
兵庫県医師会における新型インフルエンザへの対応について

ＷＨＯをはじめとする世界の状況(現地時間) 国 兵庫県 兵庫県医師会対応等

３月下旬

・　米国での最初の発症 ・　新型インフルエンザ発生等の危機管理対応のため、役員全員を登録した携
帯電話のメーリングリストを構築。4月まで交信テストを２回行い、利用できること
を確認。

４/２ ・　メキシコで発症者を確認

４/１４ ・　米国で最初の感染確認

４/１６
(木)

・　メキシコが国内的には警戒態勢に入ってい
た模様

４/２３
(木)

・　メキシコ政府が豚インフルエンザ発生の緊
急発表

４/２４
(金)

・　ＷＨＯが、米国とメキシコの感染疑い例を発
表

・　厚労省が夜通しで情報収集 ・　米国で予期せぬブタインフルエンザＡ（Ｈ１Ｎ１）のヒト-ヒト感染例が発生した
との報道がされている旨、県医師会公衆衛生委員会メーリングリストで回覧が
あった。

４/２５
(土)

・　ＷＨＯ電話での緊急委員会を開催
  「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事
態」と声明

・　各地の国際空港で帰国者への検疫強化

・　厚労省にて電話相談窓口設置

・　官邸に情報連絡室が設置される。

・　第１回兵庫県豚インフルエンザ対策連絡会議
(以下、対策連絡会議)を開催。

・　メキシコ及び米国におけるインフルエンザ様疾患の発生状況についての厚労
省通知につき、兵庫県より情報提供あり。

・　役員携帯MLでの情報交換開始。

４/２６
(日)

・　ＷＨＯが「国際的に懸念される公衆衛生上
の緊急事態」とする声明を発表するが警戒レベ
ルは「フェーズ３」のまま据え置かれた。

・　明石市医師会館竣工式典　出席県医役員の県医対策本部立ち上げ方針を
確認

・　役員携帯MLでの周知・交信頻度高まる。

４/２７
(月)

・　カナダで感染確認

・　スペインと英国でも感染確認。

・　ＷＨＯが２４時間体制の作戦司令室を開設

・　ＷＨＯの新型インフルエンザの警戒レベル
が、フェーズ３から４に引き上げられた。

・　政府は、検疫・入国審査の強化など
「水際対策」の実施など当面の対処を決
定。

・　電話相談窓口が設置される。

・　第２・３回対策連絡会議や保健所長を集めた緊
急会議を開催。

・　発熱に関する電話相談窓口を保健所に開設する
準備や専用外来医療機関に指定する県内３９医療機
関との調整に入る。

・　検疫所に対して、発生地域からの本県帰国者名
簿の提供要請

・　兵庫県医師会新型インフルエンザ対策本部の立ち上げ
　　　設置要項による３部門制で対応開始。

・　兵庫県等との情報交換を密にして、その情報を速やかに郡市医師会へ伝達
するため、郡市医師会緊急連絡網(会長・事務局責任者)の構築を図った。な
お、郡市医師会には送付状のみＦＡＸ送信し、資料等については「兵庫県医師会
文書管理ＷＥＢサイト」に掲載することとなった。

・　郡市医師会あて
       「メキシコ等における「豚インフルエンザ」感染の拡大について」
     　「メキシコ及び米国における豚インフルエンザの発生を踏まえた対応につ
いて」を送信し、医療機関への周知を依頼した。
　　※連休の入出国者に特に注意し、フェーズ４を前提とした対応を急ぐ必要が
あることから、現時点での対応の基本と医療機関掲示用ポスター(案)につき通
知。

　兵庫県医師会では、メキシコ等における豚インフルエンザのヒトーヒト感染発生の報を受けて、直ちに兵庫県医師会新型インフルエンザ対策本部を設置し、兵庫県等との情報交換を密にするとともに、郡市医師会を通じ
医療機関へその方針等を刻々と周知してきた。また、4/26より事務局職員で休日・連休も本部当直体制を敷いた。
　県医対策本部員(役員)間では、新型インフルエンザウイルス曝露・感染を避けるため、極力参集会議は開催せず、携帯電話・インターネットのメーリングリストによる２４時間の情報交換を行い、意思疎通・確認を図った。
　また、県下郡市区医師会に対しても、各種文書はWEB配信を基本とし、途中から会員にも直接WEB配信を開始し、情報伝達の迅速性を確保した。　以下に主な経過を列挙する。

1／8



ＷＨＯをはじめとする世界の状況(現地時間) 国 兵庫県 兵庫県医師会対応等

４/２８
(火)

・　午前７時、舛添厚労大臣より、「メ
キシコ、米国、カナダで新型インフルエ
ンザが発生した」と宣言。

・　政府が「新型インフルエンザ対策本
部」を設置し、初会合を開催。「水際対
策」の徹底や、ワクチン製造などを柱と
した基本的方針を決定。

・　機内検疫始まる。

・　第１回兵庫県新型インフルエンザ対策本部会議
(以下、県対策本部会議)が開催される。

・　知事メッセージの発出
・　専用外来医療機関における発熱外来の設置
・　旅館業者への注意喚起
・　兵庫県教育委員会新型インフルエンザ対策本部
の設置
・　兵庫県警察新型インフルエンザ対策本部の設置

・　県対策本部に総合電話窓口が、健康福祉事務所
内に休日も含めた２４時間対応の健康危機管理ホッ
トラインを活用した発熱電話相談窓口が設置され
る。

・　　日本医師会より、
　①「新型インフルエンザに関するＱ＆Ａ(４月２８日版)について」
　②「新型インフルエンザの発生に伴う対策の徹底について(救急医療体制)」に
ついて情報提供あり。

・　兵庫県より、
　「『新型インフルエンザ対策計画』の策定について」連絡あり。

４/２９
(水・祝)

・　ＷＨＯの新型インフルエンザの警戒レ
ベルが、フェーズ４から５に引き上げられ
た。

確定例　12:00現在 7カ国　112名

確定例　17:00現在 11カ国　257名
５/１
(金)

・　香港でメキシコ人の感染確認。
　アジア初の感染者。

確定例　23:30現在 13カ国　367名
５/２
(土)

・　韓国で、アジア在住者初の感染を確
認。

確定例　18:00現在 16カ国　658名

確定例　16:00現在 18カ国　898名

５/３
(日･祝)

・　厚生労働省は、新型インフルエンザ
と判断する症状の定義を自治体に通知。

・　改めて知事メッセージを発出

・　ＷＨＯの警戒レベルがフェーズ５に引き上げら
れたことを受け、第２回県対策本部会議を開催。

・　「教育委員会新型インフルエンザ対応行動計
画」「県立学校における新型インフルエンザ対応行
動計画」の策定

・　兵庫県警による検査用検体の緊急搬送に対する
協力表明

・　郡市医師会あて「新型インフルエンザ発生に伴う情報提供について
(第１報)」送信。
　①新型インフルエンザの発生に伴う対策の徹底について(救急医療体制)
　②新型インフルエンザに関するＱ＆Ａ(４月２８日)について
　③新型インフルエンザの発生に伴う知事メッセージについて

・　郡市医師会あて「第２報」送信。
　①兵庫県新型インフルエンザ対策計画

・　本日から、状況により、土・日曜、祝日への事務局職員の出務体制を
取ることとなった。

・　郡市医師会あて「第３報」送信。
　①新型インフルエンザの警戒レベル引き上げに伴う知事メッセージについて

・　第１回兵庫県医師会新型インフルエンザ対策本部全体会議を開催。
　
・　郡市医師会あて「第４報」送信。
　①新型インフルエンザの海外発生に伴う医薬品、医療機器等の安定供給につ
いて

・　郡市医師会あて「第５報」送信。
　①第１回兵庫県新型インフルエンザ対策本部会議報告
　②本日までの経過と今後の対策・方針について

・　郡市医師会あて「第６報」送信。
　①新型インフルエンザ(豚インフルエンザウイルスＡ／Ｈ１Ｎ１)に係る症例定義
及び届出様式について米専門外来医療機関の取扱い
　②新型インフルエンザの発熱外来の設置及び新型インフルエンザの診療を原
則行わない医療機関の指定に伴う医療体制整備について
　③新型インフルエンザの国内発生に伴う発熱外来の設置のために診療所を
開設する場合の保険医療機関の指定に関する取扱いについて
　④一般医療機関のための新型インフルエンザまん延期の診療継続計画作り
　⑤臓器移植及び造血幹細胞移植における新型インフルエンザ(豚インフルエン
ザＨ１Ｎ１)の症例定義について

・　郡市医師会あて、喫緊の情報・経緯等をまとめた「兵庫県医師会『新型インフ
ルエンザ対策本部ニュース №１』」を送信。

４/３０
(木)
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ＷＨＯをはじめとする世界の状況(現地時間) 国 兵庫県 兵庫県医師会対応等

５/５
(火･祝)

確定例　16:00現在 21カ国　1,490名
５/６
(水･祝)

確定例　16:00現在 23カ国　1,893名

確定例　18:00現在 24カ国　2,371名
５/８
(金)

確定例　16:00現在 25カ国　2,500名
５/９
(土)

・　厚労省は、カナダから米国経由で成
田空港に帰国した大阪府立高校の男子生
徒２人と教諭１人が新型インフルエンザ
に感染したと発表。
　３人は感染症病床に入院し、感染者の
近くにいた乗客等が指定された宿泊施設
に停留となった。

確定例　06:00現在 29カ国　3,440名 (検疫対象者での発生例 3例)
５/１０
(日)

確定例　07:30現在 29カ国　4,379名 (検疫対象者での発生例 計4例)
５/１５
(金)

確定例　06:00現在 34カ国　7,520名

・　第３回県対策本部会議が開催される。
・　県知事メッセージを発表。

・　シカゴ在住の日本人男児が新型感染
と発表

・　神戸の高校において、簡易テストA型のインフ
ルエンザが集団発生しており、県段階のPCRで新型
陽性となり、新型である可能性が強まったとして、
国立感染研に検体搬送、５/１６に最終確定とな
る。

・　県内での高校生発症者が後日PCRにより新型で
あったことが判明。その他の高校でも広がっていっ
たことが後日確認されている。

・　郡市医師会あて「第７報」送信。
　①新型インフルエンザの診療体制の充実について
　②新型インフルエンザの診療等に関する情報(抗インフルエンザ薬の予防投与
の考え方等)について

・　郡市医師会あて、「兵庫県医師会『新型インフルエンザ対策本部ニュース №
２』」送信。

・　郡市医師会あて「新型インフルエンザにかかる兵庫県教育委員会からの情
報提供について」送信。
　①新型インフルエンザに係る対応について
　②新型インフルエンザに関する対応について
　③県立学校における新型インフルエンザ対応行動計画Ｖer１

・　郡市医師会あて「新型インフルエンザ国内未発生期における、発熱外来を置
かない医療機関への発熱患者の受診について」を送信。

・　郡市医師会あて「第８報」送信。
　①啓発用チラシ「新型インフルエンザ予防・拡大防止のために！！」
　②啓発用チラシ「家庭でできる新型インフルエンザ対策！！」

・　郡市医師会あて「新型インフルエンザまん延国への渡航歴や患者との接触
がない発熱患者への対応について」送信。

・　郡市医師会あて「第９報」送信。
　①新型インフルエンザ疑い例の発生について
　②新型インフルエンザのウイルス検査の結果について

・　第３回県対策本部会議に本会担当者が出席。

・　郡市医師会あて、「兵庫県医師会『新型インフルエンザ対策本部ニュース №
３』」送信。

・　郡市医師会あて以下の内容を送信。
　①兵庫県知事メッセージ※修正版
　②新型インフルエンザ国内(水際)発生事案の概要及び県の対応

・　郡市医師会あて「第１０報」送信。
　①新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の改定等について

・　郡市医師会あて「新型インフルエンザ感染者が乗っていた飛行機の同乗者
について」を事務連絡。

・　郡市医師会あて「第１１報」送信。
　①新型インフルエンザに係る健康監視の期間について
　②新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会の報告について
　③新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の再改定について

・　郡市医師会あて「「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策のための体
制整備等について」環境省からの再度の周知方の依頼について」を送信。

５/７
(木)
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５/１６
(土)

・　「新型インフルエンザ対策本部」幹
事会が開催され、行動計画の対策レベル
を「第１段階(海外発生期)」から「第２
段階(国内発生早期)」に移行。

・　第４・５・６回県対策本部会議が開催される。
「国内第一号」として確定を踏まえた対応

・　井戸知事より緊急事態宣言

・　厚生労働省の要請もうけ、県全域の小・中・高
校等が２２日まで臨時休業することとなった。併せ
て、保育所、通所施設等にも休業を要請

・　当面、県主催のイベント・行事等中止
5/16-17の「神戸まつり」も中止

確定例　07:00現在 36カ国　8,451名 確定例　8名(兵庫県資料より) 確定例　8名(兵庫県資料より)
５/１７
(日)

・　第７回県対策本部会議開催
　①兵庫県対策本部会議(第７回)次第
　②５月１７日付知事メッセージ
　③発生疑い例の状況
　④学校等休業に関する対応
　⑤休校する県立学校リスト
　⑥デイサービス等休止対応
　⑦保育所臨時休業措置
　⑧抗インフルエンザ薬備蓄について

・　国への「新型インフルエンザ対策に関する緊急
要望」

確定例　06:00現在 39カ国　8,480名 確定例　52名(兵庫県資料より) 確定例　41名(兵庫県資料より)
５/１８
(月)

・　第８回県対策本部会議開催

・　井戸知事が舛添厚労相と面談

確定例　06:00現在 40カ国　8,829名 確定例　06:00現在125名 確定例　23:30現在 93名
５/１９
(火)

・　医薬品、検査キット等の入手についての医療機
関からの専用窓口の設置

確定例　06:00現在 40カ国　9,830名 確定例　12:00現在 169名 確定例　12:00現在 103名

・　第４・５・６回県対策本部会議に本会担当役員が出席。

・　県医師会対策本部全体会議を開催。
　　※特に「Ａ型インフルエンザ(簡易検査)陽性者数の実態調査への協力」につ
き協力徹底することとなった。

・　郡市医師会あて「第１２報」送信。
　①県内(国内)での初の新型インフルエンザ患者の発生について(案)
　②Ａ型インフルエンザ陽性者数の報告に関するお願い
　③要望書

・　第７回県対策本部会議に本会担当役員が出席。
　　現状の段階評価、校区別対応と広域対応、発熱外来の拡大と受け皿整備等
議論。

・　郡市医師会あて「第１３報」送信。
　　　左記、県対策会議関連資料通知

・　郡市医師会あて「第１４報」送信。
　※明日からの一般医療機関での対応につき周知を依頼した。
　①県の対策(兵庫県)
　②休日夜間急患センター等における対応について
　③一般医療機関対応及びポスター案(本会)
　④「国内発生にかかる対応について」

・　第８回県対策本部会議に本会担当役員が出席。

・　郡市医師会あて「第１５報」送信。
　①学校の臨時休業について
　②学校における濃厚接触者に対する予防投与の取扱いについて

・　郡市医師会あて「第１６報」送信。
　①第３期国内感染拡大期からまん延期での対応について(本会提案)
　②県対策本部会議(第８回)資料
　　※基本的には現時点では、「まん延期」(一般医療機関対応)とせず、
現段階の対応を基本に、更に体制を整え、「第３段階感染拡大期」の対応
を柔軟に行う。

・　郡市医師会あて「医薬品、インフルエンザウイルス抗原検出キット
(迅速タイプ)等の入手についての医療機関からの専用相談窓口の設置につ
いて」を送信。
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５/２０
(水)

・　第９回県対策本部会議開催

確定例　06:00現在 41カ国　10,243名 確定例　12:00現在 207名 確定例　12:00現在 132名
５/２１
(木)

・　政府は、新型インフルエンザの行動
計画に基づく「対処方針」を緩和し、学
校のクラス単位での閉鎖や、感染が疑わ
れる患者の一般病院での受診など、柔軟
な対応を認める方針を固めた。

・　第１０回県対策本部会議開催

確定例　06:00現在 41カ国　11,034名 確定例　12:00現在 276名 確定例　12:00現在 146名
５/２２
(金)

確定例　06:00現在 42カ国　11,168名
５/２３
(土)

確定例　06:00現在 43カ国　12,022名

・　政府の新型インフルエンザ対策本部
が「基本的対処方針」を改定。

・　第１１回県対策本部会議開催
　県全域の小・中・高校等の一斉臨時休業を５月２
３日をもって解除するなど、社会活動面での面的な
制限を解除する旨、知事メッセージを発出

・　第９回県対策本部会議に本会担当役員が出席。

・　午後から開催された兵庫県医師会理事会に県からの担当者の出席を求
め、対応等につき検討し、１９日に神戸市と神戸市医師会との合意に基づ
く「条件付一般医療機関対応」はいわゆる「まん延期」対応ではなく、
「第三段階感染拡大期」における「発熱外来」の拡大と受け止め、引き続
き、先の基本方針に則り他地区にあっても可能な協力体制を整えていくこ
ととなった。

・　郡市医師会あて「第１７報」送信。
　①県対策本部会議(第９回)資料(兵庫県)

・　兵庫県医師会会員ＷＥＢサイト(暫定版)設置について
　　　この度の新型インフルエンザ対策等について、会員へいち早く情報
を提供するため、暫定ではあるが、会員ＷＥＢサイトを立ち上げ、郡市医
師会あて、会員への周知を依頼した。

・　第１０回県対策本部会議に本会担当役員が出席。
　　休校措置等がとられてから１週間になろうとする中、通所事業者・利
用者等からの「解除」を求める声もあり、明日にも舛添大臣から、入院も
含めたこれらの措置の部分解除等宣言が発せられるという状況の中、それ
らを前提とした県内の準備状況等について確認が行われた。

・　郡市医師会あて「第１８報」送信。
　①県対策本部会議(第１０回)発表資料

・　第１１回県対策本部会議に本会担当役員が出席。
　
・　郡市医師会あて「新型インフルエンザ発生に伴う学校の臨時休業解除に伴う
対応へのご協力のお願い」を送信。

・　兵庫県医師会から兵庫県知事あて要望書の提出
　　兵庫県の基本方針を受け、感染拡大を防ぐ対応の原則は変わらず、特にか
かりつけのハイリスク者等への対応が必要であることから、以下のことにつき県
医師会長自ら県庁にて要望を行った。
　①発熱専用外来の設置数の増加
　②発熱専用外来設置医療機関への支援の充実
　③入院医療機関の充実
　④今後起こりうる第二波対策

・　郡市医師会あて「第１９報」送信。
　①県対策本部会議(第１１回)発表資料
　②井戸県知事メッセージ(5/22)
　③政府の基本的対処方針
　④県医師会から県への要望

・　郡市医師会あて「第２０報」送信。
　①新型インフルエンザに関する院内感染対策の徹底について
　②新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の再改定について
　③「基本的対処方針」に伴う関連事務連絡の送信について
　④インフルエンザ施設別発生状況に係る調査について
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５/２４
(日)

確定例　12:00現在 333名 確定例　12:00現在 176名
５/２５
(月)

確定例　06:00現在 46カ国　12,515名
５/２７
(水)

・　第１３回県対策本部会議開催
　　神戸等での別の高校の家族も含めた「第３次感
染」と思われる集団発生が確認され、その事例検討
及び学校の臨時休業の基準などが検討された。

確定例　06:00現在 48カ国　13,398名 確定例　12:00現在 352名 確定例　12:00現在 184名
５/２９
(金)

・　第１４回県対策本部会議開催　　　　　　一部
高校が登校再開後からの感染疑い例がなお複数出て
いる状況で、一般市民への接点も否定できないとい
う中では、「県民生活が通常に回復したことの宣
言」はもう少し慎重に判断することとなった。

確定例　06:00現在 53カ国　15,510名 確定例　12:00現在 359名 確定例　12:00現在 187名
６/３
(水)

・　第１５回県対策本部会議開催
　　その後、一週間の新規集団発生は無いことから
判断し、兵庫県知事より、「ひょうご安心宣言」が
発せられた。「第三者委員会」を設置して検証し、
次期対応を図る。

確定例　06:00現在 66カ国　19,273名 確定例　12:00現在 386名 確定例　12:00現在 197名

確定例　06:00現在 73カ国　25,288名 確定例　11:00現在 424名 確定例　11:00現在 199名

確定例　06:00現在 74カ国　27,737名 確定例　11:00現在 475名 確定例　11:00現在 203名

・　第１２回県対策本部会議開催
　　県下の発生状況等が確認されたが、発熱相談
者・発症者・入院者数とも５月１８日～１９日を
ピークに、急速に収束に向かっている。

・　郡市医師会あて「第２１報」送信。
　　※政府の「基本的対処方針」を受けた県としての基本方針が決定され、社会
的制限は緩和されるが、感染拡大を防ぐ対応の原則は変わらず、５月２５日ま
で休業であった学校等が再開されることから、先に作成していた一般医療機関
向けポスターの改訂版及び「発熱外来」機能拡大に協力される場合の「一般医
療機関協力対応マニュアル」等の通知。
　①一般医療機関向けポスター改訂版(本会)
　②一般医療機関協力対応マニュアル(本会)
　③新型インフルエンザ患者に対する登校園について

・　第１２回県対策本部会議に本会担当役員が出席。
　
・　郡市医師会あて「第２２報」送信。
　①県対策本部会議(第１２回)発表資料

・　第１３回県対策本部会議に本会担当役員が出席。
　　　県医師会としては、引き続き警戒を緩めることなく、しっかり疫学的チェック
とフォローをすべきであること、また各保健所単位の発熱相談窓口の対応がま
ちまちで、症例定義が変わっても、同様の混乱が続いていることについて県へ
のしっかりした対応を求めた。

・　郡市医師会あて「第２３報」送信。
　①県対策本部会議(第１３回)発表資料
　②新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の再改定について

・　第１４回県対策本部会議に本会担当役員が出席。

・　郡市医師会あて「第２４報」送信。
　①県対策本部会議(第１４回)発表資料
　②「新型インフルエンザ対策の概要」(兵庫県)
　③新型インフルエンザに係る厚労省通知・事務連絡について

・　「新型インフルエンザ予防のためのマスク送付について」
　　医療機関においてもマスクの入手が困難であることから、本会と姉妹提携を
結んでいる台中市医師公会から厚意によりマスクの寄贈を受け、新型インフル
エンザが発症している郡市医師会へ送付した。

・　第１５回県対策本部会議に本会担当役員が出席。
　　会議において、兵庫県知事より、「ひょうご安心宣言」が発せられたことから、
社会的制限は一旦解除されたが、ハイリスク者対応を含め、これまでの医療体
制は堅持していくこととなった。
　　そのことから、一般住民・患者の誤解の無いよう医療機関掲示用ポスターの
再改訂を行った。

・　郡市医師会あて「第２５報」送信。
　①兵庫県新型インフルエンザ対策本部会議(第１５回)発表資料
　②新型インフルエンザ対応一般医療機関用ポスター(6/3版)(本会)
　③医療機関における新型インフルエンザ感染対策について

・　郡市医師会あて「第２６報」送信。
　①Ａ型インフルエンザ陽性者数の報告に関するお願い・・簡易検査全数報告
の解除

・　県医師会理事会にて、県の第三者委員会での検証に対応する県医「新型イ
ンフルエンザ対策プロジェクト会議」(以下、県医師会プロジェクト会議)の設置を
決定。

６/８
(月)

６/１０
(水)
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６/１２
(金)

・　ＷＨＯは、日本時間１２日未明、新型
インフルエンザの警戒レベルを「フェーズ
５」から最高の「フェーズ６」に引き上げ
ることを決め、パンデミック(世界的大流
行)を宣言。

確定例　07:00現在 74カ国　29,669名 確定例　11:00現在 539名 確定例　11:00現在 205名
６/１５
(月)

確定例　17:00現在 76カ国　35,928名
６/１９
(金)

・　厚労省「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(改定版)」発表

確定例　07:00現在 94カ国　44,287名 確定例　11:00現在 729名 確定例　11:00現在 208名
６/２３
(火)

・　県検証委員会医療関係ワーキング・第一回が開
催される。県として、国の新指針に対し、直ちに対
応せず、県検証委員会の結果を待つ。

確定例　11:00現在 881名 確定例　11:00現在 214名
６/２４
(水)

確定例　07:00現在 108カ国　55,867名 確定例　11:00現在 933名 確定例　11:00現在 215名
６/２９
(月)

・　県検証委員会医療関係ワーキング・第二回が開
催される。厚労省新指針に合わせた体制や独自対応
につき、「当面の対応案」を内示

確定例　09:00現在 116カ国　70,893名 確定例　11:00現在 1,196名 確定例　11:00現在 232名
６/３０
(火)

・　郡市医師会あて「厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等
の一部を改正する件の公布等について」を送付。

確定例　09:00現在 120カ国　77,201名 確定例　11:00現在 1,336名 確定例　11:00現在 235名
・　第２回県検証委員会が開催される。

確定例　11:00現在 1,428名 確定例　11:00現在 240名

確定例　11:00現在 2,126名 確定例　11:00現在 256名
７/１１
(土)

・　郡市(区)医師会感染症担当役員連絡協議会を開催

７/９
(木)

・　第１回兵庫県新型インフルエンザ対策検証委員
会(以下、県検証委員会)が開催される。

・　第２回県医師会プロジェクト会議を開催

・　郡市医師会あて「第２７報」送信。
　　※６月１９日に厚生労働省「運用指針の改定版」が出されたことから、今後の
対応について協議。
　　①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(改定版)
　　②第１回県対策検証委員会・次第他
　　③第１回同上検証委員会医療関係ワーキング・次第他
　　④新型インフルエンザ早期探知にかかるサーベイランスについて

・　県検証委員会医療関係ワーキング・第二回に本会担当役員が出席する。

・　第3回県医師会プロジェクト会議を開催
　　　県の「対応案」に対して、県医として補正等県に求めるものとする。

・　第１回県検証委員会に本会担当役員が出席する。

・　第１回県医師会プロジェクト会議を開催

・　保健所設置地区医師会長会を開催

７/１
(水)

７/２
(木)

・　第２回県検証委員会に本会担当役員が出席。

・　県下三師会での懇談で、新型インフルエンザ対応も話題とする。

・　県検証委員会医療関係ワーキング・第一回に本会担当役員が出席する。
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・　第３回県検証委員会が開催される。

確定例　11:00現在 2,636名 確定例　11:00現在 264名

確定例　11:00現在 2,894名 確定例　11:00現在 268名
・　第４回県検証委員会が開催される。

確定例　11:00現在 3,638名 確定例　11:00現在 312名
・　第１６回県対策本部会議開催

確定例　11:00現在 4,246名 確定例　11:00現在 342名
・　「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施行規則の一部
を改正する省令」(医師の届出が必要な
場合についての省令改正)が公布され、7
月24日から施行されることとなった。

確定例　11:00現在 4,433名 確定例　11:00現在 345名

確定例　6:00現在 4,986名 確定例　11:00現在 369名
７/２８
(火)

・　郡市医師会あて
　　①『「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」の改定に関するＱ＆Ａについて』
　　②「医療機関の職員における新型インフルエンザ感染対策の徹底について」
の送付

７/２９
(水)

・　第５回県検証委員会が開催される。 ・　第５回県検証委員会に本会担当役員が出席。
・　郡市(区)医師会長連絡協議会にて新型インフルエンザにかかる医療機関対
応を協議

・　「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」の改定等について
　　※第２７報にて通知した(改定版)に関し、厚労省新型インフルエンザ対策推
進本部から事務連絡が出されたもの。

・　第１６回県対策本部会議に本会担当役員が出席。

・　第４回県検証委員会に本会担当役員が出席。

・　郡市医師会あて「第２８報」送信。
　　①郡市(区)医師会感染症担当役員連絡協議会経過
　　②新型インフルエンザ対応一般医療機関用ポスター(2009.7版)
　　③郡市(区)医師会感染症情報メーリングリスト構築について
　　④新型インフルエンザＡ(Ｈ１Ｎ１)用ワクチン製造株決定について

・　郡市医師会あて「第２９報」送信。
　　①県新型インフルエンザ対策本部会議(7/11)結果概要
　　②県医師会としての当面の新型インフルエンザ対策についての提言

・　郡市医師会あて「第３０報」送信。
　　①新型インフルエンザに対する当面の医療体制について
　　②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施行規則の
一部を改正する省令等について
　　　附１）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施行規
則の一部を改正する省令について
　　　附２）新型インフルエンザ(Ａ／Ｈ１Ｎ１)に係る症例定義及び届出様式等に
ついて
　　　附３）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施行規
則の一部を改正する省令の施行に伴う運用の変更について(Ｑ＆Ａ等)

７/２１
(火)

７/２２
(水)

７/２４
(金)

７/１４
(火)

７/１７
(金)

７/１３
(月)

※確定例数については、国立感染症研究所感染症情報センターホームページより引用。

※日本国内・兵庫県内の確定例には、検疫対象者での発生例(7/2現在、15名)は除く

　また、日本国内・兵庫県内の確定例は、居住地別、外国人等の旅行者は届出を受けた自治体が報告。

・　第３回県検証委員会に本会担当役員が出席。
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