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　平成21年５月16日、新型インフルエンザＨ１Ｎ１患者が神戸市において国内で最初に確

認されてから、早や１年４ヶ月が経過した。国が水際作戦の強化に全精力を傾けていた中、

開業医の危機意識と医師会の強い行政への働きかけ、その後の行政との連携が功を奏して

国内初の患者発見が成されたが、この事が国の新興感染症に対する危機管理体制の不備を

露呈するところとなった。

　一方、わが国においては幸いにも、諸外国に比べ人口当たりの重症者数や死亡者数が極

端に少なく、世界からの注目を浴びた。これにより、休校等の国の行動計画が徹底できる

わが国の体制や、国民皆保険制度の存在により医療機関へのアクセスが保障され低所得者

層へも十分な抗インフルエンザ薬の投与が確保された事、さらには開業医を中心とした一

次医療体制の充実が世界に認められたが、医療現場での対応においては、実は様々な問題

点が浮かび上がった。今回特筆すべきは、新型インフルエンザ発生からＷＨＯパンデミッ

ク終息宣言に至る全経過において、各地区医師会の果たした役割の大きさとその重要性が

国、地方行政、そして地域住民の方々にも十分認識された事であった。それ故、これらの

信頼に応える為にも、様々な切り口で今回の新型インフルエンザへの対応を検証し、そこ

から学び取れる新たな対策を行政や関係団体との連携の下に構築する目的で、この報告書

を作成させて頂いた。多くの方々の御高覧を得る事を心より期待致したい。

はじめに
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Ⅰ．発生前の行動計画・準備体制

　「新型インフルエンザ」としての発生確認後の対応について検証するにあたり、そのプ

ロセスに大きな影響を与えた事前対策や準備がどうであったかをここでは検証する。

１．国・県・地区行政の「行動計画」・準備はどうだったか

〈国・政府の対応〉

　⑴　「新型インフルエンザ対策行動計画」（平成17年11月）

　　　・・・ＷＨＯ「世界インフルエンザ事前対策計画」・フェーズ規定

　　　「新型インフルエンザに関するガイドライン」「行動計画改定版」（平成21年２月）

　　…　当初の国の「行動計画」はＷＨＯのフェーズ規定に倣いながらも、「局地封じ込め」

を狙ったものであり、その後の世界的な動向の中で、「封じ込め」が困難との見方に

一応切り替え、その「改定版」では、感染拡大防止と被害の最小限化、社会・経済体

制を破綻させないことを目標とし、国内独自の５段階の対策設定・・「前段階（未発

生期）」「第一段階（海外発生期）」「第二段階（国内発生期）」「第三段階（感染拡大期・

まん延期・回復期）」「第四段階（小康期）」を行った。

　　…　また、「ガイドライン」では、水際・検疫・国内感染拡大防止対策・医療提供体制・

抗インフルエンザ薬の流通・企業・職場での取組・個人家庭での取組・リスクコミュ

ニケーション・埋火葬対策について詳細な指針を提起したものとなっている。

　　…　しかし、これらは全てＨ５Ｎ１（鳥由来インフルエンザ：以後、Ｈ５Ｎ１とする）

が変異することにより「新型」となることを想定したもので、最大で入院患者約200

万人、死者64万人等と想定した「強毒性」のイメージが先行するものとなっていた。

そして、「水際」「封じ込め」からの転換は結果として活かされず、また、その段階規

定とそれに合わせた「症例定義」が「国内発生」の確認や対応を遅らせることとなっ

た。

　　…　さらに「ガイドライン」発表段階でも検討中とされたワクチン接種のあり方、特に

接種体制や費用負担は保留のままで、接種順位についても、プレパンデミックワクチ

ンの接種順位が決められていただけで、パンデミックワクチンについては、全くの空

白になっており、これが発生後の混乱に拍車をかけることとなった。

　　…　メキシコ等での豚インフルエンザからの「新型」という想定外の発生の僅か２ケ月

前に出されたこれら「行動計画」と「ガイドライン」がむしろ、現実とぶつかりなが

ら実施されるという矛盾を抱えていたことが大きな総括点となる。
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　　�「新型インフルエンザ対策本部」（内閣総理大臣本部長）設置閣議決定（平成19年10

月）

　　…　実際は、発生後の平成21年４月28日にＷＨＯのフェーズ４宣言に合わせて政府とし

ての「基本的対処方針」を策定したことから始まるが、実質的には、厚生労働省の「新

型インフルエンザ対策推進本部」、または舛添厚生労働大臣（当時）の主導が続いた。

　　抗インフルエンザ薬等の備蓄

　　　タミフル：平成17年度257万人分、18年度1,093万人分、20年度500万人分

　　　　　　　　20年度まで計約1,850万人分（21年度1,150万人分）

　　　リレンザ：平成18年度42万人分、19年度93万人分、20年度まで計約135万人分

　　　　　　　　（21年度165万人分）

　　　プレパンデミックワクチン：平成18－20年度約1,000万人分ずつ計3,000万人分

　　　　　　　　　　　　　　　　（使用期限３年）（6,000人への研究的接種）

　　…　タミフルについては、地方行政分も含めて21年度中には5,000万人分の水準となっ

たものの、今回の「発生」後に現場にまわったものはごく僅かであり、「予防内服」

や臨床使用等の基準も曖昧なまま有効利用されることはなかった。県レベルの「抗イ

ンフルエンザウイルス薬対策委員会」の設置も立ち遅れ実働しなかった。

　　…　プレパンデミックワクチンについては、その評価の前に「新型」のパンデミックと

なり、21年度は新型用ワクチンに生産が切り替えられたが、22年度も備蓄継続の方針

で、その「研究発表」も23年春頃の予定で、具体的方針は決まっていない。

　　…　そして、肝心なパンデミックワクチンの生産体制は全く整っておらず、発生時には

次期定期接種のための三価ワクチン生産に入っており、輸入も含めて、後手後手となっ

ていったことは周知のとおりである。

　　発生想定訓練・・４回

　　　平成20年11月、成田空港・首相官邸での「水際作戦」中心の訓練他。

　　…　各地でも同様な訓練が行われたが、アイソレーターや厳重なＰＰＥ（個人用感染防

護具）など「強毒性」対応であり、その対象に応じた柔軟な対応は想定実施されなかっ

た。

　　「感染症法」等の改正（平成20年５月施行）

　　…　「鳥インフルエンザ」を二類感染症に位置づけ、別途「新型インフルエンザ等感染症」

との類型を設定して、その入院勧告・外出自粛等を規定。

　　　さらに「検疫法」改定により、水際での医療機関外停留等を規定した。
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　　…　実際は、これらに規定されて「水際」（成田での高校生隔離）対応や「入院」（軽症

であっても）対応が行われ、実体との矛盾や神戸での受入れ病床の運用の破綻につな

がった。改めて、今回の経過を踏まえた法制度の改定がなされるべきである。

〈県・地区行政〉

　⑴　兵庫県行政の対応

　　…　県としては、国の「行動計画」策定を受けて、県感染症予防計画に基づき、平成18

年１月に「県行動計画」、同年３月に「実施計画」を策定していた。それは、フェー

ズ毎の対応など国の対応をそのまま踏襲するものであった。

　　…　その後前項のとおり、国の「行動計画」等が改訂される状況の中で、県としての具

体的指針や改訂案が示されないまま、抗インフルエンザ薬の備蓄だけが先行すること

となった。この間に２年の空白が生じた。

　　…　「新型」発生の危険性が高まる中、県医師会からの申し入れと協議により、ようや

く20年11月になって、『兵庫県新型インフルエンザ対応マニュアル』（一般医療機関用

フェーズⅣの場合）を、県と県医師会の連名で発行することが出来、「新型」国内発

生当初対応にあたって、ポスターも含めた参考資料となった。

　　…　ただ、県としての「行動計画」「実施計画」を一本化した『対策計画』は、仮案の

まま「新型」発生を迎え、そのまま21年４月付の成案として実行されることとなっ…た。

　　…　その『対策計画』では、国と同じくＨ５Ｎ１タイプを想定して、県下での罹患割合

25％として、外来患者約57万人～110万人、死亡者7,500人～28,000人、一日最大必要

病床数5,000床とするなど、今からすれば過剰な対応を求めるものであったが、国内

発生段階で「原則として、県内において第一例目の患者が確認された時点で、県下全

ての学校、通所施設等に臨時休業を要請する。」との対応が、５月16日の神戸での「県

内第一例目」が「国内初発例」とされる状況下で問われ、その機械的適用というより

も、その拡がりの可能性を踏まえた決断となった。（結果としては、その当初一週間

の「社会的規制」が第一波の立ち上がりを防いだためか、ウイルス学的にもこの「神

戸タイプ」のウイルスが一旦他地域のタイプのウイルスから隔離されと切れて「封じ

込め」られたことが証明されており、注目されている。）

　　…　一方で、対策本部やその他の具体的動きは発生後といってよく、それ自体としては

知事を先頭に昼夜の別無く尽力されたことは銘記すべきところであるが、管下保健所

や各市町行政との連携について事前準備はもとより、経過中も十分深められたとは言

えない。医師会との関係も『対策計画』の各所に記載があるものの、組織的・計画的

な連携とはならず、担当課と限られた役員間の調整で進められた。

　　…　これら、県の対応についての検証は、別途、専門家や本会役員も入った「検証委員

会」で行われ、その報告書（21年９月）を元に、上記県の『対策計画』が改訂される
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こととなった。

　　…　もともと国の「行動計画」にあっても、「第三段階（感染拡大期・まん延期・回復期）」

の対応は都道府県での判断に委ねられていたもので、厚生労働省の指示に縛られたも

のから、病原性や現場に即したより柔軟な対応を求めるものとなった。

　　郡市地区行政の対応

　　…　以上のような、国・県の動きと平行しながら、先進的な地区行政では、独自の対策

計画策定や訓練なども事前に進められていた。

　　…　特に、保健行政等で県と同等の権限を有する政令指定都市としての神戸市では、先

の震災経験も踏まえた対応計画が早々に立てられていた。平成17年３月には『新型イ

ンフルエンザ対応マニュアル』が策定され、18年11月には「神戸市保健福祉局新型イ

ンフルエンザ対策実施計画」が作られ、年々の改訂により神戸市としての「実施計画」

として準備されていた。

　　…　そして20年11月には、これらに基づく「神戸市新型インフルエンザ発生初期対策訓

練」が実施され、医師会等関係組織も協力の上、その協力・連携に大きな教訓を得る

ものとなった。

　　…　しかし、それでも21年４月からの海外発生段階では、国の「行動計画」と方針に縛

られ、その「症例定義」にそった海外渡航歴等に限られた対応で、特に成田での帰国

高校生を含めた帰国者対応に追われる中で、「渡航歴のない高校生」の第１症例のＰ

ＣＲ検査実施が依頼から３日も遅れることとなった。

　　…　その後も一挙に増大するＰＣＲ検査に対応するために、国管轄の検疫所との連携な

どが強化されることとなったが、このような検査体制の準備も教訓とされる。

　　…　その他、明石市でも事前から対策会議が持たれるなどの先進事例はあるものの、多

くの市町地区行政にあっては「対策計画」策定前であったり、「ぶっつけ本番」であっ

たとはいえ、広い兵庫県にあってその認識の落差と対応のばらつきは大きく、それだ

け県の判断や指示に依存する部分が大きかった。

　　…　特に２次医療圏域毎・県民局単位の保健所を通した指示が問われたが、必ずしも、

それらは統一した歩調となっていなかったため、他地区と接する部分での対応の落差

に混乱を来すこととなった。

２．医師会としての準備体制・ＢＣＰ（事業継続計画）はどうだったか

　ここでは、主に県医師会としての準備対応の経過を振り返り、教訓とする。

　本会としての「新型インフルエンザ」への認識と対応は全国の医師会の中でも早く、Ｗ

ＨＯ等での動きを早くから警戒し、担当の公衆衛生委員会に平成16年度の会長諮問事項と

して「近く予想される新型インフルエンザ大流行について」が提起され、当時では最新の
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データを踏まえた答申が、平成17年２月23日付で提起されている。

　その検討項目は

　　Ⅰ．「近く予想される新型インフルエンザ大流行について」の背景

　　Ⅱ．新型インフルエンザ発生時の基本的対応策

　　Ⅲ…．新型インフルエンザに対する「広報のネットワークとサーベイランスシステム」

の構築

　　Ⅳ．新型インフルエンザウイルスへのワクチンによる対応

　　Ⅴ．新型インフルエンザへの抗インフルエンザ薬による対応

　として、Ⅱを中心に当時の段階定義にそった詳細な対応策が25ページにわたって展開さ

れている。特に対応策のところでは以下の基本的な視点が提起されている。

２．対応策の基本姿勢

　新型インフルエンザ対応策策定にあたって、以下の基本姿勢で臨んだ。

　⑴…　新型インフルエンザの出現時期を正確に予知することは困難であり、また、その

出現を阻止することも困難である。

　⑵　新型インフルエンザが出現した場合、完全な封じ込めは困難である。

　　…　なぜなら、インフルエンザは飛沫感染と空気感染（飛沫核による伝播）の両経路

を取る。（中略）

　⑶　新型インフルエンザ大流行の危機管理の要点は、公衆衛生的介入により

　　１）感染拡大を可能な限り防止する

　　２）健康被害を最小限に留める

　　３）社会経済機能を破綻に至らせない

　　ことである。

　⑷…　そのためには、新型インフルエンザが出現する前に、事前の準備対策を講ずると

ともに、出現後の具体的な取り組みを想定される状況ごとに平時より準備しておか

なければならない。」

　　…　これを受けて、県行政の「行動計画」策定を踏まえた、「新型インフルエンザ対応

マニュアル」を一般医療機関用と専門医療機関用のそれに分けて県と共同策定するこ

ととし、県担当課との下案作りに入り、一旦案段階まで進んでいたが、その後の国の

「行動計画」見直し等の中、前項のとおり、平成20年11月まで成案に至らなかった。

　　…　本会としては、年度ごとの感染症研修会・担当役員連絡会議を重ねており、上記「マ

ニュアル」を踏まえた、平成20年度の研修会を12月25日に開催、当時の国立感染症研

究所森兼主任研究員の講演等を受けた上、それらをまとめたＱ＆Ａ付のパンフ『新型

インフルエンザ対策のために』を、平成21年４月の海外発生の報を聞く中、全会員宛

配布した。
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　　…　これら「マニュアル」「対策のために」は、５月からの県内発生という事態の当初

対応としては「間に合った」ものの、国・県のそれと同じくＨ５Ｎ１タイプを前提と

したものであり、その後の変化に各地区・医療機関で対応するに資するものとはなら

ず、県の対策会議等による方針提起を待つこととなった。

　　…　一方で、県医師会としての対策本部設置やＢＣＰ（事業継続計画）については、早

期よりその必要性が理事会でも提起され、下案が作られていたが、本格的なＢＣＰを

策定し、備品等の整備を完了するに至らなかった。

　　…　しかし、Ｈ５Ｎ１等を想定した非常時における職員の出勤方法及び勤務体制の構築、

食料・水・ＰＰＥの備蓄は既に行っていた。

　　…　「対策本部」としては、平成21年４月27日付「兵庫県医師会新型インフルエンザ対

策本部設置要項」によりスタートし、

１．趣旨・目的

　…　この要項は、新型インフルエンザ発生時、兵庫県医師会（以下、「本会」と

いう。）がその対策本部を設置し、行政と連携して医師会と医療機関の情報管

理・連携機能を最大限に発揮し、県下の医療機関支援等を的確かつ迅速に行な

うことをもって、その感染拡大防止等により県民の生命安全確保に寄与するた

めに必要な事項を定める。

　　なお、これに基づく本会自身の事業継続計画の詳細は別途策定する。

　　と規定していたが、別項の携帯メーリングリスト等での情報交換が主体となった。

　　…　また、ＢＣＰとしてではなく、事務局体制要綱も兼ねた「行動計画」策定は５月と

なり、日医版も参考にして、以下のような構成となったが、実質的な体制変更は無く、

休日等の当直体制を敷き、当初の県の社会的面規制に準じた委員会・イベントの自粛

を行った。

　「兵庫県医師会行動計画」目次

　１．対策本部の設置

　２．体制の組織

　３．対策本部構成概略図

　４．構成メンバー

　５．発生に備えて

　　　⑴　危機管理体制の構築

　　　⑵　必要な情報収集・提供についての取り組み

　　　⑶　優先業務の検討と情報連絡体制の整備

　　　⑷　発生に備えての備品整備・管理

　　　⑸　発生段階別対応の円滑な実施に向けて
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　６．発生段階別の対応

　　　⑴　第一段階＝海外発生期：危機に関して準備が必要

　　　⑵　第二段階＝国内発生早期：危機が差し迫っている

　　　⑶　第三段階＝最高レベルでの厳戒態勢

　　　　　ⅰ）三－１段階＝感染拡大期：非常に危険な状況である

　　　　　ⅱ）三－２段階＝感染まん延期：最高レベルの厳戒態勢が必要である

　　　　　ⅲ）三－３段階＝回復期：依然、厳戒態勢が必要である

　　　⑷　第四段階＝小康期：再危機に関して準備が必要である

　７．兵庫県医師会館が使用できない場合の対応について

　　　…　これらについては、その後の展開と事務局の実働体制の確保と合わせ、改めて再

策定され、ＢＣＰとしても更に具体化と物品も含めた配備が問われている。

対策本部構成概略図
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　平成21年初頭は、タイ、インドネシア、中国など東南アジア諸国においてＨ５Ｎ１のヒ

ト感染症例が増え、日本においても鳥型インフルエンザ由来新型インフルエンザの発生間

近と思われていた。このような状況の中、兵庫県では、豚由来インフルエンザ（Ａ／Ｈ１

Ｎ１）のヒトーヒト感染がメキシコで増加していた平成21年４月になって、ようやく“新

型インフルエンザ対策計画”が策定された。医師会においては、この計画が新型インフル

エンザ対策のスタートとなった所がほとんどであったため、国内発生前の段階では、イン

フルエンザに関する一般的な注意事項（咳エチケット、手洗い・うがいの励行など）を、

広報誌、インターネット、ポスターなどで広報するのが精一杯であった。

　一方、国によるアメリカ、メキシコ、カナダからの入国者に対する検疫体制が連日テレ

ビ放映されたことは、意図するとしないとにかかわらず、国民に対して新型インフルエン

ザが致死率の高い強毒性のものであるという印象を与える結果となってしまい、後に神戸

市をはじめとする近畿各地での学校、医療関係者、観光産業などへの風評被害にも繋がっ

ていった。しかし、あとから考えれば大げさな対応であったと思われるかもしれないが、

兵庫県で行われた初期の厳格な対応があったからこそ、５月に始まった集団感染をいった

ん封じ込めることに成功したという事実も忘れてはならない。

　地区医師会では、行政と共同して新型インフルエンザ対策ＤＶＤを作成し市民に配布し

た明石市医師会や、対応マニュアルや対策実施計画の策定のみならず、発病者が受診した

ときに備えて実地訓練を行った神戸市医師会など、積極的に対策を行った地域もあったが、

新型インフルエンザ患者の受入医療体制もできあがっていなかった多くの地域において

は、医師会は医療体制の整備や調整に多くの時間をとられ、この時期に会員や一般市民に

対して有効な啓発活動を行う余裕はなかった。

　各医療機関においては、新型インフルエンザに限らず、あらゆる病原体に対して標準予

防策や感染経路別予防策を作成し、普段から訓練しておくべきである。しかし、感染症専

門の科や委員会がある大規模病院ではそのような対応も可能と思われるが、多くの中小病

院や診療所レベルにおいては、人材、設備ともにその余裕はなく、この時期に有効な対策

をとることは困難であった。

　今回の新型インフルエンザは幸い終息の方向にあるが、遺伝子の変異したＡ／Ｈ１Ｎ１

インフルエンザの発生や、Ｈ５Ｎ１による死者の増加も報告されており、今後、致死率の

高い新型インフルエンザが流行する危険性もある。状況が落ち着いている今こそ、住民へ

の効果的、効率的な広報体制の確立、対策マニュアルの周知徹底、マニュアルに基づいた

訓練、医療機関の規模に応じた実用的な予防策の策定とその徹底を行うべきである。

Ⅱ．国内発生前の啓発活動

－ 8－ － 9－



　地区医師会の広報活動における役割は、まず、医師会員への迅速でわかりやすい情報提

供であり、次いで地域住民への地域の医療体制に関する正確でわかりやすい広報である。

専門家として、行政から発出される情報のチェックも重要な仕事である。今回、厚生労働

省や日本医師会、県医師会からの各医療機関への情報は、何段階も経て到達する構造になっ

ていたため、現場に到達するのに時間を要したし、内容の重複も多かった。そのため、一

般国民が医療機関よりも早く情報を知っているという状況が発生し、現場の混乱をさらに

増幅した。このような事態を避けるためには、日本医師会、県医師会、地区医師会が情報

伝達における役割を明確に分担し、重複のない情報をできるだけ迅速に一般会員に届けら

れる仕組み作りが必要であろう。日本医師会や県医師会は、要約をつけるなど情報をわか

りやすく加工する役割も担う必要がある。また、中央からの一方的な情報提供だけではな

く、現場からの情報が中央にフィードバックされるような情報伝達装置も同時に構築する

必要がある。

　行政の広報は、インターネットを利用出来ない人たちも多いことを考えると、テレビ、

ラジオの公共放送（場合によっては民間放送も含めて）の一定時間枠を定期的に使用し、

感染症とその対策に精通した広報担当者が、直接国民に情報提供するなどの工夫が必要で

あろう。インターネット、印刷物、記者会見なども同時に利用して、さらに徹底した情報

伝達を行うことも必要である。また、海外からの旅行者や日本語に不慣れな滞在者、日常

テレビやラジオに接することができないに人たちに対しても、迅速で的確な情報提供がで

きるような体制構築が求められる。
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　ここでは、大規模災害発生時や今回の「新型」発生時のように迅速な情報収集とその分

析からそのまとめや対策方針等を再び迅速に現場に返していく上で、極めて重要な役割を

果たす、情報ネットワークのあり方について検証していく。

１．行政における情報収集・分析・伝達

　平成21年４月23日にメキシコ政府が豚由来インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）発生の緊急

発表を行い、翌24日にＷＨＯがアメリカも含めたヒトーヒト感染疑い例を発表してから、

厚生労働省の終日の情報収集活動はスタートしている。これら海外情報の公式なものは主

としてＷＨＯを通じて得られていた。そのＷＨＯにおいても、フェーズ規定など激論と調

整によるもので、その重症度や質的な評価よりも数的拡大のみによる規定で批判を浴びる

こととなったが、６月12日のフェーズ６・パンデミック宣言に至るまでにあまり期日を要

しなかった。肝心の今回発生のインフルエンザの呼称自体も変動し、当初の「豚（swine）」

との標記をつけず、A/California/7/2009（Ｈ１Ｎ１）pdmとＷＨＯでは標記することと

なったが、世界的には様々であり、Ｈ５Ｎ１で想定されていた「新型」とそのまま標記し

てしまったのはわが国くらいであった。厳密には、異種タイプの宿主内統合による全くの

新型というよりもＨ１Ｎ１バリアントというべきものだった。

　このＷＨＯのフェーズ規定に倣って、世界各国の対応も定められたものが多く、わが国

でも前述の事前策定による「行動計画」をそのまま当てはめたことにより、多くの問題を

起こした。とりわけ、世界的には無効とされている「水際対策」に初期集中したことには、

その強毒性イメージの植え付けとともに批判を浴びることとなる。

　その後も、厚生労働省の対策本部、とりわけ舛添元大臣がリードする形で情報判断と深

夜の記者会見が繰り返されることとなった。それは、迅速な情報伝達と指針の提起として

の意義はあるものの、神奈川県との衝突もあったように、発生現地での情報整理や体制も

無視して本庁が先行し、一般住民の不安をあおり、誤解を招くような発表のあり方は改め

られるべきだった。拙速過剰な情報は過小な情報の裏返しで、共に問題である。

　そして、方針決定にあたっても、大臣お気に入りの一部の専門家に依存し、それがブラッ

クボックス化するなどの問題を呈し、舛添元大臣は官僚に依存しない現場の声を吸収した

とされるが、医師会も含めた現場の声をそれら専門家が吸収代表していたとはいえない。

むしろ現場は硬直した厚生労働省の方針に縛られたままであった。

　政権交代後も、「政治主導」との名によって政務官の権限が肥大化し、ワクチン対応で

混乱するなど、その構造が改善したとは言えず、その総括会議による平成22年６月10日の

Ⅲ．発生後の正確な情報収集・分析と伝達
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「報告書」においても「リスクコミュニケーション」の一般論に終わっている。

　兵庫県行政も、知事を中心とした対策本部主導の動きとなったが、防災体制が前面に出

て、その主管課としての疾病対策課と、地域情報と医療機関対応の窓口となる保健所を管

轄する医務課、さらに抗インフルエンザ薬やワクチンのコントロールを担当する薬務課、

さらに学校保健を管理する教育委員会と別々になっており、行政内の情報の流れや意志統

一も必ずしも一本化されず、その対応のスピード等に課題を残した。

　さらに、もっとも大きな問題として、県内「初発地」としての神戸市が政令指定都市と

いうことで、政府厚生労働省との情報の交換等が県とは独立しており、それぞれの対策本

部の動き・意志決定も十分連携したものとは言えなかった。

　他の市町については、県の情報提供・方針待ちという中、地区保健所の独自方針等の動

きもあり、また個人情報保護や学校名の開示のあり方などでも情報不足となり、ワクチン

接種においても国・県の主導という形になり、受け身としての対応に終始せざるをえな

かった。

　一般市民への情報伝達という意味では、上記のとおり、厚生労働省・マスコミ主導であっ

たが、県・市においても、特に当初の「社会的規制」からの「安心宣言」に至るプロセス

は非常に微妙な判断の問われる問題で、別項のとおり「風評被害」を克服していく判断と

マスコミ対応等が問われた。

２．医師会における情報収集・分析・伝達

　日本医師会（感染症危機管理対策室・当時）については、上記の厚生労働省による情報・

通知の伝達のみに終始し、医師会としての全国情報収集の努力もなければ、独自の方針提

起や前線に立つ県医師会への支援等もないままであり、現場での対応には無力であったと

いえ、このような真の危機管理に対応する体制の整備が問われている。

　県医師会としては、早期より「新型」への認識を深めており、その発生に間に合うべく、

特に情報網の早期確立をめざし、平成21年４月までに理事役員間を結ぶ携帯電話による

メーリングリストの設定とテストを済ませていた。メキシコ等での動きを察知してより直

ちに、それを実作動させ、対策本部の参集会議よりも、むしろそれによる24時間の情報連

携が活かされたことは成果といえる。

　県の対策本部へ県医師会担当役員が張り付き、刻々の情報を届け、また、それらをまと

めて郡市区医師会宛の通知「新型インフルエンザ対応について」を計52号まで発行、情報

や通知の詳細は、既にあった郡市区医師会文書管理ＷＥＢサイト上でＰＤＦ等により提供

した。

　当初は、会員からの直接問い合わせ等も多く寄せられたので、会員向け専用ＷＥＢサイ

トも開設し、上記郡市区宛と同時に大半の通知・資料等を掲示して、希望者が閲覧・ダウ

ンロード出来る体制とした。これにより、情報が届かない等の苦情は無くなった。
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　むしろ、情報が多すぎるとの声もあり、適度な取捨選択とその要約をつけての通知とし

ていった。

　さらに、郡市区医師会との情報交換を密にするために、郡市区医師会感染症担当役員を

主とした携帯によるメーリングリストを夏より拡大した。これは、ワクチン集団接種等の

情報交換と相互促進に大きな力となったが、全地区を網羅するものとなっていなかった。

　情報収集については、主に県対策本部から情報を得ていたが、インターネット情報、特

にその国立感染症研究所等の専用サイト情報や全国版の医療系メーリングリストからの情

報も役立つもので、可能な限り最新の情報を整理しながら、上記携帯メーリングリストに

配信し、情報共有につとめ、この面での立ち遅れはなかったものと考える。

　ただし、現場からのフィードバックや意見提起を集約する点では弱く、担当役員会議や

アンケートを適時実施したものの、さらにそれらのシステム化等が必要と思われる。

　方針決定にあたっては、県の対策会議からの意向を受けて、また担当課と担当役員間で

協議し、理事会でさらに協議決定しながら進めた。対策本部自体としても、県の総括会議

と平行して設置したプロジェクト委員会もしっかり機能したとはいえない。

　神戸市医師会や他地区医師会との関係は、公衆衛生委員会で適時意見交換を行いながら

進め、行政の縦割りを補完する形になったが、郡市区メーリングリストの全地区確立と合

わせ、そのような意思疎通のプロセスを一層確立していくことが重要である。

　平成22年５月の近畿医師会連合定時委員総会やそれに向けての郡市区医師会宛アンケー

ト等からも、有事における情報ネットワークの必要性が求められており、如何に迅速的確

に必要な情報を必要な形で提供できるか、またフィードバック出来るか、それをもとに、

患者・住民とも有効な「リスクコミュニケーション」を成立出来るかが、この領域では問

われている。
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　今回の新型インフルエンザ発生時の取材が、普段の医療関係者の取材を受ける場合と大

きく異なった所は、初感染地区である神戸市への一極集中の取材と記者の数の多さがあげ

られる。しかも、普段は医療問題と無関係な記者達も多かったからか、医療面の取材のみ

ならず商業マスコミの取材攻勢も加わり、興味本位な記事や誇張された記事などがあった。

そのような過剰報道の中で、感染症例の出た高校や感染者本人、診断した医療機関等の実

名も知られるようになり、個人情報保護の観点からは大きな課題を残した。

　生徒が感染した高校では、高校名が特定されたことで電話やインターネットなどを通し

て苦情が多く寄せられた。中には誤報に基づく誹謗中傷やいわれのない差別も見られた。

国内第一症例を診療した医療機関でも、マスコミの取材攻勢にさらされ、行政からは一定

期間医院を閉院するよう要請されるなど、誤った対応も頻発した。また、兵庫県のみなら

ず、大阪府や京都府の観光業界など様々な業界も風評被害の犠牲となった。

　このような風評被害は、新型インフルエンザに対する実際の病態とはかけ離れた恐怖感、

嫌悪感による誤解がもたらしたものであったと推察される。このような被害を防止するた

めには、病態や対策などに関する正確な情報をわかりやすく迅速に伝達することが必要で

ある。また、感染した者が悪いわけではなく、その人を非難しても何の解決にもならない

という共通意識を国民やマスコミが共有する必要がある。被害を受ける可能性のある業界

では、国内発生時に備えて、ＢＣＰ（事業継続計画）などの対策マニュアルを整備してお

くことも重要である。また、広報担当者は、風評被害が発生しないように、提供する情報

を十分吟味しなければならないが、一方で誹謗中傷や風評被害は起り得るという認識を持

つことも必要で、風評被害が発生した場合に備えて対策を作成し、発生時にはそれを即座

に実行するとともに、被害者の心のケアを行う体制を準備しておくことも必要であろう。

　今回のように、取材の過程で個人情報が明らかになり、感染した個人や学校、医療機関、

事業所などが特定されてしまったことは、過剰取材による被害や風評被害を招く原因と

なってしまったが、県行政と県下医療機関が個人情報も含めた生の感染症情報を共有する

ことは、感染症対策として大変重要であり、利用者を限定した形で最新情報を共有できる

システムの構築が求められる。個人情報に関しては、どのレベルの個人情報を誰と誰が共

有するのか、事前に具体的に決めておく必要があり、マスコミを含むすべての関係者が共

同して個人情報の取り扱いに関するガイドラインを作成し、それを遵守する必要がある。

　県医師会としては、マスコミに依存した広報ではなく、マスコミをリードするような、

医師会発の情報提供体制を確立することが必要と思われる。そのためには、医師会の顔と

なる報道官（医師会長、感染症責任者など）が定期的（場合によっては毎日）に記者発表

Ⅳ．マスコミ取材・風評被害への対応
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し、正しい情報を間断なく発信し続けることが重要である。県民の感染症啓発活動の核と

なり、個人情報にも十分に配慮した、系統的な医師会広報体制の整備が必要で、普段から、

医療関係の情報に関しては県民がこぞって県医師会ホームページにアクセスするような内

容を準備・提供し、広報していかなければならない。
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　平成21年５月16日に神戸市在住の男子高校生が国内初の新型インフルエンザ患者である

ことが確認された。これをうけて兵庫県では５月16日から神戸第一・芦屋学区で、18日か

らは全県下で22日まで学校・園の一斉臨時休業が実施された。その後、兵庫県教育委員会

は５月27日に「県立学校における新型インフルエンザ患者発生時の臨時休業等の基準につ

いて」の通知を行い、出席停止の期間としては、「発症から７日間以上かつ解熱後２日間

以上を経過し、新型インフルエンザ感染による全ての症状の消失」をもって外出自粛終了

とし、臨時休業に関してはクラスで新型インフルエンザ疑い患者が10～15％に達したとき

とし、休業期間は原則７日間とした。

　この対応により６月にはいったん流行は治まり、６月３日には兵庫県知事より「ひょう

ご安心宣言」が出されたが、６月下旬より再び全国的な発生がみられ、８月には夏休みに

もかかわらず患者の発生が持続した。２学期に入り患者は急速に増加し、10月から11月に

かけて流行はピークを迎えた。

　これに対して県教育委員会からは11月24日付で「臨時休業等の基準の改正」について通

知が行われた。流行のまん延化、長期化などの状況を踏まえ、感染拡大の防止と学校機能

のバランスを考慮して、学年・学校閉鎖の基準の緩和、原則５～７日間の休業期間短縮な

どの改正が行われた。その後患者数は徐々に減少し、平成22年１月には定点数1.0を割り、

今後第２波の可能性はあるものの３月下旬にはほぼ終息状態に落ち着き、文部科学省への

臨時休業報告は３月12日をもって終了となった。この間の兵庫県下での臨時休業数は合計

で19,438件であった。

１．臨時休業等について

　兵庫県において、発生初期には県下一斉の臨時休業や学校単位の臨時休業等の「積極的

学校閉鎖」が行われた。これにより流行はいったん治まり、秋以降の流行株に繋がらなかっ

たことから考えると積極的学校閉鎖の効果があったと思われる。また流行拡大に伴いクラ

ス単位での臨時休業すなわち「消極的学校閉鎖」に切り替えることにより流行の拡大を抑

制する効果を発揮したのではないかと考える。今回は病原性が想定されていたよりも高く

なかったことが幸いであったが、今後病原性の変化も考えに入れて、地域の経済的・社会

的影響を考えながら臨時休業に関して状況に応じた対応が求められる。

２．県下市町における臨時休業等の内容の差異について

　今回、新型インフルエンザに関する臨時休業や出席停止の基準については県下の各市町

Ⅴ．学校・園への対応

－ 16 － － 17 －



や政令市等の間で相違点が指摘され、現場では少なからず混乱があった。文部科学省から

は明確な目安や基準が示されることもなく、各自治体の教育委員会の判断により実施され

たため自治体境界地域で医療機関や住民の間で統一性のない対応を取らざるを得ないケー

スもあったようである。文部科学省の段階に応じたきめ細かい対応と全国への発信を望み

たい。

３．教育委員会と疾病対策課との横の連携について

　今回の新型インフルエンザに対して、兵庫県は新型インフルエンザ対策本部のもと各部

署が連携して行動しており、教育委員会においても対策本部の方針に沿った対応がとられ

たと思われる。今後も各部署や医師会との連携を望みたい。

４．各学校におけるサーベイランス情報の集約について

　今回の流行の早期探知は学校での集団発生であったことから、クラスターサーベイラン

ス体制のいっそうの充実が必要であると思われるが、県立、公立、私立等により、その情

報収集に一貫性がなく患者発生状況が掴みきれない状況であった。他府県においても感染

症情報に関して参考になる取り組みを行っているところも見られることから、学校・園で

の発生状況が全て１ケ所に集約し、まとめて発信できるようなシステム構築を県行政に望

みたい。

５．保育所の対応について

　保育所については５月16日の患者発生で、初めて１週間の臨時休業が行われた。保育所

が機能しない場合、医療関係やライフライン等社会機能維持に必要な企業の活動に支障を

来たし得る。また、保護者に関しても収入や雇用面への影響があったとの報告があり、就

業支援という福祉的な役割を担う立場からやむなく子どもの受け入れが生じることが考え

られる。このような状況から、兵庫県では県医師会も参加し、５月25日に「保育支援連絡

会」を設置し４回にわたる検討を行い、少人数分担で保育を行う等、新型インフルエンザ

に関する当面の対応方針を取りまとめ、県に答申した。今後強毒性の場合においても必ず

仕事をしなければならない人の子どもに対する保育を考えなければならず、これらの子ど

もが罹患した場合の病児・病後児保育などの想定も含めて、発生状況や流行状況等に応じ

た対応について、さらに検討する必要があると考える。
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　当初、国は水際対策の効果を過信し偏重しすぎたために新型インフルエンザ患者の早期

探知の仕組みや医療提供体制の確保についての準備が遅れ、各地において様々な混乱を招

いたことは否定できない。結果的に長期にわたり詳細検査（ＰＣＲ検査）実施の判断基準

となる「疑似症」の症例定義の中で海外流行地への渡航歴、接触歴の要件を自治体に対し

てかたくなに指導してきたことにより、地方でのＰＣＲ検査体制の徹底が後手にまわり、

国内発生例の早期探知も遅れることとなった。また金科玉条のごとくガイドラインに縛ら

れて検疫一辺倒の体制から現場の実情に応じて迅速かつ柔軟な方向転換ができなかったこ

とも大きな反省点のひとつであろう。

　神戸における国内発生第１例、２例目はいずれも診療した医師が症例定義に縛られず、

機転と強い意志によって行政を動かしＰＣＲ検査による確定診断に至った。このような偶

然に頼るのではなく、全国レベルで常態的に早期探知可能なサーベイランスシステムを構

築する必要がある。

　新型インフルエンザ等の新興感染症の早期探知を目的として平成20年に設けられた「疑

似症」定点も、様々なウイルスの発生動向や性状変化を確認する全国で500ケ所の「病原

体定点」のシステムも残念ながら今回の新型インフルエンザの早期探知には全く機能して

こなかった。また全国で、5,000ケ所ある「インフルエンザ定点」についてもそのほとん

どが小児科医療機関であるために、当初高校生中心の今回の流行については役に立たな

かったという事実がある。ＰＣＲ検査実施へのハードルの高さの改善や病原体定点の再構

築、小児科に偏在した「インフルエンザ定点」についても見直しあるいは追加を検討して

いただきたい。

　早期探知の仕組みとして上記のような「ウイルスサーベイランス」の他に、学校園にお

ける「欠席者サーベイランス」の充実も重要である。今回の流行の始まりであった高校生

からの発生を把握することができなかった。そもそも私立学校や、県立高校はこのサーベ

イランスの対象になっていなかったという事情がある。今後は行政単位にとらわれず柔軟

で機動的な早期探知システムの構築が望まれる。またインフルエンザ様患者の発生動向と

薬局における抗インフルエンザウイルス薬の処方動向は連動することがわかっている。そ

の動向を早期に探知することも有用なので、国立感染症研究所も試験運用しているようで

あるが早期にこのシステムの確立を要望したい。

　なお、神戸市においては関係者の熱意と相互理解により行政間の垣根を乗り越えて神戸

市環境保健研究所（地方衛生研究所）と厚生労働省神戸検疫所との協力・連携体制ができ

た。そのおかげで神戸市内344医療機関においてＰＣＲ検査体制を構築することが可能と

Ⅵ．サーベイランス、臨床検査体制
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なった。神戸においてはその体制を最大限に活かしてある時期までは全数調査を実施し、

患者の地域特性や個体特性等の疫学的情報をタイムリーに会員に提供することができたこ

とは極めて有用であったと考えている。

　この度の国の一連の取り組みの中で、とりわけウイルスの早期探知に関する対応は最初

から最後まで後手に回り、十分に機能してこなかったことを考えるとき、ＰＣＲ検査体制

については縦割り行政の枠を超えて県や政令指定都市間の協力・連携体制のもとに今後の

再流行やウイルスの変容等に備えて、症例定義の柔軟な運用とともに、迅速かつ機動的に

検査体制を構築できるよう国に対して強く要望したい。
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１．各医療機関における感染防止対策

　新型インフルエンザの毒性がまだはっきりしていない国内発生前は、空港などで行われ

ていた機内検疫などと同様のマスク、ゴーグル、ガウンなどの万全なＰＰＥで新型インフ

ルエンザ疑い患者を一般医療機関では診療せず、発熱外来などで対応した。しかし、神戸

市で海外渡航歴のない高校生から国内最初の感染が確認されてからは患者の急増で発熱外

来のみでは対応できなくなり、また新型インフルエンザが強毒性ではないとの判断もあり、

多くの一般医療機関で疑い患者の診療を開始した。新型インフルエンザの毒性が季節性イ

ンフルエンザと変わらないことから万全なＰＰＥからマスク、あるいはゴーグルの併用の

みの感染防御対策でほとんどの医療機関で診療が行われるようになった。また各医療機関

ではインフルエンザ患者から他の患者への感染予防のために空間的、時間的な動線の分離

の対策を行った。診療時間の変更、院外でのトリアージ、院外での待機、待合での隔離な

どそれぞれの医療機関で可能な範囲で行われたが、動線の完全分離可能な医療機関は非常

に少なかった。９月以降の患者数の急増で動線の分離はさらに不十分なものになった。

　Ｈ５Ｎ１の強毒性インフルエンザの国内発生時に感染患者を診療できる医療施設は非常

に少ない。患者数が少ない段階では感染症指定医療機関で対応可能かもしれないが、患者

数が増えれば一般医療機関で対応せざるを得ない状況になる。しかし、一般医療機関でと

りうる現在の感染予防対策では例え万全なＰＰＥを使用しても医療従事者のみならず、特

に他の患者への感染防御策は不十分である。

　感染症指定医療機関以外にも感染防御の整った入院可能な医療機関の整備、すでに配布

されている陰圧テントなどの有効な活用、各医療機関の感染防御に対するさらなる対策が

必要と思われる。

２．ＰＰＥ、消毒剤等の配布備蓄と医師会の関与のあり方

　新型インフルエンザが神戸から全国に広がりを見せてからマスク、消毒液が瞬く間に品

薄になり、一般家庭だけでなく多くの医療機関にも供給されない事態になった。地域によっ

てやや異なるが医師会、行政などからマスクは遅れながらも配布されたが、消毒液はなか

なか供給されなかったところが多かったようである。Ｈ５Ｎ１を想定した「新型インフル

エンザガイドライン」にはサージカルマスク、ＰＰＥ、Ｎ95マスク、手指消毒用アルコー

ル薬などがリストアップされ、備蓄などの必要性の記載がされていたが、ほとんど備蓄な

くすぐに不足を生じた医療機関も少なくなかった。自院である程度の期間供給がなくても

ＰＰＥ，マスク、消毒液など感染防御に必要な物品は備蓄しておくべきである。しかし、

個人の医療機関では備蓄の限界もあり、供給できない期間が長引けば行政、医師会の斡旋

や調整が必要と考える。

Ⅶ．感染防止体制、ＰＰＥ（個人用感染防護具）などの配布備蓄

－ 20 － － 21 －



１．「発熱外来」設置の必要判断とその機能のあり方

　　（尼崎市医師会において）

　新型インフルエンザ専門家会議の医療体制に関するガイドラインでは、発熱外来の役割

として新型インフルエンザの患者とそれ以外の患者を振り分けることで両者の接触を最小

限にし、感染拡大の防止を図るとともに、新型インフルエンザの診療を効率化、混乱を最

小限にすることを目的とするとしている。感染拡大の防止の観点から可能な限り早期に設

置することが必要で、患者数、医療従事者の確保状況を含め患者が30分以内で受診できる

ようにするなど、数多く設置することが望ましい。また運用としては都道府県が地区医師

会等と連携し、あらかじめ発熱外来を設置する医療機関や公共施設等のリストを作成する

ことが望ましく、新たに診療所として設置する場合は設置手続きが簡易であることが望ま

れる。形態は都道府県の特性に応じて、感染症指定医療機関に専用外来を設置する。既存

の診療所、地域検診センター等を転用、医療機関敷地内にプレハブ等を利用して運営する。

公民館、体育館など公共機関に医師等を派遣して運営するなどが挙げられている。発熱外

来の医療従事者はＰＰＥ装着等十分な感染症対策を行う。都道府県は発熱外来の運営を支

援するために感染対策資材の調達、受診医療機関の調整、人材の配分、プレパンデミック

ワクチンの接種体制の整備や、抗インフルエンザ薬の確保などを行うとしている。地域ニー

ズで発熱外来数を増設することも求めている。

　上記のガイドラインに照らし、平成21年新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）流行に伴

う発熱外来の検証を行いたい。まず平成21年５月16日に神戸で新型インフルエンザ国内発

症例が見つかり、全県下で各医師会と行政で発熱外来の設置が始まった。５月22日時点で

は兵庫県下で42ケ所の発熱外来が設置された。ガイドラインでは、兵庫県が地区医師会と

連携し設置することになっていたが、発熱外来に対する兵庫県からの設置要請は県医師会

に全くなく、各郡市区でそれぞれの行政、保健所との間で決められた。また30分以内に受

診できる条件での設置は人的にも、場所的にも時間的にも困難であった。発熱相談窓口が

各保健所、健康福祉事務所に設置されており、渡航歴、発熱状態に応じ当初は感染症指定

医療機関の専用外来に連れて行き検査を施行していた。国内発生から発熱外来が医師会と

保健所、健康福祉事務所を中心として立ち上げられ、感染症指定医療機関発熱専用外来も

発熱相談窓口でトリアージ後受診していた。医師会の発熱外来は時間的に午前診と午後診

の間の診療時間となり時間的に限られ、ほかの時間帯は感染症指定医療機関の発熱専用外

来でお願いしていた。特に感染症指定医療機関は救急搬送や一般外来患者、入院患者との

交叉感染がないように動線の確保が非常に問題であった。ＰＰＥ用品やインフルエンザ検

Ⅷ．「発熱外来」設置のあり方・運用面の問題
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査キットは十分供給され問題はなかった。発熱外来での抗インフルエンザ薬の与薬は病院

では問題なかったが、外部施設での発熱外来では処方箋を発行し、交叉感染を防ぐために

近くの調剤薬局に職員が薬を受けとりに行く事態が生じた。また、保険診療請求をどこが

行うか事前の協議で問題となった。休日夜間急病診療所でインフルエンザが疑われる患者

は、翌日発熱外来に受診させ確定診断、治療していた。感染症指定医療機関は入院が必要

な重症者のみを受け付け、発熱外来で外来対応の患者を診療するように役割分担した結果、

感染症指定医療機関に軽症患者が押し寄せる事態が避けられた。また、神戸市医師会から

の検証報告では、発熱者は新型インフルエンザだけに限らず、「発熱外来」という名称に

問題があり、「新型インフルエンザ外来」とすべきと提言されている。

２．運用人員や物品の確保と水準の問題

　発熱外来出務者は医師、看護師、事務職員、案内係等全員がＰＰＥ（マスク、ゴーグル、

フェイスシールド、防護服、２重手袋）で出務した。感染症診療の経験の少ない看護師、

保健師は手袋で髪の毛を触ったり、マスク、ゴーグルやフェイスマスクの取り外し時の汚

染が指摘された。徹底した衛生教育が事前に必要なことが分かった。人員は１ユニットで

医師１名、看護師２名、事務会計職員、処方箋を薬局に運び処方薬を受けとりに行く係と

患者を誘導する職員の６人が運用に必要であった。２診体制では医師１名、看護師２名増

員になった。出務医、看護師は医師会が会員に出務要請を行い確保した。物品の確保は行

政が行い発熱外来開設中に不足した物品はなかった。インフルエンザウイルス迅速検査の

正しい鼻汁採取や咽頭ぬぐい液採取の手法の教育も必要である。

３．出務協力者への補償問題

　発熱外来開設者がどこになるかで補償問題が異なる。行政の健康福祉事務所、保健所、

公立病院が開設主体であれば、行政の非常勤嘱託職員として扱われ、補償も非常勤嘱託職

員等災害補償の適応が受けられる。民間の病院等では労働災害として補償される可能性が

高い。Ｈ５Ｎ１のように強毒性のインフルエンザが流行することを予想するのであれば、

診療に従事する医療者に対しての全国的に統一した十分な国家的補償制度の構築が必要で

ある。
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　新型インフルエンザ患者の入院に関して国の新型インフルエンザ専門家会議は平成19年

３月26日、医療体制に関するガイドラインの中で、感染症指定医療機関等の対応について

「感染症指定医療機関等は、新型インフルエンザと診断され、感染症法第19条に基づく入

院勧告を受けた患者に対し、症状の程度にかかわらず入院診療を行う。」と記載されていた。

また、平成21年２月の行動計画においては国内初発例を確認してから第三段階の感染拡大

期までは上記入院患者受け入れ医療機関を「１．感染症指定医療機関　２．結核病床を有

する医療機関など新型インフルエンザ対策行動計画に基づき都道府県が病床の確保を要請

した医療機関」と定めていた。さらに第三段階のまん延期以降は、「原則として全ての医

療機関は入院可能病床数を試算しておく必要がある。」としていた。

　実際には兵庫県では県下10ケ所の２次医療圏域毎に保健所を中心として、地域の医療機

関、医師会、市町等の関係機関・団体からなる「圏域協議会」が設置され、医療体制の整

備と連携が行われた。入院医療機関としては第１種感染症指定医療機関１ケ所（２床）、

第２種感染症指定医療機関９ケ所（50床）、専用外来医療機関として県下の45医療機関を

確保し、各医療圏域毎にＰＰＥ1,650セット、人工呼吸器５台の支援が行われた。

　今回の新型インフルエンザでは平成21年５月15日夕刻神戸市環境保健研究所で国内初発

のＰＣＲ陽性検体が判明し、第１種感染症指定医療機関である神戸市立医療センター神戸

中央市民病院（以下、中央市民病院）が患者発生を知り得たのが同日午後11時であった。

直ちに患者収容の準備を進め、第一例を収容したのが16日午前１時15分で、夜明けまでに

３例が入院した。この時点ですでに同じような症状を訴える患者が十数人いるとの情報が

得られていた。市民病院群、神戸大学病院感染制御部、神戸市保健所との以前からの協議

で中央市民病院が最初の５例を、６例目から10例目まで西神戸医療センター、11例目から

再び中央市民病院で受け入れるという取り決めに従い順次患者を収容していった。16日正

午の時点で６人が入院しており、正午から開始した発熱外来からの患者も入院し始めたた

め午後６時30分には感染症病棟のすべての部屋が埋まった。中央市民病院の感染症病棟は

２人部屋を19部屋有しているが、ＰＣＲ検査結果が判明するまでは１人１部屋であったの

で、この時点ではＰＣＲ検査結果の判明に時間を要したため感染症病棟への収容可能数を

超え、あらかじめ空床化していた11階北病棟へ収容せざるを得ない状況となっていた。17

日午前０時には22人、正午には44人となり診療能力を超える勢いとなったため、今回の新

型インフルエンザはＨ５Ｎ１として想定されていたような重症患者がいないこと、家族内

感染状況から感染力がそれほど強くないこと、現場での対応能力が限界に達していること

などを理由に同日夕刻から厚生労働省の担当者と神戸市を通じて軽症者の自宅療養が行え

Ⅸ．入院機関の確保
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るよう交渉した。結果、午後11時45分に自宅療養者への電話による健康確認、悪化した時

の再入院などを条件に軽症者の自宅療養が可能となった。この時点で入院患者数は56名に

達していた。その後18日には多くの患者が退院となり、また発熱外来でＰＣＲ検査用の検

体を採取した患者も入院せずに抗インフルエンザ薬を処方され自宅待機とし、結果は電話

連絡となったため以後入院患者は減少、感染症病棟のみで対応可能となった。

　兵庫県下においても流行初期には診断された患者のすべてを入院の対象としたが、その

後迅速な対応の変更（軽症者を自宅待機に切り替える）により混乱は治まった。しかしな

がら当初、軽症患者を自宅待機にし、すべての医療機関での受診に切り替える時期が地域

により異なったことによって、兵庫県全体からみると混乱が生じた。

　６月下旬には兵庫県内の発生は減少し、終息とみなしてよい状況となった。

　しかし、８月中旬から沖縄県をはじめとして本格的な第一波が襲来した。厚生労働省は

８月28日今後の患者数推計を発表した。中位推計（発症率20％、入院率1.5％、致死率0.1％）

では10月末に１日当たりの患者発生数がピークとなり70万人を超え、１～２週遅れて１日

当たりの入院患者数が4,700人となる可能性を示した。これを神戸市に当てはめると１日

最大入院数は594人、その中で乳幼児（０～５歳）45人、小児（６～15歳）151人と予想さ

れた。現実的にはこれらは極めて実現困難な数字であり、対応不能と推察されたが、幸い

にも病原性が想定より低くなく、またわが国では医療アクセスが良好で抗インフルエンザ

薬も病初期から投与されていたため、世界中で類を見ない致死率の低さとなり、軽減に成

功したと考えられた。

　今回経験したことを踏まえて、今後は病原性の強弱、臨床的重症度の軽重、感染性の強

弱など早期に判断し、それを基に入院医療の必要性を吟味することが、医療現場の混乱を

防ぐ意味においても重要であると考えられた。そのためには医療現場での正確な状況を把

握した上で、迅速で適格な対応をとることが求められる。
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　平成21年４月28日、ＷＨＯが新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）の警戒レベルをフェー

ズ４に引き上げ、国が策定したＨ５Ｎ１を想定した「新型インフルエンザガイドライン」

に沿った対応が動き始めた。県医師会においても、厚生労働省の方針に従い一般医療機関

での診療は行わず、まん延国から帰国して発熱や咳・呼吸困難などのインフルエンザ様症

状がある場合は発熱相談センターに電話で相談したうえで発熱外来を受診させるよう会員

に通知した。

　５月16日に、国内初の患者が確認されてからは、神戸市では新型インフルエンザを心配

する患者が発熱外来に殺到したため、発熱外来は混乱し、感染症指定医療機関の入院病棟

は軽症の新型インフルエンザ患者で満床となった。この状況に対して神戸市行政から神戸

市医師会に要請があり、５月20日から一般医療機関での新型インフルエンザの診療が始

まった。しかしながらこの時点で県下の他の市町においては、患者発生は未だ少なく、地

域によってその状況は様々で、引き続き発熱外来での対応が続いていたところがほとんど

であった。しかしながら県下での患者増加が想定されることやＨ１Ｎ１の病原性が低いこ

とから、兵庫県は５月22日以降、発熱外来で対応しきれない場合には基礎疾患のある患者

を除いて、一般医療機関へ案内することができることとした。これに伴い、県医師会では

院内感染対策マニュアル（インフルエンザ様疾患対応）について各医療機関へ通知し、院

内感染予防の徹底を行った。全県挙げての対応により６月初めには流行は一時治まったが、

６月下旬より再び患者は増加し始め、10月から11月にかけて今回の流行のピークを迎える

ことになった。さいわい病原性に関しては秋以降も変化はなく比較的軽症であったため、

ほとんどが外来対応可能であった。患者急増への外来対応、救急対応については各市町で

それぞれ工夫が行われ、大きな支障が出たという報告はなかった。

１．患者発生初期における市町の対応の違いについて

　流行初期には県下において患者発生状況に差があり、一般医療機関への診療の切り替え

に齟齬が生じたが、県医師会としても各地区の状況を十分に把握できず、混乱した。そも

そも外来対応に関して県下一律の対応をとることには無理があり、各医療圏域毎に協議を

行い対応することが適切ではないかと考える。しかしながらこれらの情報を県医師会とし

て把握しきれなかった点に課題が残り、各医療圏域から県医師会への情報収集ができる仕

組みの構築が必要と考える。またこれにより必要な場合は県医師会から助言等のサポート

を行う体制が望まれる。

Ⅹ．外来対応機関の確保と支援
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２．患者急増の際の対応について

　今回の流行は、秋のピーク時で定点あたりの患者数は42.43と季節性インフルエンザと

同程度であったため外来診療対応はほぼ混乱なく経過した。しかしながら患者数が大幅に

増加した場合は救急外来、特に２次救急外来の破綻が懸念される。今回神戸市では秋の流

行時に医師会会員の医療機関による新型インフルエンザに特化した休日診療を行い、２次、

３次の救急医療体制の維持に協力した。その他の地域においても、地域の実情に合った救

急のサポート体制について検討しておく必要があるのではないかと考える。

３．高病原性の場合における対応について

　今回の新型インフルエンザは比較的軽症であり、一般医療機関での対応に支障はなかっ

たが、今後病原性の変化やＨ５Ｎ１の発生も視野に入れて、一般医療機関での診療が困難

な場合等も想定して、新型インフルエンザ専用外来の設置について再度検討する必要があ

ると考える。現在県下の新型インフルエンザ対応専用外来医療機関は45医療機関であるが、

医療機関数を増やすと同時に会員が専用外来に出務する等、その運用指針についても圏域

毎に再度検討する必要があるのではないかと思われる。

４．ＰＰＥ・補償について

　今回兵庫県は専用外来医療機関に対して１医療圏域毎に1,650セットのＰＰＥを配布し

た。しかし一般医療機関にはＰＰＥの支援は行われなかった。今後新型インフルエンザ外

来診療を行う一般医療機関に対してもＰＰＥの支援を行うように県医師会から県行政等に

求める。さらに、強毒性の場合を想定して、協力医療機関や診療に従事するスタッフへの

補償の問題についても国や県に強く要望する。
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１．抗インフルエンザ薬流通に関する課題について

　例年のインフルエンザ発生動向の患者推移グラフ（図－１）を見てもわかるように、今

回の新型インフルエンザに限らず、インフルエンザ患者発生早期の患者数の増加は顕著で

あり、グラフの立ち上がりは急峻である。これは患者が一気に大量に発生する言わば大災

害時の状況に酷似している。したがって、通常診療と同様な医療・医薬品の供給量では治

療現場が薬剤不足に陥るのは必至であり、治療最前線の新型インフルエンザ外来を担当す

る医療機関では医療従事者の確保はできても十分な抗インフルエンザ薬を潤沢に使用する

ことは難しい。それに医療現場での備蓄量にも限度があり、予め来院患者数を想定し十分

量の備蓄をしておくことは現実的ではない。したがって、抗インフルエンザ薬が新型イン

フルエンザ外来に迅速に提供されなければ、新型インフルエンザに特化した発熱外来が機

能しなくなるのは当然である。今後も新型インフルエンザ外来で感染の第一波を阻止する

体制となるのであれば、発生早期には通常ルートではない新型インフルエンザ外来専用配

送ルート、即ち必要数のインフルエンザ薬が迅速に届けられる配送ルートを新たに構築す

る必要がある。そのためにも県行政・幹事薬卸会社、それと医師会、薬剤師会等で構成さ

れる「抗インフルエンザウイルス薬対策委員会」は第二波到来も予測される今、現時点で

早急に再開されるべきと考える。

．抗インフルエンザ薬・治療薬の確保・流通のあり方と使用指針

（図１）インフルエンザ定点あたり報告数（過去10年間との比較グラフ）
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　また、今回は平成21年10月以降「タミフル・ドライシロップ」の在庫切れということで

現場の小児科医療機関や調剤薬局からの問合せが相次ぎ、地区医師会では対応に苦慮した。

今後の留意点としてこの件も含めて、非常時の抗インフルエンザ薬の流通経路や供給方法

についてしっかり情報公開のうえ、その責任と権限の所在について特定化・明確化を図る

ことが肝要と考える。

　今回は、それらが明確にされず、行政内の縦割りも解消されなかったために抗インフル

エンザ薬の流通に不安な医療機関は「不要な必要量以上の備蓄」をする様な自衛手段を取

らざるを得なくなる。

　現場の医療機関に流行時にも間断なく、抗インフルエンザ薬が供給されると云う流通に

対しての信頼感があれば医療機関や調剤薬局には適正な量の備蓄で良い訳である。その信

頼感を構築する為には、繰り返しになるが、情報の公開と行政担当者との積極的な協議が

不可欠である。

　新型インフルエンザと直接接する医療現場を預かる医師会や薬剤師会からの再三再四の

要望にも拘わらず兵庫県の「抗インフルエンザウイルス薬対策委員会」は平成21年８月に

１回のみの開催で、実質的討議にも至らず、肝心の供給に関する課題は山積されたままと

なっている。現実的な危機感を抱いて第二波、第三波に備えるためにも、先ずは行政側か

らの抗インフルエンザ薬対策会議開催も含めた早急かつ具体的方策の提示・実施を願うも

のである。

２．備蓄薬の抱える諸問題

　今回、実際の医療現場で兵庫県や国で大量に確保されている備蓄薬、いわゆる「赤タミ

フル」を眼にする機会は臨床現場では無かった。この備蓄薬の実際の取扱いについての議

論が未だ十分に尽くされていなかったことが露呈している。本来「赤タミフル」の出番で

ある筈の抗インフルエンザ薬の流通が不十分なときの補完的出荷、或いは初期感染当該地

域内に封じ込めるためには患者の同居人や学校・職場への間髪を入れぬ早期予防投与が優

先事項であるにも関わらず、それが机上の議論の段階で途絶し、実効性のある現場対応に

ついては今後の課題として残ったままである。非流行時の今こそ、予防投与対象者の居住

地域や感染時期による選定方法等、詰めておくべき課題は山積している。

　予防対象者はあくまでも自己申告に基づくものなのか等もしっかり議論すべきで、その

結果については医療機関側のみならず、広く県民・国民に公的広報により周知されるべき

と考える。

　以上のような判断や権限を、国レベル・県行政レベルとするか、それとも市町村レベル

へおろすべきかその段階には意見の分かれるところであるが、情報の収集から対応につい

て一刻を争う感染症の場合、現場第一主義、即ち可能な限り「最小行政単位」への権限委

譲が優先されるべきことは明白である。

－ 28 － － 29 －



　さらにもう一点、備蓄薬の種類について、「リレンザ」は現時点ではタミフル耐性イン

フルエンザへの対応が期待される薬剤である。無批判にタミフルを多用した日本で今後新

たな「タミフル耐性ウイルス」がまん延する可能性は高いものと推察される。「タミフル」

一剤に偏らず、また「リレンザ」に限らず、その後開発・実用化が進みつつある新たな抗

インフルエンザ薬の備蓄についても順次検討されるべきと考える。

　ついでながら、備蓄薬の有効期限については、科学的根拠に基づいてしっかり検証し、

その期限延長と有効利用もふくめ十分検討すべきである。

　前節でも述べたように、山積する課題は何一つ解決されていない。今冬季にでも新型イ

ンフルエンザが再流行すれば、その場当たり的な処遇 ･対応で、再び後手後手にまわるの

ではないかと危惧される。感染症対策は災害対策と同じで発生前に十分準備 ･検討するこ

とが唯一の有効策である。したがって、以上の抗インフルエンザ薬や備蓄薬に関する未解

決の課題について早急に協議するためにも、「抗インフルエンザウイルス薬対策委員会」

をまずは開催することを提案する。
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　平成21年９月以降、シルバーウィークには全国的に新型インフルエンザ患者の流行が拡

大して救急医療機関に患者が殺到し、医療現場には大きな混乱がもたらされた。その後、

10月からワクチン接種が始まり、国民の最大関心事は「ワクチン接種」に移った。しかし、

厚生労働省の準備が遅く、接種方針・スケジュールが不徹底であり、ワクチンの供給が量

的、時間的に極めて不十分、不適正であった。また、ワクチン接種の優先順位を余りに厳

密に適用し過ぎたこと等が、地方行政や医療の現場の混乱を招き、そして一般市民の間に

大きな不安を招いた。このことは単に今回の偶発的な要因だけではなく、わが国が抱えて

いるワクチン行政、さらには感染症対策の安全保障・危機管理の次元まで至る根源的な課

題に起因していると言わざるを得ない。

　今回の新型インフルエンザ騒動で幸いにもそのことが浮き彫りとなり、国もやっと重い

腰を上げて平成21年12月には「厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会」を設置するに

至った。その中で議論が始まった「わが国のワクチン行政のあり方」についてとくにこの

場で触れる。

　新型インフルエンザワクチンが流行時までに量的・時間的に円滑に供給されなかった最

大の要因は、国内ワクチンメーカーの生産体制の脆弱性にある。その背景として1990年台

のＭＭＲワクチンをはじめとした健康被害に関して国に対する集団訴訟が相次ぎいずれも

国の過失が確定し敗訴する結果となった。またメディアによっても集中砲火のごとく厳し

い批判を浴びた。その後それらに呼応するかのように国はワクチン行政に対して極度に及

び腰となり、平成６年には予防接種法上の定期予防接種を「義務」から「努力義務」もし

くは「任意接種」に変更するという判断を余儀なくされた。

　そのような流れの中でＷＨＯが推奨し欧米先進国のみならず世界中の多くの国で定期接

種化された多くのワクチンについてもわが国においては承認が遅れてしまう結果となり、

今やわが国は世界の中でも予防接種後進国というレッテルが貼られるまでの状況になって

しまっている。

　これらの背景には予防接種の持つ意味が社会に正しく理解・共有されていないことがあ

り、またそのことに起因する法制度の不備がある。病気になるかならないかは個人にとっ

て重大な問題であると同時に、社会全体にとっても重大な意味を持つ。とりわけ感染性・

病原性の強い病気の治療や療養には、膨大な社会資源を費やすこととなる。予防できるも

のは予防するということが、社会の活力維持に欠かせない。ある病気に対して予防接種に

より免疫を持っている人が社会の圧倒的多数になればその病気が人経由では流行しないの

で、免疫を持たない人の罹患も防げる「人の防波堤」という利点が加わる。少子高齢化の

．ワクチン・予防接種制度のあり方
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現代では、その意味がますます大きくなっていると考える。

　つまり予防接種は、個人のためだけでなく、むしろ社会全体の利益損失を防ぐことを主

眼に行うものでもあり、だからこそ健康被害のリスクを冒しても、また公費を投入しても

行うということになる。わが国においては今一度原点に立ち返って、そのような予防接種

の「公益性」の視点に立った世論の再形成あるいは国民的な議論と理解に基づいたコンセ

ンサスを得ることが必要と思われる。

　ただ物事を合理的に判断するためには、予防接種のメリットとデメリットが明確に示さ

れる必要がある。しかし、病気の全体像を示す疫学分野の研究が日本ではあまり活発でな

く、ある病気によって社会が受けている損害の規模も、ワクチンによってどの程度損害を

減らせるのかも、あまり明らかにされていない。わかっているのは、ワクチンがあるにも

かかわらず、欧米に比べて明らかに発症率の高い感染症がいくつかあり、その感染症で命

を落とす人がいる。

　また一方で大変低い確率ではあるが、必ず副反応があり最悪の場合は予防接種によって

命を落とすこともある。そういった望ましくないことの起きる確率や被害程度も明確に示

されていない。

　メリットもデメリットも不明確なために、天秤にかけて判断するという当たり前のこと

ができない。このために多くのワクチンが個人個人の価値観の問題だという「任意接種」

扱いになってしまって、ワクチンの効果が最大に現れる「人の防波堤」を築くに至らず、

ワクチンの評価も定まらないという悪循環に陥っている。

　ワクチンに対する社会の評価が定まらないことと表裏の関係にある問題として、費用負

担と被害救済の不備もある。本来、社会全体の利益のために個人がリスクを冒して貢献す

るという意味を持つ以上、予防接種の費用は公費で賄われるべきであるし、万が一被害を

受ける人が出た場合は通常の医薬品よりも手厚く救済されるべきである。また関係した医

師、製薬会社、国・自治体も、良かれと思ってやったことで罰されない「免責」が必要で

ある。現実に欧米ではその様に運用されている。しかし、わが国では、救済額の少ない任

意接種扱いのものが多く、関係者の免責もない。

　結果として、医師や製薬会社や国・自治体に対して損害賠償が頻発する。このことは新

型インフルエンザワクチンを輸入しようと多国籍企業と国が交渉した際に、万が一の場合

の救済は国で行うように求めた企業側と、現行法の枠組みでは不可能と主張した国との間

で大変に揉めて、結局輸入ワクチンにだけ賠償肩代わりを認める特別措置法を作るという

いびつな決着になった原因でもある。

　また接種するかどうかを個人の意思と費用負担に任せると、どの程度の量のワクチンが

必要になるかシーズン前に読めない。メーカーはワクチンを余らせないように製造への投

資を抑制しがちである。製造には一定の期間と材料の準備が必要なので、ふたを開けてみ

たら全然足りないということも起こる。危機管理のツールのはずなのに大問題である。希
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望してもＨｉｂワクチン接種が受けられない子供が続出しているのも、根本の原因はここ

にある。

　今回の一連の新型インフルエンザ騒動の中で自治体や医療機関の現場での様々な混乱と

市民の間の大きな不安を招いた最大の要因は、言うまでもなくわが国のワクチン行政の後

進性にある。有事に備えたワクチンの生産体制の整備やワクチンの承認、接種方針の決定、

一方では新興感染症に対する法的整備など、予防接種事業には普遍的・客観的な評価を与

え、長期的な戦略を立てることのできる確固たるシステムづくりが必要である。さらには

有事の際の安全保障・危機管理としての感染症対策をも担うことのできる仕組みが必要で

あり、完全な情報公開と利益相反の無いこと、政府からの独立を前提として、幅広い分野

から招集されたメンバーから構成され、強い権限を持って政府に助言できる米国のＡＣＩ

Ｐ（予防接種実施に関する専門家による諮問勧告委員会）のような組織が早急に必要であ

る。
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　昨年来の新型インフルエンザ襲来に関して多方面からの検証を行ったが、進化したＨ１

Ｎ１ウイルスや豚インフルエンザウイルスの遺伝子に潜り込んだＨ５Ｎ１ウイルスが、再

度我々を襲おうとその機会を虎視眈々と狙っている現在、それらへの対応策を早急に具体

化しておかねばならない。今回の新型インフルエンザへの対応で行政側や国民からも大き

な信頼を寄せられた医師会は、その期待を裏切らない為にも、国や地方行政との連携を強

化し全面的な協力を約束する一方で、行政や郡市区医師会会員に対しても以下の取組みの

実現に向けての努力を強く要請するものである。

　昨年５月に新型インフルエンザ国内感染第１号患者の発見がなされたのは、高校の校医

を勤める医師会員の危機意識が、「症例定義」に拘わる行政を説得しＰＣＲ検査を行った

結果であった。国内感染の拡大を許したのは、ＳＡＲＳの国内進入阻止の成功に味を占め

た厚生労働省が、「何が何でも水際作戦で阻止する」という検疫にとらわれ過ぎた結果で

あり、その責任は重いと判断せざるを得ない。グローバル化した現在において新興感染症

に対して、一国のみがその災禍から免れる事は、徹底した鎖国政策を取らぬ限りは不可能

であり、検疫の強化を行う一方で国内患者発生にも備える医療体制を敷く事が、国家とし

ての危機管理体制の基本である。

　新たな新型インフルエンザが再び発生した場合、可能な限り明確な「症例定義」を示し、

状況の変化に応じて迅速にこれを変更する事が出来る柔軟性を備えておかねばならない。

今回のように、いつまでもＨ５Ｎ１対応の行動計画を遵守しようとした為、現場とのズレ

が大きくなる一方であった事を国は反省すべきである。したがって、これからの行動マニュ

アルは対弱毒型と対強毒型の最低でも二種類を作成しておかねばならない。まず当初は全

て対強毒型の対応で臨み、弱毒型と判明すれば直ちに対弱毒型の行動計画に切り替える事

が必要である。尚、今後の新たなＨ１Ｎ１の変異株の出現やＨ５Ｎ１出現に備え、ＰＣＲ

検査をできるだけ多くの医療機関で実施できるよう準備すべきであろう。

　さて、有事の際に最も必要とされるものの一つに、迅速かつ正確な情報の伝達がある。

現在の兵庫県医師会役員の間での緊急携帯メール連絡システムは非常に有用であり、神戸

市医師会では全会員での携帯メール網を完成しつつある。このように携帯メール網を県下

一般会員にも是非拡大させる必要があるが、その際、溢れる情報の一元化・簡略化、と現

場の情報が中央へフィードバックされる体制の構築が重要である。また、個人情報の保護

やパニック防止の観点から、マスコミ等関係者との情報提供と共有に関する協議及び正し

い医療情報の伝達ガイドラインの作成が急がれる。特に偏った報道が国民の不安を煽る

ケースが多々見られた事から、医療に関わる部分は医師会が定期的・系統的に一元化した

．まとめと提言
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情報を発信する体制を構築する事が望まれる。

　「国内発生早期」の対応として、直ちに学校や通所福祉施設の一週間の一斉休校・休業

と各種イベントの中止を実行した事は、ウイルス感染拡大を限局化するのに効果があった

事が証明されている。保育所の休業により看護師や医師等の仕事を休めない人々の子供の

受け入れをどうするのか、その場合の新たな受け皿を用意しておく事も急務である。一方、

県下市町における休校や学級閉鎖、出席停止等の基準に相違があり、現場での混乱を招い

た。文部科学省からの現場重視のきめの細かい対応と、統一した全国への規定の発信が必

要である。

　新型インフルエンザ襲来の住民の不安と医療ニーズに対応する為に、まず電話による相

談センターの設置が必要となるが、初期段階から電話回線を可能な限り数多く確保し、対

応マニュアルの徹底と専門職スタッフの人的確保をおこなう事が重要である。

　新型インフルエンザ患者を一般医療機関で受け入れる際、時間的・空間的分別により一

般患者と接触する事がないように様々な試みが為されたが、必ずしも患者の協力が得られ

なかった。Ｈ１Ｎ１株の変異による病原性の増大やＨ５Ｎ１等の強毒型が出現した場合は、

医療機関が感染拡大の場となり、かつ免疫力低下患者への感染により多数の重症者を生む

事は避けられない。このような場合には感染症指定医療機関の専門外来以外に、地域の基

幹病院の敷地内に新たにプレハブ等で設置した新型インフルエンザ外来や公民館・体育館

等の公共施設に設置した専門外来に、医師会から会員医師を派遣して診療を行う体制を確

立すべきである。もちろん、かかりつけ医や新型インフルエンザ相談窓口による電話での

トリアージを受けた後に、これらの外来を受診してもらう。出務する医療従事者全員への

完全なＰＰＥの配布と自ら感染した場合の公務員と同等の身分保障は絶対条件となる。あ

らかじめ確保された病床は瞬く間に収容能力を超える事態が予想されるので、保健所内等

にコントロールセンターを設置し、入院が必要な場合、新型インフルエンザ外来からコン

トロールセンターに連絡し、行政の責任で入院先を確保するシステムを作っておかねばな

らないし、在宅治療を余儀なくされた場合も想定して、家族への感染拡大防止法や看護方

法等、国民全体への教育を行っておく必要がある。

　さらには、抗インフルエンザウイルス薬やワクチンの円滑供給がなければ、この「イン

フルエンザ外来」構想は成り立たないので、県の「抗インフルエンザウイルス薬対策委員

会」がその機能を発揮し、充分な薬剤の流通を確保し、県内全ての医療従事者にワクチン

が接種出来る体制を確立しておかねばならない。

　特に、「タミフル・ドライシロップ」の不足により昨年は小児科や調剤薬局が大変苦労

をし、地区医師会でもその対応に苦慮した経験がある。一方、兵庫県や国で大量に備蓄さ

れている所謂「赤タミフル」の取扱いについても、抗インフルエンザ薬の流通が不十分な

場合の補完的出荷を認める等の柔軟性のある備蓄薬運用が強く望まれるところである。

　さて、これらの対策を適切に実施するには、Ｈ１Ｎ１の変異やＨ５Ｎ１等の新たなイン
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フルエンザウイルスが発生し、あるいは我国に上陸したか否かを出来るだけ早く知る必要

がある。その為にはサーベイランス体制や臨床検査体制の充実強化が必要不可欠である。

教育委員会による学校での「欠席者サーベイランス」の実施や、薬剤師会による「薬剤サー

ベイランス」から抗インフルエンザ薬の流通の動向を知る事も、インフルエンザ発生流行

を予測する上で非常に重要である。また、各種ウイルスに対する数少ない対抗手段である

ワクチンを、手早く大量に作る体制が必要である。残念ながら我国のワクチン生産体制の

脆弱さやワクチン行政の立ち遅れは紛れもない事実であり、この点の早急な改善と充実が

為されない限り、我国の新興感染症による重大な危機は存在し続ける事になり、政府の抜

本的な取り組みを望むものである。

　地球全体の生態系を最も大きく乱して来たのは、ここ100年の人類の所業の数々である。

自然を愛し自然を敬う心を失い、公害や戦争やテロで自然を破壊する現代人に対し、自然

の荒々しい脅威に曝されれば人類などひとたまりもないことを知らしめる為の神の啓示だ

という宗教学者や、多発する新興感染症の発生は生態系の乱れに乗じた生物学的な当然の

帰結と唱える生物学者も存在する。

　だがそれを今問うている時間的余裕はない。我々は現に今ここに存在し、友人や家族や

愛する人々と共に生存を享受している。自らの、そして愛する人の、更には全世界の人々

の生存権を保障する為に、我々医療者は最大限の努力を払い、この難局に備えねばならな

い。
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