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Ⅰ はじめに

１ 検証の目的

この度の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）において講じた種々の対策について、今回クラ

スのいわゆる弱毒性の新型インフルエンザ（ＰＳＩカテゴリー※１）が発生した場合と強毒性の

新型インフルエンザ（ＰＳＩカテゴリー※５）が発生した場合における課題の整理とその改善方

向を検討するとともに、今後の新型インフルエンザの発生に備え、国への効果的な対応策の提言

を目的とする。

※ ＰＳＩカテゴリー

米国疾病対策センター（ＣＤＣ）がインフルエンザを重症度によって５段階に分類したものであり、

PANDEMIC SEVERITY INDEXの略。Ａ／Ｈ１Ｎ１は、季節性インフルエンザと同様にカテゴリー１、アジ

アインフルエンザ（１９５７年発生）や香港インフルエンザ（１９６８年発生）はカテゴリー２、スペ

インインフルエンザ（１９１８年発生）はカテゴリー５となっている。

２ 検証の進め方

検証に当たっては、本庁や保健所のほか、市町村、医師会、医療機関等における対策の実施状

況や課題の整理を行い、今後の対策の進め方について、感染症の専門家によって検討された国の

「新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）対策総括会議報告書」や道内の専門家で構成する「北海

道感染症危機管理対策協議会」の意見を踏まえ、取りまとめを行ったものである。

Ⅱ 新型インフルエンザ発生状況及び取組状況

１ 発生状況

平成２１年４月２４日、米国疾病対策センターから、米国における豚由来(H1N1)インフルエ

ンザのヒト感染例が報告された以降、感染が拡大し、世界保健機関は、４月２８日には、ヒトか

らヒトへの感染を意味する新型インフルエンザの警戒レベルをフェーズ４に、さらに、４月３０

日にはフェーズ５へと引き上げた。

この間、国においては、平成２１年４月２８日に内閣総理大臣を本部長とした「新型インフル

エンザ対策本部」を立ち上げ、北海道においては、国の動向に呼応し、４月２７日に知事を本部

長として立ち上げた「北海道感染症危機管理対策本部」を、４月２８日、「北海道新型インフル

エンザ対策本部」と呼称することとし、体制の強化を図った。

その後、世界保健機関は、６月１２日、世界的大流行であるフェーズ６を宣言した。

我が国においては、５月１６日に、神戸市在住で海外渡航歴のない男子高校生の感染が国内初

発例として確認された以降、全国で感染者が確認され、北海道では、６月１１日に札幌市在住の

海外渡航帰りの２０歳代の男性の感染が道内初発例として確認された。

また、８月１５日には、沖縄県在住の５０歳代男性が国内初の死亡例となり、道内においても、

８月３０日、４０歳代女性の死亡が確認されたところである。

その後、道内においては、１０月中旬から下旬にかけ、インフルエンザの流行状況を示す定点

報告数がピーク（６１．４３人）を迎えたのち、徐々に感染者数が減少し、平成２２年２月中旬

以降、定点報告数が流行の目安を示す１．０人を下回っている状況にある。

２ 取組状況

この度の新型インフルエンザが発生した以降、国や北海道における主な取組み状況（平成２１

年４月から平成２２年３月まで）は、次のとおりである。

平成２１年

4月 24日 ・【国】厚生労働省第一報（米国疾病対策センターが米国における豚由来(H1N1)
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インフルエンザのヒト感染例を発表）

4月 25日 ・【道】北海道のホームページによる広報、感染症指定医療機関等への情報提供

4月 26日 ・【道】本庁保健福祉部健康安全室（現「健康安全局」）及び道立保健所に相談窓

口を設置（9:00～ 21:00）

＜表１ 相談件数(4/26～7/31)＞

北海道（本庁保健福祉部健康安全室・道立保健所） 保健所 合 計
症状 医 療 予 防 渡 航 豚肉等 その他 計 設置市

5,967 1,001 701 129 40 818 8,656 9,490 18,146
（保健所設置市：札幌市、旭川市、函館市、小樽市）

4月 27日 ・【国】政府関係閣僚会合の開催（当面の政府対処方針）

・【道】北海道感染症危機管理対策本部幹事会及び本部会議の開催

本部会議（本部長：知事、本部員：各部長等）：３回開催

幹 事 会（幹 事：各部等の代表課長等）：１３回開催

・【道】流行地域からの帰国者に対する検疫所の依頼による健康観察の開始

（～ 6月 19日）

＜表２ 健康観察件数＞

北海道 札幌市 旭川市 函館市 小樽市 合 計

760 1,062 67 142 46 2,077

4月 28日 ・【WHO】フェーズ４（ヒト－ヒト感染が容易）宣言

・【国】政府新型インフルエンザ対策本部設置（基本的対処方針の確認：決定通

知 5月 1日付け）

・【道】北海道感染症危機管理対策本部を北海道新型インフルエンザ対策本部と

呼称、各道立保健所に発熱相談センター設置（26 日設置の相談窓口を兼

ねる）

4月 30日 ・【WHO】フェーズ５（世界的な大流行のおそれ）宣言

・【道】発熱外来設置要請、症例定義通知（1回目）

5月 1日 ・【道】道健康安全室の相談体制の 24時間化

道立保健所：6月 13日から平日通常勤務体制

健康安全室：7月 18日から 8月 14日まで 9:00～ 21:00

8月 15日から平日勤務時間体制に変更

5月 8日 ・【国】米国からの帰国便（デトロイト→成田）における患者発生（日本への入

国前のため、国内発生には当たらない扱い）

5月 9日 ・【国】症例定義改正通知（医師による疑似症患者の保健所への連絡、医師の届

出）（2回目）

5月 11日 ・【国】都道府県別発熱外来数の公表（北海道 43 箇所、なお、平成 22 年 3 月末

現在の確保数は 58箇所）

5月 12日 ・【道】北海道新型インフルエンザ対策行動計画の改訂

5月 14日 ・【国】症例定義改正通知（疑似症患者に係る接触歴等の期間の短縮 10日→ 7日）

（3回目）

5月 16日 ・【国】国内初発例発生（神戸市の海外渡航歴のない高校生）

5月 22日 ・【国】基本的対処方針改定、「医療の確保、検疫、保育施設等の臨時休業の要請

等に関する運用指針」（以下「運用指針」）の制定（国内を患者発生少数

の感染拡大防止地域と患者数急増中の重症化防止重点地域に区分。感染拡

大防止地域の患者は入院措置、重症化防止重点地域の軽症者は自宅療養及
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び発熱外来以外の一般医療機関での診療可など～行動計画どおりの適用と

はしないこと）

・【国】症例定義改正通知（疑似症の定義から迅速診断キットによるＡ陽性等を

削除することなど）（4回目）

6月 11日 ・【道】道内初発例発生（札幌市の 20歳代男性、ハワイ旅行帰り）
6月 12日 ・【WHO】フェーズ６（パンデミック）宣言

6月 15日 ・【国】サーベイランス通知（集団感染を把握した際における医師の報告、入院

サーベイランスはＢ型を除くことなど）

（サーベイランス：発生状況の把握・分析）

6月 16日 ・【道】道立保健所管内初発例発生（帯広保健所管内の 20 歳代女性及び室蘭保健

所管内の 70歳代男性、共にハワイ旅行帰り）

6月 19日 ・【国】運用指針改定（地域分けの廃止、原則全医療機関で診療、患者は原則自

宅療養など）

6月 中旬 ・【道】第２回北海道定例会における補正予算（発熱外来及び保健所用感染防護

具セット 28,200組など約１億円）
6月 30日 ・【道】海外渡航歴のない患者の道内初発例発生（旭川市の中学生及び高校生各

１名）

7月 10日 ・【道】発熱外来受診勧奨基準通知（内規～外国・国内地域列挙）

7月 22日 ・【国】感染症法施行規則改正（施行 7月 24日）（全数把握から集団発生把握へ）

（5回目）

7月 24日 ・【道】発熱外来受診勧奨基準改正通知（7 月 10 日通知の地域追加）（8 月 9 日ま

での暫定措置）

7月 29日 ・【道】国の運用指針改定を受けた道の体制の通知（8 月 10 日から原則全医療機

関での診療開始など）

・【国】クラスターサーベイランス改正通知（全数把握から集団発生把握へ）

（クラスター：集団）

7月 30日 ・【道】保健所健康危機管理機能強化研修（～ 31 日）（保健所長対象の新型イン

フルエンザ対策）

8月 3日 ・【国】クラスターサーベイランス改正通知（医師・学校長等から保健所へ連絡）

8月 10日 ・【道】原則全医療機関における診療開始（発熱相談センターへの電話不要）

8月 15日 ・【国】国内初死亡例発生（沖縄県の 50歳代男性）
8月 中旬 ・【国】全国のインフルエンザ流行入り＜第 33週（8月 10日～ 16日）の定点医

療機関における１週間の患者報告数 1.69人＞

8月 下旬 ・【道】道内のインフルエンザ流行入り＜第 35週（8月 24日～ 30日）の定点医

療機関における１週間の患者報告数 2.18人＞

8月 25日 ・【国】感染症法施行規則一部改正（医師による法 12 条の届出当面不要）症例定

義改正（6回目）

・【道】集団発生事例における新型インフルエンザウイルスの遺伝子検査（ＰＣ

Ｒ検査）休止

8月 27日 ・【道】保健所健康危機管理機能強化研修（～ 28 日）（保健所担当者対象の新型

インフルエンザ対策）

8月 30日 ・【道】道内初死亡例発生（稚内保健所管内の 40歳代女性）
9月 2日 ・【国】患者数の増加に向けた医療提供体制の確保に関する通知

9月 10日 ・【道】全道保健所長会議（入院病床の確保ほか）

9月 下旬 ・【道】第 40週（9月 28日～ 10月 4日） 全道インフルエンザ定点報告数

注意報レベル（17.21人）
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（注意報レベル：1医療機関当たり 1週間に 10人以上の患者発生報告）

10月 上旬 ・【道】第 41週（10月 5日～ 10月 11日）全道インフルエンザ定点報告数

警報レベル（39.95人）

（警報レベル：1医療機関当たり 1週間に 30人以上の患者発生報告）

10月 6日 ・【道】新型インフルエンザ対策会議（市町村会議）（ワクチン接種事業など）

10月 9日 ・【道】死亡例発生（２人目）（旭川市の 20歳代男性）

・【国】医師、学校長等からの保健所への報告廃止、人数 10人以上へ（10月 11

日施行、道 12日施行）

10月 13日 ・【国】医療体制整備及び重症化防止に関する通知（子ども・妊婦・透析患者へ

の徹底的周知など）

10月 14日 ・【国】新型インフルエンザワクチン接種事業実施要綱等の制定

10月 19日 ・【国】外来患者の急速な増加に対する医療体制の確保に関する通知

・【国】ファクシミリによる処方せん（かかりつけ医の電話診療）に関する通知

10月 中旬 ・【道】第 43週（10月 19日～ 25日）道内インフルエンザ定点報告数 61.43人

(ピーク)

＜図１ インフルエンザ定点当たり報告数（平成21年第1週～平成22年第13週＞

10月 21日 ・【国】健康な医療従事者（20～ 50歳代）へのワクチン接種は 1回（通知）

10月 23日 ・【道】ワクチン接種開始（医療従事者）ただし、残余が生じた場合、入院者（基

礎疾患最優先・妊婦）への接種可

＜表３ ワクチン接種受託医療機関の確保（H21.11.30現在）＞

区 分 全体箇所数 受託医療機関数 割 合

病 院 592 584 98.6%
診療所 2,926 2,391 81.7%
合 計 3,518 2,975 84.6%

10月 下旬 ・【道】入院病床の確保目標 89.4%達成（道立保健所分は 99.7%）

→ 10月 30日現在 目標数 2,011床に対し、確保数 1,798床

＊ 12月 1日現在 目標数 2,011床に対し、確保数 1,818床（全体 90.4%）

11月 11日 ・【道】死亡例発生（３人目）（釧路保健所管内の 10歳代男児）

11月 12日 ・【国】健康な成人へのワクチン接種は 1回（通知）

11月 13日 ・【国】ワクチン接種の弾力的取扱いに関する通知（16 日からのワクチン接種に

当たり、残余が生じた場合、基礎疾患（その他）を有する小学 4 年生か

ら中学 3 年生、1 歳から就学前の幼児及び小学校低学年（1 ～ 3 年）に接

種可）

11月 16日 ・【道】全道保健所長会議（病床確保、ワクチン接種事業）
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・【道】ワクチン接種開始（基礎疾患：最優先、妊婦）

11月 27日 ・【道】ワクチンの集団的接種の市町村への協力要請

11月 下旬 ・【道】第４回北海道定例会における補正予算（ワクチン接種負担軽減措置：対

象者約 81万人、約 37億円）

12月 1日 ・【道】入学試験等に係る受験機会の確保要請

12月 2日 ・【道】死亡例発生（４人目）（千歳保健所管内の 1歳男児）

12月 3日 ・【道】死亡例発生（５人目）（滝川保健所管内の 70歳代男性）

12月 4日 ・【道】ワクチン接種開始（基礎疾患：その他、１歳から就学前の幼児）

12月 9日 ・【道】小学生等への円滑な接種の推進通知（市町村・医師会・教育庁等への集

団接種協力要請）

12月 16日 ・【国】クラスターサーベイランス改正通知（保育所を除く、入院サーベイラン

スにＢ型陽性患者を追加することなど）（12月 15 日施行）／ 13歳以上の

中高生は 1回接種）

12月 17日 ・【道】ワクチン接種開始（小学生、1歳未満児等の保護者等）

12月 28日 ・【道】ワクチン接種開始（中学生、高校生）ただし、年内は中学 3 年生及び高

校 3年生のみ。

平成２２年

1月 14日 ・【道】死亡例発生（６人目）（札幌市の 50歳代男性）

1月 19日 ・【道】ワクチン接種開始（高齢者）

1月 22日 ・【道】ワクチン接種開始（優先接種対象以外の健康成人）

＜表４ 受託医療機関からのワクチン接種報告数（平成22年3月末）＞

2月 中旬 ・【道】第 7週（2月 9日～ 15日）道内インフルエンザ定点報告数 0.73人、

以後、流行が沈静化

2月 下旬 ・【国】第 9週（2月 23日～ 3月 1日）全国インフルエンザ定点報告数 0.77人、

以後、流行が沈静化

3月 3日 ・【道】死亡例発生（７人目）（札幌市の 20歳代男性）

3月 26日 ・【国】クラスターサーベイランス改正通知（次の発生動向が上昇に転じるまで

休止、入院サーベイランスは、インフルエンザ重症サーベイランスに移行）

１回目
B

２回目 合計

医療従事者 10/23 140,000 136,758 471 137,229 97.7%

基礎疾患（最優先＋その他） 11/16,12/4 390,000 306,558 15,586 322,144 78.6%

妊婦 11/16 42,000 15,550 93 15,643 37.0%

１歳～小学校３年生 12/4,12/17 360,000 81,850 72,074 153,924 22.7%

1歳未満の保護者等 12/17 87,000 14,775 253 15,028 17.0%

小学校４年生～６年生 12/17 142,000 12,277 10,666 22,943 8.6%

中学生 12/28 148,000 16,328 427 16,755 11.0%

高校生の年齢相当 12/28 146,000 13,318 24 13,342 9.1%

65歳以上の方 1/19 916,000 104,872 35 104,907 11.4%

１歳未満児 1/22 42,000 591 418 1,009 1.4%

その他の方（健康成人） 1/22 3,134,000 56,890 33,397 90,287 1.8%

5,547,000 759,767 99,722 859,489 13.7%

道内想定人数
（概数）
A

接種率
（％）
(B/A)

接種開始時期

合 計

３月末現在接種数累計
区 分
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Ⅲ 対応と課題、改善方向

１ 医療提供体制

(1) 発熱相談センター

① 現状

ア 道民からの相談に対応するため、本庁保健福祉部健康安全室及び道立保健所に相談セン

ターを設置した。

(ｱ) 健康安全室：4/16～ 4/30 (平日土日祝日 9:00～ 21:00）

5/ 1～ 7/17 (平日土日祝日 24時間対応）

7/18～ 8/14 (平日土日祝日 9:00～ 21:00）

8/15～ (通常勤務体制）

(ｲ) 道立保健所：4/26～ 6/12 (平日土日祝日 9:00～ 21:00）

6/13～ (通常勤務体制）

イ 本庁保健福祉部健康安全室及び道立保健所の対策担当課は、相談対応が増加し、通常業

務に支障を生じることがあった。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 円滑な相談対応を行うため、相談スタッフや電話回線の確保が必要である。

(ｲ) 発生段階に応じた相談マニュアルの整備が必要である。

(ｳ) 発生初期と拡大・まん延期における相談機能は異なるので、名称の変更及び周知が必

要である。

(ｴ) 発熱相談センターへの相談のうち一般的な相談は、市町村においても対応できるよう、

区別化の検討が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 相談対応の増大に備え、専任の相談スタッフや専用の電話回線の確保が必要である。

(ｲ) 発生段階に応じた相談マニュアルの整備が必要である。

(ｳ) 発生初期と拡大・まん延期における相談機能は異なるので、名称の変更及び周知が必

要である。

(ｴ) 発熱相談センターへの相談のうち一般的な相談は、市町村においても対応できるよう、

区別化の検討が必要である。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 対策担当課以外からの相談スタッフや専用電話回線を確保する。

(ｲ) この度の発生に伴い、本庁や各保健所が作成したマニュアルを集約し、全道統一版を

作成する。

(ｳ) 感染拡大・まん延期には、「新型インフルエンザ相談センター」に名称を変更し、周

知する。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 対策担当課以外からの相談スタッフや専用電話回線を確保する。

(ｲ) この度の発生に伴い、本庁や各保健所が作成したマニュアルを集約し、全道統一版を

作成する。

(ｳ) 感染拡大・まん延期には、「新型インフルエンザ相談センター」に名称を変更し、周

知する。

(2) 多様な相談への対応

① 現状

ア 新型インフルエンザとは無関係な相談電話が頻繁に寄せられ、相談業務に支障を生じる

ことがあった。
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イ 営業自粛要請を行う事態にはいたらなかったことから、企業等から営業上の相談はなか

った。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 新型インフルエンザ対策や健康相談等に無関係な苦情等に対する対処方法を決めてお

く必要がある。

(ｲ) 営業自粛要請を行った場合における企業等からの相談体制の整備が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 新型インフルエンザ対策や健康相談等に無関係な苦情等に対する対処方法を決めてお

く必要がある。

(ｲ) 営業自粛要請を行った場合における企業等からの相談体制の整備が必要である。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) あらかじめ、苦情処理に関し、総務部行政情報センターと協議を行っておく。

(ｲ) あらかじめ、関係部局における相談体制を決定しておく。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) あらかじめ、苦情処理に関し、総務部行政情報センターと協議を行っておく。

(ｲ) あらかじめ、関係部局における相談体制を決定しておく。

(3) 発熱外来、発熱外来受診勧奨基準、感染防止対策

① 現状

ア 道内に５８箇所の発熱外来を設置した。

イ 当初、国の示した基準に基づき受診勧奨を行っていたが、症例定義が複数回改正され、

途中から自治体の判断で受診勧奨を行った。

ウ 発生当初、医療従事者は、個人防護具（ガウン、Ｎ９５マスク、ゴーグル、キャップ、

手袋等）を着用して対応したが、その後、原則として空気感染対策ではなく、サージカル

マスク等を着用した飛沫感染対策による診療に緩和されるとともに、時間帯別受診や待合

室の仕切り設置、個室対応などによる対応が可能となった。

エ 感染症指定医療機関においては、陰圧病床の有無にかかわらず、患者の受入れを行った。

オ 消防機関の救急搬送は２４時間体制であるが、発熱相談センターや発熱外来は２４時間

の常勤・常設体制ではなかった。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) すべての市町村に１か所以上の発熱外来を設置することを目指していたが、医療機関

における院内感染への不安や診療スタッフ不足などの理由により、十分量の発熱外来が

確保できなかったことから、患者対応の可能な医療機関が不足した。

(ｲ) 発熱外来を設置した医療機関と設置しない医療機関との間に不公平感が生じるととも

に、発熱外来の規模により患者処理能力に差が生じ、診察待ち時間が増大した。

(ｳ) 症例定義の頻回な改正により、道と保健所設置市間において受診勧奨基準が異なる事

態が生じるなど、患者の誘導が混乱した。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 強毒性の場合は、院内感染をおそれ、発熱外来の確保がより困難になるおそれがある。

(ｲ) 強毒性の場合は、院内待合室や動線などの遮断や分離などの応急改善が必要になり、

準備期間や医療機関独自の費用負担等が必要になる。

(ｳ) 多人数の患者対応を行うために、大規模な発熱外来の設置の検討が必要である。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１
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(ｱ) 症例定義は、国による全国一律の基準が必要である。

(ｲ) 発熱外来における診療報酬の増額など、医療機関の受入体制を整備促進が必要である。

(ｳ) 多くの医療機関に発熱外来が設置できるよう、施設の改修や感染予防資器材の整備に

ついて、国は、その費用を全額助成することが必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 大きな処理能力を有する発熱外来の設置に当たり、市町村の体育館や公民館等の活用

のほか、医療従事者に係る公平性の観点から、発熱外来を設置しない病院や開業医の輪

番制などによる対応について検討する必要がある。

(ｲ) 発熱外来の設置に伴う医療機関における院内感染の不安を解消するため、来院した発

熱患者が自家用車に乗ったまま受診できるドライブスルー型の発熱外来の設置について

検討する必要がある。

(ｳ) 保健所設置市に隣接した道立保健所は、保健所設置市の受診勧奨基準を使用するなど、

地域事情に応じたルール作りが必要である。

(ｴ) 陰圧病床を持たない感染症指定医療機関に対して、国の補助制度を活用した簡易陰圧

装置の整備が必要である。

(ｵ) 発熱外来における診療報酬の増額など、医療機関の受入体制を整備促進が必要である。

(ｶ) 多くの医療機関に発熱外来が設置できるよう、施設の改修や感染予防資器材の整備に

ついて、国は、その費用を全額助成することが必要である。

(4) 外来医療機関

① 現状

ア 発熱外来以外の医療機関においては、一般医療を担うこととなっていた。

イ 感染者数の増加により、休日夜間当番医へ患者が殺到したことから、医師会の協力の下、

内科や小児科の当番医を追加して対応した。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 発熱外来でないにもかかわらず、発熱患者が電話連絡なしに直接来院したことから、

急遽、簡易検査や診察を行うことになるなど、医師や診察場所等の調整に追われた。

(ｲ) 軽症の風邪や感染症以外の発熱患者など、本来、かかりつけ医で初期対応すべき患者

が発熱外来を経由したために、逆に対応が遅れることがあった。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 発熱外来でないにもかかわらず、発熱患者が電話連絡なしに直接来院することにより、

急遽、簡易検査や診察を行うなどの対応に追われるおそれがある。

(ｲ) 軽症の風邪や感染症以外の発熱患者など、本来、かかりつけ医で初期対応すべき患者

が発熱外来を経由することにより、対応が遅れるおそれがある。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 発熱した患者が、直接、受診することがないよう、発熱相談センターによる振り分け

や住民への周知を徹底する必要がある。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 発熱した患者が、直接、受診することがないよう、発熱相談センターによる振り分け

や住民への周知を徹底する必要がある。

(5) 入院病床の確保・入院医療機関

① 現状

ア 平成２１年８月に、国から示された「新型インフルエンザ(A/H1N1)流行シナリオ」に

基づき、感染率が２０％の場合の道内の入院必要病床数を２，０１１床と算定した。

なお、北海道新型インフルエンザ対策行動計画における必要病床数は、４，５００床で
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ある。

イ 感染症法上、都道府県（保健所）は、感染症指定医療機関へ患者を移送することとなっ

ている。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 平成２１年１２月現在における医療機関の協力病床数は、必要病床数の約９０％に相

当する１，８１８床となっているが、道内の１３保健所においては、目標数に達してい

ない。

(ｲ) 保健所の公用車による患者移送に当たっては、あらかじめ、公用車の確保や感染防護

具の準備が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 北海道新型インフルエンザ対策行動計画上の必要病床数である４，５００床には達し

ていない状況にある。

(ｲ) 保健所の公用車による患者移送に当たっては、あらかじめ、公用車の確保や感染防護

具の準備が必要である。

また、離島や遠隔地においては、ヘリコプター等による患者移送の必要性がある。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 必要病床数の確保に向けた取組みが必要である。

また、併せて、必要病床数の確保に向け、患者移送方法やスタッフの配置、感染防護

策などについて、あらかじめシミュレーションを行う必要がある。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 地域ごとに設置している医療専門家会議等を活用し、病床確保の促進が必要である。

また、併せて、必要病床数の確保に向け、患者移送方法やスタッフの配置、感染防護

策などについて、あらかじめシミュレーションを行う必要がある。

(6) 高リスク者（小児・妊婦・透析患者）への対応

① 現状

ア 重症化のおそれのある方々に対し、感染予防法や受診方法等に関する周知を行った。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 住民への周知は、より早い時期に行う必要があった。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 発生初期から周知する必要がある。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 高リスク者への周知は、発生初期から、行うこととする。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 高リスク者への周知は、発生初期から、行うこととする。

(7) ファクシミリ処方せんの対応

① 現状

ア 国の通知に基づき、各保健所管内におけるインフルエンザ定点患者数が１．０人以上と

なった場合、かかりつけ医による電話等診療後のファクシミリ処方せんの送付について、

各保健所から医療機関に通知することとしていた。

イ ファクシミリ処方せんの円滑な実施に向け、北海道薬剤師会に対し、各薬局での対応に

ついて協力を依頼した。

② 課題
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ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 医療機関への周知が不十分であった。

(ｲ) 北海道薬剤師会との連携が不十分であった。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 医療機関や一般住民への迅速な周知が重要になる。

(ｲ) 北海道薬剤師会との連携強化が重要になる。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 感染拡大期における確実な実施に向け、周知の徹底を図る。

(ｲ) 北海道薬剤師会との連携の強化を図る。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 感染拡大期における確実な実施に向け、一層の周知の徹底を図る。

(ｲ) 北海道薬剤師会との更なる連携の強化を図る。

(8) 新型インフルエンザワクチンの供給・接種

① 現状

ア ワクチン接種を円滑に行うため、医師会や市町村の協力の下、約３，０００か所の受託

医療機関を確保し、北海道医師会等が取りまとめを行い、国との間で新型インフルエンザ

予防接種業務委託契約を締結した。また、当該医療機関に対するワクチンの流通について

は、医薬品卸売業者の協力の下に実施した。

イ ワクチン接種事業は、国が実施主体となっていたが、ワクチンの流通調整や低所得者へ

の接種費用の助成等は、道が国や医療機関、市町村との調整を行った。

ウ 道内における集団接種は９自治体にとどまった。

エ 道内のワクチン接種者数は、平成２２年３月末現在で約１３．７％と低率であり、また、

当初、容量の大きな１０ｍＬ製剤が高率に供給された。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 国の事業であるにもかかわらず、都道府県が広報や相談対応、ワクチンの流通調整、

市町村が行う助成事業の補助金事務等を担うこととなり、道は業務に多忙を極めた。

(ｲ) 接種希望者が少ない場合は、集団接種ではなく個別接種によっても接種事業の推進は

図られるが、接種希望者が増大した場合は、事業の推進に支障が生じることとなる。

(ｳ) ワクチン接種が低率となり、また、１０ｍＬ製剤の高率な供給等により、医療機関の

中にはワクチンの過剰在庫を抱えるところがあった。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 国の事業であるにもかかわらず、都道府県が広報や相談対応、ワクチンの流通調整、

市町村が行う助成事業の補助金事務等を担うことは、都道府県が過剰な業務負担を負う

ことになる。

(ｲ) 幼児や児童生徒、学生、社会機能維持者等に対する効率的な接種を行うためには、集

団による接種が重要になる。

(ｳ) プレパンデミックワクチンの優先接種対象者は、明確に示されていない。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) ワクチン接種事業の推進に当たっては、国も地方自治体が行う広報活動等に関わる必

要がある。

(ｲ) 集団接種の円滑な実施体制について、あらかじめ検討しておく必要がある。

(ｳ) 国は、ワクチンの過剰在庫が生じないよう適正な流通体制の検討が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５
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(ｱ) ワクチン接種事業の推進に当たっては、国も地方自治体が行う広報活動等に積極的に

関わる必要がある。

(ｲ) 接種希望者の大幅な増大に備え、幼児や児童生徒、学生、社会機能維持者等に対する

集団接種の円滑な実施について、国における厚生労働省や文部科学省等の関係省庁間に

よる連携のほか、都道府県における関係機関や団体による十分な検討を進めておく必要

がある。

(ｳ) 国は、プレパンデミックワクチンの優先接種対象者を早期に明確に示す必要がある。

(9) 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄

① 現状

ア 道は、国の方針のもと、平成１８年度から抗インフルエンザウイルス薬の行政備蓄を行

っている。

イ 現在、行政備蓄している抗インフルエンザウイルス薬（タミフル）には、耐性ウイルス

が出現している。

ウ パンデミック時に、市場における抗インフルエンザウイルス薬が不足した場合は、現在、

行政備蓄している抗インフルエンザウイルス薬（タミフル）を放出（医薬品卸売業者に売

却）することとなっている。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 抗インフルエンザウイルス薬（タミフル）の使用期限（７年）が近づいているが、国

からその後の取扱いが示されていない。

(ｲ) 薬剤耐性ウイルスに対応するための方策が必要である。

(ｳ) 市場においてタミフルドライシロップが不足したが、不足時の対応を検討する必要が

ある。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 抗インフルエンザウイルス薬（タミフル）の使用期限（７年）が近づいているが、国

からその後の取扱いが示されていない。

(ｲ) 薬剤耐性ウイルスに対応するための方策が必要である。

(ｳ) 抗インフルエンザウイルス薬を市場に放出した際の売却益の取扱いが決められていな

い。

(ｴ) 小児等の患者の増大に備え、タミフルドライシロップの不足に備える必要がある。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 国は、抗インフルエンザウイルス薬（タミフル）が使用期限を迎えた場合の取扱いを

明示する必要がある。

(ｲ) 国は、タミフル耐性ウイルスに対する対応策として、リレンザの備蓄割合や他の抗イ

ンフルエンザウイルス薬の備蓄等について、検討する必要がある。

（ｳ）国は、タミフルドライシロップの安定供給について検討する必要がある。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 国は、抗インフルエンザウイルス薬（タミフル）が使用期限を迎えた場合の取扱いを

明示する必要がある。

(ｲ) 国は、タミフル耐性ウイルスに対する対応策として、リレンザの備蓄割合や他の抗イ

ンフルエンザウイルス薬の備蓄等について、検討する必要がある。

（ｳ）国は、タミフルドライシロップの安定供給について検討する必要がある。

(ｴ) 国は、抗インフルエンザウイルス薬を市場に放出した際の売却益の取扱いを明示する

必要がある。
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２ 行政機関の対応

(1) 健康観察

① 現状

ア 各検疫集約空港からの健康監視リストに基づき、１日１回～２回の体温確認を行った。

イ 旅行者については、旅行先の該当保健所が健康観察を引き継いだ。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 外国人への言語対応に苦慮した。

(ｲ) 多くの保健所では、健康観察に多大な事務量が発生し、連日の健康状況の確認の必要

性が問われることとなった。

(ｳ) 調査票の統一化や確実な情報の一元化が必要であった。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 外国人への円滑な言語対応が必要になる。

(ｲ) 連日の健康観察により、保健所における過重な事務量の増大が発生することとなる。

(ｳ) 調査票の統一化や確実な情報の一元化が必要になる。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 外国人に対しては、各種外国語で記載したリーフレットを宿泊先等を介して手交し、

発熱時における保健所への電話連絡についてシステム化する必要がある。

また、保健所における英文等による連絡マニュアルの配置が必要である。

(ｲ) 本庁や保健所職員による専任の健康観察担当チームの立ち上げを検討する。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 外国人に対しては、各種外国語で記載したリーフレットを宿泊先等を介して手交し、

発熱時における保健所への電話連絡についてシステム化する必要がある。

また、保健所における英文等による連絡マニュアルの配置が必要である。

(ｲ) 多言語電話通訳サービスの導入を検討する必要がある。

(ｳ) 本庁や保健所職員による専任の健康観察担当チームの立ち上げを検討する。

(2) 新型インフルエンザウイルスの遺伝子検査（ＰＣＲ検査）

① 現状

ア 発生当初は、休日深夜を問わず、道立衛生研究所において、すべての感染疑い事例の検

査を行った。

また、検査依頼の中には、症状や簡易検査の結果の如何に関わらず、疑似症患者の症例

定義に合致していない検査も相次ぎ、業務量が増大した。

イ 発生当初は、道立衛生研究所におけるＰＣＲ検査による陽性例について、国立感染症研

究所においても、再確認のため検査を行った。

ウ 道立衛生研究所への検体送付に当たっては、梱包上の不備や患者データの付記が無いな

ど、不適切な例があった。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 衛生研究所は膨大な検査に追われることとなり、感染症情報センターとしての十分な

機能の発揮に支障が生じた。

(ｲ) 国立感染症研究所における確認検査を行うために、検体搬送に時間を要することとな

った。

(ｳ) 道立衛生研究所への検体搬送に当たっては、ルールの遵守が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５
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(ｱ) 強毒性のウイルスが発生した場合には、より厳格な検査施設での操作が重要となる。

(ｲ) 道立衛生研究所における深夜休日に及ぶ検査は、その検査体制の維持に支障が生じる

おそれがある。

(ｳ) 道立衛生研究所への検体搬送に当たっては、ルールの遵守が必要である。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) ＰＣＲ検査は、大学病院や民間の検査機関等においても実施できるよう国への要請が

必要である。

(ｲ) 道立衛生研究所感染症情報センターと本庁保健福祉部は、情報収集やその発信につい

て、より一層の連携強化と役割分担の明確化が必要である。

(ｳ）検体搬送に当たっては、添付書類や梱包方法について、十分な周知が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) ウイルス分離は、厳格な検査施設が必要である。

(ｲ) ＰＣＲ検査は、大学病院や民間の検査機関等においても実施できるよう国への要請が

必要である。

(ｳ) 道立衛生研究所感染症情報センターと本庁保健福祉部は、情報収集やその発信につい

て、より一層の連携強化と役割分担の明確化が必要である。

(ｴ）検体搬送に当たっては、添付書類や梱包方法について、十分な周知が必要である。

(3) サーベイランス体制

① 現状

ア 衛生研究所に設置する北海道感染症情報センターにおいて、発生当初は、患者の全数把

握を行い、その後、集団感染の把握へ移行したのち、第３０週（７月２０日～７月２６日）

からは、定点把握（ＮＥＳＩＤ）として対応した。

（ＮＥＳＩＤ：感染症サーベイランスシステム）

イ 北海道感染症情報センターは、集計した感染症情報を、毎週、ホームページに公開した

が、当該ホームページへのアクセス数は、前年の２．５倍に相当する１３万回（インフル

エンザ関連情報：７．６万回、３．３倍）と大幅に増加した。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) サーベイランスは、頻回に改正が行われ、その都度、周知や取扱いの変更に、過重な

業務負担が生じた。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 頻繁なサーベイランスの改正は、過重な業務負担を引き起こす可能性がある。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 国は、ｉＮＥＳＩＤについて、データ入力方法等の改善が必要である。

（ｉＮＥＳＩＤ：暫定的感染症サーベイランスシステム）

(ｲ) 国は、通常時におけるサーベイランスシステムであるＮＥＳＩＤを基本とする各サー

ベイランスについて、その目的、機能の整理を行うとともに、ｉＮＥＳＩＤとの連携に

ついて改善を行う必要がある。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 国は、ｉＮＥＳＩＤの強化を図り、手作業によるデータ入力やメール送信によるアナ

ログ的手法の改善が必要である。

(ｲ) 国は、通常時におけるサーベイランスシステムであるＮＥＳＩＤを基本とする各サー

ベイランスについて、その目的、機能の整理を行うとともに、ｉＮＥＳＩＤとの連携に

ついて改善を行う必要がある。
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(4) 積極的疫学調査

① 現状

ア 発生当初、国の積極的疫学調査実施要綱に基づき、患者やその家族等に対する詳細な調

査を行った。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 発生時における詳細な調査は、患者や保健所職員等への過重な負担が生じた。

(ｲ) 調査時には、対象者との濃厚な接触により、保健所職員への感染のおそれが生じた。

(ｳ) 患者確認後における速やかな公表を行うため、限られたスタッフのもとで、保健所に

至急の調査を強いることとなった。

(ｴ) 調査によって収集した情報については、適切な整理が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 発生時における詳細な調査は、患者や保健所職員等への過重な負担が生じるおそれが

ある。

(ｲ) 調査時には、対象者との濃厚な接触により、保健所職員への感染のおそれがある。

(ｳ) 患者確認後における速やかな公表を行うためには、限られたスタッフのもとで、保健

所に至急の調査を強いることとなる。

(ｴ) 調査によって収集した情報については、その重要度や必要度に応じた迅速かつ適切な

整理が必要である。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 調査は、直接面談のほか、電話等による間接調査を検討する。

(ｲ) 調査を担当した職員の継続的な健康状況の把握を行うとともに、ワクチン接種や抗イ

ンフルエンザウイルス薬の積極的な予防投与を検討する必要がある。

(ｳ) 調査は、公表時刻にとらわれることなく、慎重かつ十分に行うこととし、保健所と本

庁における公表内容に係る適切な調整が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 調査は、直接面談のほか、電話等による間接調査を検討する。

(ｲ) 調査を担当した職員の継続的な健康状況の把握を行うとともに、ワクチン接種や抗イ

ンフルエンザウイルス薬の積極的な予防投与を検討する必要がある。

(ｳ) 調査は、公表時刻にとらわれることなく、慎重かつ十分に行うこととし、保健所と本

庁における公表内容に係る適切な調整が必要である。

(ｴ) 調査に当たっては、あらかじめ、情報の重要度や必要度の検討や評価を行っておく必

要がある。

(5) 予防投与

① 現状

ア 重症化防止に係る個人の予防投与は、医療機関で受けることができることとなっている。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 一般医療従事者に対する予防投与法が明確になっていない。

(ｲ) 行政の勧告によらない個人の重症化防止に係る任意の予防投与の価格については、医

療機関によって、差が生じている。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 一般医療従事者に対する予防投与法の明確化が必要になる。

(ｲ) 行政の勧告によらない個人の重症化防止に係る任意の予防投与の価格については、医

療機関によって、大きな差が生じるおそれがある。
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③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 一般医療従事者に対する予防投与法を明確にする必要がある。

(ｲ) 個人の任意の予防投与に係る価格については、一定程度の均てん化の検討が必要であ

る。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 一般医療従事者に対する予防投与法を明確にする必要がある。

(ｲ) 個人の任意の予防投与に係る価格については、一定程度の均てん化の検討が必要であ

る。

(6) 旅行者への対応

① 現状

ア 検疫による健康観察対象の外国人旅行者や罹患した修学旅行生に対する移動や宿泊先の

手配等を行った。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 旅行者に対する旅行業者や旅館、ホテル、公共交通機関などの対応が不明確であり、

その根拠となる指針等がなかった。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 旅行者に対する旅行業者や旅館、ホテル、公共交通機関などの対応が不明確となり、

混乱するおそれがある。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 罹患した旅行者に係る円滑な移動や宿泊先等の手配については、国による指針を示す

ことが必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 罹患した旅行者に係る円滑な移動や宿泊先等の手配については、国の方針に基づくガ

イドラインの策定が必要である。

(7) 薬剤・資機材の流通・確保

① 現状

ア 医療機関における新型インフルエンザ患者の診断に当たっては、迅速簡易検査キットを

使用した。

イ 小児患者へのタミフル投与に当たっては、ドライシロップを処方した。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 発生当初、関西圏では、迅速簡易検査キットが不足し、その後、道内においても不足

した地域があった。

(ｲ) 感染者の増加に伴い、小児用のタミフルドライシロップが不足した。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 急速な感染拡大により、迅速簡易検査キットが不足する可能性がある。

(ｲ) 感染者の増加に伴い、小児用のタミフルドライシロップが不足する可能性がある。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 迅速簡易検査キットの国による安定供給が必要である。

(ｲ) タミフルドライシロップの国による安定供給が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 国において、迅速簡易検査キットの一定量の備蓄の検討が必要である。
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(ｲ) 国において、タミフルドライシロップの一定量の備蓄の検討が必要である。

(8) 国、道、保健所設置市間の連携

① 現状

ア 国による都道府県等への情報提供が、報道機関等に対する公表よりも遅れることがあり、

対応に苦慮した。

イ 感染症法上、保健所設置市は都道府県と同様の権限を有している。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 国から都道府県等に対する情報提供は、報道機関等に対する公表よりも遅れずに行う

必要がある。

(ｲ) 医療体制の確保対策を行う上で、都道府県と保健所設置市の位置づけが不明確である。

(ｳ) 対応方針の変更に当たっては、道と保健所設置市間によって対応に違いや遅れが生じ

ないよう、迅速な情報交換が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 国から都道府県等に対する情報提供は、報道機関等に対する公表よりも遅れずに行う

必要がある。

(ｲ) 医療体制の確保を行う上で、都道府県と保健所設置市の位置づけを明確にする必要が

ある。

(ｳ) 対応方針の変更に当たっては、道と保健所設置市間によって対応に違いや遅れが生じ

ないよう、迅速な情報交換が必要である。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 国は、都道府県等への情報提供について、少なくとも報道機関等への情報提供と同時

に行う必要がある。

(ｲ) 国は、医療体制の確保対策について、都道府県と保健所設置市が同等の立場で取り組

むことができるよう、その取り扱いを明確にする必要がある。

(ｳ) 道と保健所設置市間において、常に情報交換ができるよう、ホットラインを設置する

必要がある。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 国は、都道府県等への情報提供について、少なくとも報道機関等への情報提供と同時

に行う必要がある。

(ｲ) 国は、医療体制の確保対策について、都道府県と保健所設置市が同等に関わることが

できるよう、指針を示す必要がある。

(ｳ) 道と保健所設置市間において、常に情報交換ができるよう、ホットラインを設置する

必要がある。

(9) 警察・消防・市町村・学校への情報提供

① 現状

ア 患者発生時における患者情報等の提供については、プライバシーの保護の観点から、対

応に苦慮した。

イ 児童・生徒に係る患者情報の学校等への連絡については、プライバシー保護の観点から、

患者の保護者から行うよう要請した。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 関係機関等への情報提供に当たっての基準がなかった。

(ｲ) 学校等への連絡手段についての検討が行われなかった。

イ ＰＳＩカテゴリー５
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(ｱ) 関係機関等への情報提供の基準化が必要になる。

(ｲ) 学校等への連絡手段についての検討を行う必要がある。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 市町村や学校などの関係機関等に対しては、プライバシーの保護に十分留意しつつ、

最大限の情報提供を行うための法的根拠の整理が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 市町村や学校などの関係機関等に対しては、プライバシーの保護に十分留意しつつ、

最大限の情報提供を行うための法的根拠の整理が必要である。

(10) 道民への情報提供（外国人、障がい者向けを含む。）

① 現状

ア 外国人用として、英文によるホームページはあるが、他の言語によるものはなかった。

イ 目や耳の不自由な方やろうあ者向けの情報伝達に係る準備ができなかった。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 英語のほか、中国語や韓国語、ロシア語等による情報伝達が必要である。

(ｲ) 目や耳の不自由な方やろうあ者向けの情報伝達が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 英語のほか、中国語や韓国語、ロシア語等による情報伝達が必要である。

(ｲ) 目や耳の不自由な方やろうあ者向けの情報伝達が必要である。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 英語のほか、中国語、韓国語、ロシア語版のホームページを作成する。

(ｲ) 目や耳の不自由な方向けの音声付きホームページや見やすいホームページ、ろうあ者

向けのファクシミリ送信による情報伝達手段を検討する。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 英語のほか、中国語、韓国語、ロシア語版のホームページを作成する。

(ｲ) 目や耳の不自由な方向けの音声付きホームページや見やすいホームページ、ろうあ者

向けのファクシミリ送信による情報伝達手段を検討する。

(11) 発生事例の公表

① 現状

ア 当初、患者発生を確認した時点で、深夜休日にかかわらず、報道機関への公表を行った。

イ 公表に当たって、患者の居住地は他の感染症の公表基準と同様に所管区域の保健所名を

示したが、他の都府県の報道対応を参考に、状況に応じて、居住する市町村名を公表した。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 深夜における公表は、患者や関係機関との調整に支障を生じることがあった。

(ｲ) 市町村名などの公表基準や報道対応基準などを決めていなかった。

(ｳ) 公立学校は、原則、その名称を公表したが、私立学校の場合は、了承が得られない限

り、その名称の公表は行わないなど、対応に違いが生じた。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 深夜における公表は、患者や関係機関との調整に支障を生じるおそれがある。

(ｲ) 市町村名などの公表基準や報道対応基準などを決めておく必要がある。

(ｳ) 公立学校や私立学校の名称の公表については、あらかじめ、対応を決めておく必要が

ある。

③ 改善方向
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ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 都道府県内の初発例を除き、深夜における公表の必要性を検討する。

(ｲ) 市町村名などの公表基準やＱ＆Ａの作成ガイドラインなどを策定する。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 国による公表に係る全国統一基準の策定が必要である。

(ｲ) 都道府県内の初発例を除き、深夜における公表の必要性を検討する。

(ｳ) 市町村名などの公表基準やＱ＆Ａの作成ガイドラインなどを策定する。

３ 社会活動の制限

(1) 学校等（保育所、幼稚園、学校等）の休業

① 現状

ア 臨時休業を行った保育所、幼稚園、学校、福祉施設等の状況について、報道機関等への

情報提供を行った。

イ 道と保健所設置市は、各施設に対し、独自に臨時休業要請等を行った。

ウ 発生当初、道立学校に係る臨時休業措置については、新型インフルエンザ対策本部の要

請に基づき、教育庁が個別に指示した。

エ 臨時休業中は、電話により児童生徒の健康観察等を行った。

オ 道立学校に係る臨時休業等の取扱いについては、教育庁と保健福祉部が協議の上、その

目安を決定し、市町村立学校等に対してもこの目安を示した。

カ 教育庁は、平成２２年度道立高等学校入学者選抜における特例措置として学力検査の追

検査を実施することとした。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 道として、一元的に、保育所、幼稚園、学校、福祉施設等の休業状況を把握し、情報

発信を行う仕組みがなかった。

(ｲ) 道と保健所設置市間において、臨時休業要請に係る取扱いや感染状況の公表内容、臨

時休業等の目安などに差があった。

(ｳ) 学校への臨時休業指示が早朝や深夜になる場合があり、迅速な措置に支障を生じた。

(ｴ) 臨時休業中における児童生徒の健康観察の際には、学校に設置している電話機で確認

を行ったが、一斉に電話することにより電話機が不足し、個人の携帯電話等を使用する

ことがあった。

(ｵ) 各都道府県の流行時期によっては、全国レベルの入学試験や就職試験等の時期が重な

ることにより、受験等ができず、生徒に不利益が生じるおそれがあった。

(ｶ) 保健福祉部と教育庁の決定事項について、保健所によっては対応の違いがあり、教育

局や学校が対応に苦慮したことがあった。

(ｷ) 修学旅行や部活動等の大会参加については、学校間（公立と私立）で対応が異なった。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 道として、一元的に、保育所、幼稚園、学校、福祉施設等の休業状況を把握し、情報

発信を行う仕組みが必要である。

(ｲ) 臨時休業期間が長期になった際には、学習指導要領で示されている年間の標準授業時

数の確保に支障をきたすおそれがある。

また、休業期間中の学習指導や生活指導の手立てが必要となる。

(ｳ) 臨時休業期間が長期化することにより、乳幼児や児童等を養育している保護者の就労

等に支障が生じるおそれがある。

(ｴ) 道と保健所設置市間において、臨時休業要請に係る取扱いや感染状況の公表内容、臨

時休業等の目安などの統一化が必要である。
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(ｵ) 学校の臨時休業については、指示の迅速化が必要である。

(ｶ) 臨時休業中における児童生徒の健康観察に当たり、学校に設置している電話機を一斉

に使うこととなった際には、電話機が不足するおそれがある。

(ｷ) 各都道府県の流行時期によっては、全国レベルの入学試験や就職試験等の時期が重な

ることにより、受験等ができず、生徒に不利益が生じるおそれがある。

(ｸ) 保健福祉部と教育庁の決定事項は、地域の保健所や学校に的確に伝える必要がある。

(ｹ) 修学旅行や部活動等の大会参加について、学校間（公立と私立）で対応が異なるおそ

れがある。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 各施設における臨時休業状況を一元的に把握し、ホームページ等を活用した道民への

情報提供について、関係部局と協議する必要がある。

(ｲ) 教育庁は、サーベイランス体制の変更に基づき、臨時休業の目安を定め、学校が保健

所の助言を受けながら、独自に臨時休業の判断ができるようにした。

(ｳ) 臨時休業に係る道と保健所設置市間における統一的な取扱いが必要である。

(ｴ) 児童生徒の健康観察については、合理的な方法や適切な予算措置を検討する必要があ

る。

(ｵ) 国は、流行時における入学試験や就職試験等に係る受験機会の確保など、救済措置を

検討する必要がある。

(ｶ) 保健福祉部と教育庁の決定事項は、学校現場に対する確実な情報提供が必要である。

(ｷ) 修学旅行や部活動等の大会参加の是非については、疫学的な根拠に基づく指導が必要

である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 保育所、幼稚園、学校、福祉施設等のほか、営業自粛を行った企業や団体等の臨時休

業状況を一元的に把握し、ホームページ等を活用した道民への情報提供について、関係

部局との協議が必要である。

(ｲ) 臨時休業中の学習指導や生活指導については、休業期間中の学習教材等の準備を指導

することが必要である。

また、臨時休業期間が長期になり、標準授業時数の確保が困難であると予測される場

合には、週当たりの授業時数を増やしたり、長期休業期間を短縮するまたは期間中に登

校日を設けたりするなどして、標準授業時数の確保について指導することが必要である。

(ｳ) 国や自治体、企業等は、就労する保護者に対する特別休暇などの環境づくりや乳幼児

等の保育環境の充実の検討が必要である。

(ｴ) 臨時休業に係る道と保健所設置市間における統一的な取扱いが必要である。

(ｵ) 児童生徒の健康観察については、合理的な方法や適切な予算措置を検討する必要があ

る。

(ｶ) 国は、流行時における入学試験や就職試験等に係る受験機会の確保など、救済措置を

検討する必要がある。

(ｷ) 保健福祉部と教育庁の決定事項は、学校現場に対する確実な情報提供が必要である。

(ｸ) 修学旅行や部活動等の大会参加の是非については、疫学的な根拠に基づく指導が必要

である。

(2) 道民利用施設の休業、イベント・不要不急業務の自粛等

① 現状

ア 国は、発生当初に策定した「基本的対処方針」を改定し、「現時点においては、一律に

外出を控えなくて良いこと、集会・スポーツ大会などは一律の自粛は要請しないこと、イ

ベント等の主催者は趣旨や必要性等を勘案し総合的に判断すること、一律の事業の縮小は
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要請しないこと」などと示したことから、社会経済活動は弾力的かつ柔軟に対応した。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 改定後の「基本的対処方針」の下では、社会経済活動に、多大な影響は出なかった。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 強毒性の場合は、新型インフルエンザ対策行動計画に基づく対応が求められ、観光関

連産業等、地域経済に重大な影響を及ぼすことになる。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 社会経済活動に多大な影響を及ぼさないよう、改定後の「基本的対処方針」と同様な

対応ができるよう指針の策定を検討する必要がある。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 観光関連産業など、地域経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、これらの

対策を実施する上での計画や経営支援方策などをあらかじめ策定するよう、関係各部で

検討する必要がある。

４ 行政機関の危機管理体制

(1) 道対策本部、対策本部事務局

① 現状

ア 本庁保健福祉部健康安全室は、北海道新型インフルエンザ対策本部の事務局を担い、対

策全般を主導した。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 対策に当たっては、本来業務を担う担当課による対策班を設置しなかった。

(ｲ) 全庁の対策本部会議や幹事会は開催したが、保健福祉部における対策会議は開催しな

かったので、部内の情報共有等が不十分であった。

(ｳ) 本庁総務部においては、対策の直接担当課が本部会議の幹事になっていないことから、

迅速に情報を得られないことがあった。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 対策に当たっては、本来業務を担う担当課による対策班を設置する必要がある。

(ｲ) 全庁の対策本部会議や幹事会のほか、保健福祉部における対策会議の開催による部内

の情報共有等が必要である。

(ｳ) 本部会議の幹事は、関係各部において適確な選定が必要である。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 本庁内における横断的な組織体制については、福祉施設や学校保健関係などについて、

より実践的で迅速な対応を図るため、本部会議幹事会の構成員の拡大を検討する必要が

ある。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 本庁内における横断的な組織体制については、福祉施設や学校保健関係などについて、

より実践的で迅速な対応を図るため、本部会議幹事会の構成員の拡大を検討する必要が

ある。

(2) 保健所設置市

① 現状

ア すべての保健所設置市に対策本部を設置し、感染症担当課主導で対策を実施した。

② 課題
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ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 保健所内や庁内における意思統一や役割分担の明確化が必要であった。

(ｲ) 行動計画やマニュアルに基づく対応については、平常時からシミュレーションや見直

しが必要であった。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 保健所内や庁内における意思統一や役割分担を明確にする必要がある。

(ｲ) 行動計画やマニュアルに基づく対応については、平常時からシミュレーションや見直

しが必要である。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 所内横断的な対策の基盤を構築する必要がある。

(ｲ) 対策行動計画において、役割分担（対策中枢、情報管理、相談・健康監視・疫学調査、

関係機関の調整、広報・啓発、人的配置・物品管理等）の明記と合意が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 所内横断的な対策の基盤を構築する必要がある。

(ｲ) 対策行動計画において、役割分担（対策中枢、情報管理、相談・健康監視・疫学調査、

関係機関の調整、広報・啓発、人的配置・物品管理等）の明記と合意が必要である。

(3) 道立保健所

① 現状

ア 地方対策本部においては、保健所が事務局を担った。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 地方対策本部事務局内の体制等の規定がないため、各保健所での事務処理体制に違い

が生じた。

(ｲ) 保健所及び総合振興局（振興局）内における班体制が必要であった。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 地方対策本部事務局内の体制等の規定を定める必要がある。

(ｲ) 保健所及び総合振興局（振興局）内における班体制が必要である。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 地方対策本部においては、対策担当課のみが中心となり一部の職員に負担が生じるこ

とのないよう、役割分担を定めた班体制の構築を進める必要がある。

(ｲ) 各地域における規模や機能の差を勘案した上で、保健所が危機管理拠点としての機能

を十分発揮できるよう、必要に応じて組織機構の改正を検討すべきである。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 地方対策本部においては、対策担当課のみが中心となり一部の職員に負担が生じるこ

とのないよう、役割分担を定めた班体制の構築を進める必要がある。

(ｲ) 各地域における規模や機能の差を勘案した上で、保健所が危機管理拠点としての機能

を十分発揮できるよう、必要に応じて組織機構の改正を検討すべきである。

５ 弱者支援

(1) 在宅患者の支援

① 現状

ア この度の新型インフルエンザにおいては、市町村が在宅療養を行っている患者の支援（見

回り、訪問看護、訪問診療、食事提供など）を行う状況には至らなかった。

② 課題



- 22 -

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 在宅療養支援の実施に備え、あらかじめ市町村の新型インフルエンザ対策行動計画の

策定が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 在宅療養支援の実施に備え、あらかじめ市町村の新型インフルエンザ対策行動計画の

策定が必要である。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 保健所をはじめ、総合振興局（振興局）内の関係課が連携し、市町村の計画づくりを

支援する必要がある。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 保健所をはじめ、総合振興局（振興局）内の関係課が連携し、市町村の計画づくりを

支援する必要がある。

(2) 社会的弱者の支援

① 現状

ア この度の新型インフルエンザにおいては、市町村が社会的弱者の支援（見回り、訪問看

護、訪問診療、食事提供など）を行う状況には至らなかった。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 社会的弱者支援の実施に備え、あらかじめ市町村の新型インフルエンザ対策行動計画

の策定が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 社会的弱者支援の実施に備え、あらかじめ市町村の新型インフルエンザ対策行動計画

の策定が必要である。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 保健所をはじめ、総合振興局（振興局）内の関係課が連携し、市町村の計画づくりを

支援する必要がある。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 保健所をはじめ、総合振興局（振興局）内の関係課が連携し、市町村の計画づくりを

支援する必要がある。

６ 法体系等

(1) 法制度

① 現状

ア 現行の対策の中には、発熱外来の設置など、感染症法等の法的根拠に基づかず、新型イ

ンフルエンザ対策行動計画や対応方針等に基づいて実施しているものがある。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 様々な対策の実施に当たっては、法的根拠に基づかずに協力依頼や要請を行うことは

困難である。

(ｲ) イベントや集会等の不要不急業務の自粛要請を行うためには、法的根拠が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 様々な対策の実施に当たっては、法的根拠に基づかずに協力依頼や要請を行うことは

困難である。

(ｲ) イベントや集会等の不要不急業務の自粛要請を行うためには、法的根拠が必要である。
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③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 国は、感染症法の改正など、法体系の整備を行う必要がある。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 国は、感染症法の改正など、法体系の整備を行う必要がある。

(2) 業務継続計画

① 現状

ア 本庁総務部は、新型インフルエンザの流行に際し、道の各部局の機能の維持及び必要な

業務の継続を目的とした業務継続計画を策定した。

イ 保健所や市町村、医療機関、一般企業等においては、業務継続計画の策定を行っていな

いところがある。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 道の業務継続計画のより具体的な各論（業務の中止、縮小等）の策定が必要である。

(ｲ) 保健所における業務継続計画の早急な策定が必要である。

(ｳ) 市町村における業務継続計画の策定について、より一層の働きかけが必要がある。

(ｴ) 医療機関や一般企業における業務継続計画の策定を促す必要がある。

(ｵ) 許認可や資格、報告事項等の手続きの緩和等について、事前に各種法令の改正等が必

要である。

(ｶ) 事業の休止や外出自粛等に伴う経済活動への影響に対する支援を明確にする必要があ

る。

(ｷ) 事業継続のための在宅勤務のあり方の検討が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 道の業務継続計画のより具体的な各論（業務の中止、縮小等）を策定する必要がある。

(ｲ) 保健所における業務継続計画の早急な策定が必要である。

(ｳ) 市町村における業務継続計画の策定について、より一層の働きかけが必要がある。

(ｴ) 医療機関や一般企業における業務継続計画の策定を促す必要がある。

(ｵ) 許認可や資格、報告事項等の手続きの緩和等について、事前に各種法令の改正等が必

要である。

(ｶ) 事業の休止や外出自粛等に伴う経済活動への影響に対する支援を明確にする必要があ

る。

(ｷ) 事業継続のための在宅勤務のあり方の検討が必要である。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 具体的な各論を策定するため、全庁による協力体制が必要である。

(ｲ) 各部局における業務量や不要不急業務の整理などを行っておく必要がある。

(ｳ) 保健所や市町村、医療機関、一般企業等における業務継続計画の策定を一層進める必

要がある。

(ｴ) 国は、許認可等の緩和など、必要な法令の改正を行う必要がある。

(ｵ) 在宅勤務のあり方等について事前に検討を進める必要がある。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 具体的な各論を策定するため、全庁を上げた協力体制が必要である。

(ｲ) 各部局における業務量や不要不急業務の整理などを行っておく必要がある。

(ｳ) 保健所や市町村、医療機関、一般企業等における業務継続計画の策定を一層進める必

要がある。

(ｴ) 国は、許認可等の緩和など、必要な法令の改正を行う必要がある。
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(ｵ) 在宅勤務のあり方等について事前に検討を進める必要がある。

(3) 道行動計画、市町村行動計画

① 現状

ア 市町村に対して、新型インフルエンザ対策行動計画の策定を求めている。

イ 国は、新型インフルエンザ対策行動計画の改訂を進めている。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 新型インフルエンザ対策行動計画を策定していない市町村への働きかけが必要であ

る。

(ｲ) 国の対応に連動し、道の行動計画の改訂を行う必要がある。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 新型インフルエンザ対策行動計画を策定していない市町村への働きかけが必要であ

る。

(ｲ) 国の対応に連動し、道の行動計画の改訂を行う必要がある。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 保健所における市町村等連絡会議等を活用し、策定に係る積極的な働きかけを行うこ

ととする。

(ｲ) 道の行動計画の改訂を行うこととする。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 保健所における市町村等連絡会議等を活用し、策定に係る積極的な働きかけを行うこ

ととする。

(ｲ) 道の行動計画の改訂を行うこととする。

７ その他

(1) 報道機関への対応

① 現状

ア 報道機関への対応は、健康安全室医療参事をスポークスマンとして一本化し、個別取材

に応じたほか、定期記者会見を行った。

イ 報道機関の個別取材は、会議室の他、適宜、執務室内でも応じた。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 医療参事は対策における中心的役割を担っているため、報道対応が集中する発生初期

は、多忙を極めた。

(ｲ) 執務室内の取材は、個人情報の管理や関係機関等との調整に支障を生じるおそれがあ

った。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 医療参事は対策における中心的役割を担うため、報道対応の集中により、業務に支障

が生じるおそれがある。

(ｲ) 執務室内の取材は、個人情報の管理や関係機関等との調整に支障を生じるおそれがあ

る。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 報道対応が集中する発生初期には、臨時緊急的に専任のスポークスマンの配置を検討

する必要がある。

(ｲ) 執務室内ではなく、別室での取材を受けるよう調整する必要がある。
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イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 報道対応が集中する発生初期には、臨時緊急的に専任のスポークスマンの配置を検討

する必要がある。

(ｲ) 執務室内ではなく、別室での取材を受けるよう調整する必要がある。

(2) 道民への普及啓発（インフルエンザキャンペーンの実施等）

① 現状

ア 感染予防対策や医療機関への受診方法等について、普及啓発を行った。

② 課題

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 手洗いやうがい、咳エチケット等の感染予防策や食料の備蓄、あらかじめ電話をかけ

てからの医療機関受診など、道民への継続的な普及啓発が必要である。

(ｲ) 感染者等に対する差別や偏見が生じないよう、正しい情報提供が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 手洗いやうがい、咳エチケット等の感染予防策や食料の備蓄、受診方法の周知など、

道民への普及啓発が必要である。

(ｲ) 感染者等に対する差別や偏見が生じないよう、正しい情報提供が必要である。

③ 改善方向

ア ＰＳＩカテゴリー１

(ｱ) 庁内の各部局や関係機関、団体とも協力した大規模なキャンペーンの実施など、より

一層の普及啓発の徹底が必要である。

イ ＰＳＩカテゴリー５

(ｱ) 庁内の各部局や関係機関、団体とも協力した大規模なキャンペーンの実施など、より

一層の普及啓発の徹底が必要である。

Ⅳ 今後の対応に向けた国への提言

国においては、「新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）対策総括会議報告書」を踏まえ、現在、

新型インフルエンザ対策行動計画やガイドラインの改定等を検討しているところであるが、道とし

ては、本道における新型インフルエンザ対策の現状や課題、改善方向を踏まえ、国に対して次の提

言を行うものである。

１ 医療提供体制について

(1) 感染防止対策

多くの医療機関において適切に患者対応ができるよう、必要な施設の改修や感染予防資器材

の整備について、その費用の全額助成を検討すること。

(2) 新型インフルエンザワクチンの供給・接種

ア 接種希望者の大幅な増大に備え、幼児や児童生徒、学生、社会機能維持者等に対する集団

接種の円滑な実施について、厚生労働省や文部科学省等の関係省庁間による連携を強化する

ほか、都道府県の関係部局に対するより実効性の高い通知を行うこと。

イ プレパンデミックワクチンの優先接種対象者を早期に明示すること。

(3) 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄

ア 都道府県が備蓄している抗インフルエンザウイルス薬（タミフル）が使用期限を迎えた場

合の取扱いを、早期に明示すること。

イ 都道府県が備蓄している抗インフルエンザウイルス薬を市場に放出した際の売却益の取扱

いを明示すること。

ウ タミフル耐性ウイルスに対する対応策として、リレンザの備蓄割合や他の抗インフルエン

ザウイルス薬の備蓄等について、検討すること。

エ タミフルドライシロップの安定供給について検討すること。
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２ 行政機関の対応について

(1) サーベイランス体制

ＮＥＳＩＤを基本とする各サーベイランスについて、目的・機能の整理を行い、データ入力

手法、通信環境の改善などについて検討すること。

(2) 旅行者への対応

罹患した旅行者に係る円滑な移動や宿泊先等の手配に係る指針の策定を検討すること。

(3) 薬剤・資機材の流通・確保

ア 迅速簡易検査キットの安定供給を検討すること。

イ タミフルドライシロップの安定供給を検討すること。

(4) 国、道、保健所設置市間の連携

ア 都道府県等への情報提供については、少なくとも報道機関等への情報提供と同時に行うこ

と。

イ 医療体制の確保対策について、都道府県と保健所設置市が同等に関わることができるよう、

指針の策定を検討すること。

(5) 発生事例の公表

公表に係る全国統一基準の策定を検討すること。

３ 社会活動の制限について

(1) 学校等（保育所、幼稚園、学校等）の休業

流行時における入学試験や就職試験等に係る受験機会の確保等の救済措置を検討すること。

４ 法体系の整備等について

(1) 法制度

社会機能の維持を円滑に進めるため、感染症法の改正など、法体系の整備を行うこと。

(2) 業務継続計画

業務継続計画の策定を促進するため、住民に直結する許認可等の緩和など、必要な法令の改

正を行うこと。

Ⅴ 結びに

平成２１年４月に、この度の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）が海外で発生した以降、国は、

国民生活や経済への影響を最小限に抑えつつ、感染拡大を防ぐとともに、重症者や重篤化しやすい

基礎疾患を有する方々などを守るという目標を掲げ、対策を講じてきた。

北海道においては、国のこの方針に沿って、道民の方々への迅速かつ的確な情報提供、感染拡大

の防止、医療提供体制の確保などを推進することとし、道庁はもとより、市町村や医療機関、医師

会、薬剤師会などの関係機関や団体の協力の下、各種対策を進めてきた。

幸いにも、この度の新型インフルエンザは、当初、想定していたほどの毒性ではなかったものの、

この間、相談体制や発熱外来、ワクチン接種事業のあり方など、数多くの課題が浮かび上がった。

道としては、この課題の整理や改善方向を検討し、この度の検証結果をもとに、今後、懸念され

る第２波の流行や毒性の変化などに備え、関係機関や団体と緊密に連携し、全庁をあげた取組を確

実に推進し、新型インフルエンザ対策に万全を期して参りたいと考えている。


