
 
平成 26 年度 兵庫県新型インフルエンザ等対策有識者会議 議事録 

                                                 H27.3.23（月）14：00～16：00 
                                      於：兵庫県災害対策センター 災害対策本部室 
 
〈事務局〉 定刻になりましたので、ただいまより平成 26 年度兵庫県新型インフルエンザ
等対策有識者会議を開催いたします。委員の皆様には年度末のお忙しい中をご出席いただ
きまして、誠にありがとうございます。私は本日進行を担当いたします、兵庫県健康福祉
部健康局疾病対策課感染症班長を仰せつかっております矢野と申します。どうぞよろしく
お願いします。本日は、委員定員 11 名中、代理委員１名を含みまして、またお一人まだお
越しいただいておりませんけれども、現時点で 10 名出席いただいておりますので、兵庫県
新型インフルエンザ等対策有識者会議規則第３条２項の要件を満たしまして会議が成立し
ておりますことをまず申し上げます。 
  また、当会におきましては、兵庫県新型インフルエンザ等対策有識者会議開催要領に基
づき、原則として公開されて実施することとしております。本日につきましては傍聴のお
申し出はございません。また、本日の資料及び議事録につきましては、後日、県のホーム
ページを通じまして公表させていただくこととなりますので予めご了承いただきますよう
お願いします。 
  それでは、開会にあたりまして兵庫県太田健康福祉部長からごあいさつ申し上げます。
〈部長〉太田でございます。本日は年度末のお忙しい中、皆様多数お集まりいただきあり
がとうございます。 また、平素は、行政に対しまして格段のご支援を賜っておりますこと
をあらためてお礼を申し上げたいと思います。この有識者会議は、昨年度に設置いたしま
して合計４回、ご議論いただきました。その結果、昨年 10 月に「兵庫県新型インフルエン
ザ等対策行動計画」を策定することができました。これにより、発生に備えて平時の対策
を進めておりますが、今日はこの対策計画に基づき、今年度の対策といたしましてまず、
県下の圏域毎の医療体制の整備について、また各市町の行動計画の策定状況のご報告をさ
せていただきたいと思います。後は、当会議の委員でいらっしゃいます兵庫県医師会、神
戸検疫所、および神戸市から取り組みをご報告いただきたいと思っておりますのでよろし
くお願い申し上げます。さらに、新型インフルエンザが実際に発生した時に備えて今年度
は政府の対策訓練が実施され、兵庫県においても訓練を実施いたしましたのでご報告をし
ます。実際に発生した際には皆様のご協力をいただきたいと思いますので、どうぞよろし
くお願いします。 
〈事務局〉 それでは、本日、お配りしております資料の確認をさせていただきます。次
第、出席者名簿、配席図でございます。説明資料は資料１から９までご用意しております。
資料右肩に資料番号を付してございます。ご確認いただけますでしょうか。また、参考資
料といたしまして当有識者会議の関係規定を 1 冊、兵庫県新型インフルエンザ等対策行動
計画を 1 冊とその要約版Ａ３ 1 枚ものを付けております。お手元資料に不足はございま
せんでしょうか。 
  続きまして、本日会議に出席いただいております委員の皆様のうち、今年度に交替され
た委員をご紹介させていただきます。西日本旅客鉄道株式会社 副支社長 和田寿三様が新
たにご就任されております。 
〈委員〉和田でございます。よろしくお願いいたします。 
〈事務局〉公務により現在到着されておりませんけれども、神戸市立医療センター中央市
民病院感染症センター長の 井朝子様が新たに委員にご就任いただいております。続きま
して、これまでからご就任いただいている委員をご紹介させていただきます。神戸大学医
学部附属病院感染制御部長で当会の会長をお願いしております、荒川創一様でございます。 
〈会長〉荒川です。よろしくお願いします。 
〈事務局〉兵庫県医師会副会長の足立光平様でございます。 
〈委員〉足立です。よろしくお願いします。 
〈事務局〉兵庫県看護協会専務理事の小田美紀子様でございます。 
〈委員〉小田でございます。よろしくお願いします。 
〈事務局〉神戸市保健所長の伊地智昭浩様でございます。 
〈委員〉伊地智です。よろしくお願いします。 



〈事務局〉兵庫県保健所長会副会長の田所昌也様の代理で、赤穂健康福祉事務所長の鷲見
宏様でございます。 
〈委員〉鷲見です。よろしくお願いします。 
〈事務局〉神戸検疫所の井村俊郎様でございます。 
〈委員〉井村です。よろしくお願いします。 
〈事務局〉ひょうご震災記念 21 世紀研究機構 副理事長の室﨑益輝様でございます。  
〈委員〉室﨑です。よろしくお願いします。 
〈事務局〉兵庫県商工会議所連合会 専務理事の村田泰男様でございます。 
〈委員〉村田でございます。よろしくお願いします。 
〈事務局〉神戸新聞社論説委員の慶山充夫様でございます。 
〈委員〉慶山でございます。よろしくお願いします。 
〈事務局〉ＷＨＯ神戸センター所長 アレックスロス様におかれましては、オブザーバー
として当会に参加いただいているところですが、本日はロス所長の代理としましてＷＨＯ
神戸センターの特別担当かつＷＨＯ本部の情報渉外官 野崎慎仁郎様でございます。 
〈オブザーバー〉野崎でございます。よろしくお願いします。 
〈事務局〉それでは、議事に移りたいと思いますので、議事進行につきまして荒川会長よ
ろしくお願いします。 
〈会長〉よろしくお願いします。会長を仰せつかっております、荒川でございます。本日
は時間が限られておりますので、なるべくスムースに議事を進行できますよう皆様のご協
力をお願いします。早速ですが、議事に入らせていただきます。議事次第に従って進めて
まいります。議題１ 報告事項の中の①～③までを通して事務局からご説明願います。 
〈事務局〉兵庫県健康福祉部参事兼疾病対策課長の味木でございます。平素は疾病対策の
推進にご協力賜りましてありがとうございます。議題１についてご説明申し上げます。今
回、新たに当有識者会議委員にご就任いただいている委員の方がおられますので、兵庫県
の対策行動計画を簡単にご説明いたします。Ａ３ 1 枚ものをご覧ください。新型インフ
ルエンザ等対策の基本的な考え方といたしまして、本県では独自に病原性と感染力に応じ
て適切な対策を実施するということで、対策レベルを１、２、３と３段階用意しておりま
す。病原性が明らかでない場合は、危機管理の原則に則り、被害が大きい場合に備えてレ
ベル３の対策をとりまん延防止を図ることとしております。対策につきましては、有識者
の意見もお聞きして柔軟に対応することにしております。右表におきまして、未発生期、
海外発生期、県内発生早期、県内感染期、小康期というそれぞれの発生段階に応じて、情
報収集・提供、予防・まん延の防止、医療体制、県民生活・経済の安定の確保について対
策を実施していくということを考えております。 
この体制を前提といたしまして、現段階の「医療体制整備の状況」についてご報告をさ

せていただきます。資料１ Ａ３横置きのものをご覧ください。医療体制につきましては、
左側、海外発生期から県内発生早期につきましては、対策レベル１～３共通のものとして
新型インフルエンザ発生国に滞在歴のある、又は患者の濃厚接触者である発熱・呼吸器症
状等の患者は、県の健康福祉事務所または保健所に設置されます相談センターへご連絡い
ただきます。この中で新型インフルエンザの基準を満たす患者につきましては、専用外来
に紹介し、そこで診察をして新型インフルエンザと診断された場合には、感染症指定医療
機関に搬送し入院治療することになります。専用外来につきましては、国のガイドライン
により概ね人口 10 万人に１カ所設置するとされており、現段階で県内には 55 施設からご
協力いただけるということを、各圏域で取りまとめております。感染症指定医療機関につ
きましては、県内９施設で入院医療に取り組んでまいります。各圏域の医療体制につきま
しては、圏域協議会において協議し、また訓練も実施して、それぞれの課題を整理してお
ります。昨年 9 月 18 日には、県医師会と保健所長会との会議において、各圏域の医療体制
整備状況について情報共有をさせていただいております。次に、資料の右側県内感染期、
患者のリンクが追えなくなった感染期になりますと、国の行動計画では対策レベル１で記
載しておりますとおり、一般医療機関で外来診療を行い、重症者を入院治療するというこ
とになっております。本県におきましては、対策レベル１の時は国の考え方と同様ですが、
対策レベル３の時は、いきなり一般医療機関に拡げるのではなく、院内感染の対策が講じ
られたところから、段階的に医療体制を拡げていくという考え方にしております。まず、
外来におきましては、専用の待合室や時間的区画の対応が可能なところが、外来協力医療



機関として専用外来とともに外来をやっていただきます。入院につきましても、入院協力
医療機関にご協力いただくことになります。27 年 1 月末現在で、外来協力医療機関は、専
用外来 55 施設と合わせて 859 施設から、入院協力医療機関は、感染症指定医療機関 9 施設
と合わせて 80 施設からご協力いただける旨調整をしております。専用外来につきまして
は、県行動計画に記載しておりますとおり、公表しないことになっております。外来協力
医療機関につきましては、実際に新型インフルエンザが発生しましたら、改めて名簿に整
理しております医療機関に対して協力体制を確認のうえ、必要な時期に公表していけるよ
うに引き続き準備を進めてまいります。なお、後ほど報告いたします、特定接種の登録事
業者につきましては、本県におきましては、県内感染期の対策レベル１で新型インフルエ
ンザ診療にご協力いただける一般医療機関を対象に登録させていただいております。医療
体制の整備につきましては以上でございます。 
引き続きまして、「登録接種の状況」でございます。特定接種は、新型インフルエンザ

が発生した時に医療、または国民生活・経済の維持に関わる業務を担う事業者や、新型イ
ンフルエンザ対策を実施する公務員を対象に接種するものでございます。これについては、
国が特定接種登録管理システムによって対象事業者から登録申請を受け付ける、というし
くみになっております。登録管理システムにつきましては、昨年秋に稼働予定でしたが、
国の開発が遅れており今のところ、来年度に運用開始の見込みとなっております。システ
ムの運用に先立ちまして、医療従事者につきましては、既に都道府県経由で 25 年度中に登
録を終え、昨年度登録修正作業をしたところです。次ページは、特定接種登録管理システ
ムの概要ですが、今年の国の新型インフルエンザ等対策有識者会議で配布された資料です。
実際にこのシステムが稼働しましたら、厚生労働大臣から登録事業者についてホームペー
ジで公示するとともに、事業を所管する関係省庁から対象事業者に通知します。対象事業
者がシステムに登録申請すると、その内容を関係省庁が診査・確認し、その結果を厚生労
働省に報告し、登録事業者が登録されるしくみでございます。その後、修正等の作業もこ
のシステムを活用して、ということになっております。医療体制における登録接種の登録
状況について、資料に各健康福祉事務所、保健所ごとに示しております。医療従事者につ
いては、新型インフルエンザ医療の従事者と重大緊急医療に従事する者の 2 本柱で医療体
制を構築しております。病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーション、助産所とな
っておりまして、診療所の登録につきましては、県医師会に全面的にご協力いただきまし
た。歯科診療所は、概ね 2 次医療圏に１カ所の設置ということになっておりますので、県
歯科医師会のご協力を得て登録しております。薬局は薬剤師会、また訪問看護ステーショ
ン及び助産所については、看護協会にご協力をいただきまして、登録事業所 5210 カ所、従
事者数 12 万件を登録していただいております。この情報に基づいて、ワクチンの供給状況
等を情報共有していくこととしております。 
最後に資料３「市町行動計画の策定状況について」ですが、国が市町行動計画の策定に

かかる手引きを平成 25 年 11 月 1 日に公表し、保健所設置市である神戸市、姫路市、尼崎
市、西宮市が計画を策定し 4 月～6 月に公表いただいています。今年度 6 月 2 日に市町を
対象に説明会を開催し、その場で神戸市保健所山﨑課長に住民接種の考え方についてご説
明いただき、市町行動計画の策定をお願いしたところです。策定にあたっては、各健康福
祉事務所が助言指導を行っております。今年度内の策定・公表を目標に市町に取り組んで
いただきまして、概ね年度内、遅くとも次年度早々に公表の見通しが立っているところで
ございます。この市町計画に基づき県、市町が連携をとりながらそれぞれの対策を進めて
まいります。報告は以上です。 
〈会長〉ありがとうございました。今のご説明にありました報告事項の①～③につきまし
て何かご質問がございますか。 
〈委員〉資料①の対策レベル３の外来協力医療機関の数ですが、専用外来 55 施設＋869 と
いうことですが、これは、先だって保健所を通して（診療所に対して）緊急調査という形
でやられましたが、その結果の数ということでよろしいか。 
〈事務局〉 緊急調査ではなく、医療体制整備についてはあらかじめ各圏域の中で調整し
ていただくようにお願いをしておりまして、調整のできている圏域につきましては、その
数をご報告いただき、また調整が十分でなかったところについては現時点の確認をさせて
いただいたということでございます。 
〈委員〉その趣旨が各保健所を通じて十分に伝わっていなかったようです。郡市区医師会



と十分に調整をしたことが反映できていなかったと思われるので。あくまでこれは、実際
に起こった時に、保健所と地域医師会がしっかりと連動して順次移行していくという体制
ですので、これが固定した数ではない、とご理解願った方がよいと思います。 
〈事務局〉 先ほど申し上げましたとおり、実際に起こった際には、再度診療所へ確認を
させていただいたうえで、進めてまいります。また、この県独自の医療体制の考え方につ
きましては、担当者でも理解が困難なことがありますので、担当者が交替するたびに、こ
れまでの経緯や内容の伝達を確実に行い、しっかりと対策を進めてまいりたいと思います。 
〈委員〉はい。 
〈会長〉他にいかがでしょう。この特定接種というのは、新型インフルエンザが発生した
時に、率先して医療を行う、またそれ以外のケアにあたるところが対象となっております
が、それ以外のところは、希望すれば登録できるのですか。 
〈事務局〉医療機関といたしましては、新型インフルエンザ医療にご協力いただける医療
機関は、登録申請していただけます。 
〈会長〉新型インフルエンザの診療ではなく、それ以外の特殊な診療を行う医療機関はど
うですか。 
〈事務局〉重大緊急医療を行うところは、対象になっています。 
〈会長〉重大緊急以外の診療はどうですか。 
〈事務局〉たとえば、皮膚科などは、国が特定接種の対象外であると定めています。 
〈会長〉ほか、よろしいでしょうか。それでは、④、⑤に進みたいと思います。よろしく
お願いします。 
〈事務局〉災害対策課長 北本でございます。私の方から本部設置要綱、および訓練の概
略についてご報告いたします。資料④をお願いします。新型インフルエンザ等対策本部設
置要綱の概要でございます。新型インフルエンザ等対策特措法第 22 条により、国内外にお
いて新型インフルエンザが発生し、政府対策本部が設置されますと、県の対策本部を設置
することになっております。昨年度制定いたしました新型インフルエンザ等対策の実施に
関する条例第４条に基づきまして、「県の対策本部組織等」必要な事項を規定するもので
ございます。組織および運営の内容につきましては、対策本部の事務局内に総務局、対策
局、支援局、および広域支援局を設けまして、医療対策の策定や事務局の役割分担を明確
化しております。主な内容でございますが、組織としましては、知事を本部長としまして
副知事、防災監を副本部長以下本部長としております。対策本部会議でございますが、本
部長は対策の実施にあたりまして、有識者会議の意見、その他必要と認める者から専門的
な意見を聴くことができると規定しております。分掌事務でございますが、対策本部に設
置します、各事務局並びに対策地方本部におきまして、行動計画で規定します予防、まん
延防止、医療体制、県民の生活と経済の安定確保等の事務を行います。対策地方本部でご
ざいますが、行動計画に規定します２次保健医療圏域ごとに、地方本部を設置します。連
絡会議および警戒本部の概要でございます。行動計画の規定によりまして、連絡会議にお
きましては、海外であらたに動物からヒトに感染が認められるインフルエンザ、また限定
的にヒトからヒトへの感染をひきおこしているインフルエンザが発生した場合に、連絡会
議を設置いたします。また、海外におきまして新型インフルエンザが発生した疑いがあり、
政府の初動対処方針が閣議決定された場合、県においては警戒本部を設置いたします。参
集範囲につきましては、連絡会議は、庁内関係課長、警戒本部は関係局長となっておりま
す。以上でございます。 
続きまして資料⑤をお願いします。新型インフルエンザ対策訓練につきまして、報告を

させていただきます。本年 1 月 23 日午前に 2 時間かけて事務局訓練を実施しました。参加
者は、防災監、健康福祉部長、他、総勢 28 名でございます。訓練想定でございますが同日
行われました政府対策本部訓練と被害想定は同じでございますが、仮想の外国におきまし
て鳥インフルエンザ A（H7N9）のヒト感染症例が増加したという状況で、WHO がフェイ
クに該当するという公表をし、国は、新型インフルエンザが海外で発生したとして、政府
対策本部を設置し、基本的対処方針を決定したということです。そして日本国内の空港検
疫において、感染患者を確保したということです。A 県内で感染患者を確認し、これが国
内初発症例ということになり、A 県と隣接していない B 県、これを兵庫県と想定し、兵庫
県においても感染患者が発生している、という状況で国が緊急事態宣言を発令したという
訓練想定でございます。ひとつは、特措法に基づく対応内容の確認と、もうひとつは、行



動計画に基づく対策本部事務局における手順等について確認をいたしました。一つ目の研
修訓練ですが、これは内閣官房対策室が作成しました DVD を視聴して、全体の流れを確
認いたしました。二つ目の事務局訓練でございますが、健康福祉部を中心とする対策局と、
防災部局が中心となる支援局と二手に別れまして、並行して行われました政府対策本部の
決定事項、基本的対処方針を受けまして、行動計画に基づく対策本部への報告、協議事項
の作成を行いました。3 つめは、情報伝達訓練ですが国の基本的対処方針の連絡を受けま
して、県内各市町に情報伝達を行い、受信確認を行ったところでございます。以上です。 
〈会長〉何かご質問、ご意見ございますか。 
〈委員〉これは、まだまだ机上訓練の域を脱していないと思われます。県内で発生した時
の、発生早期のコールセンターから相談センター、そこから専用外来に至る流れを、実際
に県内発生した時にどうやれるのか、というのを具体的にシミュレーションしてみないと
いけないのではないかと思います。各地域でも実施訓練をやられています。実際にやって
みると色々問題がおこってくる、ということですので、次回はそれと連動した形でもいい
ですが、県の行動計画に基づく実地訓練というものをやるべきと思います。 
〈事務局〉各圏域におきまして訓練を実施しているのは、確認しています。ただ今ご指摘
のありましたとおり、来年度以降、訓練回数も増やす計画をしながら、訓練をしてまいり
たいと思います。 
〈会長〉相談センター、コールセンターについては、今回はその回線の設定はされなかっ
たのですか。 
〈事務局〉今回の訓練では設定しておりません。 
〈会長〉それは、次回に実施の可能性がある？ 
〈事務局〉ご意見を踏まえて検討してまいります。 
〈会長〉他によろしいですか。それでは（２）の各機関の取り組み状況に入ります。まず
県医師会からお願いします。 
〈委員〉資料６をご覧ください。これは、昨年 5 月に県医師会が新型インフルエンザ等対
策における指定公共機関に指定された段階で、業務継続計画を提出しなければならないと
定められているため策定したもので、平成 21 年度の新型インフルエンザの流行を受けて、
23 年度に策定していたものを改訂して作成したものでございます。ご承知のとおり、県の
行動計画が本日も添付されていますが、しっかりした内容で、我々も参酌しながら作成を
させていただいております。内容は、県計画に準じたものになっております。本日は目次
だけ示させていただいております。これを受けて、県行動計画に基づいて対応しながら、
事業の継続計画については、それに備えた BCP として、発生段階別に業務が継続できるよ
うな内容として作成しております。先ほど、県の対策本部設置要綱をご紹介されたところ
ですが、県医師会におきましても、日ごろから新型インフルエンザ等対策会議を県からも
ご参加いただき、随時開催しております。いざ、本当に発生した場合は、これを対策本部
に切り替え、対策本部長を置いた体制で、迅速な対応を図っていきたいとしております。4
頁に構成概略図がありますが、本部のもとにそれぞれ担当役員を集中させまして、関連委
員会とも連動させて対応していくという形で、すぐに対応できるようにしております。こ
のたび、各市町における行動計画が年度内に策定されることを踏まえまして、当会の緊急
連絡網を、各郡市区医師会の担当役員に直接連絡がとれるようなホットラインを含めて完
成させまして、今日、冊子の印刷ができあがりました。今年度内に配布をさせていただき、
県内各郡市区医師会の役員レベルでは、全員がこれを持っている、いざという時には対応
ができるようにしておくとともに、各圏域単位で実施されております、県行動計画に基づ
く訓練にも積極的に協力していくこととしておりますので、ご確認いただければと思いま
す。以上です。 
〈会長〉ありがとうございます。以前、委員が話されていた携帯電話に役員を登録して一
斉にメール送信ということでしたが。 
〈委員〉それは既にやっておりまして、担当役員のケータイ電話やスマホに、どこにいて
も連絡がつくような連絡網を確立しております。いつでもメールを一斉送信できます。先
ほどの実地訓練に関しても、政府からの情報を直ちにメール転送をさせていただきました。
そのようなルートを確立しておりますので、それを活用しながら、実施してまいりたいと
考えております。 
〈会長〉非常に有用な手段だと思います。よろしくお願いします。それでは、神戸検疫所



からお願いします。 
〈委員〉井村でございます。兵庫県では、検疫港と言われるところが尼崎・西宮・芦屋港
と神戸港の二つあります。瀬戸内側には、あと赤穂等までありますが、検疫港は二つです。
我々としては、新型インフルエンザが確定すると、これは、検疫法で規定する検疫感染症
になるのですが、おそらくそれ以前から動くようになると思います。実際に新型インフル
エンザ患者発生直後には、今年度の訓練で実施しましたように、関係約 20 団体に緊急に招
集をかけまして、その場で、資料７ 水際対策の図にありますように、それぞれどのよう
な役割を果たしていただくかということで緊急会議を実施しました。それで、一つは、先
ほどの医師会さんのように、各組織にメールや電話、FAX、を利用して、まず招集をかけ
させていただく。その返事がどのくらいで戻ってくるか、今回の訓練で実際やったところ、
1 時間半から２時間です。そこから神戸検疫所へ集まっていただく時間を考えますと、2
時間から 3 時間後であれば、日中ならお集まりいただけるのかと思います。そこで我々と
しては、その時間までに、できる限りの情報を収集しておいて、今回の病気はこのような
ものである、と情報共有したいということを考えております。それで、初期対応の概要と
いたしましては、資料にポンチ絵が書いてありますが、検疫所は、発生国からの帰国者に
ついて、まだ症例定義が決まっていないかもしれませんが、症状がある者とない者に別け
て考える必要があります。ない者については帰っていただきますので、その後は発症した
場合に保健所で対応いただくことになります。症状のある者については、船なら、船内で
診察等をして、検体を採取します。飛行機の場合は、関空の場合は「健康相談室」があり
まして検体を採取します。そこで、その人を「疑いあり」として新型インフルエンザであ
れば隔離し、検体は検疫所で検査する、という流れで対処します。これは、検疫法におけ
る隔離です。もしくは、通知に基づく隔離として、国内に入らない状況にいたします。そ
の濃厚接触者で、のちに発症する可能性が高いという人については、停留とします。停留
も、国内にはまだ入っていない状態です。停留には、新型インフルエンザに限り、人数が
多ければ宿泊施設を使用するということで、そのような場所を考えて用意をさせていただ
いております。船の場合は、降ろさないで、船内で対応することもあります。もう一つ、
症状はないが感染の疑いのある人は、国内に入っていただくのですが、健康監視対象者と
判断された場合には、都道府県、政令市へ情報提供しますので、何かあれば保健所で対応
していただくということになります。それで、神戸港の場合は、普通の人が入れない場所
に、湾や警察の協力を得まして他の人と接触しないように発症者を降ろして、我々の判断
により、神戸市立医療センター中央市民病院、もしくは県立加古川医療センターへ搬送す
る、ということになります。新型インフルエンザ対策で我々が実施するのは、パターン２
です。県計画でいう国内感染期では、検疫では大きなことはしなくなります。その次、海
外発生し水際対策をどうするかという時に、検疫を４港に集約化します。神戸港はその一
つです。ですから、よその客船が急に入ってくるということがあります。それに対する訓
練を考えています。最後のところに、健康に関する質問票を入れていますが、これは乗船
する時に、客船側がお客さん一人ひとりをチェックしてサインさせているものです。これ
は、新型インフルエンザ用ではなくて、上はノロウイルスによる下痢症、下はエボラ出血
熱に対する質問です。これで、もし新型がでてくれば、この下に新型が入ってきて、チェ
ックが入る人は乗船させないという体制を取っています。それで、先ほど医師会さんも言
われた（関係機関）リストに連絡を入れることになりますが、今は直接電話することを考
えています。それで、患者さんに関しては、神戸と東京だけですが、民間の救急搬送と契
約しておりまして、患者搬送など検疫所でできることはやらせていただく体制を取ってい
ます。数が多くなりますと、消防にもご協力いただかないといけないと思っておりますけ
れども、その時は、起きた時点で検討するということを考えています。以上が水際対策の
概要です。 
〈会長〉ありがとうございます。何か質問はございますでしょうか。 
〈委員〉検疫所独自の取り組みとしてのご説明でしたが、最終的には県行動計画に基づい
て対応レベルのパターン認識のところで、医療機関に依頼する場合の流れは、県計画と整
合性があるようにしないと、県は県計画、検疫所は検疫所の方法となって混乱しては困り
ますので、うまく調整ができるのかどうか。その辺はいかがですか。 
〈委員〉法律が違うというのがございます。検疫感染症と特措法は、違ってきます。特措
法になると一番上になりますから、全部それに従ってやることが可能になります。国内で



発生した場合には、特措法一本でやることになりますから簡単です。国内発生がないとき
には、検疫法でやりますから、その中途半端なところが、我々のパターン２から３のあた
りですが、兵庫県でいえば、ぽつぽつ出てきたという時に、検疫所から第１種感染症指定
医療機関へというのではなくて、新型インフルエンザの場合は、特定だけでなく第２種感
染症指定医療機関まで拡げて、極端なことを言えば、検疫所長が指定をすれば入れること
ができることになっています。ですが、無理なことをするのではなくて、県とか市と相談
させていただいて、使用可能か確認したうえで、対応するということです。 
〈委員〉初期については、検疫法に基づく検疫所独自の判断と協力依頼ということですね。 
〈委員〉そうです。 
〈会長〉資料に添付している質問票は、既に使用されているものですか。 
〈委員〉これは、3 月 18 日に入港したクイーンエリザベス号で使用している一番新しいも
のです。 
〈会長〉他にございますか。それでは、３つめの、神戸市 山﨑課長お願いします。 
〈神戸市〉 神戸市の健康危機管理担当をしております山﨑です。よろしくお願いします。
新型インフルエンザにおける住民接種につきましては、市町村が実施主体で実施すること
になりますので、大枠でございますが、神戸市のしくみにつきまして、関係機関と調整し
ながらすすめておりますものをご説明いたします。これは、あくまでも国の方針に基づい
て実施しますし、ワクチンの製造、流通状況、新型インフルエンザの状況、社会状況を踏
まえて集団で実施するということで、資料にございますのは、関係機関へどのように協力
いただき進めていくかということを示しているものでございます。まず、住民接種の実施
時期ですが新型インフルエンザの発生が確認され、政府がワクチン製造機関へワクチン製
造の指示をした後、市町村にワクチンが届くまで最低７か月半はかかると伺っております。
ですので、実際は７か月半から 10 か月後くらいに届くとして、今、新型インフルエンザが
発生したら住民接種が開始できるのは、10 月中旬以降ということで、それまでは接種でき
るワクチンがないということになります。対象者の基準については、神戸市人口を 155 万
人と概算し、表のとおり試算しております。住民接種は、基本的に施設におられる人をそ
の施設で集団接種する施設集団接種と、接種場所に住民に集まってもらい集団接種する地
域集団接種で実施することが決められております。それ以外に、どうしても個別で接種す
るものも設定しています。神戸市では、妊婦について国のガイドラインでは地域集団接種
で実施することとされておりますが、集団接種に出かけていただくのは厳しいという判断
で、約 1 万 2 千人の方の個別接種を検討しております。2 頁です。地域での集団接種につ
きましては、神戸市医師会、神戸市民間病院協会、公的病院、兵庫県看護協会様等の協力
を得て実施させていただきたいと考えております。神戸市は９区ありますので、毎日一つ
の区に３会場を設置しまして、1 週間で計 25 時間、診療所の先生方の休診の時間を活用さ
せていただきまして、実施したいと考えております。予防接種の実施体制は、1 会場、医
師３人診察で、スタッフ数 10 名というのは、診察にかかる医師と、問診票の確認や接種後
の状態観察等で看護師、事務も入れた総数として考えております。この体制によると 1 日
81 か所で接種できることになり、1 週間に 7 万人、一か月約 35 万人を接種することができ
ます。接種会場につきましては、区役所、休日診療所、小中学校等を想定しまして、大体、
平日１回 2 時間半で 150 人～350 人を接種することを想定しています。75％の実施想定で
ございますが、小児、在宅高齢者等の接種にかかる期間は資料のとおりでございます。あ
と広報ですが、まずは、住民接種がどのようなものなのか、という一般的な制度の説明の
広報と、地域の集団接種会場など具体的な広報を並行して実施していきたいと考えており
ます。市の広報誌やマスコミ媒体の協力をお願いしたいと思っています。また、コンビニ
など、みなさんの目に留まる場所でのポスター掲示を考えています。住民接種を受けるか
どうか悩まれる方がたくさん出てこられると思いますので、新たに相談センターを設置し
まして、相談に対応しようと思っています。予約ですが、小規模な市町であれば、住民に
接種場所や時間を割り振っていくことが可能と思われますが、神戸市では困難ですので、
予防接種予約センターを設置し電話予約とネット予約の体制でやっていきたいと思ってい
ます。施設で行う集団接種については、教育委員会等と現在調整中でございまして、その
他の施設との調整も、今後実施していく予定です。個別接種につきましても、ワクチンの
流通状況を勘案しながら、進めていきたいと思っております。今の段階での課題としまし
て、まずは、市民の方の不安を軽減することと、パニック防止のための広報を進めていか



なければならないということで、関係機関の方々にご協力いただくために、どのようにし
ていくかということが課題になっております。もう一つは、薬品の流通体制ですが、国の
スキームでは、各市町が県に対して必要量を依頼すれば、県が医薬品卸協会へ連絡して、
毎日会場まで現場にワクチンが運ばれるということになっていますが、それが実際にでき
るか、というところは、今後の調整が必要と考えています。また、集団接種にかかる人員
につきましては、実際にワクチン接種が開始できる 7 か月半の間に確保しようと考えてい
ますが、確保できるかどうかという不安はあります。以上です。 
〈会長〉いかがでしょうか。 
〈委員〉神戸市さんは、教育委員会との相談のうえ、学校の使用についても認められてい
るということでしょうかね。 
〈神戸市〉まだ、認められていません。 
〈委員〉なかなか、教育委員会とは県でも難しいという。学校の使用は、集団接種にふさ
わしいと考えられるのに、スムーズにいかないという話は、各地域から聞いております。
あらかじめちゃんとしておかないといざという時に困るということですね。神戸市さんで
もまだ、そこはできていない？ 
〈神戸市〉今は、教育委員会と話をさせていただいており、かなり具体的に各学校に週何
回、何時にやるのか、誰が世話してくれるのか等の質問をいただいています。昔、小学校
で集団接種をしていた時は、養護教諭が看護職免許を持っている方も多かったのですが、
現在は看護職免許を持つ養護教諭が少なくなっており、医療場面のフォローをどうするか、
親の同意とか、また、今は 10 代後半の方でも予防接種によるショック・一過性の貧血様症
状を起こすこともあります。我々が予防接種に関する危機管理体制をどのように組んでい
くかということを詰める必要があります。それを持って学校長の理解を求めるということ
になります。焦らずに学校側に受け入れていただけるように準備をしているところです。 
〈会長〉2009 年の新型の時に学校で集団接種、神戸市は実績ないですよね。あの時は教育
委員会に一応、申し入れはされたのですか。 
〈神戸市〉2009 年の時は、市町村が実施主体ではなく医療機関が主体で実施するものだっ
たので、学校との交渉はしておりません。 
〈委員〉当時は、医師会が設立した移動診療所として設営をして、市役所の一角を借りて、
という形でやりました。 
〈会長〉わかりました。これは神戸市の計画ですが、県全体、10 圏域、他の圏域での計画
はどうなのですか。同様に進んでいるのですか。 
〈事務局〉各市町行動計画の中で書きぶりは市町により異なりますが、現在は基本的な考
え方を押さえており、進捗は市町により異なっております。 
〈会長〉予防接種は、市町単位なのですね。 
〈事務局〉予防接種は、市町が主体です。先ほど山﨑課長のご説明にありましたように 6
月 12 日の説明会で県内市町に情報提供しまして、今後も随時情報提供しながら、各市町の
規模に応じた実際的な体制整備について実施していただくようにしてまいります。 
〈会長〉各市町で検討が進んでいるということですね。わかりました。他に。 
〈委員〉ワクチンの備蓄はどうなのでしょうか。7 か月半もかかるというのは時間がかか
りすぎている。 
〈神戸市〉インフルエンザは型が変化していくもので備蓄というのが難しい。現在は H5N1
のワクチンを製造、備蓄していますが。それ以外のタイプについては、発生時に作成する
ことになります。 
〈委員〉ハイリスク者の予防接種は、どうなのでしょうか。 
〈神戸市〉予防接種の優先順位は、高齢者や医学的ハイリスク者など誰を優先するかとい
うことで、国が決定します。感染が拡大する時にはワクチンはまだできていないので、個
人の感染防止対策を徹底するよう啓発していくことを考えています。 
〈委員〉プレパンデミックワクチンというのは、すでに備蓄されてあるわけですが、必ず
しもその型が発生するとは限らない。発生してからパンデミックワクチンとして作成して、
手元に来るのに半年以上かかる。なおかつ、それを特定接種として、医療を直接担当する
ような医療職や危機管理にあたる部門から接種を開始しますのでどうしても住民接種とい
うのは、発生地域では優先されると思いますが、なかなか迅速に実施ということにはなら
ない。 



〈会長〉他にこの件で何かありますか。 
〈事務局〉説明にありましたプレパンデミックワクチンは、H5N1 を中心に年間 1 千万人
分を作成し、基本的に、およそ 3000 万人分を備蓄されています。さきほど、本県の医療従
事者の特定接種の登録を 12 万人分したと申し上げましたが、全国では医療従事者だけでも
相当数になり、加えてライフラインの確保のため、優先順位を決めた者に使っていくこと
になりますので、住民接種については、発生後に作成されたワクチンで実施していくこと
になると思います。国も、ワクチンをできるだけ早く製造するということで研究を進め、
今まで 1 年半ほどかかっていたものが、7 か月でできるくらいまで短縮されているところ
でございます。 
〈会長〉現在のプレパンデミックワクチンは、H5N1 のものしかないのですか。 
〈事務局〉（Ｈ５Ｎ１のものしか）ございません。 
〈会長〉わかりました。他よろしいか。それでは、(3)のその他、鳥インフルエンザ及びエ
ボラ出血熱についてお願いします。 
〈事務局〉まず、資料９に基づきまして鳥インフルエンザ（H7N9）につきましてご報告さ
せていただきます。この資料は、3 月 16 日に内閣官房から報告されました、最新版でござ
います。平成 25 年 3 月に中国で発生しました、鳥インフルエンザ H7N9 につきましては、
現時点で感染が確定した者 631 名、死亡者 235 名、死亡率 37％ということになっておりま
す。下の方に平成 26 年 10 月以降、今冬の発生状況を書いておりますが、感染が確定した
者 176 名となっています。図２に、平成 26 年 10 月以降の各週の感染者数を棒グラフにし
たものと、平成 25 年 10 月以降の感染者数を比較してお示ししております。25 年 10 月か
ら 26 年 3 月までに合計 279 名となっておりますので、今季の 176 名と比較しますと、患者
数が減ってきております。これは、中国において、生きた家禽との接触を避けるなどの対
策が進んでいるからと考えております。次に 26 年 10 月以降の発生状況の中で、カナダ 2
名というのがございます。輸入症例でございますが、中国に旅行した同行者 2 名でござい
ました。これらは、生きた家禽に接触歴があった方たちで、入院することなく回復された
と、検疫所が公表されています。これに基づく国の対策でございますが、国は、平成 25
年 5 月に鳥インフルエンザ H7N9 を指定感染症に指定しまして、感染症法上、2 類感染症
と同様の対応が可能になりました。本年 1 月 21 日に感染症法の一部改正によりまして、
H7N9 は 2 類感染症に入り、H5N1 と合わせてしっかりとした対策をとることができるよう
になりました。 対策のフローにつきましては、国から示されたものであり、県でもこれ
に従ってまいりますが、H5、H7 ともに地方衛生検査所で検査を実施して、陽性になりま
したら、検体を国立感染研へ搬送します。引き続き、検疫所と連携しながら、海外の発生
動向を注視して対策を講じていきたいと考えております。 
引き続きまして、資料 10 に基づきまして、エボラ出血熱の発生状況をご説明いたします。

これは 3 月 20 日の検疫所「FORTH」の最新版の情報になります。ギニア、リベリア、シ
エラレオネの 3 か国におきましては、今のところ、患者数が 24753 件、累計の死亡者数は、
1 万件を超えて 12016 件となっております。各国の発生状況でございますが、ギニアは、
まだ 1 週間ごとの患者数が増加している状況であるのと、リベリアは、この 3 週間で新た
な患者発生がないということでございます。シエラレオネは、患者発生数が減少傾向にあ
るということですので、それぞれ対策の効果が出ているかと思います。エボラ出血熱への
対策について、これは厚生労働省が 2 月に作成した資料でございます。まず、地方自治体
における体制強化としまして、各自治体における発生時の体制確保としまして、県では、
のちほど説明します対策フローを作成しております。また、患者移送や検体搬送の実地訓
練をするように、との国からの要請を受けて、患者の移送を受け入れたところから患者を
感染症指定医療機関へ運び、検体を採取し検体を搬出するという一連の流れを、県立加古
川医療センターで訓練を行ったところです。医療機関における適切な対応としまして、第
1 種感染症指定医療機関の体制を整備しておりまして、県では 2 か所、加古川医療センタ
ーと神戸医療センター中央市民病院の協力をいただいて、神戸市と県が密接に連携しなが
らこの 2 病院で全県をカバーする、ということで、連絡連携体勢を既に整えております。
また、全国で感染防御策の研修会を実施と書いてございますが、これは、国立国際医療セ
ンターの医療チームが、いくつかの第 1 種感染症指定医療機関へ出向いて研修をするもの
でございます。11 月 26 日に県立加古川医療センターで実施しております。併せて、県医
師会でも、11 月 27 日に感染症に関する医療従事者向けの研修会を開催していただきまし



た。    
保健所等の連絡体制を整えるということで、26 年 11 月 21 日付けの国通知に基づきます県
の医療体制を書いております。現時点におきましては、検疫所からそれぞれの患者さんの
接触状況に応じまして県の方に連絡をいただき、それぞれに適切な隔離、停留、健康監視
を行うという、検疫との連絡体制が整っております。健康監視中の患者が発熱した場合に
は、管轄の健康福祉事務所が第 1 種感染症指定医療機関へ患者を移送し、そこで検体を採
取して国立感染研へ搬送する、ということになっております。患者の移送につきましては、
各健康福祉事務所に防疫車を配備しておりますが、今回、圏域を超えた全県にかかる移送
が必要になるということを踏まえまして、県で新たに患者搬送車を配備し、搬送体制を整
備したところでございます。併せて、ＰＰＥについても追加配備いたしまして、医療機関
および健康福祉事務所において、防護服の着脱訓練を実施しております。このようなこと
で、引き続き、海外の発生状況を注視しながら関係機関と連携連絡体制を強化して対応し
ていきたいと思っております。 
〈会長〉何かございますか。 
〈委員〉神戸市保健所の伊地智です。今回のエボラ出血熱において、第 1 種感染症指定医
療機関に移送するということで、県から声をかけていただき、神戸市、県、それと 2 つの
病院が情報共有し、また課題などを検討し合う機会がありました。第１種指定医療機関を
使わなければいけないという時に、今回のように実務者のレベルでもよいかと思うのです
が、さっと集まって県下の体制を協議できる場を、常時から設置しておくかというと難し
くなるかもしれませんが、今後協議の場は必要になると思いますので、基準は、第 1 種感
染症指定医療機関を使用しなければならない感染症対応で、何かを考えないといけない時
には、このような形を作っていただけたらいいのかなと考えました。 
〈事務局〉現在、神戸市さんと検疫所さんと県におきましては、月 1 回危機管理定例会と
いう形で意見交換をする機会がございますのでそこで、日ごろから密接な連携体勢がとれ
ていると考えておりますが、また、具体的な検討事項が発生しました折には、ご相談させ
ていただくとともに、あらかじめ、そのような取り決めをしておく方がよいということで
あれば、ご相談させていただきながら進めてまいりたいと思います。 
〈会長〉必要に応じて、そのような場を確保し協議をするということで、必要であれば県
医師会も協力するということで。それでは、エボラ出血熱に関しまして、本日はＷＨＯの
野崎渉外官から最新の情報を伝えていただけるとうことですので、よろしくお願いします。 
〈オブザーバー〉 私は、長崎大学から厚生労働省の派遣でＷＨＯ本部におります。昨年
4 月から神戸センター特別担当も仰せつかりまして、神戸にも勤務しております。エボラ
出血熱の発生状況につきまして、先ほど疾病対策課長からご説明がありましたとおり、徐
々に下火になりつつあるという状況でございます。夏に発生しまして、圧倒的な感染力が
あるということで、非常に懸念されまして、ＷＨＯでも「国際的に懸念される公衆衛生上
の緊急事態」に該当する、というエマージェンシーを発令させていただいたところでござ
います。引き続き、現在のレスポンスと我々は呼んでおりますが、レスポンスは、まだ抜
け出せていない。各国での対応で、感染拡大の防止、患者の対応を引き続きやっていく状
況に変わりはございませんが、発生件数が減ってきているということに鑑みて、第２フェ
ーズに入ったと考えております。12 月にジュネーブでエボラ対策会議が開催されまして、
全世界の有識者にお集まりいただき、また、ギニア、リベリア、シエラレオネの関係者を
お招きして会議をしたところです。ほぼ同日に、アジアでも会議が行われ、日本ではＧ７
の大臣会合が行われていたということですが、世界的にこのエボラの発生状況と対策、な
ぜこの 3 か国で感染が拡大してしまったか、ということを分析してまいりました。その結
果としては、この 3 か国以外の患者が発生した国、マリやコートジボワールといった周辺
国、そのほかに輸入感染例がいくつかありましたけれど、それらでは、幸いなことに封じ
込めに成功しています。そこで、レスポンスを脱する非常に重要なキーワードは、レジリ
エントな保健システムが崩壊していた国で、今回の感染拡大が起こったということでござ
います。内戦であったり、経済封鎖、政府の崩壊であったりということがギニア、リベリ
ア、シエラレオネにはありました。マリやコートジボワールといった国々では、保健シス
テムが崩壊していなかった。保健システムというのは、きちんとした施設や保健医療人材
がおり、ヘルスサービスが実際に行われているということであり、そうした国においては、
感染拡大の封じ込めができたということです。まだ結論は出ておりませんけれども、大き



な問題は、ヘルスシステムが崩壊していた、あるいは機能していなかったということで、
これから、医療機関の確保、保健医療人材の確保、保健医療サービスの提供そのものにつ
いて、各国政府が協力してもう一度作り上げていくと、そのようなことでございます。現
在の状況は、そのようなことで、レスポンスのステージから第２ステージに行きつつある、
ということをご理解いただければと思います。なお、神戸センターといたしましては、こ
うした状況の中でいち早く、神戸市や兵庫県に情報提供をしていくということで、この緊
急事態宣言が出た時も、ジュネーブの決定から 1 時間半後に疾病対策課へご連絡をさせて
いただきました。このような、早いレスポンスが神戸センターでは、これまでできていな
かったこと、神戸センターがエボラ対応をしていないというのもございますが、しかし、
このような「公衆衛生上の緊急事態」というものが出た場合には、通常ですとＷＨＯが厚
生労働省へ通報、そこから関係機関へ厚生労働省が責任をもって情報を伝達するというこ
とになります。しかし、公開された情報をすばやく伝えるために、本部の情報を神戸セン
ターで日本語に翻訳して提供させていただくということで、今後も早め早めの情報提供を
していきたいと考えております。その対策といたしまして、健康危機管理官を常駐させま
すので、皆様とその危機管理官との間で、情報共有に努めていただくことを考えておりま
す。 
〈会長〉ありがとうございます。よろしいですか。 
〈委員〉エボラ発生後、県医師会で検疫所も含めて関係団体の集まりをさせていただいた。
ＷＨＯにはいつもお世話になっているのですが、必ずしも感染症対応がリアルタイムに行
かないという話を聞きまして、ましてや厚労省の関係通知も神戸センターに届いていない
ことがあると聞いたもので、心配していましたが、さきほど危機管理官を置かれるという
ことですが、それは、神戸センターとしても、かなり体制を整えられたということでしょ
うか。 
〈オブザーバー〉危機管理官の配備も含めて体制が整いつつある、ということでございま
す。広報官というのを 3 月に置きましたし、4 月には健康危機管理官を配置ということで
すが今後、危機管理官には、週に 1 回は、ＷＨＯ本部からの重要な情報を取りまとめて提
供させるというように考えております。実際に重要な案件が発生した際には、ＷＨＯ本部
から厚労省へ報告され、各自治体への情報伝達があるのですが、危機事案ということで公
開された情報をいち早く皆様へお届けするということでご理解いただきたいと思います。 
〈委員〉今でもメールマガジンが出ているのですが、発信相手が非常に限定されているの
で、先ほどのご説明のように、県下に広く直接的に伝わるようにしていただけたらと思い
ます。 
〈オブザーバー〉そのようにさせていただきたいと思います。 
〈会長〉時間もまいりましたがせっかく皆様お忙しい中をご参集いただいておりますので
一言ずつご発言いただきたいと思います。 
〈委員〉土井と申します。よろしくお願いします。第 1 種感染症指定医療機関ということ
で、エボラ患者を受け入れる体制を整えておりまして、現在までに 3 名ほどの健康観察者
がおられますけれども、神戸市役所からも迅速に情報をいただき、緊密に連携をとってい
ます。中央市民病院としましては、市の救急を受け入れておりますので、感染症とのバラ
ンスが悩ましいところです。こういった感染症の緊急事態に対応するように努力しており
ますが、一方でそういった体制維持のために、多方面のご協力をいただきたいと思います
のでよろしくお願いします。 
〈委員〉第 1 種医療機関の体制整備については、全国的にはばらつきも大きく未だ未設置
県すらあります。なおかつ、1 種の中にあっても、専門医がいなかったり、救急外来の真
横に感染症ユニットがあったりして、とても一緒にはできないと思われるのですが、色々
現場では問題があります。そういったことも含めて、予め整備をしておくというのが重要
でいざ起こった時に矛盾を生じたりすると思います。私は日医の感染症委員会に出ており
まして、そのような現場の問題が全国的にあると聞いております。そういったことを改善
しながら、兵庫県ではＷＨＯセンターもあり恵まれた環境ですので、これまでの経験も生
かしてさらに充実した体制を作っていきたいし、予防接種につきましてもしっかりとやっ
ていけるように体制整備できればと思っています。 
〈委員〉看護協会としては、感染症が発生したら看護師の確保というのが大きな課題にな
ります。そこをいかにして対応していくか、ということについて内部で検討しております。



また、指定公共機関として協定を締結し、事業継続計画も作成しております。また、医療
機関で働く看護師たちが、感染症を熟知していないと感染症を防げないということから、
感染症の研修会も企画し、エボラも含めて実施しております。住民接種につきましては、
各地で医師会の医師が出務されると思いますが、医師だけで実施できるものではないので、
いかにして多数の住民に予防接種を実施していけるか、ということで協力できることを検
討し始めております。看護師の確保とともに、看護師の知識向上にむけて準備を進めてお
ります。 
〈委員〉新型インフルエンザのことでは、新しい感染症で大量の患者が出るだろうという
想定で、計画にもありますように予防接種のことについては、医療機関にご協力いただい
て数もあげておりますが、実際の体制をどのように広報していくのか、まだ詳細をつめて
いかなければなりません。それともう一つ、神戸市では、全市一体でやりますけども、各
区である程度判断してやっていただく点がありますので、全市としての動きと各区の体制
との調整が課題となっています。 
〈委員〉圏域ごとに医師会等関係機関と協議して医療体制を整備しているところです。県
行動計画では、隣接府県で患者が発生した段階から県内で発生したのと同様のアラートを
発し、早期対応を図る点と、広い県土を有し、地域毎の発生状況が異なると考えられるこ
とから、圏域単位で医療体制を構築するという現実的な対応を図る点が優れていると思い
ますが、圏域内で医療が完結しない場合もあり、感染がある程度拡大した段階で、圏域毎
に異なる医療体制を、県民に、いかにわかりやすく説明するか、その方法を検討しておく
ことが重要であると考えます。それから、過去に新型インフルエンザが発生した時に、最
大 2％の致死率ということで、2％程度であれば圏域内の医療体制で対応可能ではないかと
考えますが、可能性は低いでしょうが、それを超える場合の医療体制をどう考えるかとい
うことを今後さらに詰めていく必要があると考えています。 
〈委員〉検疫の立場からしまして、今回のエボラ流行は、たまたま日本人があまり行かな
い、3 か国で封じ込められています。国内に入ってくる人は網をかけて、国外へ出る人も
パスポートでチェックしてできますが、今回のエボラはたまたまです。新型インフルエン
ザは、どんどん拡大していきますし、おそらく中国が入った時には、およそ検疫で対応で
きるものではありません。我々としてはできるだけ情報提供をして、症状のあるものだけ
はなんとか防ぐ、という体制をとっていく。細かい手法まではご説明しませんでしたけど、
両極端な二つの手法となりますので、我々が県さんへ提供する情報というのは、質が変わ
ってくるものと思います。 
〈委員〉行動計画をお作りいただいてそれに基づいて、実際各関係機関が真剣に取り組ま
れていることに敬意を表します。ただ、これは、あらゆる、色々なケースが起きてくると
いうことですので、ワンパターンではなくて、多様な、あるいは一番危機的な、水際を突
破してどっと入ってきたような状態を含めて、訓練や想定をするということが一番重要で
あると思います。訓練のパターンをその都度変えながら、問題点を探し出すような形で、
皆様方でさらに進めていただければありがたいなと思います。よろしくお願いします。 
〈委員〉今日の話で「企業」という言葉が、ひとつもなかった。我々は一体何をすればい
いのか。医療関係者が色々やっているのはわかりますが、企業は、企業で実際に発生すれ
ば行動するわけですが、テレビやラジオで情報が流れる、あるいは県が公表することにつ
いて、企業として何をしたらよいのか、相談の窓口ですとか。そういったことをきちっと
示していただきたい。企業は、常時その場所にいるということでなく、出張とかで不在に
なったり移動していたり、そういう時に情報伝達が徹底されないと思われます。企業も住
民の一人ですから、多くの従業員を抱える企業に対して、ことが起こった際に企業を誘導
するような体制なり窓口なりを整えていただきたい。企業があわてることのないように、
企業の存在も頭に入れておいてほしい。企業は、自衛で物品の備蓄などしているところも
ありますので、いざとなれば住民に対して放出するとか、対応ができると思います。その
ような機能を活用していくことも考えれば、対応がもっとうまくいくのではないか、と思
います。 
〈委員〉当社は指定交通機関でございます。社会機能維持のためにできる限り業務を継続
する、という方向で計画を立てているところでございますけれども、新型インフルエンザ
の流行によりまして、社員がり患して業務の継続に影響が出ることも十分に想定されます
ので、そのような時には、行政から不要不急の外出自粛要請ですとか、サービス提供水準



が低下する可能性がある、といったことを広く呼びかけを行っていただくことをお願いし
たいと思います。 
〈委員〉先ほど野崎渉外官から、エボラの現状をお聞きしてＷＨＯからの色々なアナウン
スを把握するのですが、リアルタイムで今こうなっている、というのを把握するのがなか
なかできない。時々、欧米医師で現地に入っておられた方がり患されたということを聞く
のですが。できるだけリアルタイムに、正しい情報を収集するということが重要かと思い
ました。情報が入っているところには入っているのでしょうが、それを読者まで届けると
いうのがずれてしまう。同じことは、中国の鳥インフルエンザ、これでも結構亡くなって
いる。21 年の時は大騒ぎになりましたが今回は比較的落ち着いている。 
〈会長〉一通りおわりましたので、ひとまずマイクを事務局にお返ししたいと思います。 
〈事務局〉議事進行をありがとうございました。委員の皆様におかれましても、長時間に
わたる熱心なご協議をどうもありがとうございました。それでは閉会にあたりまして、杉
本防災監から皆様にごあいさつ申し上げます。 
〈事務局〉本日は、本当に忙しい中をお集まりいただき、また熱心にご議論いただきまし
たことを御礼申し上げます。幅広い議題で、新型インフルエンザのみならず、エボラや鳥
インフルエンザまでご議論いただきました。昨年度に計画を策定させていただいて、その
内容についてしっかりと対応させていただいてきたわけですが、ご意見を伺いますとまだ
まだ完成には至っていない。今後も、しっかり対処していく必要があると認識しておりま
す。合わせまして、訓練につきましても、ご指摘をいただいたところでございます。この
ご意見に基づきまして、関係機関と色々な連携を保つということが重要でございますので、
新年度にもしっかりと対応していきたいと思います。もう一つ、この新型インフルエンザ
対策につきましては、医療体制整備により被害を最小に抑えるということがありますが、
一方で、県民生活、経済の安定させることも対策の目的としておりますけれども、そのた
めには、皆様方のご理解ご協力をいただき、その中で医療体制と相まって新型インフルエ
ンザの封じ込めをしていく必要がある、ということを改めて感じたところでございます。
そういった面での対応についても、多方面との連携をより進めていく必要があると思って
おりますので、十分に準備をして進めてまいりたいと思っております。いずれにしまして
も、いつ起こっても不思議ではないと言われており、緊急に対策を講じる必要があるとこ
ろではございますが、着実に進める必要がある、ということで、引き続き皆様のご協力を
いただきながら進めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。本日はどう
もありがとうございました。 
〈事務局〉最期に荒川会長、一言お願いします。 
〈会長〉本日はありがとうございました。エボラにしても新型インフルエンザにしても、
なかなか来ないのではないかという楽観的な考え方もあるのですが、いつかは来ると思っ
て対応するべきと思います。そういう緊張感を持ちながら対応する。しかも、この兵庫県
は、2009 年に国内初の患者が見つかったという、そういった経験もありますので、全国を
リードできるような体制、システム、ソフトも含めて整えていきたいと思います。皆様の
ご尽力をお願いいたします。 
〈事務局〉それでは、これをもちまして、本日の有識者会議を終了させていただきます。
どうもありがとうございました。 
 


