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感染国拡大、感染人数増加
人から人への感染を確認！！

新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ発生状況発生状況発生状況発生状況新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ発生状況発生状況発生状況発生状況

2009.4.242009.4.242009.4.242009.4.24　　　　メキシコメキシコメキシコメキシコとととと米国米国米国米国のののの一部一部一部一部のののの州州州州でででで、、、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 豚豚豚豚インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ（（（（H1N1H1N1H1N1H1N1））））のののの感染感染感染感染をををを確認確認確認確認　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2009.4.282009.4.282009.4.282009.4.28　　　　WHOWHOWHOWHOがががが「「「「フェーズフェーズフェーズフェーズ4444」」」」をををを宣言宣言宣言宣言

2009.4.302009.4.302009.4.302009.4.30　　　　人人人人からからからから人人人人へのへのへのへの感染感染感染感染のののの拡大拡大拡大拡大がががが続続続続きききき、、、、
世界的大流行世界的大流行世界的大流行世界的大流行（（（（パンデミックパンデミックパンデミックパンデミック））））のののの兆候兆候兆候兆候ありありありあり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 WHOWHOWHOWHOがががが「「「「フェーズフェーズフェーズフェーズ5555」」」」をををを宣言宣言宣言宣言

� 5555月月月月23232323日日日日現在現在現在現在、、、、43434343カカカカ国国国国　　　　患者数患者数患者数患者数12,02212,02212,02212,022人人人人



日本日本日本日本でのでのでのでの発生状況発生状況発生状況発生状況日本日本日本日本でのでのでのでの発生状況発生状況発生状況発生状況

� ５月１５日　神戸市の高校生が初の感染確認

� ５月１６日　第２段階（国内発生早期）宣言

� ５月中旬　兵庫県、大阪府で患者発生
– ５月２０日現在、大阪９９人

� 症状　（大阪府茨木市の中学・高校）
– ３８度以上の発熱　82.8%
– 咳　81.0%
– 鼻汁、鼻閉　60.3%
– 全身倦怠感　58.1%



日本日本日本日本でのでのでのでの発生状況発生状況発生状況発生状況日本日本日本日本でのでのでのでの発生状況発生状況発生状況発生状況



　　　　　　　　
日本日本日本日本でのでのでのでの状況状況状況状況日本日本日本日本でのでのでのでの状況状況状況状況

� 発生段階：第2段階（国内発生早期）

� 今回の新型インフルエンザの特徴

– 　感染力は強い。病原性は低い。

– 　潜伏期間は７日　（１０日から変更）

� 地域により対策を分けた

– 国内発生早期：患者はすべて措置入院

– 感染拡大状態：軽症者は自宅療養、発熱外来受診

� 社会生活：マスク着用等、外出注意、時差通勤
推奨、集会自粛せず、事業縮小要請せず。



新型インフルエンザが蔓延している国・地域

メキシコメキシコメキシコメキシコ
アメリカアメリカアメリカアメリカ
本土本土本土本土

カナダカナダカナダカナダ

検疫実施空港検疫実施空港検疫実施空港検疫実施空港・・・・港港港港のののの集約化集約化集約化集約化はしていないはしていないはしていないはしていない！！！！！！！！

検疫対応検疫対応検疫対応検疫対応についてについてについてについて検疫対応検疫対応検疫対応検疫対応についてについてについてについて



旅客機: 成田・関西・中部・福岡
客　船: 横浜・神戸・関門　等　(貨客船含む）　　　

＊貨物専用機は集約空港以外の検疫実施空港でも対応可能
＊貨物船は集約港以外の検疫港でも対応可能
　積載物等により検疫港に入港することが困難な場合は、対応を検討
＊潜伏期間を過ぎて、感染疑い患者がいない場合は、無線検疫港でも
　対応可能

発生国発生国発生国発生国からからからから来航来航来航来航するするするする旅客機旅客機旅客機旅客機・・・・客船客船客船客船（（（（貨客船貨客船貨客船貨客船をををを含含含含むむむむ））））をををを
４４４４空港空港空港空港・・・・３３３３港等港等港等港等にににに集約集約集約集約をををを検討検討検討検討　　　　

検疫検疫検疫検疫のののの集約化集約化集約化集約化　　　　検疫検疫検疫検疫のののの集約化集約化集約化集約化　　　　（（（（今回実施今回実施今回実施今回実施せずせずせずせず））））（（（（今回実施今回実施今回実施今回実施せずせずせずせず））））



・・・・３８３８３８３８度以上度以上度以上度以上のののの発熱発熱発熱発熱
・・・・急性呼吸器症状急性呼吸器症状急性呼吸器症状急性呼吸器症状
・・・・肺炎肺炎肺炎肺炎やややや呼吸困難呼吸困難呼吸困難呼吸困難

有症者
あり

有症者
なし

検疫前通報検疫前通報検疫前通報検疫前通報

機内確認機内確認機内確認機内確認

検疫法第検疫法第検疫法第検疫法第６６６６条条条条

検疫方法検疫方法検疫方法検疫方法検疫方法検疫方法検疫方法検疫方法

機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫

機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫～5/21

5/22～

発生国便 発生国便以外

ブースブースブースブース検疫検疫検疫検疫

ブースブースブースブース検疫検疫検疫検疫

有症者
なし

到着前の無線連絡



新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザのののの検査基準検査基準検査基準検査基準

インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ迅速診断迅速診断迅速診断迅速診断キットキットキットキットにてにてにてにて検査検査検査検査

AAAA型型型型((((＋）＋）＋）＋） AAAA型型型型((((ーーーー））））

新型インフルエンザの疑いが強いと判断
PCRPCRPCRPCR検査用検査用検査用検査用のののの検体採取検体採取検体採取検体採取　　　　→→→→　　　　中部空港検疫所支所中部空港検疫所支所中部空港検疫所支所中部空港検疫所支所でででで検査検査検査検査
有症者有症者有症者有症者はははは医療機関医療機関医療機関医療機関にににに搬送搬送搬送搬送（原則として、着岸して搬送）

３８３８３８３８℃℃℃℃以上以上以上以上のののの発熱発熱発熱発熱　　　　またはまたはまたはまたは
鼻鼻鼻鼻・・・・喉喉喉喉・・・・咳咳咳咳のののの２２２２個以上個以上個以上個以上のののの症状症状症状症状

流行国流行国流行国流行国のののの滞在滞在滞在滞在、、、、またはまたはまたはまたは患者患者患者患者とのとのとのとの接触接触接触接触

スクリーニングスクリーニングスクリーニングスクリーニング手順手順手順手順スクリーニングスクリーニングスクリーニングスクリーニング手順手順手順手順



PCRPCRPCRPCR検査検査検査検査にてにてにてにて（＋）　（＋）　（＋）　（＋）　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

発生国発生国発生国発生国からからからから潜伏期間内潜伏期間内潜伏期間内潜伏期間内にににに来航来航来航来航するするするする貨物船貨物船貨物船貨物船についてについてについてについて（（（（６６６６））））

新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザとととと確定確定確定確定（（（（以後以後以後以後：：：：患者患者患者患者））））

隔離隔離隔離隔離治療治療治療治療をををを継続継続継続継続



機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫

�サーモグラフィ・体温測定

�質問票確認

�マスク等
を配布



機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫・・・・機内確認機内確認機内確認機内確認機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫・・・・機内確認機内確認機内確認機内確認

�流行初期

– 機内で全員の質問票を確認し、症状があれば
機内で簡易キット実施。

– 確認が終了するまで、全員を降機させない。

�検疫縮小後

– 機内で有症者の周囲の人（濃厚接触者）だけ
残し、有症者は健康相談室で簡易キット実施。

– 有症者が陽性の場合には、濃厚接触者は「慎
重な健康監視」



機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫機内検疫

� 流行初期は、N95マスク、ゴーグル、手袋、キャッ
プ、ガウン

� 検疫縮小後は、N95マスク、ゴーグル、手袋



ブースブースブースブース検疫検疫検疫検疫ブースブースブースブース検疫検疫検疫検疫



ブースブースブースブース検疫検疫検疫検疫ブースブースブースブース検疫検疫検疫検疫

�短時間で大人数の確認ができる。

�複数の便の乗客が混ざる

�患者周囲の濃厚接触者や、同行者がばら
ばらになりやすい。



サーモグラフィサーモグラフィサーモグラフィサーモグラフィサーモグラフィサーモグラフィサーモグラフィサーモグラフィ



サーモグラフィサーモグラフィサーモグラフィサーモグラフィサーモグラフィサーモグラフィサーモグラフィサーモグラフィ

�一定の皮膚温以上を赤赤赤赤くくくく表示表示表示表示しししし、、、、

�アラームアラームアラームアラームがががが鳴鳴鳴鳴るようにるようにるようにるように設定設定設定設定。。。。

�周囲環境周囲環境周囲環境周囲環境でででで皮膚温皮膚温皮膚温皮膚温はははは変変変変わるわるわるわる。。。。



健康相談室健康相談室健康相談室健康相談室健康相談室健康相談室健康相談室健康相談室



検査検査検査検査キットキットキットキット検査検査検査検査キットキットキットキット



防護服倉庫防護服倉庫防護服倉庫防護服倉庫防護服倉庫防護服倉庫防護服倉庫防護服倉庫



汚染汚染汚染汚染エリアエリアエリアエリアとのとのとのとの境界境界境界境界汚染汚染汚染汚染エリアエリアエリアエリアとのとのとのとの境界境界境界境界

�サージカルマスク

�ゴミ袋

�手指消毒薬

– エタノール

– ヒビスコール



停留者搬送用停留者搬送用停留者搬送用停留者搬送用バスバスバスバス停留者搬送用停留者搬送用停留者搬送用停留者搬送用バスバスバスバス

�カーテンで運転席と即席の仕切りを作成



検体搬送容器検体搬送容器検体搬送容器検体搬送容器検体搬送容器検体搬送容器検体搬送容器検体搬送容器



通報通報通報通報のためののためののためののための入力入力入力入力通報通報通報通報のためののためののためののための入力入力入力入力



外部応援外部応援外部応援外部応援外部応援外部応援外部応援外部応援

�国立病院機構の医師、看護師

�名古屋第２赤十字病院の医師、看護師

�自衛隊の看護師



海上保安部海上保安部海上保安部海上保安部、、、、警察警察警察警察のののの支援支援支援支援海上保安部海上保安部海上保安部海上保安部、、、、警察警察警察警察のののの支援支援支援支援



海上保安部海上保安部海上保安部海上保安部のののの支援支援支援支援海上保安部海上保安部海上保安部海上保安部のののの支援支援支援支援



海上保安部海上保安部海上保安部海上保安部のののの支援支援支援支援海上保安部海上保安部海上保安部海上保安部のののの支援支援支援支援



中部空港中部空港中部空港中部空港中部空港中部空港中部空港中部空港 便数推移便数推移便数推移便数推移便数推移便数推移便数推移便数推移 (5/20(5/20(5/20(5/20(5/20(5/20(5/20(5/20現在現在現在現在現在現在現在現在))))))))
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中部空港中部空港中部空港中部空港中部空港中部空港中部空港中部空港 乗客数推移乗客数推移乗客数推移乗客数推移乗客数推移乗客数推移乗客数推移乗客数推移 (5/20(5/20(5/20(5/20(5/20(5/20(5/20(5/20現現現現現現現現

在在在在在在在在))))))))
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参考参考参考参考：：：：参考参考参考参考：：：：SARSSARSSARSSARSSARSSARSSARSSARSのののの旅客数推移旅客数推移旅客数推移旅客数推移のののの旅客数推移旅客数推移旅客数推移旅客数推移
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船船船船のののの検疫検疫検疫検疫船船船船のののの検疫検疫検疫検疫



検疫手続検疫手続検疫手続検疫手続きききき検疫手続検疫手続検疫手続検疫手続きききき



感染予防策感染予防策感染予防策感染予防策感染予防策感染予防策感染予防策感染予防策

�自分自分自分自分のののの口口口口、、、、鼻鼻鼻鼻、、、、目目目目をををを守守守守るるるる
– マスク、保護眼鏡、ゴーグル等

– 目目目目、、、、鼻鼻鼻鼻、、、、口口口口にににに触触触触れないれないれないれない！！　！！　！！　！！　

– 飲食前飲食前飲食前飲食前にににに手手手手をををを消毒消毒消毒消毒！！　！！　！！　！！　　　　　

�自分自分自分自分ががががウイルスウイルスウイルスウイルスをををを持持持持ちちちち出出出出さないさないさないさない
– 手袋、ガウンなど

– ドアノブ、トイレのレバーなどの消毒！！

�ウイルスウイルスウイルスウイルスをををを処理処理処理処理するするするする
– エタノール消毒、洗濯、手洗い、うがい



患者患者患者患者
ウイルスウイルスウイルスウイルスをををを持持持持ったったったった人人人人

飛沫感染飛沫感染飛沫感染飛沫感染　　　　○○○○
接触感染接触感染接触感染接触感染　　　　○○○○

増殖

感染のサイクル感染のサイクル



感染感染感染感染したしたしたした人人人人がががが咳咳咳咳やくしゃみをすることでやくしゃみをすることでやくしゃみをすることでやくしゃみをすることで、、、、ウイルスウイルスウイルスウイルスをををを含含含含んだんだんだんだ飛飛飛飛
沫沫沫沫がががが飛飛飛飛びびびび、、、、これをこれをこれをこれを周辺周辺周辺周辺のののの人人人人がががが鼻鼻鼻鼻やややや口口口口からからからから吸吸吸吸いいいい込込込込むことでむことでむことでむことで感染感染感染感染すすすす
るるるる

咳咳咳咳のののの飛沫飛沫飛沫飛沫はははは
約約約約２２２２ｍｍｍｍ飛飛飛飛ぶぶぶぶ

飛沫感染飛沫感染飛沫感染飛沫感染飛沫感染飛沫感染飛沫感染飛沫感染



ウイルスウイルスウイルスウイルスがががが付着付着付着付着したしたしたした場所場所場所場所をををを触触触触れたれたれたれた手手手手でででで、、、、口口口口、、、、鼻鼻鼻鼻、、、、目目目目にににに触触触触れれれれてててて、、、、
感染感染感染感染。。。。
ツルツルツルツルツルツルツルツルしたしたしたした表面表面表面表面ではではではではウイルスウイルスウイルスウイルスはははは長長長長くくくく存在存在存在存在するするするする。。。。((((約約約約1111週間週間週間週間))))
ドアノブドアノブドアノブドアノブ、、、、エレベーターエレベーターエレベーターエレベーターののののボタンボタンボタンボタン、、、、手手手手すりすりすりすり、、、、トイレトイレトイレトイレののののフラッフラッフラッフラッ
シュシュシュシュ、、、、水道水道水道水道のののの蛇口蛇口蛇口蛇口などになどになどになどに注意注意注意注意

眼や口や鼻を触れて
感染

手に付着

接触感染接触感染接触感染接触感染接触感染接触感染接触感染接触感染



☆☆☆☆ 対人距離対人距離対人距離対人距離のののの保持保持保持保持　　　　
☆☆☆☆ マスクマスクマスクマスク、、、、眼鏡眼鏡眼鏡眼鏡
☆☆☆☆ 口鼻目口鼻目口鼻目口鼻目にににに触触触触れないれないれないれない
☆☆☆☆ 手洗手洗手洗手洗いいいい、、、、うがいうがいうがいうがい、、、、 手指手指手指手指消毒消毒消毒消毒
☆☆☆☆ 手袋手袋手袋手袋、、、、防護服防護服防護服防護服　　　　→→→→　　　　適切適切適切適切にににに脱脱脱脱ぐぐぐぐ
☆☆☆☆ ドアノブドアノブドアノブドアノブ、、、、手手手手すりなどのすりなどのすりなどのすりなどの消毒消毒消毒消毒

☆☆☆☆自分自分自分自分がかかったらがかかったらがかかったらがかかったら、、、、咳咳咳咳エチケットエチケットエチケットエチケット

感染防御策感染防御策



口口口口やややや鼻鼻鼻鼻からからからからウイルスウイルスウイルスウイルスをををを入入入入りにくくするりにくくするりにくくするりにくくする
ウイルスウイルスウイルスウイルスのののの周辺周辺周辺周辺へのへのへのへの飛散飛散飛散飛散をなるべくをなるべくをなるべくをなるべく少少少少なくするなくするなくするなくする

N95マスクは、ある程度空気感染対応可能。
　高価、息苦しい、着用にトレーニングが必要。
不織布製マスクは飛沫感染対応。
　ガーゼマスクよりキメが細かい。
ガーゼマスクは飛沫感染対応。
　洗浄して再利用可能。

素手素手素手素手ででででマスクマスクマスクマスクをはずすをはずすをはずすをはずす時時時時はははは、、、、マスクマスクマスクマスクののののひもをひもをひもをひもを持持持持ってはずすってはずすってはずすってはずす。。。。
手袋手袋手袋手袋をしているときにはをしているときにはをしているときにはをしているときには、、、、マスクマスクマスクマスクのののの外側外側外側外側だけだけだけだけ触触触触れるれるれるれる。。。。

マスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスク



N95N95N95N95N95N95N95N95マスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスク

� 顔面と正しくfitしないと、
効果が半減

� 自分の顔に合わせたマ
スクを選択。全ての人
に合うマスクはない。

� 呼気用バルブ付きのも
のは呼吸が楽。

� でも喋りは最小限に。

� フィットテスト
– サッカリンのキットは、目
詰まりしやすいので注
意



電動電動電動電動ファンファンファンファン付付付付きききき呼吸用保護具呼吸用保護具呼吸用保護具呼吸用保護具電動電動電動電動ファンファンファンファン付付付付きききき呼吸用保護具呼吸用保護具呼吸用保護具呼吸用保護具

ノルメカエイシア社(米DQE社)　DIFフード



電動電動電動電動ファンファンファンファン付付付付きききき呼吸用保護具呼吸用保護具呼吸用保護具呼吸用保護具電動電動電動電動ファンファンファンファン付付付付きききき呼吸用保護具呼吸用保護具呼吸用保護具呼吸用保護具

� ３M　ダストマスター

　＋　高性能フィルター



流水流水流水流水とととと石鹸石鹸石鹸石鹸をををを使用使用使用使用してしてしてして１５１５１５１５秒以上秒以上秒以上秒以上おこなうおこなうおこなうおこなう。。。。

手手手手のののの平平平平、、、、手手手手のののの甲甲甲甲、、、、指指指指のののの間間間間、、、、爪爪爪爪のののの間間間間、、、、手首手首手首手首までまでまでまで丁寧丁寧丁寧丁寧にににに洗洗洗洗うううう。。。。

Y’ｓHomecareホームページよりwww.yoshida-homecare.com/jitsurei/01.html

手洗手洗手洗手洗いいいい手洗手洗手洗手洗いいいい



手洗手洗手洗手洗いいいい手洗手洗手洗手洗いいいい



ウィルスウィルスウィルスウィルスをををを含含含含んだんだんだんだ飛沫飛沫飛沫飛沫をををを排出排出排出排出してしてしてして、、、、周囲周囲周囲周囲のののの人人人人にににに感染感染感染感染させなさせなさせなさせないいいい

＊＊＊＊咳咳咳咳やくしゃみがやくしゃみがやくしゃみがやくしゃみが出出出出るときはるときはるときはるときはマスクマスクマスクマスクをををを着用着用着用着用するするするする
＊＊＊＊鼻汁鼻汁鼻汁鼻汁、、、、痰痰痰痰などをなどをなどをなどを含含含含んだんだんだんだテッシュテッシュテッシュテッシュはすぐにはすぐにはすぐにはすぐにゴミゴミゴミゴミ箱箱箱箱にににに捨捨捨捨てるてるてるてる
＊＊＊＊咳咳咳咳をしているをしているをしているをしている人人人人ににににマスクマスクマスクマスクのののの着用着用着用着用をおをおをおをお願願願願いするいするいするいする
＊＊＊＊咳咳咳咳やくしゃみをおさえたやくしゃみをおさえたやくしゃみをおさえたやくしゃみをおさえた手手手手・・・・鼻鼻鼻鼻をかんだをかんだをかんだをかんだ手手手手はははは、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに石鹸石鹸石鹸石鹸
　　　　でででで洗洗洗洗うううう

咳咳咳咳エチケットエチケットエチケットエチケット咳咳咳咳エチケットエチケットエチケットエチケット



　　　　次亜塩素酸次亜塩素酸次亜塩素酸次亜塩素酸ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム
　＊　＊　＊　＊原液原液原液原液をををを希釈希釈希釈希釈しししし、、、、００００．．．．０２０２０２０２～～～～００００．．．．１１１１％％％％のののの溶液溶液溶液溶液をををを使用使用使用使用
　　　　　　　　安安安安いのでいのでいのでいので、、、、大量大量大量大量にににに使使使使うううう場合場合場合場合にににに適適適適するするするする
　　　　消毒用消毒用消毒用消毒用エタノールエタノールエタノールエタノール、、、、イソプロパノールイソプロパノールイソプロパノールイソプロパノール
　＊　＊　＊　＊７０７０７０７０％％％％消毒用消毒用消毒用消毒用エタノールエタノールエタノールエタノール、、、、イソプロパノールイソプロパノールイソプロパノールイソプロパノール
　　　　　　　　揮発揮発揮発揮発してしてしてして残残残残らないのでらないのでらないのでらないので、、、、手指消毒手指消毒手指消毒手指消毒にににに適適適適するするするする

「「「「拭拭拭拭きききき取取取取りりりり消毒消毒消毒消毒がががが基本基本基本基本！！」！！」！！」！！」
ペーパータオルなどにスプレーして、
ふき取る。
噴霧の場合は、表面が濡れるように

消毒消毒消毒消毒消毒消毒消毒消毒



アイソレーションバッグアイソレーションバッグアイソレーションバッグアイソレーションバッグアイソレーションバッグアイソレーションバッグアイソレーションバッグアイソレーションバッグ



ワンボックスワンボックスワンボックスワンボックス車車車車ににににカーテンカーテンカーテンカーテンワンボックスワンボックスワンボックスワンボックス車車車車ににににカーテンカーテンカーテンカーテン



アイソレーションアイソレーションアイソレーションアイソレーション車車車車いすいすいすいすアイソレーションアイソレーションアイソレーションアイソレーション車車車車いすいすいすいす

�東京検疫所所有



中部空港中部空港中部空港中部空港　　　　患者搬送車患者搬送車患者搬送車患者搬送車中部空港中部空港中部空港中部空港　　　　患者搬送車患者搬送車患者搬送車患者搬送車


