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二重県障害者社会参加推進センター 様

二重県健康福祉部社会福祉室

メキシヨおよび米国で発生した豚インフルエンザヘの対応について

二重県では、メキシヨおよび米国における豚インフルエンザの発生を受け、

情報収集等の対応を進めているところです。

最新の情報については、下記のホームページで提供していますのでご確認く

ださい。また、二重県および国では相談窓口を設置していますので、豚インフ

ルエンザについてご相談の際は下記の相談窓回へご連絡ください。

なお、豚インフルエンザ様の症状への対応としては、一般のインフルエンザ

と同様に、「咳エチケット」(咳やくしゃみの際にティッシュなどで鼻と回を覆

う)、外出時の手洗い口うがいの実施、不要不急の外出を控えるなどにより感染

を防止することができます。

また、豚肉や豚肉の加工品を食べることにより感染するものではありません

し、食品を介して感染することはありませんのでご安心下さい。

1 県 の相談窓回

(1)電 話相談窓口 :二重県健康福祉部健康危機管理室

(2)相 談時間  :午 前 9時 ～午後 9時

(3)電 話番号   :059-224-2339

(4)期 間    :当 分の間 (上日 日祝日を含む)

※各保健所においても平日8時 30分 から17時 15分 までご相談を受け付

けています。

2 国 の相談窓ロ

(1)電 話相談窓回

(2)相 談時間

(3)電 話番号

厚生労働省

午前 9時 ～午後 9時

03-3501-9031

3 関 連ホームページ

(1)二 重県感染症情報センター http://www.kenkou.pref.mie.」p/

(2)厚 生労働省        httpi//www.mhiw.go.jp/
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新型インフルエンザ発生前 における対策 (メモ)

基本的な考え方
・新型インフルエンザ対策は、通常のインフルエンザ対策の延長線上にあり、

通常のインフルエンザの対応から取組を始めることが重要。

人 口家庭における対
・咳エチケットを心がけること
・帰宅後や不特定多数の者が触るようなものに触れた後の手洗い、うがいを日

常的に行うこと
。手洗いは石鹸を用いて最低 15秒 以上行うことが望ましく、洗った後は、清

潔な布やペーパータオル等で水を十分にふき取ること
・感染者の2メー トル以内に近づかないようにすること
・流行地への渡航、人ごみや繁幸街への不要不急な外出を控えること
。十分な体養をとり、体力や抵抗力を高め、日ごろからバランスよく栄養をと

り、規則的な生活をし、感染しにくい状態を保つこと

業者 日職場における対
・対人距離の保持
・手洗い

。 咳エチケッ ト

・職場の清掃 ・消毒
・定期的なインフルエンザワクチンの接種

(参考)咳 エテケット

・ 風 邪などで咳やくしゃみがでるときに他人にうつさないためのエチケット

>咳 、くしゃみの際にはティッシュ等で回と鼻を覆い、他の人から顔をそら

すこと

>使 つたティッシュは直ちにゴミ箱に捨てること

>咳 やくしゃみの症状のある人にはマスクをつけてもらうこと

>咳 やくしゃみをおさえた手、鼻をかんだ手は直ちに洗うこと

(出典)新 型インフルエンザ対策ガイ ドライン (新型インフルエンザ及び鳥イン

フルエンザに関する関係省庁対策会議 平 成 21年 2月 17日)



ブタインフルエンザに関するQ&A

(保健所用 :暫定版) 4月 26日

一基本情報一

ブタインフルエンザとは何ですか?

ブタインフルエンザは、A型 インフルエンザによつて起こる豚の呼

吸器疾患です。豚においては、定期的に流行を引き起こしいます。

ブタインフルエンザウイルスは、年間を通 じて、豚への感染を引き

起こしていますが、通常、と卜には感染しません。しかし、米国等

では散発的にはブタインフルエンザのヒトヘの感染が確認されてい

ます。ほとんどのヒトヘの感染は、豚への濃厚接触が原因となって

います。米国疾病管理センター (CDC)は 、米国において 1、 2

年に 1例の発生があると報告しています。ただし、2005年 12月から

2009年2月 にかけては、12件のヒト感染事例が報告されています。

ブタインフルエンザに羅患したヒトの事例は日本ではありました

か ?

これまで日本で確認されたことはありません。

パンデミックがはじまつたのですか?

パンデミックを引き起こすインフルエンザとは、効率的にヒトから

とトヘ感染する新 しい抗原性を有するウイルスによるものです。現

在、メキショで流行している感染症については、ブタインフルエン

ザが原因のひとつとは考えられますが、ウイルスの特性についての

詳細な調査を行つているところであり、現時点ではパンデミックが

‐
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はじまつたとは判断されていません。

ブタインフルエンザウイルスは何種類ありますか?

これまで何種類ものブタインフルエンザウイルスが出現したと考え

られていますが、現時点では、4種類の亜型が豚から分離されてい

ます。すなわち、Hl Nl、HlN2、H3N2、H3Nlです。ただし、最近では、

豚から分離されたウイルスの亜型のほとんどはHlNlです。

ブタインフルエンザ (HlNl)は ヒトのインフルエンザ (HlN

l)と 同じですか?

通常のとトインフルエンザ (HlNl)は Aソ連型と呼ばれ、流

行を繰り返していますが、ブタインフルエンザ (HlNl)と は株

が異なります。

豚肉を食べると感染しますか?

ブタインフルエンザは、豚肉や豚肉の加工品を食べることによつて

経回感染するものではありません。

メキシヨ産の食品は食べても大丈夫ですか?

インフルエンザは食品を介しては感染しないので大丈夫です。

‐2‐



一旅行関連―

メキシヨ旅行から帰国したのですが、何に注意すればよいのでしょ

うか?

発熱や呼吸器症状のいずれかが出現しないかを確認してください。

もし、こうした症状を認めた場合は、すぐに医療機関を受診せず、

事前に、最寄りの保健所にご相談していただき、必要に応じて、感

染症指定医療機関などに受診されることをご検討ください。

また、咳やくしゃみをする際はティッシュで鼻と口を覆う、などの

咳エチケットを徹底してください。

なお、受診にあたつては、

1)事 前に医療機関に電話をかけ、受診方法の指導を受けて従う

2)な るべく公共交通機関を利用せず、自家用車等で移動する

3)マ スクがある場合には着用してから受診する

ようにしてください。

現在、症状がない方についても、帰国後 10日 以内に疑わしい症

状が出現した場合には、同様にして最寄りの保健所にご相談してい

ただき、必要に応じて、感染症指定医療機関などに受診されること

をご検討ください。                 ｀

現在、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催

旅行を禁上したり、退避を命令するものでもありませんが、外務省

は感染症スポット情報を発表し、メキシヨ、米国 (メキシヨとの国

境周辺のカリフォルニア州 ロテキサス州)で 確認されたブタインフ

ルエンザ (A/HlNl)について、渡航者らに注意を促がしています。

メキシヨ旅行の予定があるのですが、とり止めるほうがよいでしよ

うか?
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海外では 「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航 日滞

在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。

今後、さらに情報を収集し、随時更新されますので、出発までの間

は、逐次、国からの発表を確認してください。
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一医療関連一

ブタインフルエンザが人に感染した場合、現れる症状は何ですか?

発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状を

認めます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴

える患者もいます。

ブタインフルエンザの感染はどのように広がりますか?

これまで確認されていたヒト感染事例のほとんどは、感染した豚
への直接接触によるものでした。現在、ヒトからヒトヘの感染が発

生しているとすれば、通常のインフルエンザと同様に、咳やくしゃ

みによる飛沫感染、もしくは直接接触することによる感染と考えら

れます。

どのような対策 (予防)を すればいいですか?

ブタインフルエンザ (Hl Nl)のと卜への感染は、国内では確認さ

れていません。米国やメキショヘの渡航時には、

1)咳 やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する

2)積 極的に手洗いやうがいを行う

3)発 熱や咳などインフルエンザ様の症状がみられた時は、現地の

医療機関を受診する

ことを心がけてください。

また、現地でインフルエンザ様の症状があつたか、帰国時に症状

がみられる方は、検疫所に申し出てください。

ブタインフルエンザの感染防止のためにN95マ スクを購入するベ

きですか?
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N95マ スクの使い方には専門的知識とフィットテス トなどの事

前準備が必要ですから、一般の方には不適切な防護具とされていま

す。一般的にはサージカルマスクを着用し、手洗いやうがいを励行

するようにしてください。

症状はないのですが、検査 してもらえるところはありますか

症状がない場合には検査の必要はありません。また、渡航歴や接触

歴がある方で、ブタインフルエンザの感染が強く疑われる場合にお

いても、発症前に診断できる検査はありません。帰国後 10日以内に、

症状を認めた場合には保健所に相談してください。

ブタインフルエンザ用のワクテンはありますか?

現在、ヒトに有効なワクチンは開発されていません。また、通常の

インフルエンザワクチンは、ブタインフルエンザ予防には有効では

ないと考えられています。
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一その他一

メキシヨの駐在員は帰国させるほうがよいですか?

現在、メキシヨにおけるインフルエンザの発生動向を確認している

ところです。収集 した情報を解析 し、随時更新 してゆく予定です。

現時点では、帰国すべき状況とは判断できませんが、信頼できる情

報に基づいて行動 してください。また、外出する際にはマスクを着

用し、帰宅後は手洗いとうがいを励行してください。

メキシヨから帰国した従業員への対応は、どうするべきですか?

今後、メキシヨから帰国した方については、症状の無い方に対し

ても、本人の同意の下で、一定期間健康状態を確認するなどの対応

をすることにしております。帰国後 10日以内に、症状を認めた場合

には保健所に相談してください。

メキシヨからの輸入品に対しては、消毒をするといつた対応が必要

でしょうか?

インフルエンザウイルスは、通常の環境中で長期間生存 しません。

このためメキシヨからの輸入品を介した感染は考えにくく、インフ

ルエンザ予防を目的とした消毒は不要です。
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