
 

 

 

 

WHO の世界インフルエンザ事前対策計画 

WHO の役割と前パンデミック期とパンデミック期における 
国家レベルの対策への提言 

 
 
 
 
 
 
 

   WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5 

    Department of Communicable Disease 
  Surveillance and Response 

    Global Influenza Programme 
 
 

（訳・監修：感染症情報センター第一室） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2005.08.31 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© World Health Organization 2005 

All rights reserved. 

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any 

opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city 

or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent 

approximate border lines for which there may not yet be full agreement. 

The mention of specific companies or of certain manufacturers’ products does not imply that they are endorsed or recommended 

by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned. Errors and 

omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished by initial capital letters. 

All reasonable precautions have been taken by World Health Organization to verify the information contained in this 

publication. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either express or implied. 

The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health 

Organization be liable for damages arising from its use. 

Designed by minimum graphics 

Printed in Switzerland 



2005.08.31 3

 
 
目 次 

 
 
 
 
 

要旨 4 

1. はじめに 8 

2. 新パンデミックフェーズの概要 11 

3. 各フェーズごとの包括的目標，目的，対応 17 

 

別添 1  医薬品以外の公衆衛生学的介入に関する提言 66 

別添 2  参加者一覧 75 

参考文献一覧 77 

 

 

 

 

 

謝 辞 

WHOは、2004年12月開催に開催した、前パンデミック期とパンデミック期における

国家および国際レベルのWHOが推奨する対策に関する専門家会議への参加者すべて

に謝意を表する。彼らの作業がこの文書の基盤となった。特に、議長および報告者の

皆様に対し、会議中および会議後の協力を感謝する。本会議は、感染症サーベイ 
ランスおよび対応部門（Department of Communicable Disease Surveillance and Respons）
のスタッフの支援を得て、WHO世界インフルエンザプログラム（WHO Global Influenza 
Programme）のチームが開催した。David Bell，Marja Esveld，Brian Wertschnig は、 
本文書作成に着手し、調整作業を行い、Jonathan Van Tamの助力を得て最終稿を完成

した。また、本会議は、オーストラリア、ドイツ、オランダ、米国の各国政府の経済

的支援により開催が可能となった。専門家会議参加者の一覧は別添2に示した。 



2005.08.31 4

要 旨 
 

このWHO世界インフルエンザ事前対策計画（WHO global influenza preparedness 
plan）は、WHO加盟各国および、脅威またはパンデミックインフルエンザの出現に対応す

るために、公衆衛生、医療、緊急事態への事前の対策準備をする者を支援するために作成

された＊。同計画は、1999年にWHOが出版した「インフルエンザパンデミック計画：WHO
の役割と国家および地域計画への指針」を更新し、大きく改訂し、代替するものとして作

られた。この新計画では、2003年以来アジアの家禽群の間継続的に存在しているH5N1亜
型インフルエンザウイルスの様に、パンデミック（世界的大流行）を引き起こす能力を持

つインフルエンザウイルスが、長期に生き残っている可能性について触れている。また本

計画は、2004年にカナダでH7N3亜型が、そしてアジア諸国でH5N1亜型のインフルエンザ

が家禽間で集団発生した事例の様に、異なる国々において、異なった脅威のレベルで、パ

ンデミックに繋がり得る事象が同時発生する可能性についても対策を準備している。 

この新しい計画では、パンデミックの脅威をもたらすかもしれない新しいインフルエンザ

亜型の出現に伴った、公衆衛生上のリスクの増加に対するパンデミックのフェーズ定義の

見直し、国家当局の対応に対する提言、そして各フェーズにおいてWHOが実施する対策

の概要を示す。これにより、WHOを含め関係する各加盟国が、パンデミックの様々なフ

ェーズにおいて実施するだろう対策の予測可能性が増加し、また、国際連携を改善し、国

別に推奨されている対策の透明性を向上する結果となるはずである。各国家当局がそれぞ

れのパンデミック計画を、これらのフェーズに合致して作成する為の指針も提供される。 

パンデミックインフルエンザに関する国家レベルのリスク管理責任は、第一義的には、国

家の関連当局にある。それぞれの国には、この文書に記載されている提言に従い、国家レ

ベルのインフルエンザ事前対策計画を確立あるいは改訂することが、強く求められる。

各々の国家当局は、事前準備対策の国際的調和が、インフルエンザパンデミックの拡大リ

スクの軽減を成功させるための鍵であることから、その達成に向けて自らの役割を果たす

必要がある。 

動物におけるインフルエンザ感染の公衆衛生リスクに対応し、フェーズの変動と公衆衛生

対応の変更をより直接的に結びつけ、また、もしかしたら、迅速で、国家あるいは世界的

に協調した対応が、新型のヒトインフルエンザウイルス株の拡散を遅らせる、あるいは封

じ込める一助となるかも知れない期間である、「パンデミックアラート」期（パンデミッ

ク発生を強く警戒すべき時期）に起こるパンデミック早期の出来事に集中して対応するた

めに、フェーズを再定義して分け直す必要があった。拡散を封じ込めることができなかっ 

  
＊ 以下のアドレスにて入手可能である：http://www.who.int/csr/disease/influenza/inforesources/en/ 
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たとしても、この様な対処法が、新型株に対するワクチンを開発し、そして事前に計画さ

れていた、他のパンデミック対策法を導入するための時間を稼ぐことになる。対策の成功

は、新しいインフルエンザ亜型によるヒト感染の、世界的早期警戒に備えたサーベイラン

スを含む、幾つかの要因に依存する。新しいフェーズと、各フェーズにおける包括的な公

衆衛生学的目標は6ページに要約されている。 

この文書はまた、国家レベルでは各国の状況を反映するために、幾つかのフェーズをさら

に細分割するといった国家当局への提案も含んでいる。フェーズ2－5において、それぞれ

の国で感染が認められるか（あるいは感染の広がる国と貿易や渡航の上で非常に強い結び

つきがあるか）、または認められていないかによって細分化する案が示されている。フェ

ーズ6、つまりパンデミック期については、未だ感染が起こっていないのか、感染が認め

られる（あるいは感染の広がる国と貿易や渡航の上で非常に強い結びつきがある）のか、

感染の波が小康状態にあるのか、あるいは第2波に襲われているのかによって細分化する

ことを提案している。 

それぞれのフェーズの公衆衛生学的目標を達成する手段として、WHOが取るべき固有の

目標と活動、各国当局に推奨される目標と活動は5つの領域に分類されている。つまり、

（１）計画と連携、（２）状況監視と評価、（３）予防対策と封じ込め、（４）医療シス

テムの対応、そして（５）コミュニケーションである。特定の目標と活動はインフルエン

ザ特有のものである一方、他のものは多数の人々に影響を及ぼす健康危機の多くについて

共通な事前対策であり、対応である。多くの国々において、災害や他の健康危機などの危

機対応計画がすでにあるが、インフルエンザパンデミック計画を確実に完全なものとする

ために、幾つかの対策方法を付け加えた。どこまで導入実施するかは、入手可能な資源に

依存すると考えられる。 

パンデミック事前対策において決定的に重要性な点は、医療保健分野を越えた関連各領域

の担当部署との、多領域間計画を立てることである。この協力すべき領域には、他の政府

省庁の地方行政レベル（たとえば、農業、輸送、貿易、労働、防衛、教育、司法に関わる

省庁）と同時に、産業および非政府組織を含む民間部門も含む。 

次のパンデミックがいつ起こり、その被害がどれほど深刻なものであるかを予測すること

は不可能である。16世紀以来、平均して一世紀に3つのパンデミックが報告されており、

10年－50年の間隔で起こっている。20世紀には、1918年、1957年、1968年にパンデミック

が起こっている。この1918年のパンデミックでは、推計で4,000万人以上が1年未満の間に

死亡しており、20歳－45歳の人々で最も死亡率が高かった。1957年と1968年のパンデミッ

クは小さめであったが（100－400万人の推計死亡数、主に伝統的なリスク群である高齢者

などでみられた）、多かれ少なかれ、多くの国々が医療資源への過重負担を経験している。

もしも、1918年に襲ったものに近いインフルエンザのパンデミック株が、再び出現したと

したら、その後の医学の進歩を考慮に入れたとしても、未曾有の患者および死者がでる
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ことが想像できる。航空機を使った旅行は新しいウイルスの拡散を加速する可能性があり、

対策介入の準備に使える時間を減少させるであろう。医療システムは急速に負担過剰とな

り、経済に負担がかかり、社会秩序は乱れるであろう。パンデミックウイルスの拡散を防

止することは難しいと考えられたとしても、この深刻な問題に対して事前に準備対策を講

じることで、その被害を減らすことは可能であるはずである。 
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1. はじめに  
 

なぜパンデミック事前対策計画の見直しを行うのか？ 

世界保健機関（WHO）は1999年に「インフルエンザパンデミック計画：WHOの役割と国

家および地域計画への指針 
1（Influenza pandemic plan. The role of WHO and guidelines for 

national and regional planning）」を発表した。この計画では人間が、新しい亜型のヒトの

インフルエンザウイルスに感染した後に、予想できる疾患の展開に合わせてフェーズ分け

を決定し、それらのフェーズにおいてWHOがとるであろう対策の概略を記載し、各国家

当局において考慮されるべき事柄を指摘し、背景情報を提供した。パンデミック計画立案

に際して、また発表後に発生した新しいインフルエンザの亜型による、複数の限定的なヒ

ト感染への対応において、有用であることが証明された。 

1999年版WHO計画は今や最新版にかつ、幾つかの最近の発展を踏まえて改訂するする必

要が生じた。先ずひとつ目は、インフルエンザのH5N1亜型による動物感染の蔓延の認知

であり、これは繰り返しヒトへ感染し、致死的疾病を引き起こしている。この他の最近の

進展には、インフルエンザウイルスの生物学的進化についての理解が深まったこと、ワク

チン開発および検査診断における新技術の出現、抗ウイルス薬の改良、現在も続けられて

いる国際保健規則の改定（訳注：すでに2005年6月の世界保健総会において採択されている）な

どが含まれる。流行の管理に有望な理論的枠組みは、2003年の重症呼吸器症候群（SARS）
で成功した感染制御に明示されている。これは、WHOが調整にあたり、疾病の早期検知

に基づいた、世界的および国レベルの迅速な対策活動の導入、対策における強力な政治的

支援、多くの関係者や一般国民を巻き込んだ、透明性のあるコミュニケーションなどによ

って容易になった。SARSの経験から、世界的な取り組みと各国のそれを、協調して実施

することはまた、もし仮りにパンデミックを封じ込めることができなくとも、恐らくはそ

の発生を遅らせ、事前に準備した対策を導入するための「時間を稼ぐ」ことができ、新し

い亜型のヒトのインフルエンザの新興に対応する際にも、有効であるだろうことが示唆さ

れた。感染症が世界規模の安全保障や国家安全保障に対しての脅威となるという、新たな

高い評価によって、対策に必要とされている多領域間計画の支援において、強力な政治的

リーダーシップの積極的支援を獲得する見通しが得られる。最後に、近年幾つかの国々に

おいてパンデミック計画立案が多きく前進した一方で、他の国々は、異なるフェーズにお

ける国家の目標および活動についての、より明確な提言をWHOに対し求めた。このこと

から、調和の取れた世界および国家レベルの対策活動のためには、より詳細な対策方法の

提供が必要であることが認識された。 

 
1 文書はWHO/CDS/CSR/EDC/99.1. 
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2004年12月にWHOは、WHOが推奨するインフルエンザパンデミック前およびパンデミッ

ク中の、国家および国際対策に関する専門家会議を開催した。 

 

1999年WHO計画からの主な変更点の概要 

本文書は： 

1. パンデミックフェーズを、公衆衛生学的対策活動の変更の必要性に基づき再定義した。

つまり； 

    (a) 動物（ここにおいて使われる「動物」とは、鳥類を含むヒト以外の動物種すべて

を言う）に感染が見られることによる、ヒトの健康へ及ぼすリスク 

   (b) 複数要因を考慮したリスク評価を用いて、フェーズ間の移行の判断基準とする 

  (c) 公衆衛生学的リスクの減少を反映して、フェーズを引き下げる方法を提供する 

2. 迅速な介入により、新しい亜型のインフルエンザウイルスを封じ込めるか、ヒトの間

での拡散を送らせることが可能な、早期のフェーズにより重点を置く。そのような手

法には、強化サーベイランスや、薬剤以外の公衆衛生的介入を実施すること、世界的

な早期介入用備蓄が準備されたなら、その配備を考慮する。 

3. 各フェーズにおける、WHOおよび国家当局に対する、より具体的な目的と活動を提供

する。 

4. 現在進行中の国際保健規則の改定（訳注：すでに2005年6月の世界保健総会において採択さ

れている）と調和する推奨対策を提供する。 

 

この文書をどのように利用するか 

・ 本文書は、インフルエンザパンデミック前およびパンデミック中の、国家レベルおよ

び国際的な対策の事前準備と対応において情報提供し、相互調和するための指針とし

て利用するべきである。 

・ 本文書は、インフルエンザ対策の事前準備と対応の責務を持つ、公衆衛生当局担当官

を対象に起草している。「要旨」は、高位の政策責任者や政府の保健医療以外の領域

の担当官で、必ずしも公衆衛生学的な背景を持っていない人のために作成した。 

・ 各国は本文書の提言に基づき、国家のパンデミック事前対策計画を整備あるいは改訂

する必要がある。本文書は、各国がそれぞれ策定するべきである、国家対策計画の代

用とするために作成されたものではない。推奨された対応がなぜ必要であるか、どの

ように導入にするのかについてのより詳細な情報は、参考文献に示したような詳細な

文書に見出すことができる。 
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・ 表1は旧フェーズ分けと新しいフェーズを対照して提供している。 

・ 表2は各フェーズにおいて、WHOによって取られる予定の対策と、それぞれの国が考

慮すべきとして推奨された対応の概要について、5つの領域に分類し示している：（1）
計画と連携、（2）状況監視と評価、（3）予防対策と封じ込め、（4）医療システム

の対応、（5）コミュニケーション。どの程度までの対策を導入するかは、利用可能

な資材に依存する。 

・ 表2に概略を示した対策にはインフルエンザ固有のものもあるが、一方でその他の対

策は、多くの人々に影響を及ぼす多くの健康危機に対する事前の対策や対応を示して

いる。多くの国々がすでに自然災害や、他の健康危機に対する危機管理対策計画を持

っているが、これらの対策のうち幾つかは、インフルエンザパンデミック対策計画の

完璧性を確実にするために、表に含まれている。 

・ 本文書中の提言は、自然発生したインフルエンザに適用される。故意の、あるいは故

意ではない、パンデミックの可能性を持つインフルエンザウイルスの拡散事例（たと

えば実験室内事故や、意図的な病原体および毒素の拡散）についても、ほとんどの場

合にはそれなりに適用できると考えられる。それでもやはり、その様な事例には、

WHOや他の適切な機関による追加指針を入手する必要がある。 
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2. 新しいパンデミックフェーズの概要  
 

新しいフェーズ 

表1 はインフルエンザパンデミック前とパンデミック中の新しいフェーズの要旨を提供

している。現在ある各国および国際的文書との整合性を保つために、この新しいフェーズ

は（できる限り）1999年版WHO世界インフルエンザパンデミック事前対策計画（1999 WHO 
Global influenza pandemic preparedness plan）のフェーズと合致するようにした。 

 

国レベルでの追加小項目 

各フェーズは、国際的および国レベルの公衆衛生学的対応と関連づけられている。それぞ

れのフェーズにおける国の対策活動は、各国の疫学的状況に応じて、さらに小項目に分け

られている。便宜上「影響を受けない（not affected）」の語は、国内に1例も患者がいな

い、あるいは1つの集団発生も起こっていない国を表している。しかしながら、それらの

国々においてもまた、表に示した様に事前対策を強化するために、何らかの対策を取る必

要がある。国家当局は、例示した各フェーズにおける国レベルの追加小項目を、その状況

に合わせて自由に調整してかまわない。しかしWHOは、各国が国家計画を策定あるいは

改訂する際に、この文書内に提案された対策活動について考慮することを強く推奨する。 

 

各フェーズを宣言する際の連続性 

次のパンデミック株がどの種から発現し、どの順序で展開して行くかは、変化に富んでお

り予測は困難であるため、WHOはフェーズの引き上げ、引き下げについて非連続的に宣

言する可能性がある。もしも、あるフェーズをスキップしてフェーズが引き上げられた際

には、新しいフェーズの対策によって確実に代替されない限り、飛び越したフェーズの対

策もやはり導入する必要がある。 

 

各フェーズ分けの論理的背景 

パンデミック間期 

フェーズ1. ヒトにおいては新たな亜型のインフルエンザウイルス1は同定されていない。

ヒトに感染した、あるいはヒトが罹患発病した亜型のインフルエンザウイルスが、動物の

間に存在しているかも知れないし、そうでないかもしれない。もしも動物に見られてとし

ても、ヒトへの感染や、ヒトが発病するリスクは低いと考えられる。2 

論理的背景．ヒトの感染またはヒトが罹患発病したインフルエンザの亜型は、常に野鳥や
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他の動物種に存在していることが多い。動物やヒトの感染が確認されていないということ

が、何の対策も必要ないという意味ではない。事前対策を準備する（preparedness）には、

事前に計画を建て、対策行動を取ることが必要である。 

フェーズ2. ヒトにおいては新たな亜型のインフルエンザウイルス1は同定されていない。

しかしながら、動物の間に循環しているインフルエンザウイルスの亜型が、ヒトの発症に

関してかなりのリスク2を提起する。 

論理的背景．ヒトへの病原性が確認されているウイルスによる、動物の感染が確認されて

いるということは、ヒトの健康に対して多大なリスクを提起し、リスクのある人々を守る

ために、公衆衛生上の対策をとることを正当化する。 

 

パンデミックアラート期 

フェーズ3. 新しい亜型によるヒト感染（複数も可）が見られるが、ヒト－ヒト感染によ

る拡大は見られない、あるいは非常に稀に密接な接触者3への感染が見られるに留まる。 

論理的背景．ヒト症例の出現は、ウイルスがヒトからヒトへと感染伝播できるようになる

ための適応や再集合の機会を増すが、特にインフルエンザの季節性流行と同期した場合そ

うである。疾患を検知し、その拡大を防ぐための対策が必要である。ごく稀に密接な接触

者へ感染すること、たとえば家族内で、あるいは医療施設内で感染が起こることはあり得

るが、このフェーズの主な特徴、つまりウイルスが基本的にヒト－ヒト感染をしないとい

うことは変わらない。 

例： 

・ 複数の相互の関連が認められず、明らかな感染源である動物への曝露歴があり、ヒト

が感染源では無い、（WHOが指定したリファレンス研究施設での、検査によって確

定された）ヒト症例の発生。 
 

1 新型の定義：少なくとも数十年に渡り、ヒトのあいだで循環されていなかったウイルスの亜型
で、そのために大多数の人々がその亜型に対して免疫を持っていないもの。 

2 フェーズ1と2の違いは、動物の間に循環しているウイルス株による、ヒトの感染や罹患発病の
リスクに基づく。この区別は、様々な要因と現在の科学的知識による、その相対的重要性に基
づく。これら要因には、動物やヒトにおける病原性、飼育動物や家畜あるいは、野生動物だけ
での発生、ウイルスが動物間で蔓延（enzootic）しているのか、動物間流行性（epizootic）であ
るか、地理的に限局しているか、広域に広がっているか、またその他の科学的パラメータなど
が含まれる。 

3 フェーズ3、4、5の違いは、パンデミックの発生リスクの評価に基づいている。様々な要因と、
現在の科学的知見に基づいたそれらの相対的重要性が検討される。これら要因には、感染伝播
率、地理的分布と拡散状況、疾病の重篤性、ヒトのウイルス株からの遺伝子の存在（もしも動
物由来株であれば）、またその他の科学的パラメータなどが含まれる。
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・ ごくまれに同居家族や、感染防御装備をしていない医療従事者などで、密接な接触に

よる感染の拡大がみられるが、継続的なヒト－ヒト感染伝播の証拠は無い。 
・ 共通の環境因子から感染したと思われるが、ヒト－ヒト感染を除外することができな

い、複数の小型で独立した（家族のような）ヒト症例のクラスター1。 
・ 曝露源が特定できないが、クラスター1にもヒト症例にも関連付けることができない

症例。 

フェーズ4. 限定されたヒト－ヒト感染の小型クラスターが見られるが、拡散は非常に限

定されており、ウイルスがヒトに対し十分に適合していない2ことが示唆されている。 

論理的背景．ウイルスはヒト－ヒト感染能を増強したが、まだ十分にヒトに対して適合し

ておらず、非常に限局した感染を示すに留まっている。そのため、ウイルスの拡散は遅延、

あるいは封じ込められている可能性がある。 

例： 

・ 少数のヒト症例からなる複数のクラスター1、たとえば、25未満のクラスターで、2週
間未満続くもの3。 

・ 少数のヒト症例が、明らかなヒト以外の曝露源無しに、複数の地理的に関連する地域

に出現し、ヒト－ヒト感染によって最もよく説明できると判断される。 

フェーズ 5. より大きな（ひとつあるいは複数の）クラスターが見られるが、ヒト－ヒト

感染は依然限定的で、ウイルスはヒトへの適合をより高めているが、まだ完全に感染伝播

力を獲得して（著しいパンデミックリスク）いないと考えられる 2。 

 

 

 
1 インフルエンザ様疾患の患者あるいは死亡者の異常な集積とは、2週間のあいだに、同一の特定

の地理的領域において、呼吸器症状を含む同じ臨床徴候で発症し、その疫学的パターンや臨床
徴候が、通常、季節性流行のインフルエンザ感染例において観察されるものと一致しない複数
の個人（疑い例、可能性例、あるいは確定例）から成る症例群と定義される。これらの、通常
観察されないものとは、（i）通常とは異なる年齢群の分布、（ii）慢性疾患の無い成人におけ
る病状の重篤さ、（iii）感染性があると疑われる生きた動物、あるいは動物の死骸に曝露した
個人や、医療従事者といった特定のリスク群に感染がみられるなどを含むと考えられる。 

2 フェーズ3、4、5の違いは、パンデミックの発生リスクの評価に基づいている。様々な要因と、
現在の科学的知見に基づいたそれらの相対的重要性が検討される。これら要因には、感染伝播
率、地理的分布と拡散状況、疾病の重篤性、ヒトのウイルス株からの遺伝子の存在（もしも動
物由来株であれば）、またその他の科学的パラメータなどが含まれる。 

3 Ro=再生産数（Basic reproduction rate：1症例から新たに感染した例の平均数）。クラスター形成
の初期にRoを計算することは無理であるが、モデルから、このような特性を持ったクラスター
が 0.5 < Ro ≤ 1.0であることが示唆される。 
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論理的背景．ウイルスは一層ヒトへ適合し、したがってヒトの間でより容易に感染伝播す

る。より大きなクラスターで拡散するが、その拡散は限定的である。このフェーズがおそ

らくは、感染拡大の遅延あるいは封じ込めのために、ひとつあるいは複数の焦点に絞った、

大規模な世界的協調介入の最後の機会である。パンデミックのフェーズ 4 の間に、感染拡

大の記述報告の遅延の可能性があるため、フェーズ 5 へ移行する閾値は低いことが予想さ

れる。 

例： 

・ クラスター関連の感染伝播が継続しているが、総症例数の急増は無い。たとえば、  

25－50 例のクラスターが 2 から 4 週間持続する 4。 

・ 感染伝播は持続しているが、症例は地方（人里は離れた村、大学、軍基地、島）に限

局していると思われる。 

・ クラスターが発生していることが知られている地域社会において、曝露源がよく分か

らない少数の症例が出現する（たとえば、より広範な拡散の始まり）。 

・ 同一のあるいは密接に関連したウイルス株により、ひとつあるいは複数の地理的領域

でクラスターが出現し、急速に症例数が増加している。 

 
パンデミック期 

フェーズ 6. 一般のヒト社会の中で感染が増加し、持続している。 

論理的背景．パンデミックのリスクがすべての国において切迫したものであるため、世界

規模サーベイランスと対応の戦略は大きく変わる。国家レベルの対応は、主にその国内に

おける疾患の影響に基づいて決定する。 

 
後パンデミック期 

次に続くのはパンデミック間期への回帰（季節的流行株によって発生が予測されるレベル

の疾患）であり、サーベイランスを維持し、定期的に計画を最新のものへ更新する必要が

引き続き残る。急速な回復期であり、計画の再評価が必要であると考えられる。 

 
 
 
 
4 クラスター形成の初期にRoを計算することは無理であるが、モデルから、このような特性を持

ったクラスターが 0.5 < Ro ≤ 1.0であることが示唆される。 
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異なるレベルのパンデミックリスクを提起する状況が同時に発生する場合 

異なるレベルのリスクを提起する状況が同期して起こった場合、たとえば異なる複数のイ

ンフルエンザ亜型や、異なる地域での異なった拡散の程度であったときには、フェーズは

該当するリスクのうちで最も高いもの決定される。 

 
フェーズを下げるための基準 

フェーズ 1 以外のすべてのフェーズは、一時的なものであると予測される。WHO は新し

いフェーズを発表するたびに、その指定を再検討する時期を設定する予定である。フェー

ズを下げることを検討する際には、以下の基準を用いる： 

・ 現在のフェーズに見合う、疾病の活動性が持続していない。 

・ そして動物の間での感染に関しては、FAO（国連食糧農業機関）や OIE（国際獣疫

事務局）などの他の機関と連携して、WHO により評価された、適切な全国サーベイ

ランスと国際報告。 

・ 必要に応じて現場での、感染が広がっている国々と協力した、そして動物の間の感染

にかかわることは、FAO や OIE などの他の機関と協力した、WHO による適切なリ

スク評価。 

・ フェーズ 1,2 の指定につながった要因はもちろん、他の関与している可能性がある要

因も考慮したリスク評価。たとえば、その地域で呼吸器疾患が流行する季節の最中で

あったならば、新しいウイルス株が流行中の株と遺伝子再集合を起こす、また、季節

流行株と共循環している新しい株を、サーベイランスにより検知することはより難し

くなるというリスクが高くなり、時にフェーズを下げるのが遅れる可能性がある。 
 
 
 
 
 
1 フェーズ1と2の違いは、動物の間に循環しているウイルス株による、ヒトの感染や罹患発病の

リスクに基づく。この区別は、様々な要因と現在の科学的知識による、その相対的重要性に基
づく。これら要因には、動物やヒトにおける病原性、飼育動物や家畜あるいは、野生動物だけ
での発生、ウイルスが動物間で蔓延（enzootic）しているのか、動物間流行性（epizootic）であ
るか、地理的に限局しているか、広域に広がっているか、またその他の科学的パラメータなど
が含まれる。 

2 フェーズ3、4、5の違いは、パンデミックの発生リスクの評価に基づいている。様々な
要因と、現在の科学的知見に基づいたそれらの相対的重要性が検討される。これら要因
には、感染伝播率、地理的分布と拡散状況、疾病の重篤性、ヒトのウイルス株からの遺
伝子の存在（もしも動物由来株であれば）、またその他の科学的パラメータなどが含ま
れる。 
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政策意思決定手順 

・ フェーズの上げ下げの判断を含むフェーズの指定は、WHO 事務総長により行われる。

この指定は、既存のヒトの疾病の報告と感染制御を管理する規則（たとえば国際保健

規則）との調和を保ち、必要に応じて他の機関や研究施設と協議しながら行われる。 

・ 国レベルのフェーズの細分は国家当局により指定される。 
 
 

3.  各フェーズごとの包括的目標，目的，対応 
 

表2 は、包括的優先目標（overarching priority goal）を達成するためにWHOがとる予定で

あり、そして各国当局に推奨する対応とその目標の概要を示す。目的と対応は、5 領域に

分類されている： 

1. 対策計画と連携 

2. 状況のモニタリング（監視と観察）と評価 

3. 予防と封じ込め（医薬品以外の公衆衛生学的介入，ワクチン，抗ウイルス薬） 

4. 医療システムにおける対応 

5. コミュニケーション 

導入範囲は利用可能な資源に依存するであろう。 
提案された対策は、現時点におけるインフルエンザの季節的流行と過去のパンデミックの

知見に基づいている。提言は、新たな科学的根拠（evidence）と経験（experience）に基づ

き修正される可能性がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各対応は、より進展したフェーズの対応で代替されない限り、

フェーズが進行しても継続実施されることを意図している。

もしも、連続するフェーズを飛び越えて状況が進展した場合

には、より進展したフェーズに含まれる対応で代替去れない

限り、飛ばしたフェーズに含まれている対応も実施するべき

である。 
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表2 WHOおよび各国当局のフェーズごとの包括的目標、目的、対策活動 

パンデミック間期 

パンデミック間期，フェーズ1 － 包括的目標 
世界、地域、国家、国内地域レベルにおける、インフルエンザパンデミック事前対策を強

化する 
 

パンデミック間期，フェーズ 1 － 計画と連携 

WHOの目的 国家の目的 
1. 調和のとれた、世界的、地域的、国

内のインフルエンザパンデミック計

画を推進する。 
2. 世界的および国内における新型イン

フルエンザウイルス株の初期報告に

対する、検知および対応能力の確立

を促進する。 
3. パンデミックアラート期において、

感染多発地に国際的な資源を迅速に

動員、配備するための戦略と方法を

確立する。 
4. 迅速な意思決定および行動のための

体制整備、部門間の協力関係の確立、

国家レベルでの関連対策の促進によ

って、パンデミックインフルエンザ 
（およびその他の健康危機）に対す

る国際的な対応を改善する。 

1. 国際的なインフルエンザパンデミッ

ク計画と調和した、国家レベルのイン

フルエンザパンデミック危機管理計

画を整備し、維持する。 
2. 新型インフルエンザウイルス株の初

期報告に対する、国家および国際的レ

ベルの対応能力を強化する。 
3. 対策資源を必要としている地域への、

資源の動員および迅速な配備を実施

するための効率的な体制を整備する。 
4. 新型インフルエンザウイルスによる

ヒト感染のリスクを特定し、最小化す

るような、部門間および政府間の協調

体制の整備によって、インフルエンザ

に関連した健康危機に対する国家お

よび世界レベルでの対応に関する意

思決定と、それに続く行動を効率的に

行う体系を確立する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 利用可能な情報を監視、評価し、適

切なフェーズの勧告を含む、インフ

ルエンザ関連事項をWHOに助言す

る専門家委員会（WHOインフルエン

ザ・タスクフォース）を組織する。 
2. 国レベルでの包括的なパンデミック

1. 国家パンデミック計画立案委員会を

設立する。 
2. 関連する意思決定者へ、パンデミック

計画の重要性を提唱する。 
3. 医療保健領域以外の人々も含む、関係

者との緊密な協力および現行のWHO
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インフルエンザ対策計画の作成を奨

励し、支援する。 
3. 季節的なインフルエンザおよびパン

デミックの疾病負担、また、季節的

なワクチン接種を含む対策介入の公

衆衛生上の価値、およびその費用対

効果を推定する手法を確立する。 
4. 演習を含む準備対策の活動を通じ

て、パンデミック計画の実行を円滑

にする。 

5. 世界レベルでのパンデミック計画を

円滑に実施するために、関係者間の、

例えば、加盟各国、他の国際機関、

非政府組織、民間部門との合意を促

進し、調整する。 
6. パンデミックアラート期に、インフ

ルエンザの活動地域を持ち、資源が

乏しい国々に対し、国際的な備蓄（例

えば抗ウイルス剤、個人防護装備、

ワクチン、実験室診断用品）、他の資

源、技術的な支援を、整備、管理、

配備するための合意形成を促進す

る。 
7. 他の国際的な法、規約、政策、例え

ば国際保健規則(IHR)などと、パン

デミック対策計画との調和を図る。 

8. パンデミック中の、WHO の資源と人

員を内部管理するための、サージキ

ャパシティ（予備能力）危機管理計

画を整備する。 

9. 感染動物に関連した、食品安全およ

び他の公衆衛生課題についての国際

的な指針を確立する。 

指針を参照した、国家レベルのパンデ

ミック計画の整備と定期的な更新を

行う。 
4. 全てのレベルの公的機関において、パ

ンデミック計画の実行と準備活動を

確実に行う。 

5. パンデミック計画の演習を実施し、そ

の結果を計画と準備対策の改善、改良

に用いる。 

6. 新型インフルエンザウイルス株が出

現した場合に動員する中心的な人員

を明らかにし、定期的に情報提供し、

訓練する。 

7. 必要時に、迅速に配備するために、各

国内の備蓄（例えば抗ウイルス剤、個

人防護装備、ワクチン、実験室診断用

品、他の技術的支援）の整備を検討す

る。 

8. パンデミックアラート期に、インフル

エンザの活動地域を持ち、資源が乏し

い国々に対し、資源および技術的支援

の提供を検討する。 

9. ウイルス特性の確定、診断技術および

ワクチンの開発のために、検体や分離

株の迅速な共有体制を確立する。 

10. パンデミック中に、国内の資源と必

須（基盤）社会サービスに携わる者を

内部管理するための、サージキャパシ

ティ（予備能力）危機管理計画を整備

する。 

11. 感染動物に関連した、食品安全、安

全な農業畜産活動、および他の公衆衛

生課題についての国家指針を作成す

る。 
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パンデミック間期，フェーズ 1 －状況監視と評価 

WHOの目的 国家の目的 
1. 季節性流行株によるヒトのインフル

エンザ発生動向を監視している、複

数の国際的サーベイランスネットワ

ークを調整し、ヒトや動物における

新しいウイルス株発生の早期警報を

（FAOやOIEなど、他の協力国や組

織との連携のもとに）提供する。 
2. 新しいウイルス株によるヒトの感染

を起こし得る、動物や他の感染源の

リスクを評価できるような、世界お

よび国家レベルの能力開発を推進す

る。 
3. パンデミック期間中の、影響（被害）

と資源の需要の継続的な評価を行う

ための国家計画の策定を推進する。 

1. インフルエンザの季節性流行株によ

るヒト感染の発生動向に関する最新

情報を入手する。 
2. 新しいインフルエンザウイルス株に

よる動物やヒトの感染を検出し、ヒト

の感染源となり得る動物を特定し、ヒ

トへの感染伝播のリスクを評価する。 
3. パンデミック期間中の、影響（被害）

と資源の需要の継続的な評価を行う

国家計画を策定する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 国家のインフルエンザサーベイラン

ス能力の向上のため、世界のインフ

ルエンザサーベイランスネットワー

クや、その他の検査研究施設を強化

する。 
2. 各国家当局や、FAOやOIEなどの関係

者と協調し、ヒトと動物の接点の監

視プログラムと研究を調整し、また、

動物のインフルエンザウイルスによ

るヒトの感染リスクを評価するため

に収集したデータを利用する。 
3. 新しいウイルスに用いる検査試薬開

発と亜型決定のため、インフルエン

ザウイルス株の共有を推進する。 
4. 動物衛生当局や公衆衛生当局などの

関連国家当局に対し、インフルエン

1. サージキャパシティ（予備能力）、部

門間および施設間の協力への準備を

含む、インフルエンザ様疾患や呼吸器

障害による死亡のクラスター（集積）

の検出、特徴解析、評価のために、強

力かつ包括的な国家サーベイランス

システムを開発する。 
2. WHO、FAO、OIEのガイダンスに準じ、

ヒトと動物両方の国家インフルエン

ザサーベイランスの整備や強化を行

う。 
3. 通常もしくは異常なサーベイランス

の検出情報を、関係する国内外の当局

へ報告する。 
4. 循環しているインフルエンザウイル

スの特徴を解析し、分離株やその情報
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ザサーベイランスに関する部局間お

よび施設間連携の確立を奨励する。 

5. パンデミック間期およびパンデミッ

ク期の指針、および、インフルエン

ザ様疾患のクラスター（集積）の検

出、調査、迅速リスク評価、報告、

継続評価（封じ込め対策の成果の監

視など）のための手法の、開発や見

直しを行う。 
6. パンデミック期の影響と資源の需要

を評価するための、指針や手法を開

発し、各国が継続的な情報監視を行

えるよう支援する。 

を、WHO や FAO、OIE 等の関係する

国際機関と共有する。 

5. 季節性のインフルエンザ流行の疾患

負荷を評価し、パンデミックにおける

追加需要の推定に役立てる。 

6. 継続的な情報監視、パンデミック期の

影響（被害）と資源需要（罹病率、死

亡率、職場欠席状況、感染地域、感染

リスク群、医療従事者および他の必須

職務従事者の供給可能度、保健医療供

給、ベッド占有率/空き率、入院必要

度、代替保健医療施設の利用、死体安

置施設の収容力など）の、評価のため

の危機管理計画を策定する。 

 

パンデミック間期，フェーズ 1 －予防対策と封じ込め 

WHOの目的 国家の目的 
1. 導入可能な介入対策に関する、最新

かつ科学的根拠に基づいた提言を行

う。 
2. WHOの提言に従い、季節性のインフ

ルエンザに対する既存ワクチンの接

種強化を推進する。 
3. パンデミックワクチンの開発、生産、

流通に関する問題解決への努力にお

いて、協調を図る。 
4. 世界規模の備蓄の準備、配備、利用

に関する戦略および指針の必要性を

評価し、確立する。 

1. 事前に、薬剤以外の公衆衛生的活動に

基づく、種々の封じ込め戦略を用いる

ことについての合意を得る。 
2. 抗ウイルス剤の備蓄と、その配備の基

準に関する戦略を決定しておく。 
3. パンデミック時に利用可能なワクチ

ン量を増量する。 
4. 季節性のインフルエンザやパンデミ

ック用のワクチンの利用に関する、国

家戦略とその基準を決定する。 
5. 将来的なパンデミックワクチンの開

発の必要性を、事前予測し対処する。 

 

WHO活動 国家活動 
公衆衛生的介入 
 

1. 推奨する介入対策（別添 1）を、受

容性、効果と実現性について、医療

保健領域以外も含む適切な関係者と

1. WHOの提言（別添 1）に基づき、公衆

衛生対策の使用に関する国家指針を策

定する。 
2. 提案される介入対策を、保健医療部門お

よびそれ以外の領域（輸送、教育など）
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協議しつつ、定期的に再評価する。

適宜改良する。 
2. 対策の効果を評価するモデルの開発

を促進し、机上演習を実施、観察し、

またその結果を、計画の改良に利用

する。 
 

抗ウイルス剤 
 

1. パンデミックアラート期において想

定される国際備蓄の有用性を評価

し、もし可能であるなら、その評価

に基づき備蓄の配備と利用のための

基準を作成する。 
2. 新型株のウイルス剤に対する、迅速

な感受性検査の実施を調整するため

の手順を確立する。 
 

ワクチン 
 

1. パンデミック間期におけるワクチン

利用率を上昇させる手段として、年

間インフルエンザ罹患率を評価する

方法に関するツールを各国に提供す

る。 
2. 革新的で、より効果的なワクチンを

生産するための、優先順位をつけた

世界規模の研究および開発の予定を

確立する。 
3. 製薬会社、国家当局、研究機関と協

力し、ワクチンのプロトタイプ作成

に必要とする時間を短縮し、WHO が

勧奨するリスク群へのワクチン投与

を強化するための方法を検討する。 

4. パンデミックアラート期およびパン

デミック期における、パンデミック

ワクチンの入手の増量方法を検討す

る。 

5. ワクチン製造会社がワクチンプロト

の責任のある政策決定者と、確実に協

議する。提案された対策の法的権限を

持つ部局を確認する。対策実行に必要

な資源を事前に予測し、明らかにして

おく。 
3. 机上演習を実施、観察し、またその結

果を、計画の改良に利用する。 
4. 国家的対策に利用する抗ウイルス剤

（備蓄）を、確実に入手するための戦

略を策定する。より上のフェーズで必

要となるだろう量の見積もり算定の

ためのデータを確実に入手する。 

5. パンデミックアラート期とパンデミ

ック期における抗ウイルス剤の配備

と使用の、優先順位と基準を設定する

ことを検討する。 
6. 既存の薬剤に対する安全性と薬剤耐

性を評価する研究プロジェクトに参

加することを考慮し、入手可能な代替

薬品の開発を促進する。 
7. インフルエンザの罹患率の国家デー

タを用い、世界保健総会（World Health 
Assembly）で推奨された、季節性イン

フルエンザに対するワクチンの接種

率の目標を達成するための、国家ワク

チン政策を作成あるいは採用する。 
8. パンデミックワクチンの利用に関す

る国家目標を決定し、予想される入手

状況に基づき、その使用の暫定的な優

先順位を決める。 

9. パンデミックワクチンの流通を向上

させる可能性がある方法を模索し、法

的問題、責任、知的財産権について明

らかにする。 

  （a）ワクチン製造能力を有する国々 

ワクチン入手を確実にするため

の方法と、ターゲット人口への
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タイプ株を入手できる機構を提供す

る。 

6. 既存の季節性インフルエンザワクチ

ンとパンデミックワクチンの利用に

関する、国レベルの提言の指針とな

る基本的原理を確立する。 

公平で、効果的な配分方法を明

らかにする。世界的ワクチン研

究への貢献、また基盤整備を強

化することにより、ワクチンの

世界的生産量を増加するための

イニシアチヴを支援することを

考慮する。 

  （b）ワクチン製造能力の無い国々 

ワクチン入手を可能とする戦略

を、製造会社や製造国との間の、

二者あるいは二国間合意を通じ

て模索する。 

10. パンデミックワクチン戦略（ワクチ

ン貯蔵、配備能力、コールドチェーン

が得られるか、ワクチン投与に必要な

ワクチンセンターやスタッフの需要）

の実行における、後方支援と運営上の

需要について再検討する。 
 

パンデミック間期，フェーズ 1 －医療システムの対応 

WHOの目的 国家の目的 
1. インフルエンザパンデミックへの対

応のための、医療機関による危機管

理計画を推進する。 

1. 保健当局でのパンデミックへの対応

のために、最新の危機管理計画および

戦略が策定されていることを確認す

る。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 国家の医療供給管轄部局が、優先度

の高い需要や対応戦略を明確にし、

（チェックリスト、模範的パンデミ

ック準備計画、訓練および机上演習

を通じて）準備計画を評価すること

を援助する。 
2. 医療機関、人の集まる所、養護／介

護施設における適切な感染制御およ

び、臨床的疾患制御のための手引き

1. WHOのインフルエンザパンデミック

事前対策計画用チェックリスト*の助

けを借りて、医療機関の準備対策に関

する評価を行ない、その国の資源に応

じて不足している事項を明記する。 
＊http://www.who.int/csr/disease/influenza/inforesources/en/ 

 http://idsc.nih.go.jp/disease/influenza/05pandemic.html （訳）

2. パンデミックが発生した際の、医療シ

ステムの指揮管理に対する管轄部局、
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を提供する。 
3. その他の国際機関と共に国際的対応

計画の調整をする。 
4. 各国のパンデミック準備対策計画を

収集し、他の国が利用できるように

する。 

5. 診断および臨床指針策定のための、

実験研究施設および臨床的ネットワ

ークを構築し強化する。 
6. 主要な製品の、主要な製造企業の、

世界的な一覧表を備えておく。 
7. 新型インフルエンザウイルス株の感

染リスク因子について、医療従事者

に技術的助言を行ったり、訓練をし

たりするための手引きを提供する。 

8. 自己管理に関する指針を構築する。 

9. 検体および分離病原体の取り扱いお

よび郵送の際の、バイオセーフティ

（生物学的安全）およびバイオセキ

ュリティ（病原体安全管理）に関す

るWHOの指針を作成し、遵守する。 

責務、指令系統が明確にされているこ

とを確認する。 
3. 公立あるいは私立の医療機関におい

て、それぞれ以下に示すような優先度

および対応戦略を、各段階に応じて適

宜明確にする：トリアージ（優先順位

付け）システム、サージキャパシティ

（予備能力）、人的および物的資源の

管理。 
4. 症例の発見、治療、管理の手順やアル

ゴリズム（問題解決の為の流れ図）、

感染制御ガイドライン、トリアージの

手引き、サージキャパシティの管理、

職員配置戦略、を暫定的に作成する。 

5. 通常の実験室におけるバイオセーフ

ティ、安全な検体取扱い、院内感染制

御マニュアルが実施されていること

を確認する。 

6. 医薬品やその他の物資の需要を評価

する。物資を確保するための調整を開

始する。 

7. パンデミックインフルエンザに対す

る医療従事者の意識を高め、訓練を強

化する。 

8. 指揮命令系統を含む危機管理計画を

定期的に練習する。 

 

パンデミック間期，フェーズ 1 －コミュニケーション 

WHOの目的 国家の目的 
1. 国際的、国家的、準国家的レベルの

医療保健当局や他の適切な関係者、

および一般国民内での、および相互

間の、平常時と緊急時のコミュニケ

ーション（情報共有／交換）のため

の機構の整備を支援する。 
2. 各フェーズにおいて適切な国家リス

1. 保健当局間、政府当局内および関係当

局間、その他のパンデミック対応に関

係するだろう組織間、そして一般国民

との、通常の、また緊急時におけるコ

ミュニケーション（情報共有／交換）

システムを確立する。 
2. 政府および他の重要な関係組織間に、



2005.08.31 25

クコミュニケーション戦略と能力の

確立を促進する。 
3. 世界流行への対応に関して、ニュー

スメディア（情報発信組織）との協

力的体制を築く。 

適切なレベルの警戒（インフルエンザ

対策の重要性に関する認識）を維持す

る。 
3. 流行時における公衆衛生当局の役割、

責任、対策上の慣行などを含め、対策

におけるメディア（情報発信組織）と

の協力的体制を確立する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. インフルエンザに関するリスクコミ

ュニケーションを推進する情報を提

供する。 
2. 現時で、そして将来的に期待される

国際的情報需要に見合う情報提供能

力を、とりわけウェブサイトを運営

することで保持するための、計画を

たて、試行する。 
3. インフルエンザおよび他の流行性疾

患に関するリスクコミュニケーショ

ンを最適に実施するための、国家当

局の能力を強化する訓練研修会を支

援する。 
4. 高次の政策決定集団にリスクコミュ

ニケーション担当者を加える。 

5. インフルエンザおよび他の流行性疾

患に関するWHOの活動、運営、意思

決定についての、ニュースメディア

の理解を深める。 
6. 集団発生に関する情報共有やコミュ

ニケーション戦略の協調を図るた

め、WHO加盟各国、他の国際組織（国

際連合、欧州共同体、非政府組織な

ど）、技術的／専門的協会を含む、中

心となる関係各位との公式なコミュ

ニケーションのチャンネル（経路）

を確立する。 
7. 膨らむ国民の懸念を検知、流言に対

1. パンデミックインフルエンザに対す

る、フェーズを設定した国家のコミュ

ニケーション戦略を確立する。 
2. 既存の集団発生時のコミュニケーシ

ョンと関連する国家危機管理計画に

関するWHO指針を参照し、インフル

エンザに関するリスクコミュニケー

ションを強化する。 
3. 専門技術者のグループ、ニュースメデ

ィア、一般国民を含む、国内で予期さ

れる幅広い対象の情報需要への対応

力の獲得を計画し、試行する。 
4. パンデミック時の必要を的確に満た

すコミュニケーション用基盤を整備

する。 

5. 関連情報を掲載したウェブサイトを

整備し、維持する。 

6. リスクコミュニケーション担当者、保

健医療関係以外の政府省庁、専門家お

よび技術者組織を含む、重要な対応関

係者間のネットワークを確立する。 

7. 高次の政策決定集団にリスクコミュ

ニケーション担当者を加える。 

8. 季節性流行のインフルエンザおよび

パンデミックに関する国家計画、準備

対策活動、意思決定についてのニュー

スメディアの理解を深める。 

9. インフルエンザに関連した集団発生
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処し、誤報を訂正するための情報還

元システムを築く。 

の情報共有やコミュニケーション戦

略の協調を図るため、WHO および関

係各組織との公式なコミュニケーシ

ョンのチャンネル（経路）を確立する。 

10. インフルエンザのパンデミックや、

新興の国民的課題についての、国民の

理解度を確認するための、フィードバ

ック（情報還元）機構を確立する。非

公式情報に対して積極的に対応し、誤

報を正す。 
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パンデミック間期，フェーズ2 － 包括的目標 
ヒトへの感染伝播のリスクを減少させる；そのような感染伝播が発生した場合には、迅速

に検知し、報告する 
 

パンデミック間期，フェーズ 2 － 計画と連携 

WHOの目的 国家の目的 
1. 発生する可能性のあるヒト症例への

対応能力の強化を促進する。 
2. ヒト感染のリスク（危険性）を低下

させるための戦略および指針の開発

調整を行う。 

1. 発生する可能性のあるヒト症例への高

い対応能力を確立する。 
2. ヒト感染のリスクを抑えるために、動

物衛生当局との緊密な共同作業によ

る、対応策の実施を調整する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 動物での感染制御と予防対策の導入

のために、他の組織（例えばFAO、

OIE）との共同行動体制を始動する。 
2. 見込まれる備蓄やその他の資源、あ

るいは技術支援のうち適切なものが

利用可能で、必要があれば影響を受

けている地域への配備ができること

を保証する対策法を調整する。 

感染が発生している国および、それらの

国と旅行や貿易上、非常に密接な結びつ

きがある国々 
 

1. 動物衛生当局あるいは他の関連組織

との共同行動体制を始動する。 
2. 準備状況の評価、および不備を埋める

ために必要な当面の行動の洗い出し

を行う（例えば、WHOのインフルエ

ンザパンデミック事前対策計画用チ

ェックリスト*を参考にして）。 
＊http://www.who.int/csr/disease/influenza/inforesources/en/ 
 http://idsc.nih.go.jp/disease/influenza/05pandemic.html （訳）

3. 多分野の専門家からなる対応チーム

の、迅速な動員と配備を実施する機能

を確保する。 
4. （各国のあるいは国際的な備蓄から）

備蓄資源を迅速に感染地域に配備す

る機能を確保する。 

5. リスク評価に基づいて、備蓄の一部を

配備するかどうかの決定を行う。 

6. 緊急時対応の遵守を促進するために、

家畜の殺処分による損失を補償する

政策を確立する。 
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パンデミック間期，フェーズ 2 －状況監視と評価 

WHOの目的 国家の目的 
1. 動物における広がりと、種を超えた

伝播に関する情報の収集と配布を行

う。 
2. ヒト感染の早期検出を支援する。 
3. 動物からヒトへの感染伝播リスクの

評価に関する協力を図る。 
4. ヒト感染の診断のために、診断薬の

調達を促進する。 

1. 早期に種を越えた感染の伝播を特定

し、WHOやその他関連各組織、国家

へ情報を伝達する。 
2. パンデミックを起こす能力を持つウ

イルスがヒトへ感染を起こしていな

いかに関して、継続的なリスク評価を

行う。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 国家当局やFAO、OIE等の適切な国際

機関と協調し、新しいウイルス株の

出現を確認し、疫学的の評価および

ウイルス株の特徴分析に関する協力

を図る。 
2. 動物における広がりと、種を超えた

伝播に関する情報の提供を促進す

る。 
3. 感染が発生した国の国家当局に対

し、ヒトのリスク評価に関する指針

を提供し、求めに応じ、実現可能性

であれば、現地評価の支援を行う。 
4. 可能であれば、サーベイランスの強

化とヒトへの感染が疑われる症例の

調査に関して、国家当局を支援する。 

5. 診断薬開発に必要な、ウイルス株と

情報の収集への支援を継続する。 
6. 必要に応じて、WHO国家インフルエ

ンザセンターに対し、診断薬の開発

と提供の調整を行う。 
7. 進行中の国のサーベイランスと調査

の、監視と報告が行えるように各国

と連携する。 

感染が発生している国および、それらの

国と旅行や貿易上、密接な結びつきがあ

る国々 
 

1. WHO、FAOおよびOIEの勧告に準じた

動物とヒトの強化サーベイランスを

実施し、その結果を迅速かつ定期的に

上記国際機関へ報告する。 
2. 感染した動物からの代表的なウイル

ス分離株を、迅速にWHOおよびOIE
指定リファレンス研究施設に送付し、

確定診断、詳細な特徴解析、検査試薬

の開発とワクチンウイルス候補/プロ

トタイプワクチン株の開発への使用

に適しているかの検討を実施できる

ようにする。 
3. 動物のインフルエンザウイルス株に

感染したヒトからの代表的分離株を、

緊急に国家インフルエンザセンター、

あるいは他の国指定のインフルエン

ザ研究施設へ送付する。 
4. 感染が発生した地域の疫学的および

実験室的な実地調査を行い、動物にお

ける感染の拡大と、ヒトの健康への脅

威を評価する。 
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5. 積極的に感染伝播リスクの評価（病原

性検査のための動物モデルなど）に参

画する。 

6. 標準的手法に基づき、WHO や OIE 指

定のリファレンス研究施設から提供

される試薬を用いることで、国内の実

験研究施設におけるウイルス学的サ

ーベイランスの専門的技術と検査診

断能力を確保する。 

7. ウイルス株と他の科学的情報を継続

的に収集し、関連各組織および国家と

相互に伝達交換する。 
8. 畜産業者とその家族および、動物のイ

ンフルエンザ集団発生の封じ込めに

従事した動物関連作業従事者におけ

る、血清学的サーベイランスを実施す

る。 
 

パンデミック間期，フェーズ 2 －予防対策と封じ込め 

WHOの目的 国家の目的 
1. 動物ウイルスへの曝露によってヒト

感染がおこるリスクを減少させる。 
2. 動物由来株の、抗ウイルス剤に対す

る感受性評価を行う。 
3. ヒトにおける同時感染のリスクを減

らし、それによってウイルスの再集

合の機会を最小限にする。 
4. 新しい株に対するヒトのワクチンの

開発を検討する。 

1. 感染した動物との接触によってヒト

感染が起こるリスクを最小限にする。 
2. 各国において、抗ウイルス剤の入手可

能性を評価する。 
3. ヒトにおける同時感染のリスクを減

らし、それによってウイルスの再集合

の機会を最小限にする。 

 

WHO活動 国家活動 
公衆衛生的介入 
 

1. 動物の疾病の感染制御に第一義的責

任を負っている、国際的農業機関と

の密接な連携を保ち、必要に応じ適

感染が発生している国 
 

1. 動物の集団発生への、対応に関わる

人々への感染リスクを減少させる対

策（危機となる可能性を含んだものに
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切な支援を行う。 
2. ヒトの曝露（たとえば、感染が報告

されている地域に居住、勤務、ある

いはそこを移動する人々）を減らす

ための推奨対策を実施する。 
 

抗ウイルス剤 
 

1. 新しい株に対する抗ウイルス剤の感

受性試験の実施を調整する。 
2. 予防投薬と治療についての提言を策

定するために必要な、抗ウイルス剤

使用に関する基本原則についての情

報を、国家当局へ提供する。 
3. 新しい株に有効な抗ウイルス剤の、

国家目録と国際的入手状況に関する

現状の情報を提供するように、各国

家当局と企業に働きかける。 
4. 世界備蓄の抗ウイルス剤部分を、必

要に応じ、感染が広がった国々に分

配することができることを確実に

し、配備と利用の対象について見直

す。 
 

ワクチン 
 

1. ワクチンを分離同定し、想定される

ワクチン製造のために、ワクチン用

のプロトタイプ株を作成し、提供す

る必要性について判断する。 
2. 試験的ワクチンのロットと、臨床試

験に関して（特に、このフェーズ段

階がパンデミックアラート期から引

き下げられた場合には）想定される

計画について、ワクチン製造企業と

情報交換を行う。 
3. 長期化したパンデミックアラート期

のあいだに、パンデミックのリスク

減少させる目的で、対象を絞って使

ついての教育、訓練、適切な個人防御

装具の使用、もしもリスク評価で指摘

があれば抗ウイルス剤の使用）を含

む、適切な対応を確実に行う。 
2. 感染している可能性がある動物と、ヒ

トとの接触を減少させる対策（たとえ

ば、渡航者への助言）を提言する。 
3. もしもヒト感染が検知された場合、さ

らに他の対策も導入する準備をする。 

4. 利用可能な抗ウイルス剤の国家備蓄

についての情報を、最新のものへ更新

する。 
5. 抗ウイルス剤の予防投与と治療につ

いての提言を最新のものに更新する。

対策の導入を公式なリスク評価後に

検討する。 
6. 国家備蓄あるいは、国際備蓄の抗ウイ

ルス剤の部分が、中央から感染の広が

る地区へ、確実に迅速配備でき、適切

な人員が配備および利用の指針につ

いて、確実に熟知しているようにす

る。 
7. ヒトと動物のウイルスへの共感染を

防止するために、パンデミック間期の

ワクチンの使用戦略を再検討し、規定

したリスク群における利用を推進す

る。 
8. 季節性流行用のワクチン（あるいは入

手できるならその株特有のワクチン）

を確保し、一旦入手後はそれを配備す

るための、危機管理計画を策定する。 
 

感染が起こっていない国 
 

1. 疫学的、ウイルス学的データと、感染

制御の専門知識や指針を、感染が起こ

っている国々と交換・共有する機構を

確立する。 
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用すると想定される、季節性流行用

のインフルエンザワクチンとパンデ

ミック用のプロトタイプワクチンの

製造と入手機構の確立を支援する。 

 

ワクチン製造能力の有る国 
 

1. パンデミックワクチンの緊急生産、認

可、（臨床）試験の戦略を見直す。 

 

パンデミック間期，フェーズ 2 －医療システムの対応 

WHOの目的 国家の目的 
1. ヒト症例の早期診断と、適切な医療

機関の対応を確実にするような、国

家的努力を推進する。 

1. ヒト症例が発生した場合には、迅速に

検知し、また医療機関が適切に対応す

ることを確認する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. もしまだであれば、医療機関の準備

状態や需要を評価するための手引き

を各国に対し提供する。 
2. 感染が起こっている国に対して、検

査診断薬が入手できるように、適切

な調整を行う。 
3. WHO指定リファレンス検査研究施

設の、診断能力が整っていることを

確認する。 
4. 医療従事者が症例探知と調査を行う

ための指針を作成する。 

感染が発生している国および、それらの

国と旅行や貿易上、非常に密接な結びつ

きがある国々 
 

1. 地域の医療機関に以下のことを警告

する：感染が認められている動物種と

疫学的に関連のある患者においては、

新型インフルエンザの感染を考慮す

ること、感染制御対策を実施するこ

と、症例探知と患者管理の助けになる

アルゴリズム（流れ図）を提供すること。 
2. 職業的な感染リスクのある人々の感

染予防のための、個人防護具、抗ウイ

ルス剤、ワクチンが利用可能であるこ

と、およびその配布方法確認する。こ

れらの対策導入について検討する。 
3. 使用可能となれば、診断検査が迅速に

配備されることを確認する。 
 

すべての国々 
 

1. 医療機関に対し、準備計画を再検討

し、少数と推定される隔離と臨床的治

療の必要な、新しい亜型のインフルエ

ンザウイルスへの感染患者を受け入
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れる準備をしておくことを注意喚起

する。 

2. 医療機関における、ヒト症例の施設内

集団発生を検知し、封じ込める能力を

評価する。 
3. 地域の医療機関に対して、流行国への

旅行あるいは疫学的関連のある患者

においてはインフルエンザ感染を考

慮すること、そして国家当局に直ちに

報告する必要性を認識しておくこと

を、注意喚起する。また、症例探知と

調査の助けになるアルゴリズム（問題

解決の為の流れ図）を提供する。 
 

パンデミック間期，フェーズ 2 －コミュニケーション 

WHOの目的 国家の目的 
1. 適切な技術的情報の、迅速な世界的

共有を確実に行う。 
2. FAO、OIE、および他の国際組織との

コミュニケーション（情報共有／交

換）調整のための機構を確保する。 

1. 保健当局間、関係組織間、そして一般

国民の間で、適切な情報を確実に共有

する。 
2. 動物衛生当局とのコミュニケーショ

ン（情報共有／交換）調整のための機

構を確保する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 国内および国際関係当局、リスク対

象群や一般国民を含む他の関係組織

および利害関係機関へ、ウイルスの

拡散や人へのリスクに関する現在の

最新情報を提供する。 
2. 関係各組織と個人の安全と公衆衛生

への利益に基づき、一貫性のある情

報を普及するための調整を行う。 

感染が発生している国および、それらの

国と旅行や貿易上、非常に密接な結びつ

きがある国々 
 

1. 医療関係者および一般国民の疑問を

解決するための、迅速な情報収集と提

供の機構を確立する。 
2. WHOの提言に基づき、リスクと予防対

策（感染のリスク、安全な食品、動物

の取り扱い）に関する情報を相互交換

する。 
3. 動物由来株へ曝露した個人や集団に

対する、想定できる不当な侵害や差別
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（stigma）に対処する。 
 

すべての国々 
 

1. 国家関係当局、リスク対象群や一般国

民を含む他の関係組織および利害関

係機関へ、ウイルスの拡散や人へのリ

スクに関する現在の最新情報を提供

する。 
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パンデミックアラート期 

パンデミックアラート期，フェーズ3 － 包括的目標 
新しい亜型のウイルスの迅速な同定と、追加症例の早期検知、報告、対応を確実に実施す

る 
 

パンデミックアラート期，フェーズ 3 － 計画と連携 

WHOの目的 国家の目的 
1. ヒト感染例を探知し、対応するため

の介入対策に関して、各国当局に指

針を提供する。 

1. 差し迫ったヒトにおける潜在的健康

危機を認識、対応を可能とする体制を

確立する。 
2. パンデミックの危険を減少させる時

宜にかなった介入を、協調実施する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 更新され続ける、ヒト感染例に関し

た科学的情報に基づいて、各国が国

家危機管理計画を再評価し、更新す

るための指針を提供し、対応の実施

を図る。 
2. ヒト感染初発例が発生した国々に対

し、事実確認と症例の完全な臨床像

の把握のために、国際的な監視と支

援を提供する。 

3. WHOの内部用危機管理計画（WHO 
internal contingency plan）の再評価を

実施する。 

感染が発生している国 
 

1. 各国の国家パンデミック危機管理対

策を発動する。 
2. 最初の感染地域での疾病負担を低下

させ、感染を封じ込める、あるいは感

染拡大を遅延させるための介入対策

を実施する。 
3. 国内対応を発動し、関連当局に危機管

理計画を再評価、更新、実施するため

の指針を提供する。 
4. 国家および準国家レベルの、関係する

すべての政府各省庁（例、保健医療、

農業、政府行政部、立法／司法）の適

切な担当者に対し、発生状況および、

追加資源、介入対策、非常事態権限行

使の潜在的な必要性に関して、概要説

明を行う。 

5. 介入対策の実施にあたって、民間の必

須（基盤）社会サービスを含む、地域、

地方、地区当局を支援する。 
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パンデミックアラート期，フェーズ 3 －状況監視と評価 

WHOの目的 国家の目的 
1. ヒトの感染の確認作業を調整する。 
2. 必要であれば、感染と感染源の候補

を、疫学的、ウイルス学的、臨床的

特徴を記述する事や、ヒト－ヒト感

染の広がりを評価する事に関して、

国家当局への支援を行う。 
3. 追加症例の発生に向けて、警戒を強

化する。 
4. 診断用試薬やワクチンの開発、ある

いは調整を推進する。 

1. より広範囲のヒト－ヒト感染の除外

と、もしも発生した場合にはその即時

検出が可能となるようにする。 
2. 追加症例の検出と、感染のリスク要因

を含めた、その特徴の解析が可能とな

るようにする。 

 

WHO活動 国家活動 
1. WHOのリファレンス研究施設ネッ

トワークを通じて、ヒトの感染の検

査診断による確定を促進する。 
2. 各国による報告のための、世界的な

症例定義を確立する。 
3. 国家当局と協力し、新しいインフル

エンザウイルス株によるヒトの感染

の迅速な報告が、適切な方法により、

確実に実施される様にする。 
4. 関係各組織と協同で、世界的な状況

に関する情報を収集、統合、提供す

る。 

5. 国家当局に対し、症例の調査、感染

の疫学的状況、リスク群の特定に関

して切な支援を行う。 
6. 病原性と、ヒト－ヒト感染の臨床的

およびウイルス学的特徴の評価に関

して、国家当局に指針を提供する。 
7. 継続中の症例調査に関するデータの

公表とWHOへの情報提供を、各国に

奨励する。 

感染が発生している国および、それらの

国と旅行や貿易上、非常に密接な結びつ

きがある国々 
 

1. 国際保健規則（IHR）などの、適切な

ルートを通じて、迅速に症例を確定、

報告する。 
2. ヒト症例の原因から、実験室内事故や

意図的な散布を除外する。 
3. ヒト症例の疫学（曝露源、潜伏期間、

接触者における無症状および有症状

の感染、感染性を有する期間）を決定

する。 
4. WHO 指針に準じ、国の症例定義を確

立する（もしくは、既存の症例定義の

見直し、修正を行う）。 

5. ヒトの感染の臨床的特徴を評価し、関

係国際機関と共有する。 

6. WHO 共同研究センターと協同し、ヒ

トの感染の原因となったウイルスの、

迅速なウイルス学的特徴解析が確実

に行えるようにする。 

7. クラスター（症例集積）検出を含め、
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8. もし必要であれば、新しい株の同定

のために、最新の診断試薬を国家イ

ンフルエンザリファレンスセンター

へ提供する。 
9. 国家および国際的な機関と継続的に

協同し、診断試薬やワクチンの開発

あるいは調整に必要な、ウイルス株

と情報を収集する。 
10. プロトタイプワクチン株の開発も

しくは更新の必要性を決定する。 
11. 追加症例の発生に向けた警戒を強

化し、積極的なヒトの症例探査を推

奨する。 

ヒトと動物のサーベイランスを強化

する。 
8. 国際的な取り組みと協同し、ヒトにお

けるウイルスの病原性評価を行う。 
9. 予防策を集中的に実施するための、優

先地域やリスク群を特定する。 

10. 治療計画（protocol）と感染制御対策

の有効性を評価し、必要に応じて改訂

する。 

11. 無症状および有症状感染の有病率や

罹患率を評価するために、リスク群に

おける血清疫学調査を実施し、その後

に一般人口へ調査を拡大する。 

12. 検査診断用試薬の開発や調整、およ

びワクチンウイルス候補/プロトタイ

プワクチン株の開発、そして抗ウイル

ス剤耐性の出現を監視するために必

要な、ウイルス株やその他の情報を継

続的に収集する。 
 

パンデミックアラート期，フェーズ 3 －予防対策と封じ込め 

WHOの目的 国家の目的 
1. ヒト－ヒト感染の拡大を防止、ある

いは減少させるための対策の導入に

ついての指針を提供する。 
2. 現在およびそれ以上のフェーズで

の、抗ウイルス剤使用の可能性に付

いて評価する。 
3. パンデミックワクチンの開発計画を

推奨する。 

1. ヒト－ヒトのウイルス感染伝播を封

じ込める、あるいは減少させる。 
2. 既存のヒトの感染に伴う罹患と死亡

を減少させる。 
3. 現在およびそれ以上のフェーズでの、

抗ウイルス剤使用の可能性に付いて

評価する。 
4. パンデミックワクチン候補の開発準

備を強化する。 
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WHO活動 国家活動 
公衆衛生的介入 
 

1. 感染が発生している国々と感染が起

こっていない国々に対して、それぞ

れに適切な、あるいは適切でない対

策を繰り返し指摘する（別添 1）。 
2. 感染が発生した国々に対して、国家

および国際計画へ反映させるため

に、封じ込め対策の導入状況とその

効果について、WHOへ報告するよう

に要請する。 
3. 適切な国際機関および組織、また運

輸、交通関連企業が、国際輸送手段

を利用中の渡航者に対する標準対策

を開発し、導入準備を行うことを推

奨する。 
 

抗ウイルス剤 
 

1. 可能であれば、標準化された研究手

法に基づき、治療患者における抗ウ

イルス剤治療の有効性および安全性

評価の実施を調整する。 
2. 準備される予定の世界備蓄を、迅速

に配備できるように、国家当局と協

力して設置場所を調整する。 
3. 抗ウイルス剤感受性検査のための、

ウイルス株の採取と検査の調整を行

う。 
 

ワクチン 
 

1. ウイルス株の分離同定を支援し、想

定されるワクチン製造のために、ワ

クチン用のプロトタイプ株を作成

し、提供する必要性について判断す

る。 
2. 試験的ワクチンのロットの製造と、

臨床試験の計画に関して、ワクチン

症例が発生している国 
 

1. 関係各位と相談しつつ、危機管理計画

の立案時に提示された適切な介入対

策を導入する。 
2. 開発予定のパンデミックワクチンと、

診断試薬を最新のものへすることを

可能にするため、適宜、WHOと分離

ウイルス株を共有する。 
3. もしも動物の集団発生と関連が認め

られた場合は： 

（a）動物のウイルスに最も曝露された

可能性が高い個人に対し、曝露後

の発症防止のための投与（あるい

は曝露前の予防投与）として、抗

ウイルス剤の備蓄の配備を検討す

る。 

（b）動物のウイルスに最も曝露された

可能性が高い人々の間での、同時

感染のリスクを減少させるため

に、引き続き、季節性流行のイン

フルエンザに対するワクチンの接

種を推進し、集団発生が起こって

いる地域でのヒト流行株の同時流

行の可能性を抑える。 
 

すべての国々 
 

1. 抗ウイルス剤の入手可能性を評価あ

るいは再評価する。 
2. 抗ウイルス剤の効果と安全性につい

て科学的根拠に基づき再検討し、必要

があれば薬剤使用の戦略、指針、投与

の優先順位を、関係各機関と共に再検

討する。 
3. 追加の製造施設や、試験的な新薬な

ど、抗ウイルス剤の供給量を増加させ
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製造企業と意見交換する。 
3. 感染が発生した国々の国家当局が、

職業上のあるいは他の曝露機会を持

つ個人に対し、季節性流行用のワク

チンを接種することによる、予測可

能な利益と不利益についての評価を

実施し、妥当であればワクチン接種

計画を立案することを支援する。 
4. パンデミックワクチン使用戦略に対

するWHO提言を、国家当局を含む関

係各期間と再評価し、更新する。パ

ンデミックアラート期のあいだに、

パンデミックワクチンを使用するこ

とに対する妥当性と実現可能性につ

いて検討する。 

るための、緊急対策を再検討する。 
4. ワクチンの使用戦略を関係機関と再

検討する。 
5. 未だ解決していない場合は、対象を絞

った、あるいは大規模な緊急ワクチン

接種キャンペーンにパンデミックワ

クチンを使用するに当たっての、障害

および他の法的問題を解決する。 
6. ワクチンや、その他のワクチン接種を

実施するために必要な資材（例：注射

器）の在庫を確認する。 

7. プロトタイプワクチンの開発支援を

検討する。 

 

パンデミックアラート期，フェーズ 3 －医療システムの対応 

WHOの目的 国家の目的 
1. 症例を認識および診断し、また、医

療資源の使用に関して危機管理計画

を導入することに対し、国がさらに

努力をすることを奨励する。 
2. 臨床的ケアおよび感染制御に関する

手引きを提供する。 
3. バイオセーフティ（生物学的安全）

および保安上の問題も含めた検体の

適切な取り扱いに関する手引きを提

供する。 

1. 院内感染伝播および実験室での感染

を防止する。 
2. 症例および症例のクラスターが発生

する可能性があるという認識が、医療

従事者たちの間で高まっていること

を確認する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 国家レベルおよび準国家レベルでの

医療機関の対応戦略を、国家当局が

見直し更新することを推奨する。 
2. 臨床的ケア、診断、治療、感染制御、

安全な検体の取り扱いに対するガイ

ドラインを見直し更新する。 

感染が発生している国 
 

1. 緊急調整委員会（国、地方、地域）を

立ち上げ、医療関連部局と関係諸機関

の間にすでに確立されている協力体

制を活性化する。 
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3. 臨床的情報を再検討するためにすで

にある臨床的ネットワークを活性化

させ、知識のギャップに関して助言

を行ない、臨床研究のプロトコール

を構築する。 

2. 新規症例の迅速な報告を奨励する目

的で、患者や医療機関に対し薬剤や医

療を無料で（ないしは医療保険から）

提供する方法を検討する。 
3. 国、地方、地域のすべてのレベルでの

危機管理計画を、特にサージキャパシ

ティ（予備能力）に注意して再検討す

る。 
4. 意志決定の過程や、指揮命令系統の連

続性を検証する。 

5. 症例のクラスター（集積）を検知／特

定できるように、医療従事者を訓練す

る。 

6. 院内感染伝播を防止するための、感染

制御対策が実施されていることを確

認する。 

7. 実験室におけるバイオセーフティお

よび、安全な検体取り扱いと運搬の基

準を遵守していることを確認する。 
 

すべての国々 
 

1. 公的および民間の医療機関に対し、症

例探知、管理、感染制御、サーベイラ

ンスの助けとなる症例定義、手順、ア

ルゴリズム（問題解決の為の流れ図））

の最新版を提供する。 

2. 重症患者すべてに対する感染制御対

策を実施する能力を評価する。既存の

WHO 指針に準じた、感染制御対策を

実施する。 
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パンデミックアラート期，フェーズ 3 －コミュニケーション 

WHOの目的 国家の目的 
1. 一般社会へ、集団発生の進展と想定

される不測の事態について、隠さず

透明性を持って情報発信する。 
2. 医療保健当局、他の関係機関、一般

の人々のあいだで、何が分かってい

て、何が分かっていないかを含めた

適切な情報が、確実に、迅速に共有

されるようにする。 

1. 一般社会へ、集団発生の進展と想定さ

れる不測の事態について、隠さず透明

性を持って情報発信する。 
2. 医療保健当局、他の政府関連省庁、そ

の他の関連組織のあいだで、何が分か

っていて、何が分かっていないかを含

めた適切な情報が、確実に、迅速に共

有されるようにする。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 世界の疫学的情報および疾患特性に

関する最新情報を、国家当局および

国際的機関、他の関連機関および組

織、一般の人々へ提供する。 
2. 一貫性のある内容の情報提供をする

ため、他の関連組織と協力する。 
3. 推奨する対策方針の有効性に関する

背景や根拠となる情報を提供する。 
4. 依頼があれば、コミュニケーション

専門家を感染が起こっている地域へ

派遣する。 

感染が発生している国 
 

1. 国内での感染の進展状況について、

WHOや国内外の関係国家および機関

へ、定期的に最新情報を提供する。 
 

すべての国々 
 

1. 主要メッセージを伝える対象の集団

を明らかにし、適切な材料、形式、言

語（表現方法）を開発する。 

2. 一貫性のある内容の情報提供が確実

に行われる様に、他の関連組織と協力

する。 

3. 動物のウイルス株による感染を受け

た、あるいはヒト感染例と接触した個

人、家族、地域社会への、不当な侵害

や差別（stigma）に配慮する。 
4. ニュースメディア（情報発信組織）、

一般国民、医療保健関係者、政策決定

者に対する、情報提供用資料を再検討

し、最新情報にする。 

5. コミュニケーションの機構と設備を

再検討し、最適な状態で機能し、最新

の連絡先であることを確認する。 
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パンデミックアラート期，フェーズ4 － 包括的目標 
ワクチン開発を含めた、準備した事前対策を導入する時間を稼ぐために、新型ウイルスを

限られた震源地内に封じ込める、あるいは、拡散を遅らせる 
 

パンデミックアラート期，フェーズ 4 － 計画と連携 

WHOの目的 国家の目的 
1. 限定された感染地域でのヒトの感染

を、遅延もしくは封じ込めるための、

国際的および各国の取り組みを調整

する。 
2. 感染が発生している国と起こってい

ない国のあいだで、各国の必要とす

るもの、および資源活用の評価の調

整を行う。 

1. 集団発生を探知し、その特徴を明らかに

する枠組みがあることを確認し、それが

パンデミックにまで発展するリスクの

評価を行う。 

2. 限定された感染地域でのヒトの感染

を、遅延もしくは封じ込める事ができ

る対策の実施を調整する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 準備が想定されている国際的な備蓄

や、技術支援はもちろん他の資源の

配備を促進する。 
2. 国際的な介入対策を調整し、その実

施と評価の支援を行う。 

3. WHO内部の危機管理計画の発動を検

討する。 
4. 資源が乏しい国の必要としているも

のを特定し、国際的支援の提供を促

す。 

感染が発生している国 
 

1. 進行中、あるいは実施する可能性があ

る介入や対策に対し、最重要課題とし

て の 政 策 的 取 り 組 み （ political 
commitment）を保障する。 

2. 追加資源の獲得のための手順を実行

する。緊急対応能力（非常事態権限）

の活用を検討する。 
3. 対策活動に関して、国家の総合的指揮

命令および管理権限を、公式に、ある

いは事実上（地区および地方における

活動の厳重な監督）発動する。 
4. 関連部門すべてを網羅した、実践的対

策チームを配備する。 

5. 情報共有や緊急対応の協同における、

周辺諸国との国境を越えた協力を確

認する。 

6. 国際的支援のために必要な資源を特

定する。 
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感染が起こっていない国 
 

1. 国家危機管理計画にある準備を開始

する。 
2. WHO のインフルエンザパンデミック

事前対策計画用チェックリスト*およ

び各国の指針を用いて、現時点の準備

状況の再評価を行う。優先事項の準備

不足を埋めるために必要な活動を取

る。 

＊http://www.who.int/csr/disease/influenza/inforesources/en/ 

 http://idsc.nih.go.jp/disease/influenza/05pandemic.html （訳）

3. 国際的支援の要請に応じる能力（の有

無）を確認する。  

 

パンデミックアラート期，フェーズ 4 －状況監視と評価 

WHOの目的 国家の目的 
1. ヒト－ヒト感染の広がりの評価の実

施を調整する。 
2. 感染と感染源の候補の疫学的、ウイ

ルス学的、臨床的特徴を記述し、サ

ーベイランスと感染制御対策上の必

要に応じて、この情報の提供を行う。 
3. 診断試薬およびワクチンの、開発や

調整を強化する。 

1. ヒト－ヒト感染の広がりを評価する。 
2. 新たなクラスター（患者集積）の

（WHOの求めに応じたリスク因子や

感染伝播に関する他の情報の特定を

含む）検出、報告、特徴分析を行う。 
3. ヒトの健康に対する脅威や、あらゆる

感染制御対策の効果を評価し、制御対

策の強化に必要な資源を特定する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. ヒト－ヒト感染の広がりの評価を促

進する。必要なら現地での評価を行

う。 
2. 世界レベルでの報告のため、症例定

義を調整する。 
3. 国家当局による、世界保健規則

（IHR）などの適切な手段を介した、

新しいインフルエンザウイルス株の

ヒト－ヒトの感染伝播の報告を促進

する。 

感染が発生している国 
 

1. 感染の疫学的、ウイルス学的、臨床的

特徴を記述および（再）評価する。可

能性のある感染源を特定する。 
2. 国際保健規則（IHR）など、適切な手

段を介して、症例とクラスター（患者

集積）に関するこの情報を、WHOや

他の適切な機関へ報告する。 
3. パンデミックアラート期のフェーズ1
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4. 国家当局に向けて、感染地域のリス

クグループにおける強化サーベイラ

ンスの戦略を提言する。 

5. 封じ込めと感染制御における国の活

動の監視に関して、国家当局と調整

をする。 
6. 症例と接触者の調査、追加症例や感

染の疫学的特徴（曝露源、接触者の

感染、一般人口における拡大など）

の特定のための疾患サーベイランス

の強化、そしてリスクグループの特

定に関して、国家当局に対し適正な

支援を行う。 
7. 関連するクラスターの早期検出のた

めに、積極的症例探査を強化する。 

（訳注：フェーズ3の間違い）におい

て既に実行されている活動を、拡大す

る。必要なら症例定義を調整する。 
4. ヒト－ヒト感染（成立）の持続性を評

価する。 

5. もし資源が調達可能ならば、治療プロ

トコール（治療方法の計画）を最適化

するための臨床研究を実施する。 

6. 診断試薬およびプロトタイプワクチ

ンの、開発あるいは調整に必要な、ウ

イルス株や情報の収集と共有を行う。 

7. 感染の拡大により生じる可能性があ

る影響（被害）を予測する。 
8. 提言の修正を行うため、封じ込め対策

の効果を評価するよう試みる。国家お

よび国際的な政策方針を更新するた

め、WHO を含めた国際社会と緊急に

知見の共有を行う。 
9. サーベイランスのサージキャパシテ

ィ（予備能力）を強化する。 
 

感染が起こっていない国 
 

1. サーベイランスを強化、感染が発生し

ている国と旅行や貿易上、非常に密接

な結びつきがある国々では特に強化

する。 

 

パンデミックアラート期，フェーズ 4 －予防対策と封じ込め 

WHOの目的 国家の目的 
1. 限られた地域内にヒト感染を封じ込

めるか、その拡大を遅らせるための

世界的あるいは国家努力を支援し、

評価する。 
2. 新しいウイルス株の薬剤感受性と抗

ウイルス剤の入手可能性を検討し、

適宜、世界備蓄から配備する。 

1. ヒト－ヒトのウイルス感染伝播を封

じ込める、あるいは遅延させる。 
2. 既存のヒトの感染に伴う罹患と死亡

を減少させる。 
3. 後のフェーズでの、より広範囲への抗

ウイルス剤使用の可能性に付いて評

価する。 
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3. パンデミックワクチンの開発を推奨

し、生産に備える。 
4. もしもそれが適切であり、可能であ

るなら、パンデミックワクチンを疾

病の焦点（感染が最も深刻な地域）

へ配備する。 

4. パンデミックワクチンの生産と配備

準備を促進する。 
5. パンデミックワクチンの使用の初期

経験を、（もし臨床試験用ロットが入

手可能ならば）実践で得る。 

 

WHO活動 国家活動 
公衆衛生的介入 
 

1. 感染が発生している国々と感染が起

こっていない国々に対して、それぞ

れに適切な、あるいは適切でない対

策を繰り返し指摘する（別添 1）。 
2. 感染が発生した国々に対して、国家

および国際計画へ反映させるため

に、強化サーベイランスと封じ込め

対策の導入状況を報告し、それら対

策の有効性の評価へ協力し、適切な

情報を加盟国すべてへ伝達するよう

に要請する。 
3. 適切な国際機関および組織、また運

輸、交通関連企業が、国際輸送手段

を利用中の渡航者に対する標準対策

を導入し、新しいフェーズと整合性

を保つことを推奨する。 
4. 国境などにおける、追加の封じ込め

対策を勧奨する必要性を検討する。 
 

抗ウイルス剤 
 

1. フェーズ3と同様。 
2. もしも適切であるなら、症例の密接

な接触者への対象を絞った抗ウイル

ス剤の予防投与の支援に関して、国

家当局と協力する。 
 

ワクチン 
 

1. 最新のワクチン用のプロトタイプ株

症例が発生している国 
 

1. 危機管理計画の立案時に提示された

適切な介入対策を導入し、WHOによ

り提供されたあらゆる新指針を検討

する。 
2. WHOと協同し、これらの対策の有効性

を評価する。 
3. 症例の早期治療に抗ウイルス剤を使

用し、リスク評価とヒトにおける疾患

重篤性の基づき、症例の密接な接触者

に対する抗ウイルス剤の予防投薬を

考慮する。 

4. 集団発生の封じ込めを図る目的で用

いる予防投薬の、予測される効果と実

現性を評価する。対象とする集団を特

定する。もしもこの対策に同意が得ら

れたならば、緊急対策として導入す

る。その効果を評価する。 
5. もし入手できるならば、プロトタイプ

のパンデミックワクチンの配備を考

慮する。 
 

症例の発生していない国 
 

1. 迅速な抗ウイルス剤戦略の導入を促

進するために、必要になれば既存の抗

ウイルス剤の在庫を、地区／地域レベ

ルへの配備の需要を評価する。 
2. プロトタイプワクチンの開発あるい

は増産を検討する。 
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を作成する。 
2. 臨床試験の計画を調整する。 
3. もし妥当ならば、国家当局と協力し、

職業上のあるいは他の感染リスクが

ある人々に対し、ワクチン接種を行

う。 
4. 季節性流行のインフルエンザに対す

るワクチンと、入手可能なら、パン

デミックワクチンの最適な利用方法

に関する指針を更新する。 
 

パンデミックアラート期，フェーズ 4 －医療システムの対応 

WHOの目的 国家の目的 
1. さらに症例が発生した場合に、国家

当局が医療施設の許容力を最大限に

利用する努力を推進する。 
2. 臨床的な優先順位付け、および治療

のための手引きを提供する。 
3. 地域の一次および二次医療機関にお

ける、適切な感染制御とバイオセー

フティ（生物学的安全）手法を強化

する。 

1. 院内感染伝播を防止する。 
2. バイオセーフティを遵守する。 
3. 感染が発生している国において（医療

関連の）対応能力が実際にあり、かつ

最大限に使用されていることを確認

する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 他の国家機関と協同で国際的な対応

を実施する。 
2. （長期療養型施設も含めた）医療施

設における、臨床的管理および感染

制御の指針を再評価する。 
3. 実験室内におけるバイオセーフティ

指針の再検討を行う。 
4. 各国家機構の下において、医療従事

者の動員計画を含め、より進行した

パンデミックフェーズに備えること

を推奨する。 
5. 推奨される指針や手順書に対する、

感染が発生している国 
 

1. 地域の医療機関に対して、有症状患者

においてインフルエンザ感染を考慮

し、公衆衛生当局に所見を報告するよ

うに、というメッセージを更新し再徹

底する。 
2. 症例探知、管理（抗ウイルス剤やその

他に必要とされる薬剤）、感染制御、

サーベイランスのための、症例定義、

手順、アルゴリズム（流れ図）を、必

要に応じて最新のものにする。 
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科学的根拠を増すような臨床研究

の、実現調整と援助を行う。 
3. インフルエンザの患者で医療機関が

過重負荷になることへの対応として、

危機管理計画を発動させ、症例の隔離

や管理の代替的方策を明らかにして

おく。 
4. 医療機関やその他すべての主要な活

動拠点でのスタッフ不足に対し、サー

ジキャパシティ（予備能力）対策と危

機管理計画を実行に移す。 

5. 感染制御の手法と再強調し、個人防護

具の備蓄を支給する。 
 

感染が起こっていない国 
 

1. 手配されているパンデミック危機管

理計画を発動させる。 

 

パンデミックアラート期，フェーズ 4 －コミュニケーション 

WHOの目的 国家の目的 
1. 医療保健当局、他の国際組織や関係

組織と、何が分かっており、何が分

かっていないかを含めた、適切な情

報を確実に共有する。 
2. 予測されるパンデミックの迅速な拡

大と、取り得る危機管理対策に対し、

一般の人々および関係国家、機関を

備える。 

1. 医療保健当局、他の関連政府省庁、他

の関係機関と、何が分かっており、何

が分かっていないかを含めた、適切な

情報を確実に共有する。 
2. 予測されるパンデミックの迅速な拡

大と、取り得る危機管理対策に対し、

一般国民および関係諸機関を備える。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 国家および国際当局、他の関係機関

および組織、一般の人々に対し、世

界の疫学的状況と疾病特性に関して

の最新情報を提供する。 
2. 関係国家、組織と、一貫性のある情

報の提供を推進する。 
3. 全般的な健康教育（訳注：健康増進

と感染予防対策）に関する資料の雛

感染が発生している国 
 

1. ヒト－ヒト感染伝播の防止について

の重要情報を再び周知徹底する。 
2. 国民に対し、あらゆる面からの集団発

生対応と次にとる可能性がある対策

について、論理的根拠を説明し、最新

の情報を提供する。 
3. 個人感染防御の手法を提供する。 
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形を提供する。 
4. 推奨対策の有効性に関する情報を、

確実に定期的に更新する。 

 

すべての国々 
 

1. 国家当局、他の関係機関、組織、一般

国民に対し、国内および国際的な疫学

的状況、疾病特性のうちすでに分かっ

ていることの、最新情報を提供する。 

2. 緊急時のコミュニケーション（情報共

有）計画を発動する。 

3. 関係諸機関、組織とともに、コミュニ

ケーションする情報を最新のものに

更新する。 

4. 国家および地域的仕様の雛形などの、

全般的な健康教育（訳注：健康増進と

感染予防対策）資料を開発する。 

5. 地域社会、医療機関、長期療養型施設

における感染制御対策を再強調する。 
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パンデミックアラート期，フェーズ5 － 包括的目標 
可能であるならパンデミックを回避し、パンデミック対応策を実施する時間を稼ぐために、

新型ウイルスの封じ込める、あるいは、拡散を遅らせるための努力を最大限行う 
 

パンデミックアラート期，フェーズ 5 － 計画と連携 

WHOの目的 国家の目的 
1. パンデミックを遅延、あるいは可能

な場合は回避するための、最大限の

国際的努力を調整する。 

1. パンデミックを遅延、あるいは可能な場

合は回避するための、最大限の努力の確

保と調整する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 初期の感染多発地域における疾病負

担を低下させるための国際的な介入

を調整し、それによって感染拡大を

封じ込める、もしくは遅延させる。 
2. 実施中の介入対策の評価を調整す

る。 

3. 内部組織や人員配備のサージキャパ

シティ（予備能力）を含む、切迫し

たパンデミックに対する準備を完了

させる。 
4. 資源が乏しい国々の必要としている

ものを特定し、国際的支援を促進す

る。 
5. WHO危機管理計画を発動する。 

感染が起こっている国 
 

1. 必要に応じて、介入を促進するために

感染がひろがる地域への特別な状態

の指定（たとえば、緊急事態など）を

行う。 
2. 実施中の介入対策の評価を支援する。 
3. 指揮命令系統内で、内部組織における

調整と人員配備のサージキャパシティ

（予備能力）を含む、切迫したパンデ

ミックに対する準備を完了させる。 

4. 疾病負担を低下させ、感染拡大を封じ

込める、もしくは遅延させるための努

力と資源を調整し、最大限投入する。  

 

パンデミックアラート期，フェーズ 5 －状況監視と評価 

WHOの目的 国家の目的 
1. パンデミックリスクと疾病の広がり

を決定する。 
2. 感染と感染源である可能性があるも

のの疫学的、ウイルス学的、臨床的

特徴の記述を最新のものに更新し、

サーベイランスおよび感染制御対策

1. パンデミックリスクを決定し、他の国

や地域への拡大を防ぎ、もし起こった

場合には直ちに特定する。 
2. パンデミック対策に必要な公衆衛生

資源を決定し、その状況を監視する。 



2005.08.31 49

に必要なこの情報を配布する。 
3. 保健医療機構の需要を国が監視する

ための指針を提供する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 関係各位と協同で、ヒト－ヒトの感

染性の強さを評価するための調整を

行う。 
2. まだ感染が発生していない国で、可

能な限り最大限まで疾患サーベイラ

ンスの強化を推進する。 
3. ヒトの感染の広がりの確認と疫学的

状況の評価に関して、感染の発生し

た加盟国を可能な限り支援する。 
4. もし必要であれば、症例定義と指針

を見直し修正する。 

5. 適切な方法で、拡大しつつある感染

範囲やその他の疫学的所見に関し

て、国家当局が報告することを促進

する。 
6. パンデミックアラート時期フェーズ 

4で実行している状況の監視と評価

活動を、最大限まで強化促進する。 
7. 感染の発生した国において、保健医

療需要と施設の監視を推進する。 
8. 感染が発生した地域、リスク群、保

健医療資源の需要、影響／被害など、

最初のパンデミック（流行）波の今

後の傾向を予測する。 

感染が発生している国 
 

1. パンデミックアラート期フェーズ2
（訳注：フェーズ4のことと思われる）

で実行した活動を、最大限まで拡大

し、調整する。 
2. 国際的な公衆衛生危機（PHEIC）とし

て、改正国際保健規則（IHR）などの

適切な方法を介して、拡大しつつある

感染範囲を報告する。 
3. 医療供給、医薬品、社会基盤設備、ワ

クチン、病院の収容力、人的資源など、

基本的資源の継続的な監視を行う。 
4. 電話や質問票などを用いた調査を行

い、呼吸器疾患の強化サーベイランス

を実施する。 

5. 感染拡大と感染制御対策の両方にか

ら想定される影響（効果および被害）

を予測する。 

6. 必要に応じて再調整をするために、現

時点までの封じ込め策の効果を評価

する。国際社会と情報を共有すること

で、国家および国際的な指針や提言の

更新を図る。 

7. 抗ウイルス剤耐性の動向を監視す

る。 
 

感染が起こっていない国 
 

1. 最大限までサーベイランスを強化す

る。 
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パンデミックアラート期，フェーズ 5 －予防対策と封じ込め 

WHOの目的 国家の目的 
1. 集団発生を封じ込める、あるいは制

御するための、世界的資源を動員し、

集中配備する。 
2. 罹患と死亡を抑えるための努力の協

調を図る。 
3. 感染制御対策の効果を評価する。 

1. ヒト－ヒトのウイルス感染伝播を封

じ込める、あるいは遅延させ、パンデ

ミックの開始を遅らせるために、最大

限の努力をする。 
2. 現状のヒトの感染に伴う罹患と死亡

を抑える。 
3. パンデミック期における、抗ウイルス

剤使用の可能性について評価する。 
4. パンデミックワクチンの大規模生産

と許認可の準備を支援し、供給ワクチ

ンが利用可能となり次第配備できる

ようあらかじめ準備する。 
5. パンデミックワクチンの使用の初期

経験を、（もし臨床試験用ロットが入

手可能ならば）実践で得る。 

 

WHO活動 国家活動 
公衆衛生的介入 
 

1. フェーズ4と同様。 
2. ヒト症例のケアを提供する医療施設

への感染制御用資材の供給に関し

て、特にそれが国際備蓄からの供給

の場合には、国家当局と最大限に協

力する。 
 

抗ウイルス剤 
 

1. フェーズ4と同様。 
2. 特に世界備蓄が使われた場合には、

最大限に国家当局と協力し、対象を

絞った症例の密接な接触者に対する

抗ウイルス剤の予防投与の実施と効

果の評価を行う。 
 

ワクチン 
 

症例が発生している国 
 

1. 危機管理計画の立案時に提示された

適切な介入対策と、WHOにより提供

された新指針を導入する。 
2. 症例の早期治療に抗ウイルス剤を使

用することを(再)考慮する。 
3. 集団発生の封じ込めを図る目的で用

いる予防投薬の、予測される効果と実

現性を(再)評価する。もしもこの対策

に同意が得られたならば、緊急対策と

して導入する。その効果を評価する。 

4. もし入手できるならば、プロトタイプ

のパンデミックワクチンの配備を考

慮する。 
 

症例の発生していない国 
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1. フェーズ2（訳注：フェーズ4と思わ

れる）において実施されていない場

合には、臨床試験を調整するなど、

プロトタイプワクチンの開発を推奨

する。 
2. 継続的情報交換をワクチン製造業者

と確立し、パンデミックワクチン製

造を全面操業する準備を行う。 
3. もしパンデミックワクチンが入手可

能ならば、感染が発生している国の

人々を含む、対象を絞ったワクチン

キャンペーンの準備と実施に関する

指針を、国家当局に提供する。 

1. 迅速な抗ウイルス剤戦略の導入を促

進するために、必要になれば既存の抗

ウイルス剤の在庫について、地区／地

域レベルへの配備の需要を再評価す

る。 
2. 症例が発生している国での使用結果

および教訓を考慮し、（妥当であれば）

抗ウイルス剤戦略を改定する。 
3. もし既に、製造業者との合意が得られ

ているならば、季節性流行のインフル

エンザに対するワクチンの製造を中

止し、パンデミックワクチンの全面的

製造を開始する。 
4. パンデミックワクチンが利用可能に

なることに備え、ワクチン流通の計画

を立案し、教育、法的問題など、ワク

チンの大規模接種キャンペーンの準

備を促進する。 
5. 妥当ならば、ワクチン接種対象者の優

先順位一覧を調整する。 
 

パンデミックワクチンがすでに開発さ

れている場合 
 

1. （すべての国において）パンデミック

ワクチンの迅速な許認可と使用のた

めの、緊急手順を発動する。 
2. 現在感染が広がっている地域内に感

染を封じ込めることを目的に、全国的

介入対策のためのワクチン配備を考

慮する。 
3. パンデミック期に示すような、パンデ

ミックワクチン戦略の導入を考慮す

る。 
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パンデミックアラート期，フェーズ 5 －医療システムの対応 

WHOの目的 国家の目的 
1. さらに症例が発生した場合、臨床的

な優先順位付け、治療、感染制御対

策のための手引きを提供することを

含め、国家当局が医療施設の許容量

を最大限に利用する努力を推進す

る。 
2. バイオセーフティ（生物学的安全）

および保安上の問題も含めた、検体

の適切な取り扱いの手引きを提供す

る。 

1. 医療機関が対応能力を高め、トリアー

ジ（優先順位付け）と治療の優先度を

変更する準備が出来ていること、およ

びこれらの行動がその国で患者が発

生した際に直ちに実行できることを

確認する。 
2. 院内感染伝播を防止し、バイオセーフ

ティを遵守する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. その他の国際機関と協同し、国際的

な対応を行う。 
2. 症例の認識、診断、報告に際し、国

家当局が臨床医を援助するための手

引きを提供する。 
3. 国家当局が乏しい資源を最大限利用

するための手引き（トリアージ、修

正した臨床ガイドライン、修正した

院内感染ガイドラインなど）を提供

する。 
4. 代替的ケアや、インフルエンザ以外

の保健医療ケアを提供する施設の保

護のための、最新の事例を各国に提

供する。 

感染が発生した国 
 

1. 公衆衛生当局以外の緊急対応関連部局

と協同しつつ、患者が発生している地

域の保健医療サービスを完全稼働さ

せ、緊急危機管理計画を完全実施する。 
2. 保健医療機関の効率的使用のための、ト

リアージの調整およびその他の緊急措

置を講じる。 
3. 医療従事者の配備のための緊急計画を

完全実施する。 
4. 検疫における人員の、健康その他の必要

事項に留意していることを確認する。 

5. 予想される必要性および危機管理計画

に基づいて、人的および物的資源の追

加や異なる医療サービス提供の方法に

関して調整する。 

6. 死体管理の手法を実行する。 

7. 職業的曝露に対する抗ウイルス剤(投

与)についての、施策や方針の変更（予

防投与から初期治療投薬へ）が有り得

る事に対し、医療従事者による準備を
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行う。 
 

感染が発生していない国 
 

1. 医療システムの緊急調整委員会を

（国、地域、地方およびその他のレベ

ルで）立ち上げる。 

2. 公的および民間の医療機関に対し、症

例探知、管理、感染制御、サーベイラ

ンスの助けとなるような、最新の症例

定義、手順、アルゴリズムを提供する。 

3. 迅速な報告と登録を奨励する目的で、

患者や医療機関に対し薬剤や医療を

無料で（ないしは医療保険で補償し）

提供する方法を検討する。 

4. 患者に対する感染制御を実施する能

力を評価し、WHO 指針に沿った感染

対策を実施する。 

5. 国、地方、地域のすべてのレベルの医

療システムに関連する危機管理計画

を、特にサージキャパシティ（予備能

力）の調整に注意して再検討する。 

6. 意志決定手順と命令系統、およびその

他のパンデミックにおける実働時の

調整が、確実に機能していることを検

証する。 

7. 症例やそのクラスターを検知／同定

できるように医療従事者を訓練する。 

 

パンデミックアラート期，フェーズ 5 －コミュニケーション 

WHOの目的 国家の目的 
1. 予測されるパンデミックの迅速な拡

大、追加の危機管理対策、日常生活

の妨げに対し、国家当局、他の関係

国家、機関、一般の人々を備える。 
2. 何が分かっており、何が分かってい

ないかを含めた、適切な情報を、医

1. 予測されるパンデミックの迅速な拡

大、追加の危機管理対策、日常生活の

妨げに対し、一般の人々と他の関係機

関、組織を備える。 
2. 何が分かっており、何が分かっていな

いかを含めた、適切な情報を、医療保
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療保健当局、他の関係国家、機関、

一般の人々と確実に共有する。 
健当局、他の関係政府省庁、その他の

機関、組織と確実に共有する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 国家当局、他の関係機関および利害

関係組織、一般の人々に対し、世界

状況、傾向、疫学的特徴、推奨対策

に関しての最新情報を提供する。 
2. 関係国家、組織と、一貫性のある情

報の提供を推進する。 
3. 制限の有無に関わらず、推奨対策を

遵守することの重要性と、パンデミ

ック中に改定あるいは導入するかも

しれない対策について説明をする。 

1. 重要な伝達したい情報を修正する。一

般国民が納得できる期待を盛り込む。

予測される不自由さにもかかわらず、

公衆衛生対策を遵守する必要性を強

調する。 
2. 切迫したパンデミックを予期し、コミ

ュニケーション戦略と機構を練り直

す最後の機会（window of opportunity）
を有効に使う。 

3. 保健医療サービスの優先順位付け、渡

航制限、基本物資の不足など、パンデ

ミック中に改定あるいは導入する可

能性がある対策について、国民に対し

周知する。 
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パンデミック期 

 国内活動の程度は、国内で症例が発生しているかどうかに大きく依存する。徐々

にすべての国々で症例が見られるようになることは、先ず避けられない。 

 感染が発生している国々は、下記の提言に従うべきである。感染が起こっていな

い国々は、特に感染が広がっている国と旅行や貿易の上で非常に密接な結びつき

がある場合には、これらの提言を迅速に導入できるよう準備をする必要がある。 

 

パンデミック期，フェーズ6 － 包括的目標 
パンデミックの影響（被害）を最小限に抑える 
 

パンデミック期，フェーズ 6 － 計画と連携 

WHOの目的 国家の目的 
1. 罹患と死亡を最小限に抑え、医療シ

ステムの有効性を維持し、社会的混

乱を最小化し、パンデミックによる

経済的打撃を最小限に留める国際的

な指導力と相互調整を提供する。 
2. （もし利用できるのであれば）ワク

チンや他の薬剤を含む、有限の資源

の合理的な入手を推奨する。 
3. 特定の対応や介入の効果の評価を支

援する。 
4. 透明性があり信頼できる活動への責

任のある（政策的）取り組み方（コ

ミットメント）を通して、すべての

政府機関、他の組織、一般の人々の

間での、信頼の確立と維持を図る。 
5. 対応戦略を改善し、将来の計画に盛

り込むために、進行中のパンデミッ

クへの対応から教訓を引き出す。 

1. 死亡と罹患を最小限に抑え、医療シス

テムの有効性を維持し、社会的混乱を

最小化し、パンデミックによる経済的

打撃を最小限に留める様な、多部門に

またがる資源への指導力と相互協調

を提供する。 
2. 薬剤や（もし利用できるのであれば）

ワクチンを含む、有限の国内資源の合

理的な入手を確認する。 
3. 特定の対応や介入の効果を評価する。 
4. 透明性があり信頼できる活動への責

任のある（政策的）取り組み（コミッ

トメント）を通して、すべての政府機

関、他の組織、一般の人々の間での、

信頼の確立と維持を図る。 
5. 対応戦略を改善し、将来の計画に盛り

込むために、進行中のパンデミックへ

の対応から教訓を引き出す。 
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WHO活動 国家活動 
1. WHOインフルエンザパンデミック情

報調整センターを設置する。 
2. 介入対策を調整するために、医療保

健部門内外の国際および政府機関と

連携する。 

3. 作成中の指針作成の調整を行う。 
4. 介入対策の実施と評価、およびその

影響の評価のための指針を、各国当

局者に提供する。 

5. 深刻な被害を受けた国々における需

要を特定し、必要となるだろう資源

や他の支援の予測を推進する。 

6. 将来的な需要見通し同様に、現在の対

応からの教訓についての合意形成を促

進する。 

まだ感染が起こっていない国 
 

1. ひとつあるいは複数の、危機対応委員

会を（もしまだ実践されていなけれ

ば）稼動し、および緊急対応に関する

国家指揮と管理を発動する。 
2. 公式の指針や勧告の最終調整を行う。 

3. すべての部門の地方当局に、提唱され

た介入対策の実施と評価に関する指

針を提供する。 
 

感染が発生している国 
 

1. 協同対応や特定の介入対策の実施を

含む、各国のパンデミック計画にあ

る関連対策事項をすべて実行する。 

2. 現在および、これまでに累積された

国家的な影響（被害）を評価し公表

する。 

3. 緊急時（非常事態）権限の適用を考慮

する。 
 

鎮静化時（パンデミックの終息もしくは

流行波と流行波の間） 
 

1. 続く流行波の間に必要となる追加資

源と支援を特定する。 

2. 緊急時の指令管理下の活動や非常事

態の終了を宣言する。 

3. スタッフの交替性の休憩や疲労回復

などを含む、基盤サービスの再構築を

支援する。 

4. 経験に基づき、国家計画を再検討す

る。 

5. 精神的影響（傷害）を明らかにする。 
6. 一般国民を含むすべての利害関係者

と必須基盤サービスのスタッフに対

し、疾患制圧の闘いへの協力について

謝意を表す 
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7. 今も感染が拡大し続けている残りの

国々に対し、支援を提供することを検

討する。 

 

パンデミック期，フェーズ 6 －状況監視と評価 

WHOの目的 国家の目的 
1. 今後の経緯を予測し、限りある資源

の利用を最適化するため、パンデミ

ックの疫学的、ウイルス学的、臨床

的特徴、経過や影響（被害）を、世

界規模で監視する。 
2. 将来の対策の方向性を定めるため

に、これまでに行った介入対策の効

果を評価する。 

1. 今後の経緯を予測し、限りある資源の

利用を最適化するため、パンデミック

の疫学的、ウイルス学的、臨床的特徴、

経過や影響（被害）を、国家規模で監

視する。 
2. 将来の対策の方向性を定めるために、

これまで行った介入対策の効果を評

価する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 地球規模のウイルス株サーベイラン

スを調整する。 
2. 疾患の拡大を監視し、症例定義を修

正する。 
3. 抗ウイルス剤耐性を含め、感染の疫

学的、臨床的、ウイルス学的特徴に

おける、起こる可能性のある変化の

監視を調整する。 
4. 罹病率、死亡率などの、世界規模で

の影響の大きさの評価を調整、促進

する。 

5. 推定された国家レベルでの影響（被

害）の報告を支援し、世界的拡大や

国家レベルの発生動向などの、世界

的な状況監視を促進する。 
6. 新たに感染が発生した地域、リスク

群、保健医療資源など、パンデミッ

クの第2波の予測を行う準備を奨励

する。 
7. 教訓を再検討し、各国のためのサー

まだ感染が起こっていない国 
 

1. フェーズ5の感染が起こっていない国

の対応として示した、強化サーベイラ

ンスを継続する。 
2. ワクチン、抗ウイルス剤の入手可能

性、最適な対処法に関する提言など、

世界情勢を監視する。 
3. 他の地域で使用されたワクチン接種

や抗ウイルス剤使用計画の効果（安全

性、有効性、抗ウイルス剤耐性）を推

定する。 
 

感染が発生している国 
 

1. 感染の侵入地点あるいは最初の確認

地点からの、地理的な拡大状況を監視

する。 

2. 強化サーベイランスや症例管理デー

タベースを使用し、発端者や接触者を

特定し、初期の地理的な感染拡大を追

跡する。 
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ベイランス指針および資料や対策を

修正する。 
3. 疫学的特徴、臨床所見、ウイルス学的

特徴における、起こり得る変化を監視

する。 

4. 国家的影響（罹病率、死亡率、職場欠

席状況、感染発生地域、感染を受けた

リスク群、医療従事者の供給状況、社

会的基盤業務従事者の供給状況、保健

医療資材の供給状況、ベッド占拠率／

空きベッドの状況、入院要求の圧力、

代替医療施設の使用状況、死体安置施

設の収容力など）の監視と評価を行

う。 

5. 緊急時の埋葬手順、社会的基盤サービ

スを維持するための法的拘束力の使

用などの、緊急時対策の必要性を評価

する。 

6. もし十分な資源があった場合は、今後

の発生動向（パンデミックの経過）や

経済的影響を予測する。 

7. ワクチン、また抗ウイルス剤の効果や

安全性、抗ウイルス剤耐性の出現を含

めた治療と対策、医薬品を用いない介

入対策などの、実施状況や影響の大き

さを評価する。 

8. 疾患の活動性が増加し、さらに広域拡大

したため、ウイルス学的サーベイランス

の縮小や、症例管理データベースの終了

など、サーベイランス方法を改定し、ウ

イルス学的確認のない場合でも、臨床診

断の確からしさが向上していることを

反映した症例定義の修正を行う。罹病率

や死亡率などのデータ収集を、集計デー

タへ変更する。ウイルス抗原の小変異を

検出するために十分な、ウイルス学的サ

ーベイランスを維持する。 
 

鎮静化時（パンデミックの終息もしくは

流行波と流行波の間） 
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1. 今後再び流行波が起こった場合の資

源ニーズを評価する。 

2. 今後のパンデミック流行波の対する

最も効果的なサーベイランスとコン

トロール策を特定する。 

3. 適切な国際的な手順に従って現状を

報告する。 

4. 学んだことを見直す。 

5. 次の流行波を早期に検出するための

強化サーベイランスを再び実施する。 
6. 経験、学んだことを、国際的な共同体

と共有する。 
 

パンデミック期，フェーズ 6 －予行対策と封じ込め 

WHOの目的 国家の目的 
1. 感染が見られる国々における被害を

緩和する。 
2. 推奨された対策の評価と更新を行

う。 
3. 薬剤（たとえば、ワクチンと抗ウイ

ルス剤）の最大生産と合理的利用を

推進する。 

1. 社会的混乱を低く抑え、公衆衛生対策

を用いて拡散を封じ込める、あるいは

遅らせる。 
2. 入手できる薬剤（たとえば、ワクチン

と抗ウイルス剤）の合理的利用を通じ

て、罹患と死亡を最小限に留める。 

 

WHO活動 国家活動 
公衆衛生的介入 
 

1. 感染が発生した国と、影響を受けて

いない国に対しての、適切および不

適切な対策を繰り返し示す（別添1）。 
2. 適切な国際機関や協会、そして運輸

会社が、国際航行時に新しいフェー

ズに合致した渡航者への一般的対策

を実施するよう提唱する。 
3. 対策の評価と必要に応じて提言を更

新することを調整し、促進する。 
 

抗ウイルス剤 

できるだけ早く（疾病の活動期間に関係

なく） 
 

1. パンデミックワクチンの確保計画を

実施し、ワクチンに関する提言を最新

のものへ更新し、入手した新しいデー

タとWHOの推奨に基づき、用量と接

種スケジュールを再評価し、配達方法

の後方支援計画を作成する。 
2. 入手出来次第、入手の可能性、資源が

許す範囲で、パンデミックワクチン計

画を実行する。安全性と有効性を評価
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1. 抗ウイルス剤の感受性、効果、安全

性についての評価罹病率、死亡率な

どの世界規模でのインパクトの評価

を強調して行う。 
2. 入手可能な薬剤の適切な使用方法の

指針を更新する。 
 

ワクチン 
 

1. パンデミックワクチンの構成を推奨

し、更新する。 
2. 緊急時パンデミックワクチン生産を

奨励する。 
3. ターゲットを絞ったワクチンキャン

ペーンを行う様に、国家当局に対し、

最新版の指針を提供する。 
4. どの株をワクチンに加えるべきかに

ついて、特にもし、依然としてパン

デミック株でないものが循環中であ

るならば、提言する。 

する。供給状態を監視する。 
 

まだ感染が発生していない国 
 

1. 危機管理計画作成中に特定された適

切な公衆衛生的介入を導入し、WHO
の提供している指針も検討する。 

2. 感染が発生した国々からの最新のデ

ータ、臨床研究、薬剤耐性の科学的根

拠、WHO の勧告の変更、入手の可能

性や資源の保有状況に基づき、抗ウイ

ルス剤の使用についての提言を再検

討あるいは更新する。 
3. 配備計画、供給状況の監視、安全性と

効果の評価に寄与する準備を行う。 
 

感染が発生した国 
 

1. 危機管理計画作成中に特定された適

切な公衆衛生的介入を導入し、WHO
の提供している指針も検討する。 

2. もし可能ならば、上記のような対策

の有効性を評価する。 

3. 臨床研究、薬剤耐性の科学的根拠、

WHO の勧告の変更、入手の可能性に

基づき、抗ウイルス剤の使用につい

て再検討する。 
 

鎮静化時（パンデミックの終息もしくは

流行波と流行波の間） 
 

1. 治療とパンデミック対策の有効性に

ついて再検討する。対策の指針、手

順、アルゴリズム（流れ図）を更新する。 
2. 抗ウイルス剤の有効性、安全性、薬

剤耐性のデータを評価する。必要に

応じて、その（使用）指針を再検討

あるいは更新する。第 2 波以降のパ

ンデミック波に備えた供給の検討を

行う。 

3. 現時点までのワクチン接種率、有効
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性、安全性を評価する。必要に応じ

て、その（使用）指針を再検討ある

いは更新する。まだワクチン接種を

行っていない人々に対し、計画、優

先順位、入手状況に従ってワクチン

接種を開始する。季節性流行のイン

フルエンザに対するワクチンに、パ

ンデミック株を組み込むことを検討

する。 

 

パンデミック期，フェーズ 6 －医療システムの対応 

WHOの目的 国家の目的 
1. 限られた資源で患者ケアを最大限に

行なう方法に関する手引きを提供す

る。 

1. 限られた資源で患者ケアを最大限に

行う。 
2. パンデミックの全体的な影響（罹患と

死亡）を低減する。 
3. 対応を最大限に持続させるために、医

療システムにおける需要を管理する。 

 

WHO活動 国家活動 
1. その他の国家機関とともに国際的な

対応に関して協議する。 
2. インフルエンザおよび非インフルエ

ンザ症例のトリアージ（優先順位付

け）に関する指針やモデルとなるア

ルゴリズム（の最新版）を提供する。 
3. 自己管理の指針を更新する。 
4. 免疫をもつ医療従事者の動員などを

含めた、パンデミックのフェーズに

応じた、各国の間の互助に関する調

整を手助けする。 

5. 臨床情報や効果、そして臨床診療の

安全性を再検討するための、現存す

る臨床的ネットワークを活用する。

知識のギャップや研究上の需要につ

いて助言する。 

まだ感染が発生していない国 
 
1. 医療機関の緊急協働調整と命令系統

が完全に機能した状態を維持する。 
2. 公的・民間の医療機関に対し、症例探

知、（細菌感染疑い症例を治療するた

めの抗菌薬の適切な使用を含む）管

理、感染制御、サーベイランスを支援

するための、症例定義、手順、アルゴ

リズム（流れ図）の最新版を、最新のWHO
指針に合致するよう更新し続ける。 

3. 症例およびそのクラスターの発生に

対する医療従事者の警戒を維持する。 
4. パンデミック活動の開始に関する迅

速な報告と認知を奨励する目的で、患

者や医療提供機関に対し、薬剤や医療
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を無料で（ないしは医療保険でカバー

し）提供する方法を検討する。 
5. 患者に対する感染制御の実行能力を

維持し、最新のWHO指針に沿った感

染対策を実施する。個人防護具の使用

に関するスタッフの能力を維持する

（訓練を実施する）。 
6. 最小単位の健康当局に至るまですべ

てのレベルで、医療機関の対応に関連

する計画の再検討を続ける。サージキ

ャパシティ（予備能力）の準備を続け

る。パンデミック対策の手配への、差

し迫った切り替えに備える。 
 

感染が発生した国 
 

1. 国レベルや流行している地域レベル

で、医療機関や必須サービスに対する

パンデミックの危機管理計画を完全

に実施する。医療機関の状態を監視す

る。必要に応じて優先順位付けのシス

テムを調整する。追加的労働力・ボラ

ンティアを配置する。スタッフの支援

を確実に行なう。必要に応じて医療機

関以外の施設における患者に対する

医療上および非医療上の支援を提供

する。医療従事者、犠牲者、地域社会

への社会的、精神的援助を提供する。 

2. 資源に余裕がある場合は、臨床治療の

有効性や安全性に関する利用可能な

データを収集し、それらを患者が発生

していない国や WHO と共有する。 

3. 計画と利用可能度に応じて優先順位

に従いワクチン活動を実施する。 

4. 資源に余裕がある場合は、臨床治療の

有効性に関する利用可能なデータを

収集し、それらを WHO と共有する。 
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鎮静化時（パンデミックの終息もしくは

流行波と流行波の間） 
 

1. 過剰労働のスタッフが、休息し休養を

取る機会を確実に与える。 

2. 薬剤と物品を再備蓄する。必須物品を

提供し更新する。 

3. 次の流行波に備えた計画を見直し改

訂する。 

4. 必須サービスの再建の援助をする。 

5. 症例定義、手順、アルゴリズム（問題

解決の為の流れ図）の修正を行なう。 
6. 計画、優先度、利用可能度に応じてワ

クチン計画を続ける。 
 

パンデミック期，フェーズ 6 －コミュニケーション 

WHOの目的 国家の目的 
1. 保健医療当局、他の関係組織、一般の

人々と適切な情報を共有する。 
2. パンデミックに関して、信頼できる公

式の国際的情報源として、また世界的

な情報の中心（フォーカルポイント）

としての役割を果たす。 

1. パンデミックに関する信頼できる、一

貫性のある情報源として、定期的に更

新する国の公式情報源やフォーカル

ポイントへの一般のアクセスを確保

する。 
2. 特定の主題について（例：旅行、社会

的集会など）の、国民への助言を提供

するための、公開かつ容易に入手でき

る情報共有システムを維持する。 
3. 国家対応と危機対策への国民の支持

と支援を獲得する。 
4. パンデミックの進行状況について、保

健医療当局、他の関係政府省庁、他の

関係機関および組織の間での、迅速な

情報共有を確実に行う。 

 

WHO活動 国家活動 
1. 国際的機関、国家当局、他の関連機

関および組織、一般の人々に対し、

定期的に状況を報告する。 

まだ感染が発生していない国 
 
1. ニュースメディア（情報発信組織）、
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2. 予測される国際的な情報の需要に見

合う許容力を付け、維持する。 
3. 他関係各位と協力し、一貫性のある

情報を発信する。 
4. 前のフェーズの間のコミュニケーシ

ョン対応を評価する。そこからの教

訓を検討する。 

一般国民、専門分野およびその他の関

係者に対して、継続的に感染が発生し

ている国におけるパンデミックの状

況を提供する。一般の人々を、パンデ

ミックが唐突にまた起こる事態に備

えさせる。 
2. 重要な伝達したい情報を修正する。一

般国民が納得できる期待を盛り込む。

予測される不自由さにもかかわらず、

公衆衛生対策を遵守する必要性を強

調する。 
3. 切迫したパンデミックを予期し、コミ

ュニケーション戦略と機構を練り直

す最後の機会（window of opportunity）
を有効に使う。 

4. 医療サービスの提供や資材供給にお

ける優先順位付け、渡航勧告、主要農

作物の不足など、パンデミックの間に

修正あるいは導入されると考えられ

る対策について、国民に周知する。 
 

感染が発生した国 
 

1. 国内外から期待されうる情報提供の

要望に応えられる能力を維持する。 

2. コミュニケーション対策計画のすべ

ての要素を発動する。 

3. パンデミックに伴う国民の不安、苦

悩、悲嘆などの心理状況を理解する。 

4. コミュニケーション活動の結果や影

響を監査し、現在の対応を改良し、将

来的なパンデミック計画へ情報共有

する。 
 

鎮静化時（パンデミックの終息もしくは

流行波と流行波の間） 
 

1. 前のフェーズ中のコミュニケーショ

ン対応を評価し、教訓を再検討する。 
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2. パンデミック後には、地域社会の心理

状況について公共の場で触れる。 

3. 引き続きパンデミックの第 2 波以降

の発生に伴う不確実性について、国民

に注意喚起する。 

 



2005.08.31 66

別添 1  

薬剤以外の公衆衛生対策に関する提言  
 
 
国家レベルにおける対策 
（感染が広がる地域の居住者および、同地域内へ渡航する者に対する） 

パンデミック  
アラート期 a  

パンデミック  
期 a  

対策  
フ ェ ー ズ  

3  
フ ェ ー ズ  

4と 5  
フ ェ ー ズ  

6  コメント  

公衆衛生情報、コミュニケーション  
  

リスクおよびリスク回避

に関する国民向け（対象を

絞り、その特徴に合わせ

た）情報  

〇  〇  〇  

 

専門家向けの情報  〇  〇  〇   
一般的な衛生活動に関す

る助言  
〇  〇  〇   

次のフェーズに向けての

準備のための情報  
〇  〇  〇   

症例が感染を伝播するリスクを減少させるための対策  
 

封じ込め：  
－地域の現状に即し、（中

等度から重症の）症例を

隔離する。医療および社

会的支援の提供  

○  ○  ○  
多数の重症例に備

える計画が必要  

マスク： b  
－有症状者  

－曝露を受けた者：  

ヒト－ヒト感染の証

拠、接触の密度、曝露

回数を考慮したリスク

評価を実施する  

－リスクエリア（待合室）

で（呼吸器疾患の）受診

を待っている者  

 
○  

 
 

○考  
 
 
 
 

○  

 
○  

 
 

○考  
 
 
 
 

○  

 
○  

 
 

○考  
 
 
 
 

○  

 
支援体制の考慮  
 
マスク着用をリス

ク評価に基づき考

慮する  
 
 
特に、健常人におけ

るマスク着用につ

いて等、追加データ

が必要  
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パンデミック  
アラート期 a  

パンデミック  
期 a  

対策  
フ ェ ー ズ  

3  
フ ェ ー ズ  

4と 5  
フ ェ ー ズ  

6  コメント  

接触者が感染を伝播するリスクを減少させるための対策  
 

接触者の経過観察および

追跡調査  
〇  〇  ×  

一旦パンデミック

が発生したら実現

不可能  

無症状の接触者における

健康状態の観察を伴う自

発的な検疫（自宅隔離な

ど）。医療および社会的支

援の提供  

×  ○  ×  

予防投与の有効性

が明確でないこと

から、自発的検疫

は、既知の症例の接

触者で、抗ウイルス

剤の予防投与を受

けている者にも適

用すべきである  

健康状態の自己観察と発

症時の報告。移動制限無し  
○  ○考  ×  

検疫（自宅隔離）中

の接触者は対象と

ならない  

接触者に対し、社会的活動

を控えるよう助言する  
×  無関係  ×  

検疫（自宅隔離）中

の接触者は対象と

ならない。社会距離

（ social distance）の
拡大対策も参照す

る  

接触者に対し、感染が広が

っていない地域への旅行

を控えるよう勧奨する  
×  無関係  ○  

検疫（自宅隔離）中

の接触者は対象と

ならない。ヒト－ヒ

ト感染が起こって

いるかどうか不明

な時には、予防原則

として実施する。旅

行への対策も参照

する  

接触者に抗ウイルス剤の

予防投薬を実施する c  
○  ○  ×  

パンデミック回避

のための早期積極

的対策の原則  

出典：WHO consultation on priority public health interventions before and during an influenza pandemic. Geneva, 

World Health Organization, 2004. (Document WHO/CDS/CSR/RMD/2004.9. ) 



2005.08.31 68

パンデミック  
アラート期 a  

パンデミック  
期 a  

対策  
フ ェ ー ズ  

3  
フ ェ ー ズ  

4と 5  
フ ェ ー ズ  

6  コメント  

社会距離（social distance）の拡大対策   

有症状の人の自発的自宅

隔離  
○  ○  ○  

家族の他の成員へ

の感染のリスクを

軽減する対策が必

要  
他の対策（放課後の活動の

制限）と共に学校閉鎖（保

育園、幼稚園、その他高等

教育も含め）の実施による

学童、生徒同士の接触機会

を減らす  

×  ○  ○  

疫学的見知から、こ

れらの状況設定が

どの程度、感染の拡

大に寄与している

かに依る  

全人口に対する、成人の接

触機会の減少のための対

策（必須労働力以外の自宅

待機、職場閉鎖、大規模集

会の中止要請） d  

×  ○  ○  

地域社会での関連

が不明な感染伝播

や、職場での感染の

発生がどの程度あ

るかによっては、実

施を考慮する  

公的な場におけるマスク

の着用  
×  ×  ×  

有効性は明らかで

なく、容認されるが

推奨はしない  

発症から患者隔離までの時間を短縮する対策  
 

迅速な自己診断を推奨す

る一般向けキャンペーン

を実施する  
○  ○  ○  

 

（感染が広がる地域の）全

住民へ、少なくとも日に１

回の発熱チェックを要請

する  

×  ×  ×  

 

救急車出動と連携した発

熱ホットライン電話の開

設する  
×  ○考  ×  

 

適切な感染制御対策を導

入 し た 発 熱 ク リ ニ ッ ク

（ fever clinic）を設置する  
×  ○考  ×  
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パンデミック  
アラート期 a  

パンデミック  
期 a  

対策  
フ ェ ー ズ  

3  
フ ェ ー ズ  

4と 5  
フ ェ ー ズ  

6  コメント  

熱量検知（ thermal scan）
を公共の場へ導入する  

×  ×  ×  

経験から有効で無

く、また、特定され

た発熱者に対し、個

人および公衆衛生

上の対応が必要  

消毒法   

手洗いの実施  ○  ○  ○   

家庭における汚染された

可能性のある表面の消毒  
○  ○  ○   

周辺環境の広範囲消毒  ×  ×  ×   

空気の消毒  ×  ×  ×   

国内の感染地域へ出入する人々への対策  
 

高リスク環境（感染家禽の

農場、生きた家禽を取り扱

う市場など）への接触の回

避を勧奨する  

○  ○  ○  

 

どうしても必要な場合以

外は、感染が広がっている

地域への渡航は中止する  
×  ○  ○  

国内の大部分には

感染が広がってい

ない場合  

感染地域への出入りを制

限する  
×  ×  ×  

多くの国において、

旅行（移動）制限の

実施は実現不可能

と考えられている

が、一般国民にリス

クが十分に良く理

解されれば、おそら

くは自主的に実行

される  

地域封鎖を実施する  ×  ×  ×  実行不可能  

感染地域から外へ出る人

の着衣、履物、その他の物

品の消毒  
×  ×  ×  

公衆衛生目的とし

ては推奨されない

が、獣医畜産当局に

より、動物間の感染

拡大の防止上、必要

とする可能性あり  
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国際レベルにおける対策 

 
パンデミック  
アラート期 a  

パンデミック  
期 a  

対策  
フ ェ ー ズ  

3  
フ ェ ー ズ  

4と 5  
フ ェ ー ズ  

6  コメント  

出入国者に対する国境での対策  
  

旅行者への情報提供： 
－集団発生の情報提供 

－高病原性鳥インフルエン

ザが発生している地域へ

の旅行者に対して、家禽農

場や生きた動物を扱う市

場へ行かないように助言

する 

－感染が広がっている地

域への不要不急の旅行

を中止することを推奨

する  

－感染が広がっている地

域からの不要不急の訪

問の受け入れの中止を

推奨する  

 
○  

 
 

〇  
 
 

 

×  
 
 
 

 

 
○  

 
 

〇  
 
 

 
○  

 
 
 
 

 
○  

 
 

○考  
 

 
 

〇  
 
 
 
 

各フェーズに合わ

せた周知内容を作

成する必要がある。

旅行は個人的な選

択の余地の残る事

項であるが、十分な

説明を受けた上で

の意思決定ができ

るようにするには、

情報の透明性が確

保される必要があ

る  
旅行者への影響に

は、個人的な健康へ

のリスクと経済的

被害の両者が含ま

れる  

感染が広がる地域への出国あるいは同地域からの来訪者に対する国境における  
海外旅行者対策  

感染が広がる地域への出

国および同地域からの入

国旅行者に対する健康危

機警告（Health alert notice）
の提供  

×  〇  〇  

WHOは、関連機関

（例：国際航空運送

協会；IATA）と相談

し、この健康危機警

告が配布されるよ

うに相談している。

WHOは、各国で共

通の様式が採用さ

れるように推進し

ている  

スクリーニング対策を参照 
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パンデミック  
アラート期 a  

パンデミック  
期 a   

 

対策  
フ ェ ー ズ  

3  
フ ェ ー ズ  

4と 5  
フ ェ ー ズ  

6  コメント  

医学的サーベイランス： 
－毎日の発熱の自己管理； 

感染が広がっている地域

からの旅行者、 
感染が広がっている地域

への旅行者 

－感染が広がっている地域

からの旅行者に症状がみ

られた場合の自己申告 

－感染が広がっている地域

へ渡航後に発症した際に

取るべき行動に関する助

言（医療機関を受診する、

渡航歴を報告する、ｲﾝﾌﾙ

ｴﾝｻﾞの検査を受ける）、 
 パンデミックウイルスが

検出された場合には、患者

を隔離し、WHO を含む公

衆衛生当局へ通知する 

 
 

×  
 

×  
 
 

〇  
 
 
 
 

〇  

 
 

〇  
 

×  
 
 

〇  
 
 
 
 

〇  
 

 
 

〇  
 

〇  
 
 

〇  
 
 
 
 

〇  
 

 
 
 
 
 
 
確定例の接触者は、

健康状態の監視を

行うことを奨励す

る。検疫（自宅隔離）

を指示されること

がある。汚染された

輸送（交通）機関に

同乗した人々は、追

跡し、同様の助言を

与えられなければ

ならない  

感染が広がる地域からの 
渡航者に対する 
入国時スクリーニング 

－症状のスクリーニング 
（症状の視覚的検知） 

 
 
 
 

 
 
 
 

×  
 

 

 
 
 
 

×  
 

 
 
 
 

×  
 

 

健康への有益性が

証明されておらず、

実践は（政治的理由

や、一般国民の信頼

を得るために）認め

られなければなら

ないが、推奨はされ

ない。それに代わっ

て、渡航者は健康危

機警告（Health alert 
notice）を受け取る

ことが必要  
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パンデミック  
アラート期 a  

パンデミック  
期 a   

 

対策  
フ ェ ー ズ  

3  
フ ェ ー ズ  

4と 5  
フ ェ ー ズ  

6  コメント  

－リスクのある渡航者のス

クリーニング（健康状態申

告、質問票） 

 

 

 

 

－発熱（熱量）スクリーニン

グ 

－健康診断 

×  
 
 
 
 
 
 
 
 

×  
 

×  

×  
 
 
 
 
 
 
 
 

×  
 

×  

×  
 
 
 
 
 
 
 
 

×  
 

×  

入国時スクリーニ

ングは、受け入れ国

が、渡航者の滞在国

の出国時スクリー

ニング（次項参照）

が不十分であると

考えた際に実施を

考慮される  

地理的に離れた、感染のま

ったく報告されていない

地域（島など）における、

上記の手法を用いた入国

時スクリーニングの実施  

×  ○  ○  

実現可能であり、パ

ンデミックウイル

スの侵入を防止で

きるかもしれない。

また、国内のサーベ

イランス力が限ら

れている場合には

適切な手法である

かも知れない  

ヒトへの感染が認められ

るすべての地域からの  
渡航者に対する  
出国時スクリーニング  

－症状のスクリーニング 
（症状の視覚的検知） 

－リスクのある渡航者のス

クリーニング（健康状態申

告、質問票） 

－発熱（熱量）スクリーニン

グあるいは耳式体温計に

よる体温測定 

 
 
 
 
 

×  
 

×  
 
 

×  

 
 
 
 
 

×  
 

×  
 
 

×  
 

 
 
 
 
 

×  
 

×  
 
 

×  

入国時スクリーニ

ングより早期の症

例検知に適してい

る  

渡航者数を考慮す

ると実行不可能  

 

 

 

熱量走査は感度、特
異度ともに低いが、
耳式体温測定検査
より現実的と考え
られる  
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パンデミック  
アラート期 a  

パンデミック  
期 a   

 

対策  
フ ェ ー ズ  

3  
フ ェ ー ズ  

4と 5  
フ ェ ー ズ  

6  コメント  

－隔離あるいは検疫（自宅隔

離）状態にある個人の、出

国停止者一覧 

 

－健康状態の不良者に対し、

渡航の延期を勧告する 

 
－リスクがあるか、発熱して

いる渡航者の健康診断 

 
×  

 
 
 
 

○  
 
 
 

×  

 
×  

 
 
 
 

○  
 
 
 

×  

 
×  

 
 
 
 

○  
 
 
 

×  

国によっては実現

可能な可能性もあ

るが、一般的には推

奨されない  

 

 

 

国境で実施するに

は実現可能性が低

い  

感染が広がる地域に隣接した、脆弱な国境を持った国における対策  
 

医療提供者や一般国民の

間の警戒レベルを上昇さ

せ、サーベイランスと、社

会距離（ social distance）の

拡大、検疫（自宅隔離）、

隔離などの対応策の実行

を促進する  

×  ○  ○  

ポスター、マスメデ

ィアへのメッセー

ジや、その他の対策

を準備中の各国が

利用できるように、

WHOはウェブサイ

ト上へ関連する指

針（ガイドライン）

へ掲示する  

感染が広がる地域からの国際的輸送機関に搭乗している

旅行者への対策  

 

もしもインフルエンザ様

症状がみられた場合には自

己申告を勧奨 
×  ○  ○   

輸送機関上で、病気の渡航

者を（可能であれば）他と

分離  

×  ○  ○  

感染が広がる地域

からの航空機にお

いては、搭乗者全員

にマスクが提供さ

れる必要がある  
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パンデミック  
アラート期 a  

パンデミック  
期 a   

 

対策  
フ ェ ー ズ  

3  
フ ェ ー ズ  

4と 5  
フ ェ ー ズ  

6  コメント  

旅行者の出発国、渡航先

（到着国）、通過国の保健

当局へ、搭乗者に健康状態

が悪い者が出たことを通

知（航空会社は渡航先への

報告義務だけを負う）  

○  ○  ○  

渡航先に対する報

告義務を設定した

が、実際には均質に

実施されていない  

国家公衆衛生当局と、接触

者追跡調査のための疫学

的情報を共有する  
×  ○  ○  

各国は適宜、この情

報を他と直接に共

有する   

 
a ○はこのフェーズで実施が必要な対策；×は必ずしもこのフェーズで実施する必要の

ない対策；○考 は実施を考慮すべき対策；無関係はパンデミック対策に無関係な対策。 

b マスクの品質と型はリスク群によって異なる。症例：外科用マスク；医療従事者・介護者：

N95 あるいはそれと同等のもの；その他：リスクにより異なる。 

c パンデミックウイルス株が新たに出現する地域で（抗ウイルス薬が）確実に入手できるため

には、この対策の導入は、適切な供給の有無によると共に、事前に協議した対象群と供給体

制を伴った世界備蓄を必要とする可能性がある。予防的投与は、その有効性の科学的根拠に

基づいて実施される。薬剤耐性、副作用、供給の限界の可能性のために、対象を絞った使用

が必要である。薬剤使用の対象例：一般国民の予防、医療従事者・介護者の予防、他の必須

サービス提供者の予防、個人の治療。 

d  パンデミック株があらゆる年齢層に対して著しい疾病と死亡を引き起こし、ワクチンも無い

ことは既知のことであり、罹患数と死亡数を軽減するために、当局は真剣に全国民レベルの

対策を導入することを考慮すべきである。数学的および経済学的モデルを参考に決断するこ

とができる。仮にモデルが症例および死者の実数の減少を示すなら、社会および経済的混乱

のリスクと、優先すべき機能の保護とのバランスを取って、複数の政府機関の関係した対策

導入の決断をする必要がある。 

e  パンデミックを避けるあるいは、送らせるための緊急避難的対策と考えられる。  
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