
1 9　新型インフルエンザ-の対応について

1　経　過
p'楽■､J■岳鮎紘送達萱^芸≡-喜一≡ ��5 --宅､′.:■Wo-hl*- 
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平成21年 4月25日(土) ��ｸu｣��=�48987H8ｸ4x985X/�(ﾙ�ﾝｹ4�,��ﾉﾉD�+8.ｨ.佰h����h�8,ﾈｽ亶ﾘ駟�J8,b�Di.�� 

4月26日(日) ��○保健所.｢電話相談窓口｣開設 

4月28日(火) ��ｷt��(7H4h�ｸ5笛8処*ｸ�8+��〇第1回健康危機管理対策本部を開催 ○国.｢発生宣言｣ ��ｹ]ｸﾉ(��)6I�)�ｩ&ｹ�ｸﾏｺ8/�)JﾙDﾙ�｢�&ｸ5ｨ985��ｺ2ﾘ昏ﾗ2�

4月29日(水) ��○発熱外来設置 

4月30日(木) ��ｷt��(7H4h�ｸ5纏8処*ｸ�8+��〇第2回健康危機管理対策本部を開催 

5月1日(金) ��ｸﾙ�隶馮ｹ4��顏雲ｹ�ｨﾟI.���Xﾝｹ�鞜JIYX+hﾙ�-��陌�9��○保健所■.マスクを区立学校等-配布 

5月7日(木) ��〇第3回健康危機管理対策本部を開催 

5月9日(土) ��ｹ�ﾉ68ｿ8ﾖ�,ﾈﾉ�X,Y?ｩgｹ�ﾈｫI�X�(ｦﾙDb� 

5月16日(土) ��ｸﾙ�>�,X�-�,H,ﾈｫI�X�(ｦﾙDb���ｸﾙ��(ﾙ�>�Jﾙ�i�侏�2� 

5月18日(月) ��〇第1回新型インフルエンザ対策本部を 開催 

5月19日(火) ��〇第2回新型インフルエンザ対策本部を 開催 

5月20日(水) ��ｹ79>�,X�-�,H,ﾈｫI�X�(ｦﾙDb� 

5月21日(木) ��〇第3回新型インフルエンザ対策本部を 開催 〇第4回新型インフルエンザ対策本部を 開催 

5月22日(金) ��ｸﾙ�隶馮ｹ4��顏雲ｹ�ｨ淤.��○新型インフルエンザ地域協力会を開催 
地域実情に応じた柔軟な対応- ��ｹ]ｸﾉ(��7ﾘ5�4�/�ｾh馼ｼh�9壷GｩW｢�

5-月28日(木) ��○健康危機管理連絡協議会を開催 

6月3日(水) ��〇第,5回新型インフルエンザ対策本部を 開催 

6月11日(木) ��ｸｾi>�,X�-�,H,ﾈｫI�X�(ｦﾙDb�〇第6回新型インフルエンザ対策本部を 開催 

6月12日(金) ��ｷt��(7H4h�ｸ5屠8処*ｸ�8+�� 

7月10日(金) ��ｹJﾙDﾘ､��/��{�+ZH自Lｨ�9|8ｴ�ｭh,X�9�bﾒ�

7月11日(土) ��○保健所.｢発熱相談センター｣を｢新 型インフルエンザ相談センター｣-移 行 

7月24日(金) ��ｸﾙ�顰厭�ﾉ�8邵ﾗ2��9�IF8簡*�.x�&8ｫI�X,ﾉF8環ﾒ� 
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8月15日(土) ��ｸﾙ�>�,X�-�,H,ﾈ��e8�"� 

8■月28日(金) ��〇第7回新型インフルエンザ対策本部を 開催 

9月2日(水) ��○児童福祉施設説明会を開催 

9月11日(金) ��○ホームページに発生状況の週報を掲載 開始 

9月25日(金) ��ｹ72騷ﾈﾗ9(ﾘ�9_�Jﾙ}�� 

10月1日(木) ��ｸﾙ�隶馮ｹ4��顏雲ｹ�ｨ淤.�����"ﾘ,ﾈ�9|8ｦﾙ]ｹ9��8�4�6�99�ｨ顗,ﾈｮ馮ｹ_ｹ�ｨﾟI.��○保健所.広報たいとう特集号新聞折込 

10月4日(日) ��○休日診療当番医で小児診療開始 

10月6日(火) ��ｹ79>�,X�-�,H,ﾈ��e8�"� 

10月8日(木) ��ｸﾙ��5H�ｸ7�488�985��ﾉ�y¥����&9Jﾙ�i_�ﾙ�,ﾉwhﾈ���� 

10月25日(日) ��○休日診療当番医を1箇所増設 (22年2月末まで) 

10月26日(月) ��○新型インフルエンザ講演会開催 
○ワクチン接種開始(医療従事者) 

10月28日(水) ��ｹ72騷ﾈﾗ8ﾇ雲�Jﾙ}�� 

11月9日(月) ��ｸ8�4�6�99�ｨ顗､ｨ趙吋IWr隶��(�ｫ8/�tﾈ+x.傅ﾈ髯9鋳�

11月16日(月) ��ｸ8�4�6�99�ｨ顗､ｨ趙益8髓�+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈｮ��(�ｫ8/�tﾈ+x.倆"��

12月5日(土) ��ｸ8�4�6�99�ｨ顗､ｨ趙淫ﾈｧs�D���9D竰�

12月13日(日) ��○医師会(会場:保健所).集団的接種 (1-9歳､1回目接種) 

12月19日(土) ��ｸ8�4�6�99�ｨ顗､ｨ趙淫ﾈｧsID���h��D鵑�ﾜ駛)i�,ﾉv8髦,ﾉ]ｸﾎﾈ�"��

平成22年 1月9日(土) ��ｸ8�4�6�99�ｨ顗､ｨ趙�(hｧr靼(ﾕｩ�b��

1月10日(日) ��○_医師会(会場:保健所).集団的接種 (1-9歳､2回目接種) 

1月13日(水) ��ｹ72騷ﾈﾗ8ﾇ雲����� 

1月15日(金) ��ｸ8�4�6�99�ｨ顗､ｨ趙畏)~竟"��

1月18日(月) ��ｸ8�4�6�99�ｨ顗､ｨ趙��8ｯ9eﾘ�"��

3月16日(火) ��○健康危機管理連絡協議会を開催 

3月28日(日) ��ｸﾙ��5H�ｸ7�488�985��ﾉ�y¥����&9Jﾙ�h5H�ｸ7�488�985姐育�� 

3月31日(水) ��ｸﾙ�靠ｩ�i┼:ﾙ�Y�*I+��8嶌,ﾈ5(8�986r�○保健所.｢新型インフルエンザ相談セ ンター｣を終了 
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2　区内患者発生状況

患者発生状況の把握方法について､厚生労働省の方針に基づき､発生状況に応じて､全数把握か

ら集団発生届出による患者数､集団発生件数-と見直された｡

(1)全数把握による届出患者数　(6月11日～7月23日)　　9名
■蜜添■-■pp濁頗三三≡′: %A_"- 唸��隍9hｸｶ���� �� �$�� � �鞋泳�ｿ8���

≡一一一一.態脳 劔 �� ����

0 ���1 ���2 釘�0 �1 湯�

(2)集団発生として把握した患者数(7月24日～8月24日)　　84名
孝一-≡喜喜:諒u■ �� 剪� 唸��ｶｨ�����耳璽ﾒﾓﾘ+8ｮﾉj��茜���� 

際湧 �� �� �� �� �� �� �� 

12 劔湯�������"�剴3R�6 �84 

(3)保健所-集団発生の連絡のあった施設数(平成21年8月25日～平成22年3月31日)

①区内における施設別集団発生件数<保健所における判明分> 180件

1二台Sr琵 宴 � �� 畑ﾇX活����ﾂ罐｣ｩ|8v鈔w鈔顰���r� 剪� �� � �����fﾂ� 

or*鼓 兀�� ��襟b_-■Y:_,守 �� �� ��浮ン-: �� �� 勍≡一芸碧-~J__..紺獅■哲郎活i蔓≦…増.冨二-5 

W疫芸夏蚕 ��遠 調����� �� 剄gさ≡一塊≡-蓬;- �� ��- � ��+'- 

31 剪�106 �29 剪�1 釘�0 �0 剴����

*集団発生は､同一集団で一週間に1 0名以上のインフルエンザ様疾患患者が発生した場合､及び

学級閉鎖等になった場合とする｡

② ①の集団感染事例のうち､保健所が把握した休業･閉鎖施設数<判明分>
.-■ � �� 

≡-:I-～:-a-_-≡ミご萱準:.喜. � 啌ﾒ� �� � �� ���� �� ��

∴由血∴ 椿����ﾇxｶ�而��h6x92� ��- 冓-.喜説■■■:.…1:第13■.や ��≡ノ孝治:.藷~J1三■.~~翁妻■一一:≡ _琴■1戦 ��- 辻���:i �� ��

% ����穫要望≡認｢三.:.…o琵雲≡裏書≡ � � ��- 辻� 辻��� ��

…¥軍書;;…≡≡≡一書 .只.拷.汚.真..や<_X:a._T.:":,hu…洛汀 � � �� ������ �� 

6 唐�迭�48 �22 �0 ��r�免ﾂ������"� �"�
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(4)定点医療機関からの患者報告数推移　(平成21年7月20日～平成22年3月31日)

①患者数の推移　　　　　　※定点医療機関:都内約220箇所､うち台東区内5箇所

(人)35 30 25 20 15 10 5 0 �ｨ��ﾒ� 

Nーl-東京都-台東区l 

iJ( 

A/; 

fYj 
-ー■ 

ヨ■tiTm 

@56@Lli:Q:@@悪忘表芸uiSt転義qhS裏芸utgS'iViSbSiSS'itiSSibS'itn表表'Lttib;転霧裏芸:墓'uiSb@'uJd (過) 

*台東区では第46週の30. 40人､東京都では第44週の28. 09人をピークに減少している｡

②年齢別の発生傾向
エー:≡-:_-_喜一-′茸､r離;:;:著芳年- ≡-謂監8……諾誓蔓蒜誹邦字1--_し蓬エー:-≡≡≡ ��★ 栄誉暇...屡賢妻議;-i 辻�選巻く■■三)≡≡=~喜一喜一7-_約諾説械 -,≡≡､≡-一箪£-. ��~甑B.獲′ I_､≡_琵童■ 戸若琵琶藷諸道蔽=⊆=⊇⊆:__-≡-…≡≡≡一一一≡≡ 痛4Y9h���8���襄��(ｮﾂ� 價8+Xﾊｲ�而6ｨ��ｸs｣｣ｨ���2粐����¥�ｽX拑Vh�3｣｣ｨ�8�8.�,ﾒﾘ�������

台東区 ����229 鼎C"��#ッ�96 鉄B�田"�63 ��ﾃ#C"�

東京都 田湯�ll,990 �3�ﾃ3#���#Bﾃ�Sr�9,291 澱ﾃ3#B�迭ﾃ3���5,452 涛2ﾃc#"�

(5)保健所が把握した新型インフルエンザによる入院患者

(平成21年9月3日～平成22年3月31日)　13名

(6)保健所が把握した新型インフルエンザによる死亡例

(平成22年3月31日現在)　　なし
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3　区における対応

(1)組織体制

発生段階に応じて以下の体制をとり､情報共有､方針決定等を行った｡
凝-学≡-≡_-_-≡-≡≡莞襲撃琵莞__≡ ����U�ｨ�yIJﾙu儖ｨ��yyXﾇﾉVe��9fIx(��ﾈ)9i�¥�隧隧����������������≡若隷書莞珊'~~'■:&9-悪妻喜喜喜喜喜妻衰蓋泣き一睡㌻還書誌諾意霊宝芸 ��

､≡~密謀-~盗ノ..≡ �� ��

危機管理情報連 �*�>��y�HｭH,ﾉ���(議長)危機管理室長 擢･ﾓ#�?｢�･新型インフル 

絡会議等 佝x/��ﾘ.�+ﾘ-ⅲ�(構成員)各部長､庶務担当 �����ﾈ�3�?｢�エンザに関する 

危機管理に関す �ｹ+zH馼粂,��+b�16回開催 �*�>�,ﾈ�饑�ｺItﾂ�

る重要な情報等 �+ﾘｭh敲攣+r�唳�X醜呵��ﾉ�r�

を逮絡.協議す る 宙駟k�ｼr舒ｸｴ�鞏�･��鞜H擺�佶�:"�

台東区健康危機 丶8､�ﾙ�hｯｪI�2�体部長)区長 滴ﾈ�#�?｢�･発生状況確認 

管理対策本部 �*�4�,旭ｸｴ�ｬyyﾒ�(gFj本部長)副区長､教育長 ���Xﾈ��i?｢�･海外発生期に 

の推進を図るた 宙ﾕﾉ�ﾈ蹴舒�hﾞ��ﾙYI+zB�3回開催 �*�*�.��hﾅ�4892�

め､健康危機対 ��ﾙk�YI+zHｮｸｴ�ｬr�(新型インフ �7H8ｸ4x985Y�鞜B�

策.対応方針等 凉ﾘ�+zHﾉ(ﾔ餾I+r�ルエンザ対策 �,ﾉ_ｹ�ｨﾈ�.��

を協議.決定す る ��ﾂ�磯ik�ｼr��hｨ���h擺�本部-移行) 

台東区新型イン 俛�>�Jﾙ�hｯｪB�体部長)区長 店ﾈ��i?｢�･庁内体制決定 

フルエンザ対策 俤�･��鞜IgｹYB�(副本部長)副区長､教育長 ��ｸﾇ���(b�･新型インフル 

本部 �,傀�+h+ﾙ�ﾉ�r�備成員)各部長､関係課長 嶋ﾈ�#�?ｨ-ﾈ,R�エンザ対策の方 

とする 僣駝�ｼr舒ｸｴ�鞏�･��鞜H擺�に7回開催 ��ｨﾈ�.��

台東区健康危機 佶(ﾔ隶ｸｴ�Jﾙ�b�倭員長)保健所長 店ﾈ�#�?ｪB�･情報共有 

管理連絡協議会 倬�9�,丶ｨﾜ2�(構成員)区内各医師会､歯 兌ﾙ�ﾃ#)D�8ﾈ��

し､区内関係 ��8踪檄Io(ﾝﾈ蹌�16日の2回開 

団体との情報 兵有.連携を 図る �ⅸｦXﾇ井���H���f飲��ﾂ�磯ik�ｼr��hｨ���h擺�催 

区民-の情報提供の充実を図るため､区内関係機関による地域協力会を新設した｡
_L欝警議_._遼遠盃旦那禦≡一一一 ∴ ��…≡~≡~≡~5,-童抗議萱≡ 鐙v����ｩYH�柑$xｽXｽ勃�仭2ﾒ������������������8耳ﾇﾅ�����ｩ_9'��

済一発影畳､髪_ �� 僥ｹ�8�U仍ｩ7ｸ-ﾈ*ｸｿ8�v�<x舎,r��9d�$y���

新型インフルエ 劔区内関係機関 宙ﾕﾉ�ﾈ蹴�*ﾈ檠��ﾘx檄Hｬ�R�5月22日開催 唸�饑�/�ｹ�,hｺb�

ンザ対策地域協 劔等と連携.協 刋�kⅸ�8踪檠9仞b�處ﾘ源x｢�

力会 劔力し､感染拡 �>�ｭhﾅxｴ�ｭcSI&9�ﾂ�唳��鶫�hﾅ�42�

大防止対策の 強化や区民- の情報提供の 充実を図る 僣駝�ｼr舒ｸｴ�鞏�･��鞜H擺��987H8ｸ4x985YJﾒ��h�8ｻY9�/�d��uﾘ,Y��韵ﾉ&ﾒ�

(2)相談体制

(丑発熱相談センター

平成21年4月28日に保健所内に｢台東区発熱相談センター｣ (平日･日中)を開設して

電話相談体制を整備し､問い合わせに対し受診方法(発熱外来※)等を説明した｡

また､都においては｢休日夜間発熱相談センター｣ (土曜･休日及び平日夜間)が設置′さ

れ､区の体制とあわせ2 4時間の相談体制が確保された｡

※発熱外来　封じ込め期において､外来で発熱患者を診察し振り分ける医療機関
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②新型インフルエンザ相談センター

7月10　日で発熱外来を終了し一般医療機関で診療可能となったため､名称を｢新型インフ

ルエンザ相談センター｣に変更して電話相談を行った｡相談件数の減少のため平成22年3月

末に終了し､通常の保健所の相談体制-移行した｡

相談センターの相談件数の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年3月31日現在

700 600 500 400 300 200 100 0 ◆ ♂ 白�

∩ 

日 

日 

′1/～ 

亀.一一′ノ′＼ノ＼ 
ヽ十◆＼ー｣⊥▲r一一Yー｢H' 

iZI亨雷電亨『■『亨『■■■『■『『『■『 

霊鴬雫珊鴬や譜環曹雷撃鴬雷撃誓雷撃雷撃雷撃撃糟や絹醗聯 

(3)海外帰国者の健康監視

封じ込め期において､海外からの帰国者に対する電話等による健康観察を実施した｡

対象者:平成21年4月28日～5月13日の期間に海外から日本-入国した者のうち､

機内で患者と濃厚接触が疑われた者598孝.

(4)情報提供･普及啓発

①区ホームページ

平成21年4月　27　日､ WHOの緊急事態宣言を受け､ ｢豚インフルエンザの相談窓口開

設｣の記事を掲載した｡その後､区の対応について掲載するとともに､国や東京都からの最

新情報を更新した｡

国の方針変更や秋冬に向けた感染拡大の防止､インフルエンザ脳症に係る注意喚起の情報

など､国等からの通知に合わせ速やかに情報提供を行なった｡

また､新型インフルエンザの区内発生状況については､ 7月の全数把握終了まで発生事例

ごとに記事を掲載しており､ 9月から3月まで､ 1週間毎の発生状況をまとめ､週報として

掲載した｡

②広報たいとう-の掲載･特集号の新聞折込

広報たいとう:相談窓口の周知､必要な医療機関の受診方法や予防方法､ワクチン接種等情

報提供を随時行なった｡

特集号:平成21年10月1日に､新型インフルエンザ特集号を作成し新聞折込にて全戸配布した｡
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③チラシ配布･ポスター掲示

町会-は､平成21年5月7日開催の区町連定例会及び各地区町連において､新型インフル

エンザに対する対応について説明するとともに､掲示用ポスターを配布した｡その後は､各

町会-適宜ポスターや回覧チラシを配布している｡

また､区施設でもチラシの配布､ポスターの掲示を行った｡

④研修会等

区民向け研修:区内の団体､有志等から要請をうけて実施､合計で29回､ 1800人以上が参加

介護従事者向け研修: 7回開催し､合計でのべ200人以上が参加

児童福祉施設対象の説明会:区立及び私立の幼稚園･保育園･小中学校等103施設を対象に､

平成21年9月2日上野小にて開催し､ 135名が参加｡

⑤講演会

平成21年10月26日､台東一丁目区民館にて実施(一般区民等56名参加)

講師:尾身茂氏(自治医科大学教授･厚労省新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会

委員長) ､三田村敬子氏(永寿総合病院小児科部長)

⑥地域協力会を通した情報提供

当初は､区内の感染者の発生情報や相談センターの紹介等を実施｡まん延期には､区内の

流行状況､学校の休業･閉鎖状況の情報提供を行った｡また､全ての期間を通して､感染予

防など注意喚起を実施した｡

平成21年6月11日～22年3月26日に全4 1回

(5)医療体制の確保

①発熱外来

4月29日に発熱外来を設置し､東京感染症アラート対応を開始した｡ 7月10日に全ての医療

機関で受診することに変更し､発熱外来を廃止した｡

※東京感染症アラート　封じ込め期における疑い患者の早期検査･診断の都独自システム

②休日診療での対応

10月4日､患者が急増した場合に備え､台東区休日診療当番医において､新型インフルエン

ザ対策としての小児診療を開始した｡また､ 10月25日から平成22年2月末まで､台東区休日診

療当番医を1箇所増設し､対応した｡

③医師会関係者との連携

健康危機連絡協議会(平成21年5月28日開催) ､医療連携推進会議(平成21年6月30日､ 7月1

日､ 7月23日､ 11月2日開催) ､準夜間･休日こどもクリニック運営協議会(9月29日) ､区内

病院事務長打ち合わせ(9月28日)等において協議を行った｡
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休E]言卸町小児和澗蛤休B富源の増群陪至 

(6)医療資機材の備蓄

保健所職員用の防護服や発熱外来用のテント､予防内服用のタミフル･リレンザ等の医療資

機材のほか､一般職員や発熱着用のマスク､消毒液等を必要数用意し各施設に配置した｡

○医療資機材の確保･配布･備蓄状況　　　　　　　　平成22年5月末現在
;ii……….…蒜8;-1琵…≡芸■Si還送葺く汚…葉燈 

こ-.=. ��≡書喜禦三野l聖蟹澤莞牽き毒蔓≡軍事l毎号暫節 

マ コく ク �5H�ｸ5x4ｨ8ｸ7ﾘ5�4��232,600個 ��ﾃ���ﾌ"�110,953個 ��#"ﾃcCxﾌ"�

子供用 ��#BﾃC��ﾌ"�- ���Rﾃゴ�ﾌ"�8,550個 

莱 ーコ 口口 類 �5�7�7H8ｲ�1,000人分 �����ﾉZ｢�35人分 ��ﾃ�cY�ﾉZ｢�

リレンザ 鉄���ﾉZ｢�100人分 �)�ﾉZ｢�598人分 

消毒液lL 售2ﾃs��gｲ�- �"ﾃc�gｲ�1,021本 

防一 言垂 月艮 �4ｸ4X98ﾅ��10,299着 ��ﾃSS�(R�1,550着 ���ﾃ#等(R�

ツナギ型 釘ﾃC��(R�- 辻�4,400着 

そ の 他 ���86X986r�3張 ��*2�3張 ��*2�テント 等*2�- 土*2�2張 

バルーン投光器 滴ｮ��- �8ｮ��1基 

ハロゲン投光器 嶋ｮ��- 塗ｮ��2基 

※防護服は1式で組み合わせられる数量を計上
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(7)新型インフルエンザワクチン接種

平成21年11月9日から優先接種者を対象に順次接種開始となり､平成22年1月18日から全

ての国民が接種可能となった｡

(∋区内受託医療機関接種件数(接種期間: 11月9日～3月31日)

･+-_ ��買0-…≡-≡ �� �� 
■0時o… 浮二*苧 �� �� ��

妊婦 劔763 鼎��� 鉄2綯�

基礎疾患の ある方 ��ﾜ���抦ｧxﾕ｣9D��b��8,030 鼎3"�294 都b�"�
小学校4年生～6年生 劔78 鼎��

中学生､高校生 劔68 �#"�

19歳～64歳 劔1,895 ��B�

65歳以上 劔3,643 湯�

1歳から小学校3年生 劔9,843 茶BﾃScb��(3,200) 茶Cb紕��

1歳未満の小児の保護者等 劔1_,978 田���39 �3B紕�

小学校4年生～6年生 劔3,203 茶SC���(435) 茶�b纈��

中学生に相当する年齢の方 劔3,288 �3cr�20 椿ﾆﾂ�"�

高校生に相当する年齢の方 劔3,209 鼎S��5 ��B�2�

65歳以上の方- 劔41,213 茶�"ﾃ�#"��(18) 茶#偵B��

1歳未満の方 劔1,136 �2�0 ���2�

19歳～64歳の健康成人の方 劔92,810 �"ﾃ3#��0 �"絣�

* ( )は､基礎疾患のある方を含めた数字

②小児集団的接種の実施

実施主体　下谷･浅草両医師会

接種場所　台東保健所

対象者　1歳～小学校3年生の区民

実施人数　平成21年12月13日(日)　580人

平成22年1月10日(日)　409人　(2回目接種)

③ワクチン接種費助成の実施

区では接種希望者に対し､一部費用助成を実施

助成内容　接種費用1回目3,600円､ 2回目2,550円のうち､

ア　生活保護世帯及び住民税非課税世帯の方　全額助成(自己負担なし)

イ　ア以外の優先接種対象者1回につき1,500円を助成
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(8)教育･保育施設での対応

(∋区立小学校､中学校､幼稚園､こども固､保育園(※認証保育所含む)における

インフルエンザ様疾患の発症状況(7月31日～3月31日)

-- 劔 ��

諏 亦�繋琵 �� 辻� �� � ��

小学校 劔�19 剴bﾃ3C�kﾂ�3,053名 劔48.15% 

中学校 劔�7 剴"ﾃ33冖ﾂ�853名 劔36.47% 

保育園 劔�26 剴�ﾃピ冖ﾂ��cHﾈ��?ｨﾋｸﾝﾒ�389名 劔20.70% 

幼稚固 こども園 劔�14 剴�ﾃ�CIkﾂ�285名 劔27.30% 

※発症者とは､インフルエンザ様疾患として学校･園から届出のあったもの｡

※私立認可保育所及び認証保育所については､報告のあったもののみ計上｡

②組織体制と対応方針の決定
･各学校･園ごとの感染者数､学級閉鎖等の状況を報告するなど情報共有を図った｡

･感染した幼児､児童､生徒の状況により､適切に学級閉鎖等を行った｡

･学級閉鎖や学年閉鎖が行われた小学校の対象児童に対し､児童館･こどもクラブの利用

の自粛を要請した｡

･校園長会､保育園長会､教育委員会が連携し､危機管理室､健康部､区民部とは連絡体

制を密にして､インフルエンザ対策本部会議において対応方針を決定した｡

･東京都の教育庁や保健福祉局からの各種通知を参考に学級閉鎖や行事自粛に関する基準

や予防対策等の対応マニュアルを作成した｡

･感染拡大防止に向けて､私立幼稚園･私立保育園と相互に連絡し､連携を図った｡

③情報提供･周知
･各学校･園から報告のあった学級閉鎖等の状況を速やかに他の学校･園･こどもクラブ

にも情報提供した｡

･学級閉鎖等を行った2学期以降､学校･園の感染者数､学級閉鎖等の状況を適宜FAXに

て区議会に報告した(9月から3月にかけて5 1回送付)0

･幼児､児童､生徒の健康観察､学級閉鎖等の指針となる通知を発生段階に応じて4月下

旬､ 8月上旬･下旬に作成し､各学校･園に送付するとともに､健康部と連携し教職員

(学校長及養護教諭等)を対象にした研修会を適宜開催した(6月､ 9月､ 1 0月) 0

･学校及び教育委員会から､学級閉鎖･感染状況により適宜プリントを保護者等に配布し

た｡集団感染･学級閉鎖等の状況を区ホームページに掲載し､注意喚起を行った｡

･私立幼稚園･私立保育園と対策や感染者に関する情報提供等を相互に行った｡

④予防対策
･保健所から配付のあったマスク､消毒液については速やかに各学校･園･こどもクラ

ブ･児童館に送付した｡特に､ 2学期以降感染拡大が予想されたことから､教育委員会で
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保健室用の体温計を購入して配付した｡

･就学時健康診断時にインフルエンザのピークを迎えたため､保護者や受診者等の感染防

止の観点から教育委員会で購入したマスク･消毒液を小学校に配付した｡

･対策本部､東京都教育庁からの送付文書により各施設にポスターを掲示するとともに､

校長･養護教諭等を対象にした研修会等を通じ手洗い･うがいの励行を図った｡

･修学旅行の実施期間を変更するとともに､実施にあたっては適切な対応がとれるよう各

学校に看護師を同行させた｡

･私立幼稚園及び私立保育園にマスク､消毒液を配付した｡

(9)社会福祉施設等での対応

①福祉施設インフルエンザ発生状況　8月～1月
:鷲 諜il- 陶�よ���義 ����剪� ��

追. � � ��b�剪� 唳j�ﾅ8�Sｨ耳耳耳耳磁�ｩ��e����ｩ鞋�ｨ耳�2ﾘ�������

≡琵霊魂~=-G=馴 ��-至難み′玩 ��

≡-朝野J,5漂竪≡萱≡≡霊 �� �� 

2 剴����"�劔�3 �0 � 迭�

※雁患した高齢者施設利用者は､全て通所者である｡雁患した障害者施設利用者も児童･幼児全て

適所者である｡また､羅患した職員は20歳代～40歳代の者である｡

②組織体制と対応方針の決定
･ 5月中旬､各福祉施設の対応方針を検討するとともに施設職員に注意喚起と助言指導を行っ

た｡

･ 8月下旬､介護サービス事業者に対して､事業所内発生時の介護保険課-の連絡依頼の通知

をした｡

③情報提供･周知
･ 4月下旬､区内福祉施設及び介護サービス事業者に対して､インフルエンザに対する対応に

ついて周知を行い､その後も随時情報提供･注意喚起を行った｡

･ 5月中旬､民生委員･児童委員協議会で注意喚起を行った｡

･ 6月中旬･ 8月下旬､区立福祉施設及び介護サービス事業者に対して､厚生労働省通知を周

知徹底した｡

･ 9月､台東区新型インフルエンザ対策マニュアルを､区立福祉施設及び介護サービス事業者

に周知した｡

④予防対策

･ 5月､各福祉施設にマスクの配布､各施設入り口に消毒液を配置する0

･ 5月下旬､介護サービス事業者に対して､ ｢新型インフルエンザ対策に関するアンケート｣

を実施し､対策の状況を確認した｡

･ 11月下旬､介護サービス事業者に対して､予防対策の検討等の依頼を行った｡
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