイランス体制の強化

① 新型インフルエンザ等の発生状況等について、国、県からの情報を収集する。

(健康推進課 )

② 感染拡大を早期に探知するため、学校等でのインフルエンザの集団発生の把握 と

欠席者の把握を開始する。     (学 校教育課、こども支援課、健康推進課 )

12)-4 情報提供

① 市民に対 して各国の発生状況について情報提供 し、注意喚起を行 う。また、市ホ

ームページの内容等について随時更新する。    (秘 書広報課、健康推進課 )

② メディア等に対 し、適宜広報担当者から発生・対応状況について、情報提供を行

(秘 書広報課、健康推進課 )つ。

③ 個人一人一人が取 るべき行動を理解 しやすいよ う、新型インフルエ ンザ等には誰

もが感染す る可能性があることを伝 え、個人 レベルでの感染対策や、感染が疑われ、

また患者 となつた場合の対応 (受診の方法等)を周知す る。 また、学校・保育施設

等や職場での感染対策 についての情報を適切 に提供す る。

(健康推進課、学校教育課、こども支援課、その他関係課 )

121-5 情報共有

国及び県 とのインターネ ッ ト等を活用 した リアル タイムかつ双方向の情報共有を行 う

問合せ窓 口を設置 し、メール等により、対策の理 由、過程等の共有 を行 う。

(健康推進課 )

121-6 コールセ ンターの設置

県か らの要請に基づいて、市民か らの一般的な問合せに対応できるコールセ ンターを

設置 し、相談体制の充実 。強化を図る。               (健 康推進課 )

12)-7 その他

県や公益財団法人山口県国際交流協会等 と協力 し、在住外国人に対 し、分か りやすい

31



海外発生期

日本語を含む多言語で、情報提供す る。 (市民協働推進課 )

131 予防 。まん延防止

131-1 対策実施のための準備

① 市、学校、施設等は、マスク着用・ 咳エチケ ッ ト・ 手洗い 。うがい、人混みを避

ける等の基本的な感染対策の普及 を図 り、また、岩国健康福祉セ ンターに帰国者・

接触者相談センターが設置 され ることか ら、自らの発症が疑わ しい場合は、本人が

同センターに連絡 し、指示を仰 ぐこと、本人へは感染を広げないよ うに不要な外出

を控 えること、マスクの着用等の咳エチケ ッ トを行 う等基本的な感染対策について

理解促進 を図る。    (学 校教育課、こども支援課、高齢障害課、健康推進課 )

② 新型インフルエンザ等緊急事態における不要不急の外出の自粛要請の感染対策に

ついての理解促進を図る。 (健康推進課 )

131-2 感染症危険情報の発出等

国や県か ら発出され る感染症危険情報をヰ)と に、新型インフルエンザ等の発生状況や

個人が取るべき対応 に関す る情報提供及び注意喚起 を行 う。      (健 康推進課 )

131-3 検疫の強化

米軍岩国基地に対 し、基地内の検疫体制の強化や適切な隔離措置、健康監視等の実施

を県 とともに要請す る。                (基 地政策課、健康推進課 )

14)予防接種

條)-1 特定接種

① 市は、国が登録事業者の接種対象者、国家公務員の対象者に、特定接種を行 うと

きは、労務又は施設の確保その他の必要な協力を行 う (特措法第 28条 )。

(関係課 )

② 市は、国の指示に基づき、地方公務員の対象者に対 して、集団的な接種を行 うこ

とを基本に、本人の同意を得て特定接種を行 う。

(健康推進課、職員課、その他関係課 )

③ 市は、国からの要請により、特定接種の接種実施モニタリングに協力する。

(健康推進課 )

14)-2 住民接種

① 市は、国と連携 して特措法第 46条 に基づく住民接種又は予防接種法第 6条第 3

項に基づく新臨時接種の準備を開始する。            (健 康推進課 )
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海外発生期

② 市は、国から要請があつたときは、全市民が速やかに接種できるよう集団的な接

種を行 うことを基本 として、具体的な接種体制の構築の準備を進める。

(健康推進課 )

151 医療

(51-1 帰国者・接触者相談セ ンターの周知

発生国か らの帰国者であつて、発熱・ 呼吸器症状等 を有す る者 は、帰国者・接触者相

談センター等 を通 じて、帰国者・接触者外来を受診す るよ う周知す る。

(健康推進課 )

151-2 医療体制の整備

新型インフルエンザ等の患者又は疑い患者 と判断 された場合には、直ちに岩国健康福

祉セ ンターヘ連絡す る。                     (地 域医療課 )

(6)市 民生活及び地域経済の安定の確保

16)-1 要援護者への生活支援

海外において新型イ ンフルエ ンザ等の発生後、市は、新型インフルエンザ等の発生が

確認 されたことを要援護者や協力者へ連絡す る。

(社会課、高齢障害課、介護保険課 )

16)-2 遺体の火葬・ 安置

市は、国か ら県を通 じて行われ る 「火葬場の火葬能力に限界を超 える事態が起 こつた

場合に備 え、一時的に遺体 を安置できる施設等の確保 ができるよ う準備 を行 う」 旨の要

請 を受け対応す る。                        (環 境保全課 )
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地域未発生期 (国 内発生早期、国内感染期 )

県内で新型インフルエ ンザ等は、発生 してないが、いずれかの県で新型イ ンフルエンザ

等が発生 した状態

目的 :

県内発生に備 えて体制の整備 を行 う。

対策の考え方 :

1 国内での発生状況について注意喚起す るとともに、対策について的確 な情報提供を行

い、感染対策 を徹底す る。

2 国が国内発生 した新型インフルエンザ等の状況等によ り、緊急事態宣言 を行 つた とき

は、積極的な感染対策等をとる。

3 サー分ミィランス …l青 報収集体制 を強化す る。

4 医療体制や感染対策について周知 し、個人一人一人取 るべ き行動について十分な理解

を得 るため、市民への積極的な情報提供 を行 う。

地域未発生期

3 地域未発生期 (国 内発生早期、国内感染期 )

(1)実施体制

(1)-1 基本的対処方針の決定

① 市は、「岩国市新型インフルエンザ等対策推進会議」を適宜開催す る。

(健康推進課 )

② 岩国健康福祉センターが開催する「岩国新型インフルエンザ等対策連絡協議会」

において、情報の共有、対策の協議を行い、関係機関との連携を強化する。

(健康推進課、危機管理課 )

③  「岩国市新型インフルエンザ等対策行動計画」及び 「岩国市新型インフルエンザ

等業務継続計画」を確認 し、対策について準備及び実施する。     (全 課 )

④ 緊急事態宣言が発令 される前に、市が必要 と判断 した場合は、速やかに 「岩国市

新型インフルエンザ等対策本部」を設置 し、情報の集約・共有・分析 を行 うととも

に、市内発生に備 え、国 。県の方針 を踏まえ、市行動計画に基づき、対策 を決定す

る。                                (全 課 )

緊急事態宣言が された場合の措置について、以下の 「fffF 囲みで示す こととす る。

(1)-2 緊急事態宣言の措置

(1)-2-1 市対策本部の設置 【特措法第 34条 】

市は、緊急事態宣言がされたときは、直ちに市対策本部を設置 しなければならない。
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地域未発生期

(2)情報提供・共有

121-1 情報収集

市は、新型インフルエ ンザ等の発生状況について、国及び県が発信す る新型インフル

エンザ等に関す る情報で、病原体に関す る情報、疫学情報 (症状、症例定義、致命率等 )、

治療法に関す る情報 (抗イ ンフルエンザ ウイルス薬の有効性等)を収集す る。

(健康推進課 )

121-2 米軍岩国基地 との連携による情報収集等

米軍岩国基地における新型インフルエンザ等に関す る情報を収集す る。

(基地政策課、健康推進課 )

121-3 サーベイランス体制の強化

① 新型インフルエンザ等の発生状況等について、国、県から情報収集する。

(健康推進課 )

② 感染拡大を早期に探知するため、学校等でのインフルエンザの集団発生の把握の

強化 と欠席者の把握を開始する。   (学 校教育課、こども支援課、健康推進課 )

121-4 情報提供

① 市民に対 して国内外の発生状況について情報提供 し、注意喚起を行 う。また、市

ホームページの内容等について随時更新する。    (秘 書広報課、健康推進課 )

② メディア等に対 し、適宜広報担当者から発生・対応状況について、情報提供を行

(秘 書広報課、健康推進課 )つ。

③ 個人一人一人が取 るべき行動を理解 しやすいよ う、新型インフルエンザ等には誰

もが感染する可能性があることを伝 え、個人 レベルでの感染対策や、感染が疑われ、

また患者 となつた場合の対応 (受診の方法等)を周知す る。 また、学校・保育施設

等や職場での感染対策についての情報を適切 に提供す る。

(健康推進課、学校教育課、こども支援課、その他関係課 )

(2)-5 情報共有

市は、国及び県 とのイ ンターネ ッ ト等を活用 した リアルタイムかつ双方向の情報共有

を行 う問合せ窓 日を設置 し、メール等により、対策の理由、過程等の共有を行 う。

(健康推進課 )

121-6 コールセ ンターの充実 。強化

市は、国か ら配布 されたQ&Aの ほか、コールセ ンターに寄せ られ る問合せや国、
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関係機関か らの情報の内容 も踏まえ、コールセンターの充実・強化を図る。

(健康推進課 )

例 -7 その他

県や公益財団法人山口県国際交流協会等 と協力 し、在住外国人に対 し、分か りやすい

日本語を含む多言語で、情報提供す る。            (市 民協働推進課 )

131 予防 。まん延防止

131-1 まん延防止対策

① 県の要請 を受け、福祉施設等に対 し、マスク着用 。咳エチケ ッ ト・手洗い 。うが

い、人 ごみを避 けること、時差出勤の実施等の基本的な感染対策等 を行 う。

(関係課 )

②  ウイルスの病原性等の状況を踏まえ、必要に応 じて、県の示す学校・保育施設に

おける対策の 目安に従 うとともに、学校保健安全法 (昭 和 33年法律第 56号 )に基

づ く臨時休業 (学 級閉鎖 。学年閉鎖・休校)を適切に行 う。

(学校教育課、こどや、支援課 )

③ 県の要請を受け、公共交通機関等に対 し、利用者へのマスク着用の励行の呼びか

けなど適切な感染対策を講ずる。           (交 通局、その他関係課 )

13)-2 検疫の強化

米軍岩国基地に対 し、基地内の検疫体制の強化や適切な隔離措置、健康監視等の実施

を県 とともに要請す る。                (基 地政策課、健康推進課 )

13)-3 緊急事態宣言が されている場合の措置

緊急事態宣言が されている場合には、上記の対策に加 え、必要に応 じ、以下の対策を

行 う。

(3)-3-1
県の要請を受け、市民に対 し、潜伏期間や治癒までの期間を踏まえて期 間を定め、生

活の維持に必要な場合を除き、みだ りに外出 しないことや基本的な感染対策の徹底につ

いて周知する 【特措法第 45条第 1項 】。               (健 康推進課)

(3)-3-2
① 県の要請を受け、学校、保育園等は、期間を定めて、施設の使用制限 (臨 時体業

や入学試験の延期等)を行う【特措法第 45条第 2項】。(学校教育課、こども支援課)

② 県の要請を受け、学校、保育園等以外の施設について、職場も含め感染対策の徹

底を行う 【特措法第 24条 第 9項】。                 (関 係課)
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14)予 防接種

腱)-1 特定接種

市は、国の指示に基づ き、地方公務員の対象者 に対 して、集団的な接種 を行 うことを

基本に、本人の同意 を得て特定接種 を行 う。  (健 康推進課、職員課、その他関係課 )

惚)-2 住民接種

① 市は、国が決定 した接種順位に係る基本的な考え方、重症化 しやすい者等の発生

した新型インフルエンザ等に関する情報を踏まえて、市民へ接種に関する情報提供

を開始する。                         (健 康推進課 )

② パンデ ミックフクチンが、全県民分製造 されるまで一定の期間を要するが、市は、

供給が可能になり次第、関係者の協力を得て、新臨時接種を開始する。

(健康推進課 )

③ 市は、新臨時接種の実施に当た り、国及び県 と連携 して、学校 。公民館等の公的

施設を活用するか、医療機関に委託すること等により接種会場を確保 し、原則 とし

て、市の区域内に居住する者を対象に集団的接種を行 う。    (健 康推進課 )

14)-3 緊急事態宣言が されている場合の措置

市は、住民に対す る予防接種については、国の基本的対処方針の変更を踏 まえ、特措

法第 46条 の規定に基づき、予防接種法第 6条第 1項 に規定す る臨時の予防接種を実施

す る。                              (健 康推進課 )

(5)医療

151-1 帰国者 。接触者相談センターの周知

発生国か らの帰国者や国内息者の濃厚接触者であつて、発熱・呼吸器症状等 を有す る

者は、帰国者 。接触者相談セ ンター等を通 じて、帰国者 。接触者外来を受診す るよう引

き続 き周知す る。                        (健 康推進課 )

15)-2 医療体制

新型インフルエンザ等の患者又は疑い患者 と判断 された場合には、直ちに岩国健康福

祉セ ンターヘ連絡す る。                     (地 域医療課 )

(6)市 民の生活及び地域経済の安定の確保

16)一 l 市民への呼びかけ

県の要請に基づき、食料品、生活必需品等の購入に当たつての消費者 としての適切な

行動 を呼びかけるとともに、事業者に対 して も、食料品、生活関連物資等の価格が高騰

しないよ う、また買占め及び売惜 しみが生 じないよ う啓発する。

(生 産流通課、その他関係課 )
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(6)-2 要援護者への生活支援

市は、地域感染期における高齢者、障害者等の要援護者への生活支援 (見 回 り、介護、

訪問診療、食事の提供等 )、 搬送、死亡時の対応等について、国か らの要請に対応 し、県

と連携 し要援護者対策 を実施す る。 (社会課、高齢障害課、介護保険課、地域医療課 )

16)-3 遺体の火葬 。安置

遺体の搬送作業及び火葬作業について、円滑な火葬が実施できるよ うに準備す る。

(環境保全課 )

(6)-4 緊急事態宣言が されている場合の措置

緊急事態宣言が されている場合には、上記の対策に加 え、必要に応 じ、以下の対策を

行 う。

(6)-4-1 水の安定供給 【特措法第 52条 】

水道事業者は、消毒その他衛生上の措置等、新型インフルエンザ等緊急事態において

水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。 (水道局、環境保全課 )

(6)-4-2 生活関連物資等の価格の安定等 【特措法第 59条 】

市は、市民生活及び市民経済の安定のために、物価の安定及び生活関連物資等の適切

な供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価格が高騰 しないよう、また、買

占め及び売惜 しみが生 じないよう、調査、監視をするとともに、必要に応 じ、関係事業

者団体等に紺 して供給の確保や便乗値上げの防止等の要請を行 う。また、必要に応 じ、

市民からの相談窓口 …隋報収集窓日の充実を図る。

(生産流通課、市民協働推進課、その他関係課 )
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4 地域発生早期 (国 内発生早期、国内感染期 )

(1)実施体制

(1)-1 基本的対処方針の決定

① 市は、「岩国市新型インフルエンザ等対策推進会議」を適宜開催する。

(健康推進課 )

②  岩国健康福祉センターが開催する「岩国新型インフルエンザ等対策連絡協議会」

において、情報の共有、対策の協議を行い、関係機関との連携を強化する。

(健康推進課、危機管理課 )

③  「岩国市新型インフルエンザ等対策行動計画」及び「岩国市新型インフルエンザ

等業務継統計画」に基づき、紺策を実施する。             (全 課 )

④ 緊急事態宣言が され る前に、市が必要 と判断 した場合は、速やかに 「岩国市新型

インフルエンザ等対策木都」を設置 し、情報の集約・共有 。分析 を行 うとともに、

国・ 県の方針 を踏 まえ、市行動計画に基づき、対策 を決定す る。

(全課 )

地域発生早期 (国 内発生早期、国内感染期 )

県内で新型インフルエ ンザ等の患者が発生 しているが、全ての患者の接触歴 を疫学調査

で追 うことができる状態

目的 :

1 県内での感染拡大をできる限 り抑 える。

2 患者に適切な医療 を提供す る。

3 感染拡大に備 えた体制の整備 を行 う。

対策の考え方 :

1 感染拡大を止めることは困難であるが、流行の ピークを遅 らせ るため、引き続き、感

染対策等 を行 う。国内発生 した新型インフルエ ンザ等の状況等により、国が行 う緊急事

態宣言によ り、積極的な感染対策等をとる。

2 医療体制や積極的な感染対策について周知 し、個人一人一人が取るべ き行動について

十分な理解 を得 るため、市民への積極的な情報提供 を行 う。

3 新型インフルエンザ等の患者以外にも、発熱・呼吸器症状等を有す る多数の者が医療

機 関を受診す ることが予想 され るため、医療機 関での院内感染対策を実施す る。

4 地域感染期への移行 に備 えて、市民の生活及び地域経済の安定の確保のための準備等、

感染拡大に備 えた態勢の整備 を急 ぐ。

5 住民接種 を早期に開始できるよ う準備 を急 ぎ、体制が整 つた場合はできるだけ速やか

に実施す る。
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(1)-2 緊急事態宣言の措置

(1)-2-1 市対策本部の設置 【特措法第 34条 】

市は、緊急事態宣言がされたときは、直ちに市対策本部を設置 しなければならない。

12)情報提供 。共有

121-1 情報収集

市は、新型インフルエンザ等の発生状況について、国及び県が発信す る新型インフル

エンザ等に関す る情報で、病原体に関す る情報、疫学情報 (症 状、症例定義、致命率等 )、

治療法に関す る情報 (抗インフルエ ンザ ウイルス薬の有効性等)に ついて情報収集す る。

(健康推進課 )

121-2 米軍岩国基地 との連携による情報収集等

米軍岩国基地における新型インフルエ ンザ等に関す る情報を収集す る。

(基地政策課、健康推進課 )

修)-3 サーベイランス体制の強化

① 新型インフルエンザ等の発生状況等について、国、県からの情報を収集する。

(健康推進課 )

② 感染拡大を早期に探知するため、学校等でのインフルエンザの集団発生の把握の

強化 と欠席者の把握を開始する。   (学 校教育課、こども支援課、健康推進課 )

12)-4 情報提供

① 市民に対 して国内外の発生状況について情報提供 し、注意喚起を行 う。また、市

ホームページの内容等について随時更新する。    (秘 書広報課、健康推進課 )

② 市は、メデ ィア等に対 し、適宜広報担当者か ら発生 。対応状況について、情報提

(秘書広報課、健康推進課 )供 を行 う。

③  個人一人一人が取 るべき行動を理解 しやすいよう、新型インフルエ ンザ等には誰

もが感染す る可能性があることを伝 え、個人 レベルでの感染対策や、感染が疑われ、

また患者 となつた場合の対応 (受診の方法等)を周知す る。また、学校・保育施設

等や職場での感染対策についての情報を適切に提供す る。

(健康推進課、学校教育課、こども支援課、その他関係課 )

(2)-5 情報共有

市は、国及び県 とのインターネ ッ ト等を活用 した リアルタイムかつ双方向の情報共有

40



地域発生早期

を行 う問合せ窓 口を設置 し、メール等によ り、対策の理由、過程等の共有 を行 う。

(健康推進課 )

121-6 コールセ ンターの継続

市は、国か ら配布 されたQ&Aの ほか、コールセ ンターに寄せ られ る問合せや国、関

係機 関か らの情報の内容 も踏 まえコールセ ンターの充実 。強化 を図る。 (健 康推進課 )

2)-7 その他

県や公益財団法人山口県国際交流協会等 と協力 し、在住外国人に対 し、分か りやすい

日本語を含む多言語で、情報提供する。             (市 民協働推進課 )

131 予防 。まん延防止

131-1 まん延防止紺策

① 県の要請 を受 け、福祉施設等に対 し、マスク着用・ 咳エチケ ッ ト・ 手洗い 。うが

い、人 ごみを避 けること、時差出勤の実施等の基本的な感染対策等を行 う。また、

当該感染症の症状が認 め られた従業員の健康管理、医療機 関への受診 を勧奨す る。

(関係課 )

② ウイルスの病原性等の状況を踏まえ、必要に応 じて、県の示す学校・保育施設に

おける対策の目安に従 うとともに、学校保健安全法に基づく臨時休業 (学級閉鎖・

学年閉鎖・休校)を適切に行 う。        (学 校教育課、こども支援課 )

③ 県の要請を受け、公共交通機関等に対 し、利用者へのマスク着用の励行の呼びか

けなど適切な感染対策を講ずる。          (交 通局、その他関係課 )

④ 県の要請を受け、市立病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施設や、

多数の者が居住する施設等における感染対策を強化する。

(地域医療課、高齢障害課、介護保険課 )

131-2 検疫の強化

米軍岩 国基地に対 し、基地内の検疫体制の強化や適切な隔離措置、健康監視等の実施

を県 とともに要請す る。                (基 地政策課、健康推進課 )

(31-3 緊急事態宣言が されている場合の措置

緊急事態宣言が されている場合には、上記の対策に加 え、必要に応 じ、以下の対策を

行 う。

(3)-3-1
県の要請に基づき、市民に対 し、潜伏期間や治癒までの期間を踏まえて期間を定め、

生活の維持に必要な場合 を除き、みだ りに外出 しないことや基本的な感染対策の徹底に
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ついて周知する 【特措法第 45条第 1項 】。             (健 康推進課 )

(3)-3-2
① 県の要請を受け、学校、保育園等は、期間を定めて、施設の使用制限 (臨 時体業

や入学試験の延期等)を行う【特措法第45条第2項】。(学校教育課、こども支援課)

② 県の要請を受け、学校、保育園等以外の施設について、職場も含め感染対策の徹

底を行う 【特措法第24条第9項】。                (関 係課)

14)予防接種

阻)-1 特定接種

国の基本的対処方針 を踏まえて、地方公務員の対象者に新 して、集団的な接種 を行 う

ことを基本に、本人の同意を得て特定接種 を行 う。(健康推進課、職員課、その他関係課 )

惚)-2 住民接種

① 予防接種法第 6条第 3項に基づ く新臨時接種の実施に係 る国の方針 について、情

報提供 を行 う∩                        (健 康推進課 )

② パンデ ミックワクチンの供給が可能になり次第、関係者の協力を得て、新臨時

接種を開始する。 (健康推進課 )

③ 市は、新臨時接種の実施に当た り、国及び県と連携 して、学校・公民館等の公

的施設を活用するか、医療機関に委託すること等により接種会場を確保 し、原則 と

して、市の区域内に居住する者を対象に集団的接種を行 う。   (健 康推進課 )

14)-3 緊急事態宣言が されている場合の措置

市は、地域未発生期の対策を継続 し、特措法第 46条 の規定に基づ き、予防接種法

第 6条第 1項 に規定す る臨時の予防接種 を進 める。         (健 康推進課 )

(51 医療     ,
151-1 帰国者・接触者相談センターの周知

発生国か らの帰国者や国内患者の濃厚接触者であつて、発熱・呼吸器症状等 を有す る

者は、帰国者・接触者相談セ ンター等を通 じて、帰国者 。接触者外来を受診す るよう引

き続 き周知す る。                        (健 康推進課 )

(51-2 医療体制

新型インフルエンザ等の患者又は疑い患者 と判断 された場合には、直ちに岩国健康福

祉センターヘ連絡す る。                     (地 域医療課 )
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(6)市民生活及び地域経済の安定の確保

16)-1 市民への呼びかけ

県の要請に基づき、食料品、生活必需品等の購入に当たつての消費者 としての適切な

行動を呼びかけるとともに、事業者 に対 しても、食料品、生活関連物資等の価格が高騰

しないよ う、また買占め及び売惜 しみが生 じないよ う啓発す る。

(生産流通課、その他関係課 )

16)-2 要援護者への生活支援

市は、地域感染期における高齢者、障害者等の要援護者への生活支援 (見回 り、介護、

訪問診療、食事の提供等 )、 搬送、死亡時の対応等について、国か らの要請に対応 し、県

と連携 し要援護者対策 を実施す る。 (社 会課、高齢障害課、介護保険課 、地域医療課 )

俗)-3遺 体の火葬 。安置

遺体の搬送作業及び火葬作業について、円滑な火葬が実施できるよ うに準備す る。

(乗境保全課 )

16)-4緊 急事態宣言が されている場合の措置

緊急事態宣言が されている場合には、上記の対策に加 え、必要に応 じ、以下の対策を

行 う。

俗)-4-1 水の安定供給 【特措法第 52条 第 2項 】

水道事業者は、消毒その他衛生上の措置等、新型インフルエンザ等緊急事態において

水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。  (水 道局、乗境保全課 )

16)-4-2 生活関連物資等の価格の安定等 【特措法第 59条 】

市は、市民生活及び市民経済の安定のために、物価の安定及び生活関連物資等の適切

な供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価格が高騰 しないよう、また、買

占め及び売惜 しみが生 じないよう、調査、監視をするとともに、必要に応 じ、関係事業

者団体等に対 して供給の確保や便乗値上げの防止等の要請を行 う。また、必要に応 じ、

市民からの相談窓口・情報収集窓日の充実を図る。

(生産流通課、市民協働推進課、その他関係課 )
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県内において忠者の接触歴が疲学調査で追えなくな つた状態 (感 染拡大か らまん延、患

者の減少に至る時期 を含む。)

目白勺 :

1 医療体制 を維持す る。

2 健康被害を最小限に抑 える。

3 市民生活及び地域経済への影響 を最小限に抑 える。

対策の考え方 :

1 感染拡大を止めることは困難であ り、対策の主眼を、早期の積極的な感染対策か ら

被害軽減に切 り替 える。

2 状況に応 じた医療体制や感染対策、フクチン接種 、社会・経済活動の状況等につい て

周知 し、個人一人一人が取 るべき行動について分か りやす く説明す るため、積極的な情

報提供 を行 う。

3 流行の ピーク時の入院患者や重症者の数 をなるべ く少な くして医療体制への負荷 を

軽減す る。

4 医療体制の維持に全力 を尽 くし、必要な患者が適切な医療 を受けられ るよ うに して、

健康被害を最小限に とどめる。

5 欠勤者の増大が予測 され るが、市民生活及び地域経済の影響を最小限に抑 えるため

必要なライフライン等の事業活動を継続す る。 また、その他の社会活動 をできる限 り

継続す る。

6 受診患者数を減少 させ、入院患者教や重傷者数 を抑 え、医療体制への負荷 を軽減す

るため、住民接種 を早期に開始できるよ う準備 を急 ぎ、体制が整 った場合は、できるだ

け速やかにできるだけ多 くの市民に接種す る。

7 状況の進展に応 じて、必要性の低下 した対策の縮小 。中止 を図る。

地域感染期

5 地域感染期 (国 内発生早期、国内感染期 )

(1)実施体制

(1)-1 基本的対処方針の決定

市は、「山口県新型インフルエンザ等姑策本部」によ り県全体が地域感染期 に入 つたこ

と等の宣言 を受 け、国や県の方針 を踏 まえ、市行動計画に基づ き、対策 を決定す る。

(全課 )

① 健康福祉センターが開催する「岩国新型インフルエンザ等対策連絡協議会」にお

いて、情報の共有、対策の協議を行 う。       (健 康推進課、危機管理課 )

② 緊急事態宣言がされる前に、市が必要と判断 した場合は、速やかに「岩国市新型

インフルエンザ等対策本部」を設置 し、情報の集約・共有・分析を行 うとともに、

国・県の方針を踏まえ、市行動計画に基づき、対策を決定する。    (全 課 )
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(1)-2 緊急事態宣言が されている場合の措置

緊急事態宣言が されている場合には、上記の対策に加 え、必要に応 じ、以下の対策を

行 う。

① 市は、緊急事態宣言が された ときは、直ちに市対策本部を設置 しなければな らな

い 【特措法第 34条 】。

②  市は、新型インフルエンザ等のまん延により緊急事態措置を行うことができなく

なった場合においては、特措法の規定に基づく他の地方公共団体による代行、応援

等の措置の活用を行う 【特措法第 38条、第 39条 】。

12)情報提供・共有

121-1 情報収集

市は、新型インフルエ ンザ等の発生状況について、国及び県が発信す る新型インフル

エ ンザ等に関す る情報で、病原体に関す る情報、疫学情報 (症 状、症例定義、致命率等 )、

治療法に関す る情報 (抗インフルエ ンザ ウイルス薬の有効性等)を情報収集す る。

(健康推進課、危機管理課 )

12)-2 米軍岩国基地 との連携による情報収集等

市は、米軍岩国基地における新型インフルエ ンザ等に関す る情報を収集す る。

(基地政策課、健康推進課 )

(2)-3 サーベイ ランス

学校等における集団発生の把握の強化を中止す る。なお、欠席者の把握は、状況に応

じて県の判断に従い行 う。        (学 校教育課、こども支援課、健康推進課 )

12)-4 情報提供

① 市民に対 して国内外の発生状況について情報提供 し、注意喚起を行 う。また、市

ホームページの内容等について随時更新する。    (秘 書広報課、健康推進課 )

② メディア等に対 し、適宜広報担当者から発生 。対応状況について、情報提供を行

(秘 書広報課、健康推進課 )つ。

③ 個人一人一人が取るべ き行動 を理解 しやすいよ う、新型インフルエ ンザ等には誰

もが感染す る可能性があることを伝 え、個人 レベルでの感染対策や、感染が疑われ、

また患者 となつた場合の対応 (受 診の方法等 )を周知す る。また、学校・保育施設

等や職場での感染姑策についての情報を適切 に提供す る。

(健康推進課、学校教育課、こども支援課、その他関係課 )

45



地域感染期

12)-5 情報共有

市は、県が設置 した、国及び県 とのインターネ ッ ト等 を活用 した リアル タイムかつ双

方向の情報共有 を行 う問合せ窓 口を設置 し、メール等によ り、対策の理由、過程等の共

有 を行 う。                            (健 康推進課 )

(2)-6 コールセ ンターの継統

市は、コールセンター等に寄せ られ る問合せや国、関係機 関か らの情報の内容 も踏

まえ、コールセンターを継続す る。                (健 康推進課 )

(2)-7 その他

県や公益財団法人山口県国際交流協会等 と協力 し、在住外国人に対 し、分か りやすい

日本語を含む多言語で、情報提供す る。            (市 民協働推進課 )

131 予防 。まん延防止

131-1 まん延防止対策

① 県の要請 を受け、福祉施設等に対 し、マスク着用・ 咳エチケ ッ ト・手洗い 。うが

い、人 ごみを避けること、時差出勤の実施等の基本的な感染対策等 を強化す る。 ま

た、当該感染症の症状が認 め られた従業員の健康管理、受診の勧奨 をす る。

(関係課 )

② ウイルスの病原性等の状況を踏まえ、必要に応 じて、県の示す学校 。保育施設に

おける対策の目安に従 うとともに、学校保健安全法に基づく臨時休業 (学級閉鎖・

学年開鎖・休校)を 適切に行 う。         (学 校教育課、こども支援課 )

③ 県の要請を受け、市立病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施設や、

多数の者が居住する施設等における感染対策を強化する。(地域医療課、高齢障害課 )

131-2 検疫の強化

米軍岩国基地に対 し、基地内の検疫体制の強化や適切な隔離措置、健康監視等の実施

を県 とともに要請す る。                (基 地政策課、健康推進課 )

131-3 緊急事態宣言が されている場合の措置

緊急事態宣言がされている場合には、上記の対策に加 え、必要に応 じ、以下の対策を

行 う。

(3)-3-1
県の要請を受け、市民に対し、期間と区域を定めて、生活の維持に必要な場合を除き、

みだりに外出しないことや基本的な感染対策の徹底について周知する【特措法第 45条 第

1項】。                             (健 康推進課)
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(3)-3-2
①  県の要請 を受 け、学校 、保育園等は、期 間を定 めて、施設 の使用制限 (臨 時休業

や入学試験の延期等)を行う【特措法第45条第2項】。(学校教育課、こども支援課)

② 県の要請を受け、学校、保育園等以外の施設について、職場も含め感染対策の徹

底を行う【特措法第24条第9項】。                 (関 係課)

に)予 防接種

14)-1 住民接種                    '
① 予防接種法第 6条第 3項に基づく新臨時接種の実施に係 る国の方針について、情

報提供を行 う。                  (秘 書広報課、健康推進課 )

② 市は予防接種法第 6条第 3項に基づく新臨時接種を進める。  (健 康推進課)

惚)-2 緊急事態宣言が されている場合の措置

市は、地域未発生期の対策を継続 し、特措法第 46条に基づき、予防接種法第 6条第

1項 に規定す る臨時の予防接種を実施す る。            (健 康推進課 )

151 医療

15)-1 在宅で療養す る患者への支援

市は、国及び県 と連携 し、関係団体の協力を得なが ら、患者や医療機関等か ら要請が

あつた場合には在宅で療養す る患者への支援 (見 回 り、食事の提供、医療機 関への移送 )

や 自宅で死亡 した患者への対応 を行 う。

(社会課、高齢障害課、介護保険課、地域医療課 )

(5)-2 緊急事態宣言が されている場合の措置

緊急事態宣言が されている場合には、上記の対策に加 え、必要に応 じ、以下の対策を

行 う。

市は、県が行う臨時の医療施設の設置に協力し、医療を提供する 【特措法第 31条 】。

(地域医療課)

俗)市 民生活及び地域経済の安定の確保

(6)-1 市民への呼びかけ

県の要請 を受けて、食料品、生活必需品等の購入に当たつての消費者 としての適切な

行動を呼びかけるとともに、事業者 に射 して も、食料品、生活関連物資等の価格が高騰

しないよ う、また買占め及び売惜 しみが生 じない よう啓発す る。

(生産流通課、その他関係課 )

16)-2 要援護者への生活支援

市は、新型インフルエ ンザ等に り患 し、在宅で療養す る場合に支援が必要な患者 につ
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いて、患者や医療機 関等か ら要請があつた場合には、引き続 き国及び県 と連携 し、必要

な支援 (見回 り、食事の提供、医療機 関への移送)や、 自宅で死亡 した患者への対応 を

行 う。              (社 会課、高齢障害課、介護保険課、地域医療課 )

16)-3 遺体の火葬・安置

遺体の 1几々 送作業及び火葬作業について、円滑な火葬が実施できるよ うに準備す る。 ま

た、火葬場の火葬能力に応 じて、臨時遺体安置所 として準備 している場所 を活用 した遺

体の保存を適切に行 うもの とす る。                 (環 境保全課 )

(6)-4 緊急事態宣言が されている場合の措置

緊急事態宣言が されている場合には、上記の対策に加 え、必要に応 じ、以下の対策を

行 う。

(6)-4-1 水の安定供給 【特措法第 52条第 2項】

水道事業者は、消毒その他衛生上の措置等、新型インフルエンザ等緊急事態において

水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。  (水 道局、環境保全課 )

16)-4-2 生活関連物資等の価格の安定等 【特措法第 59条】

① 市は、市民生活及び地域経済の安定のために、物価の安定及び生活関連物資等の

適切な供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価格が高騰 しないよう、

また、買占め及び売惜 しみが生 じないよう、調査・監視するとともに、必要に応 じ、

関係事業者団体等に対 して供給の確保や便乗値上げの防止等の要請を行 う。

(生産流通課、その他関係課 )

② 市は、生活関連物資等の需給・価格動向や実施 した措置の内容について、市民ヘ

の迅速かつ的確な情報共有に努めるとともに、必要に応 じ、相談窓日 …庸報収集窓

日の充実を図る。                (生 産流通課、その他関係課 )

③ 市は、生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生 じ、又は生ずるおそれがあ

るときは、適切な措置を講ずる。         (生 産流通課、その他関係課 )

16)-4-3 埋葬・火葬の特例等 【特措法第 56条 】

① 市は、国、県から要請があつたときは、火葬場の経営者に可能な限 り火葬炉を稼

動させる。                          (乗 境保全課 )

② 死亡者が増加 し、火葬能力の限界を超えることが明らかになつた場合、市は、県

の協力を得て、一時的に遺体を安置する施設等を直ちに確保する。 (環境保全課 )

48



小康期

6 小康期

小康期

新型イ ンフルエ ンザ等忠者の発生が減少 し、低い水準で とどまつている状態

大流行は一旦終息 している状況

目的 :市民生活及び市民経済の回復 を図 り、流行の第二波に備 える。

対策の考 え方 :

1 第二波の流行に備 えるため、第一波に関す る対策の評価 を行 うとともに、資器材、

医薬品の調達等、第一波によ り医療体制及び社会 。経済活動への影響か ら早急に回復

を図る。

2 第一波の終息及び第二波発生の可能性やそれに備 える必要性について市民に情報

提供す る。

3 情報収集の継続によ り、第二波の発生の早期探知に努める。

4 第二波の流行による影響 を軽減す るため、住民接種 を進 める。

(1)実施体制

市は、緊急事態解除宣言が された ときは、遅滞な く「岩国市新型イ ンフルエンザ等紺

策本部」を廃止 し、岩 国市新型インフルエンザ等対策推進会議 に移行す る (特措法第 37

条 )。                                   (全 課 )

(1)-1 対策の評価・ 見直 し

市は、これまでの各段階における対策に関す る評価 を行い、必要に応 じ、「岩国市新型

インフルエンザ等姑策行動計画」の見直 しを行 う。          (健 康推進課 )

修)情 報提供・共有

12)-1 情報収集

市は、新型イ ンフルエ ンザ等の発生状況について、国及び県が発信す る新型インフル

エンザ等に関す る情報で、病原体に関す る情報、疫学情報 (症状、症例定義、致命率等 )、

治療に関す る情報 (抗インフルエンザ ウイルス薬の有効性等)を情報収集す る。

(健康推進課 )

121-2 米軍岩国基地 との連携による情報収集等

米軍岩国基地における新型インフルエンザ等 に関す る情報 を収集す る。

(基地政策課 )

(2)-3 サーベイランス

再流行 を早期に探知す るため、学校等におけるインフルエ ンザ集団発生の把握の強化

と欠席者 を把握す る。          (学 校教育課、こども支援課 、健康推進課 )
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小康期

121-4 情報提供

市は引き続 き、市民に対 し、利用可能なあ らゆる媒体・機関を活用 し、第一波の終息

と第二波発生の可能性やそれに備 える必要性 を情報提供す る。(秘 書広報課、健康推進課 )

121-5 情報共有

国及び県 とのイ ンターネ ッ ト等 を活用 した リアル タイムかつ双方向の情報共有の体

制 を維持 し、国 。県の方針に基づき第二波に備 えた体制の再整備 を行 う。 (健康推進課 )

121-6 コールセ ンターの縮小

状況を見なが ら、国か らの方針に従い、コールセンターを縮小す る。 (健康推進課 )

団 予防 。まん延防止

131-1 県の要請 を受けて実施す る感染封策について、順次見直す。

(健康推進課、地域医療課、その他関係課 )

14)予防接種

惚)-1 住民接種

① 予防接種法第 6条第 3項 に基づ く新臨時接種の実施に係る国の方針について、情

報提供を行 う。                  (秘 書広報課、健康推進課 )

② 流行の第二波に備え、緊急事態宣言がされていない場合においては、予防接種法

第 6条第 3項 に基づく新臨時接種を、計画に基づき実施する。   (健 康推進課 )

14)-2 緊急事態宣言が されている場合の措置

緊急事態宣言が されている場合には、上記の対策に加 え、必要に応 じ、市は、国及び

県 と連携 し、流行の第二波に備 え、特措法第 46条に基づき、予防接種法第 6条第 1項

に規定する臨時の予防接種 を進める。               (健 康推進課 )

151 医療

15)-1 医療体制

市は、県及び国 と連携 し、新型インフルエンザ発生前の通常の医療体制に戻す。

(地域医療課 )

151-2 緊急事態宣言が されている場合の措置

必要に応 じ、地域感染期に講 じた措置を適宜縮小 。中止す る。
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小康期

16)住民の生活及び地域経済の安定に関す る措置

16)-1 要援護者への生活支援

市は、新型インフルエ ンザ等に り患 し、在宅で療養す る場合に支援が必要な患者につ

いて、患者や医療機 関等か ら要請があつた場合 には、引き続 き国及び県 と連携 し、必要

な支援 (見回 り、食事の提供、医療機 関への移送)や、 自宅で死亡 した患者への対応 を

行 う。              (社 会課、高齢障害課、介護保険課、地域医療課 )

16)-2 市民・事業者への呼びかけ

県の要請に基づき、食料品、生活必需品等の購入に当たつての消費者 としての適切な

行動を呼びかけるとともに、事業者に対 して も、食料品、生活関連物資等の価格が高騰

しないよう、また買 占め及び売惜 しみが生 じないよ う啓発す る。

(生産流通課、その他関係課 )

16)-3 緊急事態宣言が されている場合の措置

16)二 3-1 新型インフルエンザ等緊急事態措置の縮小 。中止等

市は、国と連携 し、県内の状況等を踏まえ、対策の合理性が認め られな くなつた場合

には、新型インフルエ ンザ等緊急事態措置を縮小 。中止す る。       (関 係課 )
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【用 語 解 説】

※アイウエオ順

○ インフルエンザウイルス

インフルエンザウイルスは抗原性の違いから、A型、B型、C型 に大きく分類 されるυ

人でのパンデ ミックを引き起こすのはA型のみである。 A型はさらに、ウイルスの表面

にある赤血球凝集素 (HA)と ノイラミニダーゼ (NA)と い う、 2つ の糖蛋白の抗原

性の違いにより亜型に分類 される。 (い わゆるA/HlNl、 A/H3N2と い うのは、

これ らの亜型を指 している。)

○ 感染症指定医療機 関

感染症の予防及び感染症の患者 に対す る医療に関す る法律 (感 染症法)に規定す る特

定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機 関及び結

核指定医療機 関のこと。

* 特定感染症指定医療機関 :新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症若 し

くは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担 当させ る医療機 関として厚生労働大

臣が指定 した病院

* 第一種感染症指定医療機 関 :一類感染症、三類感染症又は新型インフルエ ンザ等感染

症の忠者の入院を担 当させ る医療機 関 として都道府県知事が指定 した病院

* 第二種感染症指定医療機 関 :二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入

院を担当させ る医療機関 として都道府県知事が指定 した病院

* 結核指定医療機 関 :結核患者に姑す る適正な医療 を担 当させ る医療機 関 として都道府

県知事が指定 した病院若 しくは診療所 (こ れ らに準ず るもの として政令で定めるものを

含む。)又 は薬局

○ 感染症病床

病床は、医療法によつて、一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床に

区別 されている。感染症病床 とは、感染症法に規定す る新感染症、一類感染症、三類感

染症及び新型インフルエンザ等感染症な どの患者 を入院 させ るための病床である。

○ 帰国者 。接触者外来

新型インフルエンザ等の発生国か らの帰国者や患者の接触者であつて発熱・ 呼吸器症

状等を有す る者に係 る診療 を行 う外来。

都道府県等が地域の実情に応 じて対応す る医療機関を決定す る。帰国者・接触者外来

を有 しない医療機関でも新型インフルエンザ等の患者が見 られ るよ うになつた場合等に

は、一般の医療機関 (内 科 。小児科等、通常、感染症の診療 を行 う全ての医療機 関)で
診療す る体制に切 り替える。

○ 帰国者・接触者相談センター

発生国か ら帰国 した者又は患者への濃厚接触者であって、発熱・ 呼吸器症状等を有す
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る者か ら、電話で相談を受け、帰国者 。接触者外来に紹介す るための相談センター

O 業務計画

指定公共機関又は指定地方公共機関が、それぞれ政府行動計画又は都道府県行動計画

に基づき、その業務 に関 し、新型インフルエ ンザ等対策に関 して作成す る計画

○ 業務継続計画 (BCP)
特定接種の登録事業者は、当該 「業務 を継続的に実施す るよ うに努めなければな らな

い」 とい う責務 (特措法第 4条第 3項)を負 うことか ら、新型インフルエンザ等発生時

か ら終息までの間、継続 し得 る計画を作成す る。

○ 緊急事態宣言

新型インフルエ ンザ等が国内で発生 し、その全国的かつ急速なまん延 により国民生活

及び国民経済に甚大な影響 を及ば し、又はそのおそれがあるもの として政令で定める要

件に該 当す る事態が発生 した と認 めるときに、政府対策本部 より公示 され る。

○ 抗インフルエ ンザ ウイルス薬

インフルエンザ ウイルスの増殖 を特異的に阻害す ることによつて、インフルエ ンザの

症状を軽減す る薬剤。 ノイラ ミニダーゼ阻害剤 は抗インフルエンザ ウイルス薬の一つで

あ り、 ウイルスの増殖 を抑 える効果がある。

○ コールセ ンター

新型インフルエ ンザ等発生時に、市民か らの一般的な相談に応 じ、適切な情報提供 を

行 うため、県や市町に設置す るもの

○  個人防護具 (P ersonal P rotective E quipment i P P E)

エア ロゾル、飛沫な どの B暴 露の リスクを最小限にす るためのバ リア として装着す るマ

スク、 ゴーグル、ガ タン、手袋等をい う。病原体の感染経路や用途 (ス ク リーニング、

診察、調査、侵襲的処置等)に応 じた適切な ものを選択す る必要がある。

○ サーベイランス

見張 り、監視制度 とい う意味。

疾患に関 して様々な情報 を収集 して、状況 を監視す ることを意味す る。特に、感染症

法に基づいて行われ る感染症の発生状況 (忠者及び病原体)の把握及び分析のことを示

す こともある。      ,

○ 指定公共機関

独立行政法人等の公共的機関及び医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気等

の供給、輸送その他 の公益的事業を営む法人で、国が政令で定めるもの
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○ 指定地方公共機関

都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気等の供給、

輸送その他の公益的事業を営む法人、地方道路会社等の公共的施設 を管理す る法人及び

地方独立行政法人の うち、指定地方公共機関以外のもので、あ らか じめ当該法人の意見

を聞いて都道府県知事が指定す るもの

○ 指定届出機関

感染症法に規定す る五類感染症の うち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三

類感染症、四類感染症若 しくは五類感染症の擬似症の うち厚生労働省令で定めるものの

発生の状況の届出を担 当させ る病院又は診療所 として、都道府県知事が指定 した もの

○ 死亡率 (Mortahty Rate)

ここでは、人 口 10万人当た りの、流行期間中に新型インフルエンザ等に り患 して死亡

した者の数 をい う。

○ 住民接種

特措法第 46条 に基づき、市町村 を実施主体 として住民に対 して実施 され る予防接種

○ 新型インフルエンザ

感染症法第 6条第 7項において、新たに人か ら人に伝染す る能力を有す ることとなつ

た ウイルスを病原体 とす るインフルエンザであって、一般 に国民が当該感染症に対す る

免疫 を獲得 していないことか ら、当該感染症の全国的かつ急速なまん延によ り国民の生

命及び健康に重大な影響を与 えるおそれがあると認 め られ るものをい う。

毎年流行 を繰 り返す季節性のインフルエ ンザ とは ウイルスの抗原性が大きく異な り、

ほ とん どの人が ウイルスに対す る免疫を獲得 していないため、 ウイルスが人か ら人へ効

率よく感染 し、急速かつ大規模 なまん延 を引き起 こし、世界的大流行 (パ ンデ ミック )

となるおそれがある。

○ 新型インフルエンザ (A/HlNl)/イ ンフルエンザ (HlNl)2009
2009年 (平成 21年)4月 にメキシコで確認 され世界的大流行 となつたHlNl亜 型

のウイルスを病原体 とするインフルエンザをい う。「新型インフルエンザ (A/HlN
l)」 との名称が用いられたが、20H年 (平成 23年)3月 に、大部分の人がそのウイル

スに対する免疫を獲得 したことから、季節性インフルエンザとして扱い、その名称につ

いては、「インフルエンザ (HlNl)2009」 としている。

○ 新感染症

新感染症 とは、感染症法第 6条第 9項 において、人か ら人に伝染す ると認 め られ る疾

病であって、既に知 られている感染症の疾病 とその病状又は治療の結果が明 らかに異な

るもので、当該疾病にかかつた場合の病状の程度が重篤であ り、かつ、当該疾病のまん

延により国民の生命及び健康に重大な影響 を与えるおそれがあると認め られ るものをい
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つ 。

○ 診療継続計画

地域感染期において極端に増加する患者への対応や出勤可能な職員数の減少等の影響

等を踏 まえ、医療機 関の特性や規模に応 じ、継続 して医療 を提供す るために医療機関に

おいて作成す る計画

○ 致命率 (Case Fatality Rate)

流行期間中に新型インフルエ ンザに り患 した者の うち、死亡 した者の割合

○ 特定接種

特措法第 28条 に基づき、「医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保す る

ため」に行 うものであ り、政府対策本部長がその緊急の必要があると認 めるときに、臨

時に行われ る予防接種

○ 鳥インフルエ ンザ

鳥の感染症。 まれ に、鳥インフルエンザの ウイルスが人に感染 し、人の感染症を引き

起 こす ことがある。元来、鳥の感染症である鳥インフルエンザの ウイルスが種差を超 え

て、鳥か ら人へ感染す るのは、感染 した鳥又はその死骸やそれ らの内臓、排泄物等に濃

厚に接触 した場合 に限 られているとされている。また、人か ら人への感染は極めてまれ

であ り、患者 と長期間にわたつて感染防止策 を とらずに濃厚に接触 した家族内での感染

が報告 されている。

○ 濃厚接触者

新型インフルエ ンザ等の患者 と濃密に、高頻度又は長期間接触 した者 (感 染症法にお

いて規定 され る新型イ ンフルエ ンザ等に 「かかつていると疑 うに足 りる正当な理由のあ

る者」)が該 当。発生 した新型インフルエ ンザ等の特性に応 じ、具体的な対処範囲が決ま

るが、例えば、患者 と同居す る家族等が想定 され る。

○ 発病率 (Attack Rate)

新型インフルエ ンザの場合は、全ての人が新型インフルエ ンザの ウイルスに曝露す る

リスクを有す るため、ここでは、人 日の うち、流行期間中に新型イ ンフルエンザに り患

した者の割合 をい う。

○ パンデ ミック

感染症の世界的大流行。

特に新型インフルエンザのパンデ ミックは、ほとんどの人が新型インフルエンザのウ

イルスに対する免疫を持つていないため、ウイルスが人から人へ効率よく感染 し、世界

中で大きな流行を起こすことを指す。
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○ パンデ ミックワクチン

新型インフルエンザが発生 した段階で、出現 した新型インフルエンザウイルス又はこ

れと同じ抗原性をもつウイルスを基に製造されるワクチン

○ 病原性

新型インフルエンザ対策においては、 ヒ トが ウイルスに感染 した場合の症状の重篤度

として用いることが多い。 なお学術的には、病原体が宿主 (ヒ トな ど)に感染 して病気

を起 こさせ る能力であ り、病原体の侵襲性、増殖性、宿主防衛機構の抑制能な どの総合

した表現

O プレパンデ ミックフクチン

新型インフルエンザが発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに変異する

可能性が高い鳥インフルエンザウイルスを基に製造 されるワクチン (現在、我が国では

H5Nl亜 型の鳥インフルエンザタイルスを用いて製造)          °
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