
※時系列は一部抜粋

ＷＨＯをはじめとする世界の状況(現地時間) 国(政府・厚労省) 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
（木）

・　メキシコで発症者を確認

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。
・　県疾病対策室より県医師会あて、メキシコ
等における豚インフルエンザにかかる２通知。

・　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３
９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

・　県疾病対策室より県医あて、「メキシコ等
における豚インフルエンザにかかる対応につい
て」等の４通知。

・　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。
　

※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(2009.7.2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。

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(～2010.5.31加筆・抜粋分)

　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。
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ＷＨＯをはじめとする世界の状況(現地時間) 国(政府・厚労省) 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。

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
５/９
(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)
５/１５
(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。

・　県疾病対策室より県医あて、新型インフル
エンザ対策関連通知。

・　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

・　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。

・　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、５/１
６に最終確定となる。

・　県より県医あて、新型インフルエンザ対策
関連の４通知。

・　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
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ＷＨＯをはじめとする世界の状況(現地時間) 国(政府・厚労省) 兵庫県 兵庫県医師会対応等

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

・　県より県医あて、県内での新型インフルエ
ンザ発生についての通知等、２通知。

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)
５/２２
(金)

確定例　06:00現在 42カ国　11,168名
５/２５
(月)

確定例　06:00現在 46カ国　12,515名
５/３１
(日)

・　２１年度近医連定時委員会総会(大阪)にて特別報告

・　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。

・　県医務課より県医あて、新型インフル関連
３通知。

・　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

・　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２３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
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ＷＨＯをはじめとする世界の状況(現地時間) 国(政府・厚労省) 兵庫県 兵庫県医師会対応等

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。

・　県より県医あて、「医療機関における新型
インフルエンザ感染対策」通知。

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
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

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

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
７/７
(火)

・　県医師会と県医との新型インフルエンザに
関する県医師会との打合せ

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

・　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

７/９
(木)

・　保健所設置地区医師会長会を開催

・　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。

７/２１
(火)

・　第１６回県対策本部会議に本会担当役員が出席。

・　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

・　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

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。

・　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

６/２４
(水)
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ＷＨＯをはじめとする世界の状況(現地時間) 国(政府・厚労省) 兵庫県 兵庫県医師会対応等

・　「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
７/２３
(木)

・　県下保健所長との懇談会を開催

・　県より県医あて、「新型インフルエンザに
対する当面の医療体制について」等、２通知。

確定例　6:00現在 4,986名 確定例　11:00現在 369名
８/１１
(火)

・　郡市医師会あて「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(再依頼)」の送付

８/１５
(土)

・　新型インフルエンザによる国内
初めての死亡例を確認。

８/１８
(火)

・　神戸市で県内初の死亡例。

８/１９
(水)

・　県より県医あて、「インフルエンザ診療可
能医療機関の公表について」等、３通知。

・　郡市医師会あて「第３１報」送信。
　　①インフルエンザ様症状患者への対応について
　　②新型インフルエンザに関する感染症法上の運用について
　　③新型インフルエンザ感染患者の死亡について
・　新型インフルエンザプロジェクト会議

８/２０
(木)

・　厚生労働省、新型インフルエン
ザのワクチン接種は、「任意接種」
で実施する方針を表明。

・　兵庫県新型インフルエンザ対策検証委員会あて「今秋冬期に向けた新
型インフルエンザ対策についての提言」を提出

８/２８
(金)

・　ＷＨＯ(現在、北半球、南半球の両
地域で流行しているインフルエンザの株
のほとんどがパンデミックH1N1インフル
エンザウイルスである）

・　抗インフルエンザウイルス薬対策委員会

９/２
(水)

・　県より県医あて、新型インフル関連通知。 ・　郡市医師会あて「第３３報」送信。
　　①新型インフルエンザ患者数の増加に向けた医療提供体制の確保等
　　②インフルエンザ脳症に係る注意喚起について
・　新型インフルエンザプロジェクト会議

９/３
(木)

・　第８回県検証委員会が開催され、検証報告
書がまとめられた。

・　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)

７/２２
(水)

７/２４
(金)

・　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
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ＷＨＯをはじめとする世界の状況(現地時間) 国(政府・厚労省) 兵庫県 兵庫県医師会対応等

９/４
(金)

・　ＷＨＯ(北半球の温帯地域では、イ
ンフルエンザの流行の様相は地域によっ
て差が認められており、日本では、定点
あたりの報告数が季節性インフルエンザ
において流行を示す目安を超え、通常の
年よりも早くインフルエンザの流行期が
はじまったことを示している)

・　厚労省、新型ワクチンの接種優
先順位公表

・　郡市医師会あて「第３４報」送信。
　　①新型インフルエンザ対策検証報告書(兵庫県新型インフルエンザ対
策検証委員会)
　　②新型インフルエンザ対策検証委員会第２波に備えた対策に関する提
言要旨

・　郡市医師会あて「『新型インフルエンザ』感染予防用品購入の斡旋につ
いて」の送付

９/８
(火)

・　全国都道府県新型インフルエン
ザ対策担当課長会議において「新型
インフルエンザに関するワクチン接
種事業実施(案)」が提示される。

・　県より県医あて、「抗インフルエンザウイ
ルス薬の放出について」等、２通知。

９/１６
(水)

・　県医師会・県との定例会議における新型イ
ンフルエンザにかかる協議

・　郡市医師会あて「第３６報」送信。
　　①新型インフルエンザ対策計画案
　　②新型インフルエンザに係る医療体制に関する調査結果

９/２４
(木)

・　県より県医あて、新型インフル関連通知。 ・　県下保健所長との懇談会開催

１０/１
(木)

・　県医師会感染症研修会
　　※国立感染症研究所感染症情報センター 安井主任研究官による新型
インフルエンザの対応に関する講演

１０/２
(金)

・　ＷＨＯ(インフルエンザウイルスの
伝播およびインフルエンザ様疾患
（ILI）の割合は、北半球の温帯地域で
増加が続いている)

・　全国都道府県新型インフルエン
ザ対策担当課長会議において「新型
インフルエンザに関するワクチン接
種について」話し合いが行われる。

１０/５
(月)

・　米国で、新型インフルエンザワクチ
ン接種が開始される。

・　県医師会と県疾病対策課打合せ

・　県より県医あて、新型インフル関連通知。

・　郡市医師会あて「第３８報」送信。
　　①新型インフルエンザ(A/H1N1)のワクチンの接種について
　　②新型インフルエンザワクチン接種受託医療機関リスト・県内版
　　③新型インフルエンザワクチン接種受託医療機関委任状
　　④新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱
　　⑤接種受託医療機関におけるワクチン接種実施要領
　　⑥(参考資料)優先順位等10/2会議資料の要約

１０/６
(火)

・　厚生労働省、新型インフルエン
ザワクチンについて、欧州の製薬企
業２社と売買契約を締結。

１０/７
(水)

・　新型インフルエンザワクチン供給に関する
打合会(卸売販売業者を交えての打合せ)

１０/９
(金)

・　ＷＨＯ(北半球の温帯地域では、イ
ンフルエンザウイルスの伝播及びインフ
ルエンザ様疾患（ILI）の割合は増加が
継続し、多くの国々で異常に早い秋及び
冬のインフルエンザシーズンを引き起こ
している)

・　国より新型インフルエンザA(H1N1)ワ
クチンの初出荷
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ＷＨＯをはじめとする世界の状況(現地時間) 国(政府・厚労省) 兵庫県 兵庫県医師会対応等

１０/１９
(月)

・　新型ワクチン接種の医療従事者
への接種はじまる。

・　「インフルエンザ患者の診療に直接従事す
る医療従事者」に対する接種が開始される。
・　県疾病対策室より県医あて、新型インフル
関連通知。

・　新型インフルエンザ予防接種業務委託契約を国(近畿厚生局)と締結

１０/２０
(火)

・　県疾病対策室より県医あて、「新型インフ
ルエンザ患者数の増加にむけた医療体制の確
保」通知。

・　郡市医師会あて「第４１報」送信。
　　①新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する「実施要綱」
「実施要領」について・改訂部分対照表
　　②新型インフルエンザワクチンの使用上の注意等の改訂について
　　③新型インフルエンザワクチン10mlバイアル使用に係る留意事項
　　④新型インフルエンザワクチン接種事業に関する質問と回答
　　⑤新型インフルエンザへの対応のための外来開設に係る医療法上の
取扱いに関するＱ＆Ａ
　　⑥新型インフルエンザクラスターサーベイランスに係る連絡票について
　　⑦新型インフルエンザワクチンの第３回出荷時における各都道府県へ
の配分量について

１０/２１
(水)

・　新型インフルエンザＡ(Ｈ１Ｎ１)ワクチン
の配分に関する打合せ
・　県疾病対策室より県医あて、新型インフル
ワクチン関連２通知。

・　郡市区医師会長連絡協議会における新型インフルエンザにかかる協
議

１０/２３
(金)

・　ＷＨＯ(全体的に、北半球でのイン
フルエンザの流行は大きく変わっていな
いが、呼吸器疾患の患者発生地域は拡大
し、継続して増加している)

・　県薬務課等より県医あて、「新型インフル
エンザワクチンの接種回数について」等、４通
知。

１０/２５
(日) (ＷＨＯ)症例数441,661名以上

 死亡例少なくとも5,712名
１０/２６
(月)

・　新型インフルエンザワクチンにかかる感染
症指定医療機関等へのワクチン供給打合せ

１０/２８
(水)

・　県疾病対策室より県医あて、新型インフル
ワクチン関連２通知。

・　郡市医師会あて「第４２報」送信。
　　①新型インフルエンザワクチンの接種スケジュールについて
　　②新型インフルエンザワクチンの接種回数の方針変更について
　　③新型インフルエンザワクチン接種に係る副反応の報告状況
　　④ＷＨＯ関連講演会(中島一敏ＷＨＯ本部専門官)について

１０/２９
(木)

・　県疾病対策室より県医あて、「新型インフ
ルエンザワクチン配布・実施協力について」通
知。

１０/３０
(金)

・　ＷＨＯ(北半球の熱帯地域では、イ
ンフルエンザの流行が激しさを増し、い
くつかの国々では通常よりも早い冬季の
インフルエンザシーズンが始まってい
る)
・　ＷＨＯ、新型インフルエンザワクチ
ンは10歳以上は１回接種を妥当とする旨
勧告。

・　妊婦や基礎疾患患者らへの新型
ワクチン接種が、岐阜、和歌山、山
口ではじまる。

・　県薬務課等より県医あて、新型インフル関
連２通知。

１１/２
(月)

・　「基礎疾患を有する者のうち、透析患者」
に対する接種が開始される。

7／12



ＷＨＯをはじめとする世界の状況(現地時間) 国(政府・厚労省) 兵庫県 兵庫県医師会対応等

１１/４
(水)

・　県医師会・県薬務課との面談
　　※今後のワクチン配布について

・　県薬務課より県医あて、「新型インフルエ
ンザワクチンの今後の配布について」通知。

・　郡市医師会あて「第４３報」送信。
　　①新型インフルエンザワクチン配布・実施協力について
　　②新型インフルエンザワクチンの「基礎疾患を有する者用(透析患者を
重点)」の配布について
　　③新型インフルエンザワクチンの第３回出荷のお知らせ、受験生への
ワクチン接種について
　　④新型インフルエンザに関するファクシミリ等による処方せんの運用可
能について

１１/６
(金)

・　ＷＨＯ(北米大陸では、激しく、ま
た継続したインフルエンザの伝播が報告
されているが、まだピークに達している
証拠は無い)

・　県より、新型インフル関連３通知。

１１/８
(日) (ＷＨＯ)症例数503,536名以上

 死亡例少なくとも6,260名

・　郡市医師会あて「新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの小児への接
種時期の前倒し等に関する検討について」の送付

１１/１１
(水)

・　厚生労働省、新型インフルエン
ザの国産ワクチンの接種回数を、こ
れまで「当面２回」としていた「妊
婦」「１歳未満の乳児の保護者ら」
「基礎疾患（持病）のある人」「６
５歳以上の高齢者」を１回とするこ
とを決定。

・　県疾病対策課より、「接種回数の見直しに
ついて」の情報提供

・　郡市医師会あて「第４４報」送信。
　　①新型インフルエンザワクチン「妊婦用」の配布について
　　②「新型インフルエンザワクチンの接種に当たって」の送付について
　　③新型インフルエンザワクチンの優先接種対象者に係る広報について
　　④新型インフルエンザワクチンの接種に係る１６歳未満の者の保護者
の同伴について
　　⑤新型インフルエンザに係るタミフル等に関するＱ＆Ａについて

１１/１３
(金)

・　ＷＨＯ(今年は、インフルエンザ
シーズンが北半球で驚くほど早く始ま
り、北米ではすでにピークに達した兆候
が見られるが、ヨーロッパのほとんどの
地域と中央、東アジアでは、徐々に増加
している)

・　県医師会・県疾病対策課との面談
　　※ワクチン配布について
・　県疾病対策課より県医あて、「新型ｲﾝフル
ワクチンの接種回数の見直し」通知。

１１/１６
(月)

・　「妊婦及び基礎疾患を有する者（透析患者
除く最優先者）」に対する接種が開始される。
・　県より県医あて、「新型インフルワクチン
の集団接種について」通知。

１１/１８
(水)

・　県医師会・県疾病対策課との面談
　　※新型ワクチン購入希望数量調査について
・　県より県医あて、「新型インフルエンザ
（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチン（国内産）の接種回
数等について」等、３通知。

・　郡市医師会あて「第４５報」送信。
　　①新型インフルエンザワクチンの接種回数の見直しについて
　　②新型インフルエンザワクチンの集団接種について
　　③中学生に相当する年齢の者の新型インフルエンザワクチンの接種に
係る予診票等の変更について
　　④新型インフルエンザワクチン(A/H1N1)に関する要望書について
　　⑤新型インフルエンザワクチンの接種後副反応報告及び推定接種者
数等について

１１/２０
(金)

・　ＷＨＯ(北半球の温帯地域では、冬
のインフルエンザシーズンの到来が例年
と比較し早く、引き続き北米、ヨーロッ
パでは流行域が拡大している。しかし、
北半球の一部地域では、流行のピークが
過ぎた兆候を認めている)

・　県医師会・県疾病対策課との面談
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１１/２４
(火)

・　県医師会・県疾病対策課との面談
　　※小児に対する前倒し接種について
・　県より県医あて、「小児等を対象とした新
型インフルエンザワクチンの配布について」
等、３通知。

１１/２５
(水)

・　郡市医師会あて「新型インフルエンザワクチンの一般幼児「１歳～小学
校低学年用」までの第一次配布について」を送付

１１/２７
(金)

・　ＷＨＯ(北半球の温帯地域では、例
年より早く到来したインフルエンザシー
ズンの流行は北米やヨーロッパの一部で
引き続き活発に続いている。北米やカリ
ブ海諸国、特定のヨーロッパの国々では
流行のピークが過ぎたような兆しが認め
られている)

・　郡市医師会あて「第４６報」送信。
　　①わが国における新型インフルエンザ感染による重症例の臨床的特
徴について
　　②新型インフルエンザワクチンの接種後の死亡事例の報告について・
第４～８例目
　　③新型インフルエンザワクチンの接種回数、スケジュールの変更、第４
回出荷について
　　④病原体定点の拡充について
・　郡市医師会あて「新型インフルエンザワクチン「基礎疾患を有する者
用」の配布について」を送付

１１/３０
(月)

・　新型インフルエンザワクチン救
済法案成立。

・　県より県医あて、「新型インフルエンザワ
クチン希望数量の調査について」通知。

・　郡市医師会あて「新型インフルエンザワクチンの希望数量等の調査対
応について」を送付

１２/４
(金)

・　ＷＨＯ(北半球の温帯地域では、例
年より早く訪れた冬のインフルエンザ
シーズンは中央ヨーロッパ、および東、
南、一部の中央アジアで引き続き広がっ
ている。北米や大部分の南部、および北
部ヨーロッパでは、流行は極期を終え、
病勢は次第に落ち着いてきている)

・　「基礎疾患を有する者(その他)」・「1歳
から小学校3年生に相当する年齢の小児」に対
する接種が開始される。
・　県医師会・県疾病対策課打合せ
　　※新型ワクチン希望数量等調査・配布スケ
ジュール

１２/１４
(月)

・　県医師会・県疾病対策課打合せ
　　※新型ワクチン希望数量等調査・配布スケ
ジュール

１２/１６
(水)

・　県より県医あて、「新型インフルエンザワ
クチン基礎疾患用及び小児用の配布について」
通知。

・　郡市医師会あて「第４８報」送信。
　　①「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特
別措置法」等について
　　②新型インフルエンザワクチン「基礎疾患用」

１２/１７
(木)

・　県疾病対策課より県医あて、「新型インフ
ルワクチン（国内産）の接種回数の変更につい
て」通知。

・　郡市医師会あて「新型インフルエンザワクチン接種スケジュールについ
て」を送付

１２/１９
(土)

・　三木市にて県下、初の集団接種実施。以後、各地区で実施進む

１２/２１
(月)

・　県医師会・県疾病対策課打合せ
　　※新型ワクチン配布スケジュール

１２/２５
(金)

・　「1歳未満の小児の保護者等（身体上の理
由で接種できない者（優先接種対象者）の保護
者等を含む）」・「小学生4年生から小学6年生
に相当する年齢の小児」に対する接種が開始さ
れる。
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ＷＨＯをはじめとする世界の状況(現地時間) 国(政府・厚労省) 兵庫県 兵庫県医師会対応等

１/５
(火)

・　県疾病対策課より県医師会あて、新型イン
フルエンザワクチンの接種スケジュール前倒し
通知

１/８
(金)

・　ＷＨＯ(現在パンデミックインフル
エンザの感染伝播が最も活発に発生して
いる地域はヨーロッパ中央部、東部、東
南部と北アフリカ、南アジアである）

・　「中学生、高校生に相当する年齢の者」・
「高齢者（65歳以上)」に対する接種が開始さ
れる。

１/１０
(日)

(ＷＨＯ) 死亡例少なくとも14,142名
１/１２
(火)

・　新型インフルエンザ輸入ワクチ
ンの供給量と供給先調査。

・　県薬務課より、「基礎疾患用」、「小児
用」、「妊婦用」、「１歳未満時の保護者用」
ワクチンの指定卸業者へのワクチン配布指示

１/１３
(水)

・　県疾病対策課より県医あて、台湾代表処関
係者のインフルエンザワクチン接種の通知。

・　郡市医師会あて「第５０報」送信。
　　①新型インフルエンザワクチンの接種後副反応報告及び推定接種者
数について
　　②新型インフルエンザワクチンの配布について

１/１４
(木)

・　県薬務課より県医あて、受託医療機関にお
ける在庫状況等の調査についての通知。

・　郡市医師会あて「受託医療機関における在庫状況等の調査について」
を送付

１/１５
(金)

・　ＷＨＯ(現在パンデミックインフル
エンザが流行している地域は北アフリ
カ、南アジア、ヨーロッパ東部及び東南
部である)

・　県疾病対策課より県医あて、「輸入ワクチ
ンの取扱希望調査と、医療従事者を対象とした
新型インフルエンザワクチンの接種等」等、２
通知。

・　郡市医師会あて「輸入ワクチンの取扱希望調査並びに医療従事者を対
象とした新型インフルエンザワクチンの接種等について」を送付

１/１８
(月)

・　県医師会・県疾病対策課打合せ
　　※一般成人への新型ワクチン接種について

１/２０
(水)

・　輸入ワクチンが特例承認され
る。

・　県より、新型ワクチンの発注方法の変更に
ついて

・　郡市医師会あて「一般健康成人を対象とした新型インフルエンザワクチ
ンの接種等について」を送付

１/２１
(木)

・　郡市医師会あて「新型インフルエンザワクチンの健康成人への接種開
始について」を送付

１/２６
(火)

・　「健康成人、１歳未満の小児」に対する接
種が開始される。

２/１２
(金)

・　ＷＨＯ(北半球のほとんどの国々
で、減少傾向にある。流行のピークが遅
れていた北アフリカ、南・東アジアでは
Activeな感染が続いている。)

・　輸入ワクチンの初回出荷。

２/１５
(月)

・　県疾病対策課より県医あて、新型インフル
エンザワクチン接種に関する実施要領の一部改
正通知。
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２/１７
(水)

・　郡市医師会あて「第５２報」送信。
　　①
　　②新型インフルエンザワクチンの融通方法について
　　③新型インフルエンザワクチンの適切な使用等について
　　④「新型インフルエンザワクチン接種に関する事業実施要綱」及び「受
託医療機関等における新型インフルエンザワクチン接種実施要領」の一
部改正について
　　⑤新型インフルエンザワクチンの接種後の死亡事例の報告について

２/１８
(木)

ＷＨＯ、来季のインフルワクチンに新型
の豚インフルを組み込むことを推奨する
旨発表。

２/１９
(金)

・　県薬務課より県医師会あて、新型インフル
エンザワクチンの融通についての通知。

・　郡市医師会あて「新型インフルエンザワクチンの融通等について」を送
付

２/２０
(土)

・　新型インフルエンザ研修会の件
　　※テーマ＝重症化事例の臨床から見えてくるもの

２/２２
(月)

・　新型ワクチンの１０ﾐﾘﾊﾞｲｱﾙを１ﾐﾘﾊﾞｲｱﾙに
交換可能。

２/２５
(木)

・　県薬務課より県医あて、新型インフルエン
ザワクチンの融通について(変更)の通知。

・　郡市医師会あて「新型インフルエンザワクチンの融通方法(決済等)の変
更について」を送付

３/１５
(月)

・　厚生労働省、厚生科学審議会予
防接種部会にて、来季のインフルエ
ンザワクチンを、新型の豚インフル
と季節性を組み込んだ１種類のワク
チンにまとめる方針説明。

・　県薬務課より県医あて、新型インフルエン
ザワクチン発注方法の変更についての通知。

・　郡市医師会あて「新型インフルエンザワクチン発注方法の変更につい
て」を送付

３/２９
(月)

・ＷＨＯ(フクダ事務局長特別顧問)、新
型インフルエンザの世界的大流行（パン
デミック）の定義の在り方などを議論す
る外部有識者による委員会を設置するこ
とを表明。

・　県疾病対策課より県医師会あて、新型イン
フルエンザ対応にかかる見直し通知。

３/３１
(水)

・　厚生労働省「第１回新型インフ
ルエンザ（A／H１N１）対策総括会
議」
・　厚生労働省、欧州から輸入した
新型インフルエンザワクチンのう
ち、２３４万回分（約３０億円分）
が使用期限を迎え、廃棄される見通
し。

・　県疾病対策課より県医師会あて、受託医療
機関における在庫状況等の調査についての通
知。

・　郡市医師会あて「受託医療機関における在庫状況等の調査について」
を送付
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<以下、平成２２年度>

４/１(木) ・　日本医師会代議員会にて、原中新会長及び新役員選出
・　兵庫県医師会も川島会長のもとでの新体制となる

４/１２
(月)

・　ＷＨＯ、新型インフルエンザへの国
際的な対策の見直しを議論する専門家委
員会初会合をジュネーブ本部で開催。

・　厚生労働省「第２回新型インフ
ルエンザ（A／H１N１）対策総括会
議」

４/２６
(月)

・　平成２２年度近畿医師会連合定時委員会総会第２分科会「感染
症」新型インフルエンザ対策の教訓について・・にむけたアンケー
ト送付

４/２８
(水)

・　厚生労働省「第３回新型インフ
ルエンザ（A／H１N１）対策総括会
議」

・　平成２２年度近畿医師会連合定時委員総会第２分科会における
各府県医師会あてアンケート(感染症)依頼。

４/３０
(金)

・　Ｈ２２第１回新型インフルエンザ対策会議・・・県医対策の検証開始

５/６
(木)

・県薬務課より「受託医療機関における在庫状
況等の調査について」依頼通知

・　郡市医師会あて、４月末日の在庫量につき、「受託医療機関における
在庫状況等の調査について」を送付

５/８
(土)

・　第２回新型インフルエンザ対策会議・・・検証項目の協議・分担へ／郡
市区医師会宛アンケート案の検討

５/１０
(月)

・　郡市区医師会あて、「新型インフルエンザ対応総括と今後に向けた県
医アンケート」他依頼、併せて「感染症携帯メーリングリスト」報告依頼

５/１２
(水)

・　厚生労働省「第４回新型インフ
ルエンザ（A／H１N１）対策総括会
議」
　　※新型インフル対策に係る医療
体制

５/２５
(火)

・　兵庫県新型インフルエンザ対策本部を5月
25日で廃止する旨、知事メッセージ。

５/３０
(日)

・　平成２２年度近畿医師会連合定時委員会総会第２分科会
　　　※　「感染症」新型インフルエンザ対策の教訓について
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