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は じ め に

　豚由来の新型インフルエンザ（インフルエンザ A / H1N1）がメ

キシコから短期間で世界に広がっています。こうした状況をうけ、

世界保健機構（WHO）はこの新型インフルエンザの警戒レベルを

世界的大流行（パンデミック）の一歩手前の「フェーズ 5」へと引

き上げ、人類への大きな脅威として警戒を呼び掛けています。

　ただ、幸いなことにこのインフルエンザは弱毒型と考えられ、こ

れまで世界が警戒してきた強毒型の鳥インフルエンザとは違うよう

です。しかし、弱毒型の新型インフルエンザなら安心できるかとい

うとそうではありません。1918 年から世界中で約 4 千万人の死者

を出したスペイン風邪、57 年からのアジア風邪（死者 200 万人）

も弱毒型の新型インフルエンザでした。

　また、この豚由来の新型インフルエンザで、すっかり影が薄くなっ

た鳥由来の強毒型の新型インフルエンザですが、その発生の可能性

はけっして減っておらず、今まで通りの予防対策の徹底が求められ

ています。

　新型インフルエンザの予防には様々な方策がありますが、その中

に「知識のワクチン」という「予防策」があります。新型インフル

エンザの正しい予防法や対処法を知っておくという「知識のワクチ

ン」は、本物のウイルスワクチンと同様に、多くの人々の命を救う

とされています。このハンドブックがそうした「知識のワクチン」

の一つになることを願っています。

　なお、新型インフルエンザに関する政府・自治体の行動計画やガ

イドラインは日々変化していますので新しい情報に常に注意を払っ

ていって下さい。

　平成 21（2009）年 5 月

宮崎大学安全衛生保健センター長

寺井　親則
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　従来は人に感染することがなかった鳥インフルエンザや豚インフルエンザが人

に感染し、人の体内で増えることができるように変化し、人から人へと感染する

ようになったウイルスによる疾患を新型インフルエンザと呼びます。

　新型インフルエンザには、誰も免疫をもっていないので、世界中で爆発的な大

流行（パンデミック）がおこります。20世紀には1918～1919年の「スペイン風邪」、

1957 ～ 1958 年の「アジア風邪」、1968 ～ 1969 年の「香港風邪」の 3 度の新型

インフルエンザによる世界的大流行がありました。

　ただ、新型インフルエンザといってもその毒性はさまざまです。今回発生した

豚由来の新型インフルエンザを含めても過去の新型インフルエンザはすべて弱毒

型のものでした。

　しかし、その一方で、強毒型の新型インフルエンザの発生も懸念されています。

東南アジアなどで感染が広がる強毒型の鳥インフルエンザ（H5N1 型）。これが新

型インフルエンザに変化する可能性は年々大きくなってきています。WHO は「強

毒性の新型インフルエンザは、発生するかどうかの問題でなく、いつ発生するか

の問題だ」といって警告を発しています。

　いずれにしろ、新型インフルエンザはハイリスクの方々（高齢者、乳幼児、心・

肝臓・呼吸器疾患を有する人たち）はもちろんですが、若くて健康な人にも感染

します。

　こうした脅威に向けて、私たちができること、それはあらかじめ正しい知識を

もち、予防を心がけ、適切な事前準備をしておくことです。

新型インフルエンザってなに？

豚インフルエンザ

鳥インフルエンザ

人に感染 人から人に感染
（新型インフルエンザ）
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　インフルエンザは咳やくしゃみ、会話をしたとき飛ぶ飛沫（しぶき）による飛

沫感染だけでなく、乾燥した冬季やエアコンの効いた室内では空気感染（空気中

に浮遊するウイルス粒子を吸い込むことによる感染）によっても広がります。

　さらにウイルス粒子が付着したものを通じても感染は広がります。たとえば、

ウイルス粒子が付着したものを触った手で、口や目のまわりなどに触れると自分

でも気がつかないうちに感染してしまう可能性があります（接触感染）。

　したがって、インフルエンザを予防するには、①マスクの着用、②うがい、③

手洗い、④人込みや繁華街への外出を避けることです。

　こうした通常の季節型インフルエンザ対策が新型インフルエンザの予防に大い

に役立ちます。

新型インフルエンザの感染経路と感染防止の基本

○新型インフルエンザの予防策（通常のインフルエンザと同じ）

「人込み」や「繁華街」への外出を避ける。

市販の不織布製マスクを着用。

「うがい」は15秒以上行う。
首を横に傾けて行ったり、うが
い薬を使うとより効果的です。

石鹸をよく泡立てて15秒以上
「手洗い」を行う。
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　ガーゼマスクではなく、紙状の不織布製マスク（市販の家庭用マスクのほとん

どを占める）を使用する。マスクは使い捨てとし、一日一枚程度使用できる枚数

をあらかじめ準備しておきましょう。

○正しいマスクのつけ方とはずし方

①片耳のゴムを持ち、顔から外す。
②反対側のゴムを持ち、顔から外す。
③マスク表面には触れないようにビニール袋に入れ、袋の口を閉じてすてる。
④マスクをすてた後、すぐ手洗いを行う。

（マスクの付け方）

①顔にマスクをつけ、耳にゴムをかける。

②�ノーズブリッジ（鼻当て用金具）を鼻
の形にそって曲げる。

③�ノーズブリッジを押さえながら、マス
クをあごの下まで引っ張り、マスクを
伸ばす。この際、鼻と口の両方を確実
におおうことが大切です。

（マスクの外し方とすて方）
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　手洗いでは、爪や指の間、親指の付け根、手首など洗い残しやすい場所を丁寧

に洗う。洗った後は十分な水ですすぎ、ペーパータオルや清潔なタオルでふき取

る。手がぬれたままだと、ウイルスが付着しやすいので注意しましょう。

○正しい手洗いのしかた
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　うわさやデマ情報に惑わされることなく、政府や地方自治体などの正確な情報

に基づいて、冷静に行動しましょう。また、新型インフルエンザが国内で発生す

ると必要なものが買えなくなる可能性があります。2 週間程度は外出しなくても

済むように、食料品・水・日用品などを備蓄しておきましょう。

情報収集と食料品・水・日用品などの備蓄
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　政府・地方自治体からの注意喚起や要請にそった行動はもちろんですが、自分

の身は自分で守るとの心構えで対処することも大切です。

（まずは感染予防！）

①外出の際のマスク着用、うがい、手洗いを徹底する。

②せきをする人の 2 ｍ以内に近づかない。

③不要不急の外出（特に不特定多数の人が集まる場所への外出）・旅行を控える。

④混雑した公共交通機関の利用を避ける。

（もしも発熱した場合は）

①いきなり医療機関を受診せず、まず、宮崎県や宮崎市の発熱相談センターに

電話等で問い合わせる。感染の疑いがあれば発熱外来のある医療機関を教え

てくれる。

②発熱外来や指定医療機関を受診する場合は、必ずまず電話で問い合わせる。

③なるべく公共交通機関を利用せず、自家用車などで移動する。

④マスクを着用して受診する。マスクがない場合は、「せきエチケット」を徹

底する。

⑤新型インフルエンザと診断されたら、医師の指示に従うとともに、学校（大

学）にすぐ連絡して下さい。

新型インフルエンザが国内で発生したら
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　新型インフルエンザに関連するホームページには以下のようなものがありま

す。

○国内情報

厚生労働省 
 http://www.mhlw.go.jp/

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html）

国立感染症研究所  http://www.nih.go.jp/niid/index.html

内閣官房 http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html

宮崎県 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/

全国保健所一覧 http://www.phcd.jp/HClist/HClist-top.html

宮崎大学 http://www.miyazaki-u.ac.jp/

宮崎大学安全衛生保健センター 
http://www.of.miyazaki-u.ac.jp/~anzen/
           index.html

○海外情報

厚生労働省検疫所
（海外旅行者のための感染症情報）

 http://www.forth.go.jp/

外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/

WHO   
http://www.who.int/csr/disease/avian_
           influenza/en/index.html

新型インフルエンザに関する情報入手先
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インフルエンザについてのＱ＆Ａ

季節性インフルエンザってなに？Q
毎年冬季に流行する通常のインフルエンザのこと。季節性インフルエン

ザには、A型の H1N2 ウイルス（ソ連型）、H3N2 ウイルス（香港型）、

B型ウイルスがある。新型インフルエンザとの関係でいえば、季節性のインフ

ルエンザは過去の新型インフルエンザが長年変異を重ねた子孫といえる。

A

インフルエンザの経過と感染力の関係は？Q
インフルエンザは感染後 1～ 3日の潜伏期間を経て、高熱などの症状が

でる。その後 48 時間は、せきなどで飛沫を飛ばし、最も感染が広がり

やすい。通常は発症から約 1週間で症状もウイルスもほとんど消え、感染を広

げる心配もなくなる。ただ、症状のでる約 1日前から感染力があり、注意が必

要である。

A

強毒型ってなに？Q
鳥インフルエンザウイルスの分類で、呼吸器などで増殖するのを弱毒型、

全身で増殖するのを強毒型と呼ぶ。強毒型は全身にウイルスが広がり、

多臓器不全を起こしやすい。強毒型の鳥インフルエンザがヒトに感染した場合

も鳥と同様に全身でウイルスが増殖し、致死率は 60％を超える。強毒型の鳥イ

ンフルエンザから新型インフルエンザが発生すると、通常のインフルエンザは

もちろん、過去の新型インフルエンザともまったく異なる危険性の極めて高い

感染症になる可能性が高い。

A
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豚由来の新型インフルエンザ
（インフルエンザ A / H1N1）の症状は？Q
発熱や頭痛、せき、のどの痛みといった典型的なインフルエンザの症状

に加え、通常のインフルエンザでは珍しい嘔吐や下痢が高率に認められ

る。60歳以上の患者は少なく、十代など若い世代の患者が多い。メキシコ以外

の感染者は軽い症状で回復しており、弱毒型と考えられている。ただ、ウイル

スは変異するので安心はできない。

A

これまでの新型インフルエンザの被害Q
今回の豚由来の新型インフルエンザの致死率はスペイン風邪ほどではな
いが、通常のインフルエンザよりは高い。

○スペイン風邪� 1918 ～ 19年� 死者 4千万人（致死率：2％）
� � 日本国内の死者 38万人

○アジア風邪� 1957 ～ 58年� 死者 200 万人（致死率：0.5％）

○香港風邪� 1968 ～ 69年� 死者 100 万人（致死率：0.5％）

○豚由来インフルエンザ�A/H1N1� 2009 年� 致死率：0.4％（初期データ）

○通常の季節性インフルエンザ�� 死者年間 20～ 50万人
� � 日本国内の死者 1万人前後
� � （致死率 0.05％）

A

新型インフルエンザの再流行は？Q
患者数が減り、インフルエンザが終息しても、「第 2波」が押し寄せる可

能性はある。

　例えば日本でのスペ

イン風邪大流行の場合、

1918 年 11 月頃に「第

一波」の死者のピークが

あり、20年 1月頃に「第

2波」のピークがあった。

A
国
内
の
感
染
者
数

再
流
行
？

国内患者発生

第１波

第２波
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いざという時の連絡リスト（マイリスト）

○�最寄りの保健所（新型インフルエンザ相談窓口）

名　　称：

電話番号：

○�宮崎県または宮崎市の「発熱相談センター」

名　　称：

電話番号：

○�「発熱外来」のある医療機関

名　　称：

電話番号：

○�感染症指定医療機関

名　　称：

電話番号：

○�緊急連絡先（家族・実家・友人）

名　　称：

電話番号：

○�学校や大学（学部・学科・専攻など）の連絡先

名　　称：

電話番号：


