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【総論】

1 目的

本マニュアルは､東京検疫所管内において検疫感染症等の病原体に汚染し､若しくは汚染したおそれの

ある航空機､船舶及びその乗員､乗客の発見時等､各種の事態に適切に対応し､国内への検疫感染症の侵

入及びまん延防止が図れるように､関係法令等の理解の促進､人員配置､資材､施設の整備､関係方面との

協調連絡等の方策を確立し､緊急時に即応しうる体制の確保と検疫所における整合性のとれた措置実施を

目的とする。

2感染症情報の評価と検疫体制レベルの判断

(1)感染症情報の収集･分析･提供等

①情報の収集

検疫衛生担当課職員は､検疫法第27条の2に基づき､平時より以下の情報源を参考に感染症発生情

報等の収集を行わなければならない。

ア厚生労働省下記部署からの通知やﾒール

・医薬･生活衛生局生活衛生･食品安全部企画情報課検疫所業務管理室(以下、 「検疫所業務管

理室｣と呼ぶ｡）

・健康局結核感染症課

・大臣官房厚生科学課健康危機管理対策室(IHR情報連絡窓口:NFP)等

イ国際機関や各国の保健省からの公式情報

･WHO(WorldHealthOrganization:世界保健機関）

･CDC(CentersfbrDiseaseControlandPrevention:米国疾病対策予防センター）

ウ厚生労働省検疫所ホームページFORTH(ForTraveler'sHealth)

エ国立感染症研究所等の国内研究機関のホームページ

オProMED(theProgramfbrMonitoringEmergingDiseases:世界からメール発信される最新の感染症情

報）

力国内外のメディア報道（新聞､テレビ､インターネット等）

キ港湾衛生調査等の病原体検出結果

クその他

②情報の分析･評価

本所および支所の検疫医療専門職等は､収集された感染症情報等について精査し､検疫衛生担当課

長に報告する｡検疫衛生担当課長は､確認した情報からの流行規模や動向を分析し、 「感染症発生時の

レベル別対応表」 （以下、 「レベル別対応表｣という｡別紙1)に基づいて､その検疫体制のレベルを判断

する｡検疫衛生担当課長は､収集された感染症情報が検疫体制レベル2以上と判断した場合は所長また

は支所長に報告する。
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③情報の共有と提供

検疫衛生担当課職員は､検疫法第27条の2に基づき､最新の感染症情報等について､効果的な手段

を用いて海外渡航者や関係機関等に提供しなければならない。

ア検疫所職員の情報共有

収集された情報については､所内及び東京検疫所管内で共有するとともに､必要に応じて他の検

疫所とも情報共有する。

イ関係機関への情報提供

収集された感染症情報が検疫体制レベル2以上と判断された場合には､各所の｢保健衛生管理運

営協議会｣の委員及び同協議会感染症担当者､関係機関、団体（別紙2-1～5）へ情報を提供す

る。

ウ海外渡航者等への情報提供

当所のホームページ､ポスター､リーフレット等の広報媒体により広く海外渡航者に対し情報を提供

する｡また､電話による海外渡航相談や予防接種のため来所した者への情報提供に努める。

エ客船に対する情報提供

多数の乗員･乗客が乗船する客船等においては､出航前に船舶代理店を通じて感染症に関する

情報を提供することにより､乗員･乗客に注意喚起する｡また､その他の船舶に対しても必要に応じ、

情報提供を行う。

3平時体制（検疫体制レベル1）

(別紙3-1:検疫レベル別の対応例概要）

(別紙3-2:有症者発生時の初動対応例）

我々は危機管理を行う部署にいることを､平時より肝に銘じ､有事に即応できる体制を整えておかねばならな

い。

(1)検疫対応用品の在庫確認と着脱訓練

検疫衛生担当課は､検疫対応に要する備品､消耗品の在庫確認を平時より定期的に行う｡また､個人防護

具(PersonalProtectionEquipment:以下、「PPE｣とする｡）の適切な着脱を｢防護服着脱マニュアル｣(別冊1)

を用いて､所内職員を対象に年に1回以上実施する｡必要に応じて､関係機関と合同着脱訓練を実施し､有事

に即応できるようにしておく。
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(2)緊急連絡体制の確立

①総務課は､職員の異動時期の後､職員の安否確認メールと緊急連絡網(別紙2-6)の速やかな改訂を実

施し､安否確認メールテストおよび緊急連絡網のテストを実施することにより､所内連絡体制の確認を行う。

②検疫衛生担当課以外で検疫官発令をされている者については､職員の異動時期の後､応援職員への登

録を行い､有事に検疫業務へ従事する可能性があることを念頭に置いておく。

③検疫衛生担当課は､定期的に関係機関の連絡先と担当者の確認を行い､有事に円滑な連絡体制が取

れるようにしておく。

(3)感染症対策訓練の実施

本所､各支所､出張所ごとに､感染症対策訓練を1年に1回以上実施し､各職員は､平時より有事における自

らの役割を把握し､措置の習熟と危機管理マニュアルの検証を行い､問題が生じた場合には必要に応じ､改善

を図る。

(4)貨物船の検疫について

無線検疫制度に基づき､船舶代理店から通報された船長からの入港情報を｢SEA-NACCS｣等で審査する｡平

時より､検疫衛生担当課職員は､無線検疫審査を行う際に有症者の有無に注意を払う｡船内に検疫感染症が否

定できない有症者がいる場合や船舶衛生管理(免除)証明書の不備等により､無線検疫制度を利用できない船

舶等については､検疫官による平時体制の臨船(着岸)検疫を行う。

①有症者が乗船している場合

検疫審査時に(事前通報を含む)有症者の情報を得た場合は､有症者等事前通報票(別紙4)を用いて､船

舶代理店又は船長から有症者の情報を確認し､検疫感染症の汚染地に寄港しているか､潜伏期間内か否か

を把握する｡また､乗員名簿等により､有症者を特定するとともに､国籍や年齢等を把握する。

有症者に外傷や発疹等が認められた場合､検疫医療専門職等は､有症者の患部や発疹の写真をE-mailに

添付して送付するよう依頼し､必要に応じて船長や有症者から電話やE-mail等で問診を行うことにより､検疫

感染症であるか否かを｢各検疫感染症への対応」 (p46)を参考に検討し､詳細を検疫衛生担当課長に報告

する｡また､検疫医療専門職が配置されていない支所､出張所については､本所検疫衛生課の検疫医療専

門職等に助言を求める。

ア検疫感染症でない有症者が乗船している場合

無線検疫での審査を可能とするが､当該船舶が入港した後に医療機関での受診を勧奨し､診断書の提

出を依頼する｡検疫感染症以外であってもﾋﾄｰﾋﾄ感染する感染症(結核､ノロウイルス感染症等)の患者

が乗船している場合には､隔離状況を確認し､感染拡大防止策を助言するとともに､必要に応じて保健所

等に情報提供を行う。

また､必要に応じて､検疫感染症でないことを確認するために着岸検疫を実施することを妨げない｡乗船

時は､鑑別する検疫感染症の検疫体制レベルに応じて標準予防策以上のPPEを使用し､慎重に対応す

ること｡患者診察の上､検疫感染症でないと判断した時点で検疫を終了するが､原則として､有症者に医

療機関を受診の上､診断書を提出することを依頼する。

イ検疫感染症が否定できない有症者が乗船している場合
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当該検疫感染症の検疫体制レベルを確認し､検疫体制レベル2以下の場合は平時体制としての着岸検

疫を行う。当該検疫感染症の検疫体制レベルが3以上の場合は、 「特別検疫｣(p30)を行う｡水先人会に

対して、当該船舶への乗船の有無を確認し､乗船する場合には疑われる検疫感染症の感染経路等につ

いて説明を行うとともに、 「各検疫感染症への対応｣(p46)を参照して当該感染症に必要な防御対策の実

施を徹底させる｡有症者に対する直接の診察(別紙5-1:有症者調査票)や簡易迅速診断キットを用いた

検査(以下、 「迅速検査｣とする｡）等により､検疫感染症と診断できるかを検討する｡迅速検査は､検体採

取に引き続き検疫医療専門職等が行う(別紙6)。確定診断のための詳しい検査は､原則、 「『検疫法に基

づく検査実施区分等について｣の一部改正について｣(平成28年2月12日付生食検発0212第3号）

に基づき実施する。

②入港前に有症者が重症化した場合

ア検疫前に検疫感染症でない有症者が重症化した場合
イ

未検疫船舶から人や物を乗り移らせた船舶等については､検疫法第22条に基づき､洋上接触の検疫

を行わなければならない。 （洋上接触時の対応p44参照）

船長から118番の救難要請を受けた海上保安庁第三管区海上保安本部警備救難部救難課運用司令

センター(三管)は､救難活動の計画を立て､関係各所に出動要請をかける。当所の出動が必要な際は、

情報提供用紙(東検第280822号別紙1(別紙7))が三管から東京検疫所検疫衛生課宛にfax送付される

ので､検疫感染症の可能性がないか検討するとともに､救難活動の詳細を把握する｡なお､船舶代理店か

ら最寄りの検疫所に連絡が入る場合もあるので､知り得た情報については､本所検疫衛生課へ連絡し､情

報集約する｡そして､本所検疫衛生課員は検疫衛生課長に報告するとともに､洋上接触した船艇､航空機

の検疫を実施しなければならない部署(千葉検疫所支所､東京都福祉保健局島しょ保健所八丈出張所、

東京空港検疫所支所等)に対し､情報提供用紙を転送の上､出動要請を行う｡硫黄島付近で硫黄島海上

自衛隊基地(硫黄島海自基地)所属の救難ヘリコプターが患者をピックアップして､海上保安庁羽田航空

基地から航空機で患者を迎えに行く場合には､原則東京検疫所検疫衛生課員が当該航空機に同乗して、

硫黄島海自基地にて救難ヘリコプターの検疫を実施する。

緊急を要する患者(検疫感染症でない)の場合で､検疫官の到着が間に合わない場合には､有症者搬

送を優先させ､医療機関に収容後､診断書の提出を依頼し確認を行う｡硫黄島海自基地での検疫が必要

な場合において､羽田航空基地からの緊急出動(出動要請から30分以内に出動しなければならない)に

検疫官が間に合わない場合に検疫感染症でない確認をいただけるよう､硫黄島海自基地医官に厚生労

働医員発令について､防衛省と交渉中である(平成29年2月現在)。また､患者の容態が悪い場合には、

亀田総合病院等のヘリポートに直接救難ヘリコプターが着陸後、いかに努力しても検疫官が間に合わな

い場合でも､人命救助の観点から有症者搬送を優先させ､入院後に診断書にて検疫感染症でないことを

確認する。

イ検疫前に検疫感染症の可能性がある有症者が重症化した場合

船長より救難要請を受けて､海上保安庁の船艇･航空機が救助にあたる有症者について､検疫感染症

である可能性が高い場合は､検疫医療専門職等の医師である検疫官が海上保安庁の船艇･航空機に同

乗し､検疫感染症の有症者及び洋上接触したヘリコプター等の乗組員について検疫を行う｡検疫官およ

び海上保安官は適切なPPE着用を行い､海上保安部基地からの患者の陸送については､検疫所が民間

救急車の出動を要請する｡有症者の容態等により検体採取より緊急搬送を要する場合があるが､その旨を
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所長又は支所長に報告した上で､入院契約医療機関等へ収容後に検体採取を依頼し､一類感染症以外

は検疫所が東京空港検疫所支所試験検査室へ検体搬送し､検査を実施する。

ウ無線検疫審査終了後に､検疫感染症を疑う有症者が発生した場合

（ア)先の審査結果通知を取消し､ 「3(4)①｣に基づき対応した上で､着岸検疫を行う。

（イ)当所が2次港管轄検疫所である場合は､仮検疫済証を破棄する旨､1次港管轄検疫所と協議し､着

岸検疫を実施する。

客船及び貨客船の検疫について（別紙3-3：客船における検疫手続例概要）

＜貨客船の定義について＞

貨客船とは旅客定員13名以上の貨物輸送できる船舶であり､旅客専用の設備を整えている必要がある。

旅客13名未満の船舶は乗客が乗船していても貨物船扱いである(船舶安全法､海上運送法､港湾運送事

業法)。

(5)

①出航前の感染症情報の提供

東京検疫所管内の港より､クルーズ客船が出航する場合には､乗員･乗客への注意喚起および有症者

発生時の対応等､感染症に関する情報提供を船舶代理店を通じて出港前に行う。

また､その時点での乗員乗客予定数や寄港予定地を把握し､検疫方法の打ち合わせ(事前提出書類、

当日必要書類やデータ)も行っておく｡烏インフルエンザA(H5N1またはH7N9)ならびに中東呼吸器症候

群(MERS)の潜伏期間内に入港するクルーズ客船については､着岸検疫が必須となることを周知してお

く。

②入港前の船舶代理店との打ち合わせ

外国からクルーズ客船の入港がある場合には､入港予定日のlか月程度前を目途に入港情報の確認、

検疫方法の打ち合わせを船舶代理店と共に行う｡烏インフルエンザA(H5NlまたはH7N9)ならびにMERS

の潜伏期間内に入港する場合は､着岸検疫が必須となることを周知しておく。

3号検疫感染症（デング熱､チクングニア熱､ジカウイルス感染症及びマラリア)の潜伏期間内に入港す

る客船及び貨客船の場合､30日間の医療記録のチェックで船内に感染症の問題がなければ、 「SEA-

NACCS｣等で無線検疫による審査を行うが､有症者発生がある場合や疑義が生じた場合には着岸検疫に

切り替える旨､説明しておく。

③検疫前通報(検疫法6条）

入港情報が確定した時点で検疫前通報を入れさせ､打ち合わせていた情報からの変化について把握す

る｡また､寄港地情報や海外の流行状況により､検疫感染症発生の可能性を検討する。

④入港前の船内医療情報の提出と確認

ア過去30日間の医療情報(感染症について）

9



入港前に､全てのクルーズ客船から過去30日間の医療情報の提出を求める｡必要に応じて､船医から

の有症者情報に関する確認を行う。

感染症が疑われる患者については､船内での検査データや患者の寄港地での行動､症状経過等の情

報を精査し､寄港地情報や海外の流行状況から､検疫感染症発生の可能性を検討する｡検疫感染症の

可能性が否定できなければ､検疫衛生担当課長および検疫医療専門職を中心に検疫体制について確

認する。

ﾋﾄｰﾋﾄ感染する感染症(結核､ノロウイルス感染症等)のアウトブレイクが船内で起こっている場合には、

当該クルーズ客船がその感染症の船内発生時のプロトコルを所持していること､それに基づいて､隔離措

置や治療､消毒などが適切に行われていることを確認する｡また､感染拡大防止策を助言するとともに、

必要に応じて保健所､結核感染症課等に情報提供を行う｡VPDが発生している場合は､患者の隔離と濃

厚接触者の緊急予防接種の適応などを検討する。

イ烏インフルエンザA(H5NlまたはH7N9)ならびにMERSの質問票

烏インフルエンザA(H5N1またはH7N9)ならびにMERSの潜伏期間内に入港する場合には､通知

(最新の様式に従う)に定められた質問票(別紙8)を必要に応じて求め､着岸検疫となる。

ウ乗員の体温測定データの提出

鳥インフルエンザA(H5N1またはH7N9)ならびにMERSの潜伏期間内に入港する場合には､通知

により着岸検疫を行い､全員の体温測定が必要となる｡乗員は下船しない者も多いため､予め体温測

定結果を提出させて､問題のないことを確認しておく。

⑤着岸時の対応

本船は､入港時～仮検疫済証の発給まで､Q旗を掲揚して未検疫であることを示す必要がある(検疫法

第9条)。

検疫官はボーデイングブリッジ設置後､ラットガードがきちんとついていることを確認しつつ乗船する｡船

長･船医から､明告書､乗員乗客ﾘｽﾄ､30日間の寄港地ﾘｽﾄ､30日間の医療記録を受け取り､船内に感

染症の流行がないことを確認する｡必要に応じて､有症者情報の確認作業と明告書の別表の提出を求め

る｡救急搬送する有症者(検疫感染症ではない)については､あらためて症状等について確認を行い､搬

送車到着まで自室､もしくは医務室に待機させ､通常の乗客下船口ではなく､一階の荷物運搬出入り口か

ら下船させるよう指導する｡検疫官は､仮検疫済証を発給し､Q旗を降ろし交通の制限を解き､乗客の下船

と荷物の搬出を許可する。

検疫官は下船し､検疫ブース(あるいは適当な場所)で待機する｡乗客の下船が開始になれば､サーモ

グラフイーの前を通り、1人1人体温スクリーニングを受けるように乗客を誘導する｡有熱者や健康相談を

希望する者については､設置した健康相談室に誘導し､問診､診察､検体採取を必要に応じて実施する。

有症者に対する直接の診察(別紙5:有症者調査票)や迅速検査等により､検疫感染症と診断できるかを

検討する｡迅速検査は､検体採取に引き続き検疫医療専門職等が行う(別紙6)。確定診断のための詳し

い検査は､原則、「『検疫法に基づく検査実施区分等について』の一部改正について｣(平成28年2月12

日付生食検発0212第3号)に基づき､一号検疫感染症を除いた検体は東京空港検疫所支所試験検査
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室に搬送して検査を実施する｡検疫ブースで検疫感染症疑いの者が検知された場合は､患者にマスクを

使用させ､患者待機室(新客船ターミナル完成までは仮設)へ誘導する｡速やかに検疫衛生担当課長に

上申するとともに､濃厚接触者については検疫ブースに待機させ､停留者待機室(新客船ターミナルでは

4F多目的ルーム等)の用意ができ次第､誘導する｡直ちに､船舶代理店に指示し､患者の船内での行動

を確認し､濃厚接触者の追加情報を整理し､患者と停留者は､隔離施設､停留施設､搬送車の準備が整

うまで､患者待機室と停留者待機室で待機させる。

有症者の搬送にあたっては､委託契約している民間救急サービスに患者の移送を依頼する｡ヒトーヒト

感染する感染症の場合は､DIFトランスバッグ(代替品を検討中)や､搬送担当者のPPEについて助言す

る｡蚊媒介感染症の検疫感染症が疑われる場合には､患者に蚊よけ等の防蚊対策を行うことを注意した

上で受診勧奨する。

また､同乗者の健康状態を確認し､必要に応じて停留､健康監視対象者とする。

検疫感染症疑いの者がいなければ､下船者の体温スクリーニングが終了した時点で､検疫対応を終了

する。

航空機の検疫について

①東京国際空港､茨城空港における航空機検疫

ア事前情報で有症者が確認されない場合

平時より､検疫衛生担当課員は､航空会社から通報された検疫前通報を受理した際に有症者情報に注

意を払う｡検疫前通報で有症者が確認されない場合でも､検疫感染症を含めて感染症の発生地域を発航

した航空機の場合は､ブースで検知される可能性を意識して､検疫に臨まねばならない。

(6)

イ事前情報で有症者が確認された場合

検疫前通報を受理した際に､有症者の情報を得た場合､担当職員は事前通報票等を用いて､航空会社

からの情報を確認し､詳細な症状､検疫感染症の汚染地に滞在しているか､滞在期間等を確認する｡また、

国籍や年齢等も可能な限り把握する。

有症者に関する情報について､東京空港検疫所支所では､当日勤務の上席､医師､看護師等､2名以

上で対応を決定する｡また､検疫感染症を否定できるか、 「各検疫感染症への対応｣(p46)を参考に検討し、

詳細を支所長および検疫衛生課長に報告する｡茨城空港出張所においては､本所の検疫医療専門職お

よび検疫衛生課長と相談の上､検疫感染症を否定できるか検討し､検疫衛生課長は詳細を出張所長(東

京検疫所長)に報告する。

(ア)検疫前通報で検疫感染症でない有症者が確認されている場合

東京空港検疫所支所では､到着後､有症者を健康相談室へ誘導するように航空会社へ連絡する。

茨城空港出張所では､本所検疫医療専門職等に相談の上､近医を受診させるなど必要に応じた対

応をする｡また､必要に応じて保健所､結核感染症課等に情報提供を行うとともに､患者の容態により

救急要請について検討する。

(イ)検疫前通報で検疫感染症(1類､2類､新型インフルエンザ等感染症)が否定できない有症者が確

認されている場合
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原則､機内検疫を行う｡この際､当該検疫感染症の検疫体制レベルを確認し､検疫体制レベル2以

下の場合は平時体制としての機内検疫を行う。当該検疫感染症の検疫体制レベルが3以上の場合

は､特別検疫を行う (p38参照)｡検疫医療専門職等は､有症者に対する直接の診察(別紙5-2:健
康相談記録票)や迅速検査等により､検疫感染症と診断できるかを検討する｡確定診断のための詳し

い検査は､原則、 「『検疫法に基づく検査実施区分等について』の一部改正について｣(平成28年2

月12日付生食検発0212第3号)に基づき､一号検疫感染症を除き､東京空港検疫所支所試験検

査室にて実施する。

茨城空港出張所では､有症者を最後に降機させた後､患者待機室に待機させ(患者待機室完成ま

では､健康相談室でDIFフード使用にて待機)、本所医療専門職等が到着次第､診察､検体採取等

を行う｡あるいは感染症指定医療機関に医師の派遣を求め、医師の到着次第､診察､検体採取等を

行うか､感染症指定医療機関へ搬送してから診察､検体採取等を行う(平成29年2月現在､関係機

関と調整中である)。確定診断のための詳しい検査は､一号検疫感染症を除き､東京空港検疫所支

所試験検査室あるいは茨城県衛生研究所(平成29年2月現在､関係機関と調整中である)に検体を

搬送して実施する。

有症者の搬送にあたっては､委託契約している民間救急サービスに患者の移送を依頼する｡ﾋﾄｰ

ﾋﾄ感染する感染症の場合は､DIFトランスバッグ(代替品を検討中)や､搬送担当者のPPEについて

助言する｡蚊媒介感染症の検疫感染症が疑われる場合には､患者に蚊よけ等の防蚊対策を行うこと

を注意した上で受診勧奨する。

また､同乗者の健康状態を確認し､必要に応じて停留､健康監視対象者とする。

②信州まつもと空港における航空機検疫

「東京検疫所信州まつもと空港における検疫対応マニュアル｣(別冊2)を参照する。

③自衛隊基地における航空機検疫

外国での演習後、自衛隊機が管内の各自衛隊基地に帰還する場合は､検疫前通報に基づいて調整を

行った上で､各自衛隊基地で機側検疫を実施する｡通常､2名体制で対応するが､有症者の事前情報が

あった場合は､検疫医療専門職を含む2名以上を派遣して機内検疫とし､診察､検体採取､その他必要

な措置を行う｡確定診断のための詳しい検査は､一号検疫感染症を除き､東京空港検疫所支所試験検

査室に検体を搬送して実施する｡また､同乗者の健康状態を確認し､必要に応じて停留､健康監視対象

者とする6
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書戒体制（検疫体制レベル2）

海外において､限定的な患者の発生に留まらず､発生地域の拡大が認められWHOによるアラートが発令さ

れて､厚生労働省内で対応策の検討が開始された場合､東京検疫所における危機管理体制への速やかな移

行が行えるよう諸準備をする。

4

(1)感染症情報の評価と検疫体制レベルの判断

検疫衛生担当課長は､収集された感染症情報が検疫体制レベル2以上と判断した場合は所長または

支所長に報告し､所内で情報共有を図る｡検疫衛生担当課職員は､当該感染症の最新情報等について、

効果的な手段を用いて海外渡航者や関係機関等に提供しなければならない｡なお､情報発信の際は､適

宜､検疫所業務管理室と協議を行う。

(2)検疫対応用品の在庫確認

①検疫衛生担当課職員は､当該感染症の感染様式と海外での発生状況から､検疫時に遭遇する患者

発生数を予測し､検疫対応に要する備品､消耗品の在庫状況が､その対応に見合うものであるか確認

する。

②総務課は､管内支所及び出張所に対して備品､消耗品の確認を指示し､応援体制を取った場合の検

疫対応用品の相互利用も勘案しつつ､簡易迅速診断ｷｯﾄ等の補充と配置を考える。

(3)緊急連絡網の確認

①総務課は､緊急連絡網のテストを実施することにより､所内連絡体制の確認を行う。

②検疫衛生担当課は､感染症情報の更新について､所内および関係機関への適切な提供を行い､業

務上の留意点について啓発する。

(4)即応体制の整備

①検疫衛生担当課職員は､検疫体制が上がることを念頭に､即応体制を整える｡所内各所で事案が発

生した際の応援体制をシミュレーションしておく。

②検疫衛生担当課以外で応援班の登録を行った者について､有事に検疫業務へ従事する可能性があ

ることを念頭に置いて､PPE着脱訓練や応援業務の訓練を実施しておく。

竃
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5危機管理体制（検疫体制レベル3以上)と東京検疫所危機管理対策本部

(1)検疫体制レベル3以上の感染症情報

（デング熱､チクングニア熱､ジカウイルス感染症及びマラリアを除く）

①検疫衛生担当課長は､把握した検疫感染症等に係わる情報に基づき､検疫体制レベルが3以上の可

能性が高いと判断した場合は､危機管理体制の発令を検討すべく､速やかに所長へ報告する。

(2) 「東京検疫所感染症対策検討会議｣による検討

①所長は､水際対策の実施方針を検疫所業務管理室に確認後､本所課長級以上の職員及びWeb会議

で参加する支所課長級以上の職員から構成される東京検疫所感染症対策検討会議(以下、 「検討会議」

という｡）を開催する。

②検討会議では、当該感染症の流行の規模や動向を分析し､その検疫体制レベル及び｢危機管理体制」

の発令についての検討を行う。

③検疫所業務管理室から水際対策の強化が全国検疫所に指示された場合には､この検討会議は開催せ

ず、 (3)危機管理体制の発令へ移行する。

(3)危機管理体制の発令と特別検疫への協力依頼

①所長は､検討会議の内容を踏まえて､検疫体制レベル3以上と判断した場合は､ ｢危機管理体制｣を発

令するとともに､東京検疫所危機管理対策本部(以下、 「本部｣という｡）を設置し､構成員を召集する｡また、

管内各支所長等に特別検疫を実施するための危機管理現地本部(以下、 「現地本部｣という｡）の設置を

指示する｡各現地本部の詳細は、 「6危機管理現地本部｣を参照のこと。

②各所検疫衛生担当課は､危機管理体制の発令の決定を受け､関係機関に対し､以下の対応を行う。

ア船舶会社､船舶代理店､水先人会及び通船会社等に対し、 「危機管理体制及び特別検疫への協力

依頼」 （別紙9）を送付し､周知及び協力依頼を行う。

イ船舶において有症者等が発生した場合は、 「有症者等事前通報票｣(別紙4)を速やかに提出すること

を､船舶会社､船舶代理店に周知徹底する。

ウ各所の｢保健衛生管理運営協議会｣の委員及び同協議会感染症担当者､関係機関､団体(別紙2－1
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～5）に、 「危機管理体制及び特別検疫への協力依頼」 （別紙9）を送付し､危機管理体制を実施して

いる旨の情報提供を行う。

(4)東京検疫所危機管理対策本部

本部の構成員は､所長､次長､企画調整官､総務課長､検疫衛生課長､食品監視課長､検査課長及

び所長が必要と認める職員とし､以下の機能を持たせる。

①本部長及び副本部長

ア本部長は所長とし､統括副本部長は次長とし､副本部長は企画調整官とする。

イ本部長に事故があるときは､統括副本部長､副本部長が順に本部長代理を務める。

ウ本部長は､本部事務局(以下、 「事務局｣という｡）、応援班､検査班及び､医療班､検疫班､消毒班並

びに現地本部の連絡班等を設置し､有症者が発生した場合、 「業務分担表」 （別紙10)に基づき迅速

に対応できるよう各班に準備させる。

エ本部長は､応援班の編成を行い､マニュアルの確認やPPE着脱等を準備させる。

オ本部長は､統括副本部長の補佐を得て､現地本部連絡班から報告された有症者情報等､把握した情

報の分析結果に基づく対処方針を決定し､検疫所業務管理室と情報共有する。

力副本部長は､検査業務･食品監視業務の有事体制について､管内の総合調整を行う。

②事務局

ア事務局は総務課職員をもって構成し､総務課長が事務局を総括する。

イ事務局は､現地本部の連絡班に指示し､措置に必要な備品および消耗品の調達を行う。

ウ事務局は､所内緊急連絡体制を確認しておく｡また､各班の土日祝日等の当番体制を整え､派遣職

員のタクシー通勤費用や休日出勤､超過勤務等の事務処理を行う。

③応援班

応援班は総務課､検査課及びモニタリング検査削減指示に基づき算出した人数分の食品監視担当課

の職員をもって構成し､応援先の班長の指示に従う｡東京空港検疫所支所における機内､機側検疫ある

いは2ブース検疫実施の際の検疫及び停留措置実施等の初期対応を行う。

④検査班

ア検査班は､空港支所検査室職員を主とし､その他本所検査課職員等をもって構成する｡また､検査課

長が検査班を総括する。

イ検査班は､想定される有症者数に見合う検査試薬等を準備しておく。

ウ検査班は､夜間当番体制を確認し､原貝Uとして2名で検査が行えるようにしておく。

エ検査班は､検体搬送担当者を現地本部に派遣し､東京空港検疫所支所検査室へ搬送する｡危機管

理体制時には､いつでも検体搬送できるように搬送方法と連絡体制を確認しておく。

⑤医療班

ア医療班は､検疫医療専門職及び看護師をもって組織し､本所検疫衛生課長または東京空港検疫所

支所検疫衛生課長が医療班を総括する。

イ特別検疫実施日に出動可能な医師･看護師を確保し､現地本部へ派遣する。

ウ特別検疫で使用する医療物品を現地本部へ携行し､有症者対応を実施する｡また､有症者が重症化

した場合の対応について､シミュレーションしておく。

⑥検疫班及び消毒班

ア検疫班及び消毒班は､検疫衛生担当課職員をもって構成し､検疫衛生担当課長が検疫班を､先任技
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官が消毒班を総括する。

イ検疫班は､当該感染症における情報収集とその整理及び分析を行い､その結果を本部に報告する。

また､現地本部で得た有症者データの分析を行い､その結果を本部に報告する。

ウ検疫班は､現地本部から要請あれば管内支所出張所検疫衛生課と調整し､検疫官を現地本部に派

遣する。

エ検疫班は、当該感染症に係る汚染船舶及び航空機の入港数を想定し､特別検疫で使用する簡易迅

速診断キット､PPE､物品の必要数を確保しておく。

オ消毒班は、 「各検疫感染症への対応｣(p46)を参照して当該感染症に適切な消毒薬を選択し､想定さ

れる当該感染症に係る汚染船舶及び航空機の入港数に見合う量の消毒薬を確保し､消毒訓練を実施

しておく。

力検疫班は､電話相談や予防接種業務の際に､当該感染症に関する最新情報と渡航中から帰国後の

感染予防に関する注意喚起を行う。

⑦本部長は､原則週1回は本部会合を実施する｡また､管内支所出張所あるいは現地本部の参加する

web会議を適宜開催し､危機管理体制確保の進捗状況の確認および当該感染症の流行状況､病原性等

についての情報共有を図る。

⑧その他

検疫所業務管理室より別途指示がある事項については､本部で検討の上､対応する。

(5)問い合わせやマスコミへの対応

問い合わせについては､検疫所業務管理室と協議した内容で､本部事務局が対応する｡必要に応じて、

本部長は記者発表を､統括副本部長は報道機関への対応を行う。

(6)危機管理体制の解除

所長は検討会議において､当該感染症の流行の終息もしくは､その検疫体制の必要性が失われたと判

断した時点で危機管理体制の解除及び本部の解散を行い､管内検疫担当課は関係機関へ危機管理体

制が解除された旨を連絡する。
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6危機管理現地本部

現地本部とは､東京検疫所管内の各検疫港(空港)において特別検疫の現地指揮を執るために設置するもの

であり､本部からの応援者が現地本部で円滑に機能できるよう調整を図る。

6.1危機管理東京港現地本部

(1)組織構成

東京港現地本部は､本部構成員が兼務し､連絡班は設けない｡ただし､現地本部機能として増員が必要な

場合には､管内支所出張所と調整の上､職員の応援要請をかける。

(2)特別検疫の際の協力体制

事務局は､東京港保健衛生管理運営協議会事務局と協力し､現地本部設置後から下記の関係機関と協議

し､特別検疫のための事前調整を行う｡その協議･調整進捗状況は本部会合で報告する。

①東京都港湾局東京港管理事務所ふ頭運営課及びふ頭株式会社

着岸場所等について事前に協議する。

②東京港運協会

ふ頭の立ち入り規制と作業員への感染防止に係る注意喚起。

③水先人

乗船時のPPE着用および感染防止に係る注意喚起。

④入院委託契約医療機関

当該感染症の種類､医療機関毎の受け入れ可能人数､検疫場所からの距離等を考慮し､医療機関に

有症者の受け入れを打診し､事前協議を行った上で医療機関を決定する。

ア東京都立墨東病院（墨田区:第一種感染症指定医療機関）

イ国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院（新宿区:特定感染症指定医療機関）

ウがん･感染症センター東京都立駒込病院（文京区:第一種感染症指定医療機関）

エ（公財)東京都保健医療公社荏原病院（大田区:第一種感染症指定医療機関）

オ（公財)東京都保健医療公社豊島病院（板橋区:第二種感染症指定医療機関）

⑤東京都福祉保健局健康安全部感染症対策謀

多数患者の発生時で､有症者数に確保できる委託契約医療機関のべｯド数が満たないような場合に、

病院経営部等との調整と他の医療機関の紹介を依頼する｡一類感染症の検疫所における隔離､停留､健

康監視の情報を適切に提供する｡二類感染症の患者搬送～入院､新型インフルエンザの健康監察等管

轄保健所が検疫所と連携して行う業務についての調整を依頼する｡マスコミへの対応等について意思疎

通を図る。

⑥警視庁警備部警備第一課危機管理対策室

船舶の着岸場所から医療機関までの患者搬送車の先導及び医療機関からの検体搬送時の緊急車両

への同乗に関する協力体制の確認､着岸検疫を行う埠頭､隔離･停留中の周辺警備について､必要な所

轄警察署との事前調整を依頼する。

ア晴海ふ頭以外に着岸する場合､検体搬送を水上警備艇で行う場合･･･東京湾岸警察署
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イ晴海ふ頭に着岸する場合…月島警察署

ウ患者搬送車の先導および検体搬送を警察緊急車両同乗で行う場合…交通機動隊

エ羽田水上派出所所有のふ頭から検体搬送時の緊急車両同乗で行う場合…東京空港警察書

オ国立国際医療研究センター病院に搬送する場合･･･牛込警察署

力墨東病院に搬送する場合…本所警察署

キ荏原病院に搬送する場合…田園調布警察署

ク駒込病院に搬送する場合･･･駒込警察署

ケ豊島病院に搬送する場合…板橋警察署

⑦東京都監察医務院

船舶内で死者が発生した場合は､検疫所は東京海上保安部もしくは東京湾岸警察署とともに死体検分

を行い､異状死と判断された場合には､東京海上保安部もしくは東京湾岸署から東京都監察医務院に行

政解剖が依頼される｡一方､感染症死と判断された場合は､東京検疫所が対応する｡検疫法第13条に基

づく行政解剖が必要となった場合には､東京都監察医務院に依頼することとなるが､平成29年2月現在、

協定締結交渉中である。

⑧保健所

該当する保健所に連絡し､必要事項を協議する。

ア当所の所在地を管轄する江東区保健所

イ当該船舶の着岸する埠頭を管轄する保健所（晴海ふ頭:中央区保健所､大井ふ頭:品川区保健所、

青海ふ頭:江東区保健所）

ウ有症者の搬送先医療機関を管轄する特別区保健所（国立国際医療研究センター病院:新宿区保健

所､墨東病院:墨田区保健所､荏原病院:大田区保健所､都立駒込病院:文京区保健所､豊島病院:板

橋区保健所）

エ濃厚接触者の停留場所となる医療機関､または民間の宿泊施設の所在地を管轄する保健所

⑨民間救急サービス（全日急患者輸送株式会社､株式会社丸武興産）

特別検疫のスケジュール及び着岸場所から医療機関までの搬送経路等について事前に協議する。

⑩東京海上保安部

着岸時の重症患者の船外搬送や､海上で患者が重症化した際の救急搬送について､協力要請する。

また､船内での死者発生時の死体見分について情報交換し､感染症による死亡が疑われる場合は､東

京検疫所で引き継ぐ｡必要に応じて海上保安官にPPEを提供すると共に､事前の着脱訓練等に協力す

る。

⑪東京入国管理局

隔離者､停留者の入国審査の凍結と措置解除時の手続きの方法について確認する。

⑫東京税関

隔離者､停留者の手荷物検査の代理手続きについて確認する。

(3)東京港保健衛生管理運営協議会担当者会議

特別検疫実施に際しては､東京港保健衛生管理運営協議会担当者会議を開催し､有症者情報の共有

と実働部隊の現場対応についての調整を行う。
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6．2危機管理東京空港現地本部

(1)組織構成

現地本部は､東京空港検疫所支所で特別検疫が発生する際に置かれる｡現地本部構成員は､支所長､庶

務課長､検疫衛生課長､及び食品監視課長が必要と認める職員とする。

①現地本部長及び現地副本部長

ア現地本部長は東京空港検疫所支所長とし､現地副本部長は東京空港検疫所支所検疫衛生課長とす

る。

イ現地本部長に事故があるときは､現地副本部長が本部長代理を務める。

ウ現地本部長は､現地本部事務局(以下、 「現地事務局｣という｡）、検疫班(医療班を含む)、消毒班を設

置し､有症者が発生した場合、 「業務分担表｣に基づいて迅速に対応できるよう各班に準備させる。

エ現地本部長は､現地副本部長の補佐を得て､把握した情報の分析結果等に基づく対処方針を決定し、

本部及び検疫所業務管理室と情報共有する。

オ現地副本部長は､各班の総合調整及び現地本部との連絡･調整を監督する。

②現地事務局

ア現地事務局は､庶務課職員､検疫衛生課職員をもって構成し､検疫衛生課長が総括する。

イ連絡班を現地事務局下に置き､庶務課長が連絡班を総括する。

③検疫班および消毒班

ア検疫班(医療班を含む)、消毒班は､検疫衛生課職員をもって構成し､検疫衛生課長が検疫班を､検疫

衛生課技官が消毒班を総括する。

イ検疫班は､応援班に機内および機側検疫を機側検疫あるいは2ブース検疫実施の際の検疫実施を指

導する｡また､機側検疫を機側検疫に検疫医療専門職が入るために､健康相談室の医師が不足した場

合には､本部医療班からの医師派遣を要請する。

④応援班

応援班は､本部応援班(東京空港検疫所支所食品監視課員からも一部動員される)から派遣され､東

京空港検疫所支所における機内､機側検疫あるいは2ブース検疫実施の際の検疫及び停留措置実施等

の初期対応を行う。

⑤検体搬送担当者

検体搬送班は､本部検査班および総務課から派遣され､国立国際医療研究センター病院で採取した

検体､もしくは東京空港検疫所支所の検査で陽性になった検体を､確定検査のため国立感染症研究所村

山庁舎に警察の緊急車両に同乗して搬送する。

(2)特別検疫の際の協力体制

現地事務局は､次に掲げる関係機関と協議し､事前調整を行う｡連絡班は､その協議･調整進捗状況を

本部事務局に伝達し､必要な調整を行う。

①東京航空局東京空港事務所

有症者等を搬送する可能性に備え､到着スポット等について事前に協議する。

②入院委託契約医療機関

当該感染症の種類､医療機関毎の受け入れ可能人数､検疫場所からの距離等を考慮し､医療機関に

有症者の受け入れを打診し､事前協議を行った上で医療機関を決定する。
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ア国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院（新宿区:特定感染症指定医療機関）

イ（公財)東京都保健医療公社荏原病院（大田区:第一種感染症指定医療機関）

ウがん･感染症センター東京都立駒込病院（文京区:第一種感染症指定医療機関）

エ東京都立墨東病院（墨田区:第一種感染症指定医療機関）

オ（公財)東京都保健医療公社豊島病院（板橋区:第二種感染症指定医療機関）

③東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課

一類感染症の検疫所における隔離､停留､健康監視の情報を適切に提供する｡二類感染症の患者搬

送～入院､新型インフルエンザの健康監察等管轄保健所が検疫所と連携して行う業務についての調整を

依頼する｡マスコミへの対応等について意思疎通を図る。

④東京空港警察署及び警視庁警備部

有症者を医療機関まで搬送する場合に備え､空港から医療機関までの搬送車の先導に関する協力を

依頼するとともに､隔離･停留中の周辺警備について事前に協議する。

⑤東京都監察医務院

検疫法第13条に基づく行政解剖が必要となった場合には､東京都監察医務院に依頼することとなるが、

平成29年2月現在､協定締結交渉中である。

⑥保健所

ア所在地を管轄する太田区保健所

イ有症者の搬送先医療機関を管轄する特別区保健所

ウ濃厚接触者の停留場所となる民間の宿泊施設の所在地を管轄する保健所

該当する保健所に連絡し､必要事項を協議する。

⑦民間救急サービス（全日急患者輸送株式会社､株式会社丸武興産）

機外への搬送手段の確保を行う｡特別検疫のスケジュール及び着岸場所から入院委託契約医療機関

まで搬送経路等について事前に協議する。

⑧海上保安庁羽田航空基地､三管

沖合(救難ヘリコプターの飛行範囲)の船舶内で検疫感染症を疑う患者が重症化した場合には､DIFフ

ード等を携帯してPPEを整えた海上保安官と検疫官が同乗し､救難ヘリコプターによる救難活動実施後、

羽田航空基地に降機する｡これについては､本船の着岸する埠頭を管轄する検疫所と協議しつつ､実施

する｡三管および管内関係部署との連絡には､情報提供用紙（東検第280822号別紙1(別紙7)）を活

用する。
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6.3危機管理川崎港現地本部

(1)組織構成

現地本部は､川崎検疫所支所で特別検疫が発生する際に置かれる｡現地本部の構成員は､支所長、

庶務課長､検疫衛生課長､食品監視課長及び支所長が必要と認める職員とする。

①現地本部長及び現地副本部長

ア現地本部長は支所長とし､現地副本部長は庶務課長とする。

イ現地本部長に事故があるときは､現地副本部長､検疫衛生課長､食品監視課長が順に代理を務め

る。

ウ現地本部長は､現地本部事務局､検疫班､消毒班､連絡班を設置し､有症者が発生した場合、 「業

務分担表｣に基づいて迅速に対応できるよう各班に準備させる。

エ現地本部長は､現地副本部長の補佐を得て､把握した情報の分析結果等に基づく対処方針を決定

し､本部及び検疫所業務管理室と情報共有する。

オ現地副本部長は､各班の総合調整及び現地本部との連絡･調整を監督する。

②現地事務局

ア現地事務局は､庶務課職員及び検疫衛生課職員をもって構成し､庶務課長が総括する。

イ連絡班を現地事務局下に置き､庶務課長が連絡班を総括する。

③検疫班及び消毒班

ア検疫班(消毒班)は､検疫衛生･食品監視課職員および､必要に応じて本部検疫班に要請し､派遣

された検疫官をもって構成し､検疫衛生課長が総括する。

イ検疫班(消毒班)は､患者の発生した船舶内及び停留施設の必要箇所における消毒を担当する。

④医療班

ア医療班は､患者数や患者の状態に応じた必要な医師及び看護師を本部医療班に要請し､検疫衛

生課長が総括する｡検疫衛生課長は､検疫医療専門職の中から現場班長を選任する。

イアの対応では不十分である時は､医療班は厚生労働医員の出動を要請する。

⑤検体搬送担当者

検体搬送班は､本部検査班から派遣され､現場で採取された検体を東京空港検疫所支所試験検査

室へ搬送する｡さらに､東京空港検疫所支所試験検査室の検査で陽性になった検体を､確定検査のた

め警察の緊急車両に同乗して国立感染症研究所村山庁舎に搬送する。

(2)特別検疫の際の協力体制

事務局は､川崎港保健衛生管理運営協議会事務局と協力し､現地本部設置後から下記の関係機関と

協議し､特別検疫のための事前調整を行う｡その協議･調整進捗状況は本部会合で報告する。

①川崎市港湾局川崎港管理センター港営課及びその他民間バース管理企業

着岸して有症者を搬送する可能性に備え､着岸場所等について事前に協議する。

②入院委託契約医療機関

当該感染症の種類､医療機関毎の受け入れ可能人数､検疫場所からの距離等を考慮し､医療機関

に有症者の受け入れを打診し､事前協議を行った上で医療機関を決定する。

ア国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院（新宿区:特定感染症指定医療機関）

イ（公財)東京都保健医療公社荏原病院（大田区:第一種感染症指定医療機関）
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ウがん･感染症センター東京都立駒込病院（文京区:第一種感染症指定医療機関）

エ東京都立墨東病院（墨田区:第一種感染症指定医療機関）

オ横浜市立市民病院（横浜市:第一種感染症指定医療機関）

力川崎市立川崎病院（川崎市:第二種感染症指定医療機関）

キ（公財)東京都保健医療公社豊島病院（板橋区:第二種感染症指定医療機関）

③川崎市川崎区役所保健福祉センター

感染症発生報告､情報の共有及びその他事項を協議する。

④地方自治体保健担当課

一類感染症の検疫所における隔離､停留､健康監視の情報を適切に提供する。二類感染症の患者

搬送～入院､新型インフルエンザの健康監察等管轄保健所が検疫所と連携して行う業務についての調

整を依頼する｡マスコミへの対応等について意思疎通を図る。

ア川崎市健康福祉局保健所感染症対策課

イ横浜市健康福祉局健康安全部健康安全課

ウ東京都福祉保健局健康安全部感染症対策謀

⑤厚生労働医員(東扇島診療所）

特別検疫への対応可否､特別検疫のスケジュール及び実施方法等について事前協議する。

⑥神奈川県川崎臨港警察署警備課

有症者を医療機関まで搬送する場合に備え､船舶の着岸場所から医療機関までの搬送車の先導及

び医療機関からの検体搬送に関する協力を依頼するとともに､着岸検疫を行う埠頭､医療機関及び停

留場所の周辺警備について事前に協議する。

⑦横浜海上保安部川崎海上保安署､三管

着岸時の重症患者の船外搬送及び海上で患者が重症化した場合の救急搬送等について協力を依

頼する｡また船舶の錨地またはシーバースでの停留や待機について､協議したうえで実施協力を求め

る。

川崎港沖合の船舶内で検疫感染症を疑う患者が重症化し､救難ヘリコプターで救難活動実施する場

合は､本部および東京空港検疫所支所と協議しつつ､実施する｡三管および管内関係部署との連絡に

は､情報提供用紙（東検第280822号別紙1(別紙7))を活用する。

⑧民間救急サービス(全日急患者輸送株式会社､株式会社丸武興産）

特別検疫のスケジュール及び着岸場所から医療機関までの搬送経路等について事前に協議する。

⑨東京入国管理局横浜支局留学･研修審査部門

隔離対象者及び停留対象者の入国審査の凍結と措置解除時の手続き方法等について確認する。

⑩横浜税関川崎税関支署

隔離対象者及び停留対象者の手荷物の取り扱いについて確認する。

(3)川崎港保健衛生管理運営協議会担当者会議

特別検疫実施に際しては､東京港保健衛生管理運営協議会担当者会議を開催し､有症者情報の共有と実

働部隊の現場対応についての調整を行う。
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6．4危機管理千葉港現地本部（木更津港を含む）

(1)組織構成

現地本部は､千葉検疫所支所で特別検疫が発生する際に置かれる｡千葉港現地本部の構成員は､支所

長､庶務課長､検疫衛生･食品監視課長および支所長が必要と認める職員とする。

①現地本部長及び現地副本部長

ア現地本部長は支所長とし､現地副本部長は庶務課長とする。

イ現地本部長に事故があるときは､現地副本部長､検疫衛生･食品監視課長が順に現地本部長代理

を務める。

ウ現地本部長は､現地事務局および検疫班(消毒班を含む｡以下､同様｡）、医療班､連絡班を設置

し､有症者が発生した場合、 「業務分担表｣に基づいて迅速に対応できるよう各班に準備させる。

エ現地本部長は､現地副本部長の補佐を得て､把握した情報の分析結果等に基づく対処方針を決

定し､本部と情報共有する。

オ現地副本部長は､現地本部の総合調整及び本部との連絡･調整を監督する。

②現地事務局

ア現地事務局は､現地本部長､現地副本部長および支所長が必要と認める検疫衛生･食品監視課職

員をもって構成し､庶務課長が現地事務局を総括する。

イ連絡班を現地事務局下に置き､庶務課長が連絡班を総括する。

③検疫班及び消毒班

ア検疫班は､検疫衛生･食品監視課職員および､必要に応じて本部検疫班に要請し､派遣された検

疫官をもって構成し､検疫衛生･食品監視課長が検疫班､消毒班を総括する。

イ検疫班(消毒班)は､患者の発生した船舶内及び停留施設の必要箇所における消毒を担当する。

④医療班

医療班は､患者数や患者の状態に応じた必要な医師及び看護師を本部医療班に要請し､検疫衛生・

食品監視課長が総括する｡検疫衛生･食品監視課長は､検疫医療専門職の中から現場班長を選任す

る。

⑤検体搬送担当者

検体搬送班は､本部検査班から派遣され､現場で採取された検体を東京空港検疫所支所試験検査室

へ搬送する｡さらに､東京空港検疫所支所試験検査室の検査で陽性になった検体を､確定検査のため

警察の緊急車両に同乗して国立感染症研究所村山庁舎に搬送する。

(2)特別検疫の際の協力体制

事務局は､千葉港保健衛生管理運営協議会事務局と協力し､現地本部設置後から下記の関係機関と協

議し､特別検疫のための事前調整を行う｡その協議･調整進捗状況は本部会合で報告する。

①千葉県健康福祉部福祉政策課健康危機対策室および疾病対策謀感染症対策予防班

着岸場所や入院委託契約医療機関の所在地を管轄する関係市町村への情報提供を依頼する｡一類

感染症の検疫所における隔離､停留､健康監視の情報を適切に提供する｡二類感染症の患者搬送～入

院､新型インフルエンザの健康監察等管轄保健所が検疫所と連携して行う業務についての調整を依頼す

る｡マスコミへの対応等について意思疎通を図る。
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②千葉市保健所､船橋市保健所

一類感染症の検疫所における隔離､停留､健康監視の情報を適切に提供する。二類感染症の患者搬

送～入院､新型インフルエンザの健康監察等管轄保健所が検疫所と連携して行う業務についての調整を

依頼する｡マスコミへの対応等について意思疎通を図る。

③入院委託契約医療機関

当該感染症の種類､医療機関毎の受け入れ可能人数､検疫場所からの距離等を考慮し､医療機関に有

症者の受け入れを打診し､事前協議を行った上で医療機関を決定する。

ア千葉市立青葉病院（千葉市：第二種感染症指定医療機関）

イ成田赤十字病院（成田市：特定感染症指定医療機関）

ウ君津中央病院（君津市：第二種感染症指定医療機関）

④民間救急サービス（全日急患者輸送株式会社､株式会社丸武興産）

患者搬送手段の確保を行う｡特別検疫のスケジュールおよび着岸場所から入院委託契約医療機関まで

の搬送経路等について事前に協議する。

⑤厚生労働医員

特別検疫への対応可否を確認する｡特別検疫のスケジュールおよび実施方法等について､事前に協

議する。

⑥東京湾水先人会

特別検疫の情報提供を行う｡水先人乗船時の注意事項を説明する。

⑦千葉海上保安部

重篤患者発生などの緊急時の搬送手段等について事前に協議する。

千葉港もしくは木更津港沖合の船舶内で検疫感染症を疑う患者が重症化し､救難ヘリコプターで救難活

動実施する場合は､本部および東京空港検疫所支所と協議しつつ､実施する｡三管および管内関係部署

との連絡には､情報提供用紙（東検第280822号別紙1(別紙7))を活用する。

⑧千葉県警察本部

船舶の着岸場所から医療機関までの搬送車の先導及び検体搬送に関する協力を依頼するとと

もに､着岸検疫を行う埠頭､医療機関及び停留場所の周辺警備について事前に協議しておく。

⑨千葉県警察本部水上警察隊

特別検疫時の船舶周辺の警備について事前に協議する。

⑩東京入管千葉出張所

隔離対象者および停留対象者の入国審査凍結について事前に協議する。

⑪千葉税関支署､動物検疫所千葉分室､植物防疫所千葉出張所

隔離対象者や停留対象者等の手荷物の取り扱いについて事前に協議する。

⑫港湾事務所(千葉､葛南､木更津）

公共埠頭に着岸し有症者等を移送する可能性に備え､着岸場所等について事前に協議する。

(3)千葉港保健衛生管理運営協議会担当者会議

特別検疫実施に際しては､東京港保健衛生管理運営協議会担当者会議を開催し､有症者情報の共有と実

働部隊の現場対応についての調整を行う。
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6.5危機管理鹿島港現地本部（日立港を含む）

危機管理鹿島港現地本部は､鹿島出張所管内の鹿島港または日立港において特別検疫が発生する際に

置かれる｡船舶の場合は､やや余裕を持って有症者情報が入ってくることが多く､本部へ速やかに共有し､現

地本部の設置と特別検疫の応援体制を考える｡電話やweb会議で本部から現場に指示出しを行い､現場の

作業を進める。

各港は､職員が常駐する茨城空港出張所から30分または1時間程離れた位置にあり､東京検疫所からは

3時間ほどの距離にあることを踏まえて時空的な配慮が必要である。

本部からの指示で現地職員が初動を行う第一次現地本部と本部の職員が合流して以降の第二次現地本

部のそれぞれが､果たすべき役割を理解して円滑に対応できることを念頭に置く。

(1)組織構成

鹿島港現地本部の構成員は､次長(出張所長代理)、総務課主査､検疫衛生課長､衛生管理官､業務係

長､主任､および出張所長が必要と認める職員とする。

①現地本部長及び現地副本部長

ア本部長である鹿島出張所長は､次長を出張所長代理とし､現地本部長を指名する｡現地副本部長は

総務課主査とする。

イ現地本部長に事故があるときは､現地副本部長が現地本部長代理を務める。

ウ現地本部長は､現地事務局､検疫班(医療班を含む)、消毒班を設置し､有症者が発生した場合、 「業

務分担表｣に基づいて迅速に対応できるよう各班に準備させる。

エ現地本部長は､現地副本部長の補佐を得て､把握した情報の分析結果等に基づく対処方針を決定し、

本部及び検疫所業務管理室と情報共有する。

オ現地副本部長は､各班の総合調整及び現地本部との連絡･調整を監督する。

②現地事務局

ア現地事務局は､総務課職員及び鹿島出張所職員をもって構成し､総務課主査が現地事務局を総括

する。

イ連絡班を現地事務局下に置き､総務課主査が連絡班を総括する。

③検疫班(医療班を含む)、消毒班

ア検疫衛生課長は､連絡班からの現地情報を分析し､感染症の種類､患者容態等を考慮して､初動対

応案を本部会合に提出する｡船内の感染症拡大予防策がとられていることを確認する。

イ検疫班､消毒班は､検疫衛生課職員及び鹿島出張所職員で構成する。

ウ検疫衛生課長は､本部医療班から必要な医師及び看護師と共に現地本部に入り､検疫班と共に着岸

検疫を実施する。

エ衛生管理官は消毒班を総括する｡船内の必要箇所の消毒を実施する。

④検体搬送担当者

検体搬送班は､本部検査班から派遣され､現場で採取された検体を東京空港検疫所支所試験検査室

へ搬送する｡さらに､東京空港検疫所支所試験検査室の検査で陽性になった検体を､確定検査のため警

察の緊急車両に同乗して国立感染症研究所村山庁舎に搬送する。
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(2)特別検疫の際の協力体制

現地事務局は､次に掲げる関係機関と協議し､事前調整を行う。日立港の特別検疫実施に際しては、

日立港保健衛生管理運営協議会関係機関への情報共有を図る｡連絡班は､その協議･調整進捗状況を

本部事務局に伝達し､必要な調整を行う。

①港湾事務所

特別検疫の情報提供を行う｡着岸して隔離対象者等を搬送する可能性に備え､着岸場所等について

事前に協議する。

ア鹿島港湾事務所(鹿島港）

イ茨城港湾事務所日立港区事業所(日立港）

②入院委託契約医療機関(鹿島港）

当該感染症の種類､医療機関毎の受け入れ可能人数､検疫場所からの距離等を考慮し､医療機関に

有症者の受け入れを打診し､事前協議を行った上で医療機関を決定する｡また､本部と現地本部の協

議の結果､医療機関からの医師の派遣を要請する場合は､その後の対応も含めて､医療機関と調整を

行う(平成29年2月現在､関係機関と調整中である)。

アJAとりで総合医療センター(取手市:第一種感染症指定医療機関）

イ水戸赤十字病院（水戸市:第二種感染症指定医療機関）

ウ日立製作所日立総合病院（日立市:第二種感染症指定医療機関）

③茨城県保健福祉部保健予防課健康危機管理対策室

着岸場所や入院委託契約医療機関の所在地を管轄する関係市町村への情報提供を依頼する｡一類

感染症の検疫所における隔離､停留､健康監視の情報を適切に提供する｡二類感染症の患者搬送～入

院､新型インフルエンザの健康監察等管轄保健所が検疫所と連携して行う業務についての調整を依頼

する｡マスコミへの対応等について意思疎通を図る。

④警察

船舶の着岸場所から医療機関までの搬送車の先導及び検体搬送に関する協力を依頼するとともに、

着岸検疫を行う埠頭､医療機関及び停留場所の周辺警備について事前に協議しておく。

ア茨城県譽察本部譽備部警備課

イ茨城県鹿嶋警察署水上警備派出所(鹿島港）

ウ茨城県日立警察署(日立港）

⑤保健所

一類感染症の検疫所における隔離､停留､健康監視の情報を適切に提供する｡二類感染症の患者搬

送～入院､新型インフルエンザの健康監察等管轄保健所が検疫所と連携して行う業務についての調整

を依頼する｡マスコミへの対応等について意思疎通を図る。

ア潮来保健所保健指導課(鹿島港）

イ日立保健所保健指導課(日立港）

⑥消防署

隔離対象者等が重篤な場合に備えて､搬送の協力を申し入れしておく。 （平成29年2月現在、搬送

の同意は得られていない｡）

ア鹿島地方事務組合消防本部救急救助課(鹿島港）

イ日立市消防本部臨港消防署(日立港）
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⑦民間救急サービス(全日急患者輸送株式会社､株式会社丸武興産等）

患者搬送手段の確保を行う｡特別検疫のスケジュールおよび着岸場所から入院委託契約医療機関ま

での搬送経路等について事前に協議する。

⑧東京入国管理局水戸出張所

隔離対象者および停留対象者の入国審査凍結について事前に協議する。

⑨税関･動検･植防

隔離対象者等の手荷物の取り扱いについて､事前に協議する。

ア横浜税関鹿島税関支署(鹿島港）

イ横浜税関鹿島税関支署日立出張所(日立港）

ウ動物検疫所成田支所

エ横浜植物防疫所東京支所鹿島出張所(鹿島港）

⑩レンタカーサービス(株式会社トヨタレンタリース茨城）

必要に応じて､検体搬送車両にレンタカーサービスの車両を利用するため､予め調整する。

⑪茨城海上保安部

着岸時の重症患者の船外搬送や､海上で患者が重症化した際の救急搬送について､協力要請する。
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6.6危機管理茨城空港現地本部

危機管理茨城空港現地本部は､鹿島出張所管内の茨城空港において特別検疫が発生する際に置かれる。

航空機の有症者情報は猶予なく入ってくるため､速やかに応援体制を整え､現地へ移動しつつ必要な指示

を出していかねばならない。

本部からの指示で現地職員が初動を行う第一次現地本部と本部の職員が合流して以降の第二次現地本

部のそれぞれが､果たすべき役割を理解して円滑に対応できることを念頭に置く。

(1)組織構成

茨城空港現地本部の構成員は､次長(出張所長代理)、総務課主査､検疫衛生課長､衛生管理官､業務

係長､主任､および出張所長が必要と認める職員とする。

①現地本部長及び現地副本部長

ア本部長である茨城空港出張所長は､次長を出張所長代理とし､現地本部長を指名する｡現地副本部

長は総務課主査とする。

イ現地本部長に事故があるときは､現地副本部長が現地本部長代理を務める。

ウ現地本部長は､現地事務局､検疫班(医療班を含む)、消毒班を設置し､有症者が発生した場合、 「業

務分担表｣に基づいて迅速に対応できるよう各班に準備させる。

エ現地本部長は､現地副本部長の補佐を得て､把握した情報の分析結果等に基づく対処方針を決定し、

本部及び検疫所業務管理室と情報共有する。

オ現地副本部長は､各班の総合調整及び現地本部との連絡･調整を監督する。

②現地事務局

ア現地事務局は､総務課職員及び茨城空港出張所職員(鹿島出張所職員)をもって構成し､総務課主

査が現地事務局を総括する。

イ連絡班を現地事務局下に置き､総務課主査が連絡班を総括する。

③検疫班(医療班を含む)、消毒班

ア検疫衛生課長は､連絡班からの現地情報を分析し､感染症の種類､患者容態等を考慮して､初動対

応案を本部会合に提出する｡機内の感染症拡大予防策等がとられていることを確認する。

イ検疫班､消毒班は､検疫衛生課職員及び茨城空港出張所職員(鹿島出張所職員)で構成する。

ウ検疫衛生課長は､本部医療班から必要な医師及び看護師と共に現地本部に入り､検疫班として特別

検疫もしくは患者対応を行う。

エ衛生管理官は消毒班を総括する。

④検体搬送担当者

検体搬送班は､本部検査班から派遣され､現場で採取された検体を東京空港検疫所支所試験検査室

へ搬送する｡さらに､東京空港検疫所支所試験検査室の検査で陽性になった検体を､確定検査のため警

察の緊急車両に同乗して国立感染症研究所村山庁舎に搬送する。

(2)特別検疫の際の協力体制

現地事務局は､次に掲げる関係機関と協議し､事前調整を行う｡連絡班は､その協議･調整進捗状況を

本部事務局に伝達し､必要な調整を行う。
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①茨城県開発公社空港ビル管理事務所

隔離対象者等を搬送する可能性に備え､駐機所等について事前に協議する。

②入院委託契約医療機関

当該感染症の種類､医療機関毎の受け入れ可能人数､検疫場所からの距離等を考慮し､医療機関に

有症者の受け入れを打診し､事前協議を行った上で医療機関を決定する｡また､本部と現地本部の協

議の結果､医療機関からの医師の派遣を要請する場合は､その後の対応も含めて､医療機関と調整を

行う(平成29年2月現在､関係機関と調整中である)。

アJAとりで総合医療センター(取手市:第一種感染症指定医療機関）

イ水戸赤十字病院（水戸市:第二種感染症指定医療機関）

ウ日立製作所日立総合病院（日立市:第二種感染症指定医療機関）

③茨城県保健福祉部保健予防課健康危機管理対策室

着岸場所や入院委託契約医療機関の所在地を管轄する関係市町村への情報提供を依頼する｡一類

感染症の検疫所における隔離､停留､健康監視の情報を適切に提供する｡二類感染症の患者搬送～

入院､新型インフルエンザの健康監察等管轄保健所が検疫所と連携して行う業務についての調整を依

頼する｡マスコミへの対応等について意思疎通を図る。

④茨城県警察本部警備部警備課及び茨城県石岡警察署

隔離対象者等を医療機関まで搬送する場合に備え､空港から医療機関までの搬送車の先導に関する

協力を依頼するとともに､停留場所の周辺警備について事前に協議する。

⑤水戸保健所保健指導課

隔離対象者の搬送先医療機関及び停留対象者の停留場所となる空港内待機所について､情報共有

する。

⑥小美玉市消防本部警備課（平成28年9月現在、搬送の同意は得られていない｡）

隔離対象者等が重篤の場合に備えて､搬送の協力を申し入れしておく。

⑦民間救急サービス(全日急患者輸送株式会社､株式会社丸武興産等）

特別検疫のスケジュール及び機内或いは空港内待機場所から入院委託契約医療機関まで搬送経路

等について事前に協議する。

⑧東京入国管理局水戸出張所

隔離対象者等の入国手続き等について､事前に協議する。

⑨税関･動検･植防

隔離対象者等の手荷物の取り扱いについて､事前に協議する。

ア横浜税関鹿島税関支署つくば出張所

イ動物検疫所成田支所

ウ横浜植物防疫所東京支所鹿島出張所

⑩レンタカーサービス(株式会社トヨタレンタリース茨城）

必要に応じて､検体搬送車両にレンタカーサービスの車両を利用するため､予め調整する。
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7特別検疫

特別検疫とは､危機管理体制（検疫体制レベル3）発令中に､検疫感染症（デング熱､チクングニア熱､ジカウ

イルス感染症及びマラリアを除く）の有症者等（疑い例を含む）が乗船した船舶等が､入港する場合に行う検疫の

ことをいう｡検疫感染症の病原体が国内へ侵入･まん延することを防止するため､以下の措置を速やかに実施する。

診察､検体採取､病原体遺伝子検査(検疫法第13条）

感染症指定医療機関へ患者搬送（隔離措置入院） （検疫法第14条､15条）

他の乗員乗客の健康調査実施（停留措置） （検疫法第14条､16条）

感染症に応じた船内の消毒措置(検疫法第14条）

7.1特別検疫(船舶編）

(1)危機管理体制発令中の有症者情報

検疫衛生担当課職員は､危機管理体制発令中に当該感染症に係る汚染船舶の入港情報が船舶代理店から

通報された際は､速やかに検疫衛生担当課長に報告し､特別検疫実施の準備を開始する。

①当該有症者に関する情報の収集

検疫衛生担当課は､当該船舶が送信した｢有症者等事前通報票｣(別紙4)をもとに､有症者の症状等を船長や

船舶代理店に確認し､下記の指示を徹底する｡検疫医療専門職等は､得られた情報から､重症度の把握および

当該感染症の診断が可能か検討する。

ア有症者について朝夕の体温､症状､使用した薬剤を記録し､報告すること。

イ下船した港での行動及び感染経路についての情報を報告すること。

ウ有症者が複数の場合は､一人一人の情報の把握に努めること。

②当該船舶に関する情報の確認

検疫衛生担当課は､下記について､情報を提出するよう船舶代理店に指示するとともに､特別検疫を実施する

際に必要な事項を聴取する。

ア最終港

イ潜伏期間内の検疫感染症流行地域への寄港情報

ウ船医の有無

エ着岸日時及び着岸場所

オ有症者の使用言語

力船内の見取図

キ有症者が隔離された居室の情報等

③医療記録(船内での過去30日分の感染症に関する記録）

④当該船舶への指示事項

検疫衛生担当課職員は､情報収集の際に当該船舶の船長に対して次の事項を指示し､病原体の拡散防止に

努めさせる。

ア有症者等は､個室に隔離すること(搬出しやすい場所であることが望ましい)。呼吸器症状がある場合は､有

症者にマスクを着用させる等､飛散防止対策を講じること。

イ有症者と接触する者を限定し､感染防止対策(マスク､手袋､手指消毒等)を実施すること｡必要に応じて､有

症者の血液､体液､組織液､排泄物などへの接触を避けるように注意喚起すること。
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ウ有症者の使用するトイレを限定し､適宜消毒を実施すること｡消毒には､消毒用エタノール又は次亜塩素酸

ナトリウム溶液等適切なものを用いること。

エ船舶代理店を通じて当該船舶に質問票(別紙11-1～2､管理室より別途様式が指定された場合はそちらを

使用する)をFAX又は電子メールにより送付し(健康監視システムを使用する場合はOCR質問票に書き換え

る必要があり､客船のように乗船者数の多い船舶では手交する必要がある｡）、検疫前に全乗客､全乗組員に

質問票の記入をさせること｡有症者に接触した者の有無及び接触時の状況について､情報を収集し､報告す

ること｡なお､濃厚接触者が認められた場合は､健康観察を行い､報告すること。

オ乗員乗客全員の手洗い､手指消毒､マスク着用等の感染防止対策を徹底させること。

力乗員乗客全員の朝夕の体温測定結果を報告すること。

キ船内の行事は出来るだけ中止し､船員は居室より不必要に出ないようにさせること。

⑤接触者への指示事項

ア有症者に接触した者の有無及び接触時の状況について､情報を収集し､報告すること。

イ濃厚接触者が認められた場合は､健康観察を行い､報告すること。

(2)検疫実施工程表の作成

①検疫衛生担当課長は､当該船舶より収集した情報および指示した内容を現地本部長に報告する。

②検疫班は､消毒班､検査班､関係機関の動きを含めた｢検疫実施工程表｣(別紙12-1)を作成し､現地本部

長に報告する。

③報告を受けた現地本部長は､現地本部において特別検疫実施について作成された｢検疫実施工程表｣が実

施可能か否か検討を行った上で承認し､本部に確認のうえ､連絡班から検疫所業務管理室に連絡する。

④関係機関への連絡もれがないよう、 「特別検疫実施に係るチェックシート｣(別紙12-2)を用い､記入するこ

と。

(3)特別検疫に関する協力確認

①関係機関への協力依頼

ア現地事務局は､現地本部が特別検疫の実施を決定した場合には､すでに事前調整･協議済みの各関係機

関に対し､特別検疫への協力を依頼する(別紙9)。有症者と船舶の情報及び検疫の流れについて情報提供

するとともに､協力体制について直前の確認を行う。

イ情報提供をする際は､その情報の取り扱いについて十分に注意するよう説明する。

②入院委託契約医療機関との打ち合わせ

ア検疫医療専門職等は､搬送予定の有症者･濃厚接触者等について､搬送決定先の医療機関の医師等に、

事前のカルテ作成に必要な項目等を確認し､情報提供するとともに､有症者搬送受け渡し時の詳細な打ち合

わせを行う。

イ搬送車両の消毒やPPEの脱衣場所についても再確認しておく。

③水先人への情報提供

現地事務局は､水先人会に対して、当該感染症の発生･流行地域､流行状況､伝播様式､症状､予防方法等

の詳細な情報に加え､次の事項の情報を提供する(別紙13)。

ア船名、入港予定日時等の船舶に関する情報

イ当該船舶の船長に対して指示した事項

ウ水先人が乗船する場合の指示事項
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（ア)乗船時にマスクや手袋の着用等を行うこと

（イ)乗船した水先人は操舵室以外へは立ち入らず､特別検疫が終了するまで船内に留まること

（ウ)下船時には､着岸場所での検疫官による消毒を受けること

④着岸場所で作業する港湾労働者への協力依頼

現地事務局は､着岸場所を確認し､そこで作業する港湾労働者に対し､下記の項目について協力依頼を行う。

ア措置に係る立ち入り制限区域を設定すること。

イ当該船舶の綱取りを実施する者以外は､措置が終了するまで立ち入り制限区域に入らないこと。

ウ当該船舶の綱取りを実施する者に対し､検疫官が感染拡大防止策(手袋･マスクの着用、作業終了後の消

毒及び区域外への誘導等)について指導すること。

(4)特別検疫の準備

①業務分担

特別検疫にかかる業務分担は｢班別業務分担表｣(別紙10)のとおりとする。

②携行品の確認

特別検疫の実施に際して､検疫班は､毎年作成される防護具の職員個別サイズ表を参照し、 「防護具の選択」

（別紙14)、 ｢搬送用器材ﾘｽﾄ｣(別紙15)、 「特別検疫時の物品ﾘｽﾄ｣(別紙16)を参考に､当該感染症に対して

適切なPPE､器材､迅速検査に必要な物品を選択し､準備する｡消毒班は｢消毒用器材ﾘｽﾄ｣(別紙17)により

当該感染症に対して適切な消毒薬を準備する｡乗船時にタラップで安全に乗り込むため､荷物はなるべく背負

って運べるようにまとめておくこと。

③有症者搬送の準備

ア有症者の搬送は､覚書に基づいた民間の救急搬送会社への出動を要請し､搬送時に医療職が同乗する。

イ有症者の病態が重篤で､一刻を争う場合は､消防への救急車の出動を打診する。 （平成29年2月現在､搬

送の同意は得られていない｡）

ウ東京空港検疫所支所に配備されている搬送車両については､DIFフードを被せた軽症者を座位で搬送す

ることは出来る(搬送車両の更新を申請中)。

エ消毒班は､搬送担当者が搬送終了後に搬送車輌及び搬送担当者等を消毒するための消毒器材､PPEを

脱いだ後に入れるバイオハザードバッグ､搬送担当者等の着替え､靴等を助手席など非汚染区域に積み込

んでおく。

オ消毒班は､着岸場所に､立ち入り制限区域をカラーコーン､ロープ等により設定し、当該船舶の着岸から

措置終了までは、当該船舶の綱取りを実施する者以外は立ち入り制限区域に入らないよう､検疫班または

担当警察署に協力要請を行い監視する｡また､当該船舶の綱取りを実施する者に対し､感染防止策(手袋・

マスクの着用､作業終了後の消毒及び区域外への誘導等)について指導を行う。

④消毒の準備

ア消毒薬の選定については､各検疫感染症への対応(P46)及び｢感染症法に基づく消毒･滅菌の手引きにつ

いて｣(平成16年1月30日付健感発第0130001号)を参考にして､想定される感染症に応じた消毒薬を使

用する｡また､最新の消毒薬については､その作用機序等を考慮した上で使用の可否を決定する。

イ消毒班は､消毒作業車に消毒薬及び器材を積み込み､着岸予定埠頭に運ぶ。

ウ消毒班は､立ち入り制限区域内に､天候等も考慮しつつ､汚染区域で作業した者の消毒及び使用した器

材やPPEを処理する区域(以下、 「消毒作業区域｣という｡）を設定し､ブルーシート､ラミシーツ､靴消毒用マ

ット､汚染物廃棄用コンテナ､バイオハザードバッグ及びラックを設置するとともに､必要な消毒薬及び器材
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をブルーシート等の上に運ぶ。

エ当該船舶が着岸し､有症者が下船した後､消毒班は検疫班に船舶内の汚染区域について､確認してから、

消毒器材を持って乗船する。

オ消毒作業区域には､必要に応じ消毒のための待機人員(以下、 「岸壁待機消毒員｣という｡）を配置する。

⑤PPEの着用

「防護具の選択について｣(別紙14)を参照して､個々の対応における各PPEの必要性を吟味し、 「防護服着

脱マニュアル｣(別冊1)に従って当該感染症に応じた適切なPPEを装着すること。

(5)特別検疫の開始

①検疫開始前に､船内での活動内容についてブリーフイングを行い､海上保安官や民間救急隊員等患者搬送

のために当該船舶に乗船する者を含め､検疫に関わる職員の健康状態に異常がないこと､PPEが適切に着用

できていることについて確認する。

②乗船

③船長･船医に船内状況を確認

ア検疫官は､船長から検疫に必要な書類を受け取る｡有症者について別表をもとに症状を確認する｡また、

有症者の居室の位置､行動範囲等を聞き取る。

イ船内における有症者の行動範囲から､汚染区域について把握し､立ち入り禁止のマーキングをする。

ウ質問票が回収できていれば､船長より受け取り､有症者及び濃厚接触者を把握する。

④有症者及び濃厚接触者への対応

ア検疫医療専門職等は、 「有症者調査票｣(別紙5-1)を用いて有症者の問診､診察､検体採取等を行い、

検疫衛生担当課長に報告し､検疫法第15条に基づき､一号および二号検疫感染症の隔離入院措置のた

め入院委託契約医療機関への搬送が必要と判断したら､現地本部にその旨報告のうえ､有症者の船外搬

送を行い､民間救急車によって入院委託契約医療機関へ搬送する。

イ当該有症者と濃厚接触のある者については､一号検疫感染症(一類感染症)を疑う場合の停留措置につ

いては､検疫法第16条第1項第1号に基づき入院委託契約医療機関にて実施する｡一方､新型インフ

ルエンザ等感染症を疑う停留措置については､検疫法第16条第1項第2号に基づきホテル等の停留施

設にて実施可能であるが､平成28年9月現在停留施設の確保ができていないため､新型インフルエンザ

等対策特別措置法第29条の｢停留を行うための施設の使用｣を適応せざるをえない状況にある。

ウー号および二号検疫感染症については､船長の同意が得られれば船内停留措置が可能である。

⑤患者搬送

搬送は、 ｢感染症の患者の移送の手引きについて｣(平成16年3月31日付健感発第0331001号)を参考に、

人権およびプライバシーに配慮しつつ､安全かつ､迅速に実施する。

ア現地事務局は医療機関の受け入れ準備が整っていることを出発前に再確認する｡また､有症者の情報及

び到着予定時間等を搬送先の委託医療機関及び当該医療機関の所在地を管轄する保健所へ事前に連

絡し､到着時に適切な対応が行われるように努める。

イ検疫医療専門職は有症者に対して搬送について説明し､隔離決定通知書(別紙18)を手交し､検疫衛生

担当課長は搬送担当者に搬送の指示をする。「搬送の際の装備について｣(別紙19)を参考に､有症者の

状態を踏まえて装備を選択する。

ウ患者が自立歩行可能なら､船舶から搬送車輌までは､搬送担当者が有症者を介助しながら船外誘導する

が､サージカルマスクやDIFフードを装着させる等､感染源･経路のタイプによって装備を検討する。

33



=DIFフードの装着方法については、 「DIFフード取扱説明書｣(別冊3)を参照のこと｡また､座位保持が可

能な場合は､DIFフードを装着させた上で､おすわり担架にて搬送する｡座位保持が困難な場合には、

DIFトランスバッグ(代替品検討中)に収容し､肩掛け式布担架に載せて搬送する。

オDIFトランスバッグの使用方法については、 「DIFトランスバッグ取扱説明書｣(別冊4)を参照のこと｡必要

に応じて､アルミックシートやラミシーツを使用し､感染拡大を防止するとともに､有症者の体温保持等に努

める。

力患者の容態等､必要に応じて海上保安部や民間救急に協力要請する。 （平成28年9月現在､消防機関

の協力はいただける状態にない｡）また､歩行困難な患者について､民間救急の隊員に船内搬送を依頼

する場合は､事前に打ち合わせ及び訓練を行っておく。

キ検疫医療専門職等は､搬送出発前に処置に使用する酸素吸入や輸液に必要な器具が揃っていることを

確認する｡搬送中は､検疫医療専門職が有症者に付き添い､容態や精神状態等を観察し､必要に応じて

処置や声かけを行う。

ク感染症指定医療機関に到着したら､担当医の指示に従って､患者を病室に搬入し､検疫医療専門職等は

有症者の状況について担当医に引継ぎを行う。

ケ搬送担当者は､各医療機関の指針に従って､指定された場所で車両の消毒とPPEの脱衣を行う｡脱衣し

たPPE等をバイオハザードバッグに入れ、口止めして外側を消毒した後､各医療機関に汚染物の廃棄を

委託する。医療機関で汚染物を廃棄することができない場合は､東京検疫所内に一時保管し､産業廃棄

物処理業者に引き取ってもらう。

検体採取から検査機関への搬送

ア検体採取は､検疫衛生担当課長の指示の下､検疫医療専門職等が行う｡検体採取については、 「検体採

取手順｣(別紙20)に従う｡一号検疫感染症については､現場での病原体の拡散を防ぐため､有症者の入

院措置を行った入院委託医療機関で検体採取する。

イ想定される感染症のうち､船内での迅速検査を必要とする場合は､迅速診断キットの使用方法(別紙6)及

び迅速診断キット添付の取扱説明書等を参照して､検体採取に引き続き､検疫医療専門職等が行う｡検

査結果は検疫衛生担当課長を通じて､現地本部長に報告する。

ウ確定診断のための検査は､原則、 「｢検疫法に基づく検査実施区分等について｣の一部改正について｣(平

成28年2月12日付生食検発0212第3号)に基づき､東京空港検疫所支所試験検査室に搬送して実

施する｡なお､検査を依頼する場合は､予め､本部を通じて東京空港検疫所支所職員と調整を行っておく

こと。

エー号検疫感染症の検体を医療機関から横浜検疫所輸入食品･検疫検査センターまたは国立感染症研究

所村山庁舎への搬送や､一号検疫感染症の検体を東京空港検疫所支所検査室へ搬送する際には､警

察の緊急車両に同乗させていただいて搬送することとなるため､現地事務局は､警察関係部署と､依頼先

検査機関に本部を通じて連絡し､調整を図る｡検体の梱包は、 「感染性物質の輸送規則に関するガイダン

ス2013-2014年版(WHO)｣に従い､一類感染症の病原体(ペストを除く)についてはカテゴリーAの要件を、

その他の感染症病原体についてはカテゴリーBの要件を参考(別紙21-1～2)とする。

オ検体を搬送する場合は、 「特定病原体等の安全運搬マニュアル｣(参考資料)を参照する｡まず､警察車

両の出動を打診して､同乗での検体搬送を依頼する｡警察車両が出動できない場合は､官用車を用いて

搬送する｡その際、 ｢検査依頼および検体情報用紙｣(別紙22)を添付する｡運搬従事者は､1種病原体な

ら4名、2種なら3名、3種なら2名、4種なら1名必要となる。

力ゆうパックを用いて運搬する場合は、 「感染症発生動向調査事業等において｢ゆうパック｣により検体を送

⑥
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付する際の留意事項について｣(平成24年3月15日付健感発0315第1号)に従って運搬する｡ドライア

イスを用いて運搬する場合は､事故防止のため1次容器や2次容器の内側には入れない。

⑦病原体検査で有症者が病原体を保有していることが明らかになった場合

現地本部は、 「検疫感染症発見時の報告フローチャート｣(別紙23-1)に基づき､感染症発見報告システム

を用いて報告を行う。

アまず､別紙23－2を用いて､検疫法施行規則第9条の3に定める内容を､当該者の居住地を管轄する都

道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては､市長または区長とする)に通知するとともに

（検疫法第26条の3)、別紙24を用いて現地本部の最寄りの保健所を経由して､直ちに都道府県知事に

届け出る(感染症法第12条の1)。

イまた、 ｢感染症発見報告書の提出について｣(平成23年4月1日付食安検発0401第3号)に基づき､検

疫所業務管理室および各検疫所宛に｢感染症等発見報告について｣(別紙25-1,25-2)を送付する。

ウ確定検査の結果が陽性となった場合は､検疫衛生担当課職員は､WISH端末を起動させ､感染症サーベ

イランスシステム(NESID)から検査結果を入力する。

(6)同行者･接触者への対応

①上記(5)により、同行者･接触者に分類された者は､濃厚接触者として対応する。

②検疫医療専門職は､濃厚接触者に対し､回収した質問票を基に問診及び診察を行い､健康状態の聞き取り

調査を実施する｡検疫法第18条第2項または第4項の規定に基づき、 「調査票｣(別紙26-1,26-2)により、

氏名、連絡先等の確認を行う。

③現地本部においては､疑われる感染症を念頭に､濃厚接触者を健康監視措置とするか停留措置とするか検

討を行う。

④健康監視対象者には､健康監視対象者指示書(別紙27)により､入国後(潜伏期間内)の朝夕の体温測定の

実施と報告(一類感染症及び烏インフルエンザA(H5Nl及びH7N9)及びMERSは検疫所､新型インフルエ

ンザは保健所)を求める｡また､健康状態に異状を呈した場合には､直ちに健康監視を実施している検疫所

又は保健所に報告する旨の指示を行う｡なお､健康監視を検疫所で行う場合､厚生労働省の定める様式に

よって､健康監視者の情報について居住地を管轄する保健所に連絡する。

⑤健康監視に付した者が発生した場合には､報告様式により直ちに検疫所業務管理室及び結核感染症課へ

経過報告を行うとともに､当該者の居住地を管轄する都道府県に対し健康監視実施について情報提供する

こと。

⑥新型インフルエンザ等感染症を疑う患者の停留措置については､検疫法第16条第1項第2号に基づきホ

テル等の停留施設にて実施可能であるが､平成29年2月現在停留施設の確保ができていないため､新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法第29条の｢停留を行うための施設の使用｣を適応せざるをえない状況にあ

る｡新型インフルエンザ等感染症の停留措置をホテル等の停留施設で行うためのマニュアル案(｢東京検疫

所における停留の手引き｣(仮))は作成しているが､具体的な記載ができず､保留になっている｡一類感染症

の停留措置を感染症指定医療機関で停留措置を行う場合は手引き(病院編)に従う。

⑦健康監視中に健康状態に異状を呈した旨の報告があった場合には､検疫衛生担当課長は現地本部長に報

告する｡報告を受けた現地本部長は､本部を通じて直ちに検疫所業務管理室に報告する｡また､検疫法第

18条第3項の規定に基づき、 「検疫法施行規則第6条に規定する事項に係る通報書｣(別紙28)により、当

該者の健康状態、当該者に対して指示した事項並びに当該者から報告を求めた事項については､居所の

所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては､市長または区長とする)に
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速やかに通知する。

⑧新型インフルエンザ等感染症に係る健康監視については､検疫法第18条第5項の規定に基づき､連絡先

等の報告を求めた時点で都道府県知事等に速やかに通知する。

(7)その他の乗客への対応

①検疫官は､非接触者に分類された者(同乗者)に対して､質問票の内容確認や必要な事項の聞き取りを行

い、当該感染症の潜伏期間中､何らかの健康異状が生じた時には必ず検疫所又は保健所に連絡するよう指

導し､健康カード(別紙29)を手渡す。

②有症者及び濃厚接触者が下船した後に､非接触者を下船させて､入国手続きを行うよう指示する。

(8)船舶内汚染区域の消毒

当該船舶が着岸し､有症者が下船した後､消毒班は消毒器材を持って乗船し､検疫班が標識した汚染区域に

ついて消毒を行う｡汚染区域は､疑われる感染症を念頭に､有症者の手が触れる位置や､有症者の体液(嘔吐

物､糞尿等を含む)が付着､あるいはその可能性が強く疑われる以下に示すような箇所とする｡また､船舶の出入

口や有症者の居室の出入口に靴底消毒マット等を設置する。

・有症者や濃厚接触者の居室(ドアノブ､ベッド柵､ベッド周辺等）

・使用したﾄイレ（トイレ内､ドアノブ､汚水槽）

・出血､嘔吐等があった場合の血液､吐物の付着場所等

・有症者の手荷物等

・有症者の搬出経路

①消毒班は､指定した汚染区域について､汚染濃度が高い場所を中心に､消毒液を入れたドﾗｲロールや、

個別に消毒液に浸したペーパータオルを用いて清拭消毒する。

②消毒に使用するドﾗｲロールやペーパータオルは､適宜交換する。

③船舶内に靴底消毒ができるエリアを設け､適宜靴の消毒を行うことで､汚染区域を広げないように注意する。

④原則､消毒作業に用いたペーパータオルや汚染したシーツ､衣服等は所有者等の同意を得て､バイオハザ

ードバッグに入れる。

(9)衛生調査及び駆除

①ベクターに媒介される検疫感染症が疑われる場合､消毒班は､衛生調査（ベクターの船内生息状況の目視

確認等）を実施する。当該感染症のベクター（蚊､ダニ､ノミなど）が生息していることが確認された場合等

は､必要に応じて殺虫剤（消毒用器材ﾘｽﾄ：別紙17）で駆除を行う｡また､患者と家族及び医療機関を受

診する際の虫よけを強く推奨する。

②蓄歯類が船内に生息している場合には､北日本消毒有限会社(0178-33-3458)もしくは西部化成株式会社

（083-267-2801)等に煉蒸作業を依頼して駆除するよう､船長および船舶代理店に指示する｡検疫所職員は、

煉蒸作業に立ち会い､煉蒸前に船舶内に人がいないことと飲食物がないこと､青酸ガス缶の個数が煉蒸す

る船舶の大きさに対して適当であることを確認する｡煉蒸中は､VE旗を掲げていること､船舶の扉のパッキン

や密閉作業の密閉が完全であることを確認する。 （なお､青酸ガス煉蒸が一般的でなくなっているので､それ

に代わる駆除方法を本省で検討中である｡）
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(10)検疫班及び消毒班の下船～消毒作業準備区域での消毒実施

①船舶の消毒終了後､検疫衛生担当課長は検疫の終了を船長に告げて､検疫班･消毒班は当該船舶に積み

込んだ器材等を携えて下船する｡消毒担当者は､汚染区域からの搬出物の外側を消毒し､廃棄物について

は､バイオハザードバッグに入れる。

②診察後や検体採取後にPPEの汚染がある場合には､適宜､消毒や交換を行う。

③消毒班は､靴消毒用マットを回収し､バイオハザードバッグに入れる。

④検疫班及び消毒班は､ブルーシーツ等の消毒作業準備区域上で､岸壁待機消毒員の補助により､PPEを

脱衣し､バイオハザードバッグに入れる。

⑤岸壁待機消毒員は､消毒作業準備区域上で内側の手袋を除くPPEを脱ぎ､ラミシーツの表側を包みこむよ

うにたたみ､汚染廃棄物として処理する｡その後､内側の手袋も廃棄する。

⑥岸壁待機消毒員は､バイオハザードバッグを口止めして､外側を消毒した後､コンテナに収納する｡コンテ

ナ､使用した消毒薬及び器材等を消毒作業車に積み込む。

(11)汚染廃棄物の処理

コンテナに入れた廃棄物入りのバイオハザードバッグは､東京港湾合同庁舎8階の会議室(場合によっては予

防接種室または地下1階の倉庫)に搬入して一時保管し､契約産業廃棄物処理業者(平成29年2月現在､業者

と協議中)に連絡して引き取り･処理を依頼する。

記録と報告

実施した消毒等の措置については、 「消毒等措置の実施記録｣(別紙30)に記載する。

検疫衛生担当課長は､実施した措置について､現地本部に報告する｡現地事務局は､本部及び検疫所業務

管理室を通じて結核感染症課に報告する。

”
①
②

１く

(13）職員の健康監視

①特別検疫に従事した者については､業務終了後から健康監視を行い、 ｢職員健康管理シート｣(別紙31)に記

入する｡この間に発熱等の症状が出た場合には､所属課長に申し出ること｡健康監視の実施期間について

は各検疫感染症への対応(p46)を参照する。

②所属課長は､特別検疫時の当該者の行動を詳細に調べ､有症者との接触がどの程度あったのかを把握する。

所属課長は､この分析結果を現地本部長に報告し､特別検疫時の感染か否か､また感染が起こった場合は

感染の経緯を検討する。

③関係機関の職員についても､有症者との接触状況に応じて健康監視が必要な旨を周知し、実施に協力す

る。

④現地本部長は､所内に感染の拡大がないように対策を立て､必要に応じて予防内服薬の検討や臨時の健康

診断を実施する。

(14）隔離･停留措置の解除

①停留の期間は､検疫法第16条第2項に基づき､各検疫感染症への対応(p45)に示した政令で定める期間を

超過してはならない｡検疫所業務管理室と相談し､解除の時期を決定する。

②また､検疫法第15条第2項と第16条第3項に基づき、当該感染症の病原体を保有していないことが確認さ

れた時は､当該有症者における隔離及び濃厚接触者の停留を直ちに解除する。
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7.2特別検疫（航空機編）

(1)危機管理体制発令中の有症者情報

検疫衛生担当課職員は､危機管理体制発令中に当該感染症に係る有症者が搭乗している航空機情報が航

空会社から通報された際は､速やかに検疫衛生担当課長に報告し､特別検疫実施の準備を開始する。

①当該有症者に関する情報の収集

検疫衛生担当課は、当該航空機からの情報をもとに､有症者の症状等を機長や航空会社に確認し､下記の

指示を徹底する｡検疫医療専門職は､得られた情報から重症度及び当該感染症と診断できるか検討する。

ア有症者の氏名及び症状の詳細を報告すること。

イ有症者が複数の場合は､一人一人の情報の把握に努めること。

ウ有症者に接触した者の有無及び接触時の状況について､情報を収集し､報告すること。

エ濃厚接触者が認められた場合は､報告すること。

オ有症者の座席

②当該航空機に関する情報の確認

検疫衛生担当課は､下記について､情報を提出するよう航空会社に指示するとともに､特別検疫を実施する

際に必要な事項を聴取する。

ア発航地

イ日本到着前の寄航地

ウ有症者の滞在地及び滞在期間

エ同行者の有無

オ有症者の国籍､性別､年齢

力航空機の座席表

③当該航空機への指示事項

検疫衛生担当課職員は､情報収集の際に当該航空機の機長に対して次の事項を指示し､病原体の拡散防

止に努めさせる。

ア有症者等は､可能な限り最後方に移動させて他の乗客と2メートル以上の間隔を空け､呼吸器症状がある

場合は､有症者にマスクを着用させる等､飛散防止対策を講じること。

イ有症者と接触する者を限定し､感染防止対策(マスク､手袋､手洗い､うがい等)を実施すること｡必要に応

じて､有症者の血液､体液､組織液､排泄物などへの接触を避けるように注意喚起すること。

ウ有症者の使用するトイレを限定すること。

エ航空会社を通じて検疫前に全乗客､全乗組員に質問票(別紙11-3～4)の記入をさせること。

オ全乗客･全乗組員マスク着用、咳エチケット等の感染防止対策を徹底させること。

④検疫実施手順の確認と現地本部長の承認

ア検疫衛生担当課長は､当該航空機より収集した情報及び指示した内容を現地本部長に報告する。

イ検疫班は､消毒班､検査班､関係機関の動きを含めた｢検疫実施工程表｣(別紙12-3)を作成し､現地本部

長に報告する。

ウ報告を受けた現地本部長は､検疫手順が実施可能か否か検討を行った上で承認し､本部を通じて厚生

労働省検疫所業務管理室に連絡する。

エ関係機関への連絡もれがないよう、 「特別検疫実施に係るチェックシート｣(別紙12-4)を用い､記入するこ

と。
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(2)特別検疫に関する協力確認

①関係機関への協力依頼

ア現地事務局は､現地本部が特別検疫の実施を決定した場合には､すでに事前調整･協議済みの各関係機

関に対し､特別検疫への協力を依頼する(別紙9)。

イ有症者と航空機の情報及び検疫の流れについて情報提供するとともに､協力体制について直前の確認を

行う。

ウ情報提供をする際は､その情報の取り扱いについて十分に注意するよう説明する。

②入院委託医療機関との打ち合わせ

ア検疫医療専門職は､搬送予定の有症者･濃厚接触者等について､搬送決定先の医療機関の医師等に、

事前のカルテ作成に必要な項目等を確認し､情報提供するとともに､有症者搬送受け渡し時の詳細な打ち

合わせを行う。

イ搬送車両の消毒やPPEの脱衣場所についても､再確認しておく。

ウ茨城空港出張所においては､本部と現地本部の協議の結果､医療機関からの医師の派遣を要請する場合

には､その後の対応も含めて､医療機関と調整を行う(平成29年2月現在､関係機関と調整中である)。

③到着スポットで作業する作業員への協力依頼

現地事務局は､到着スポットを確認し､そこで作業する作業員に対し､下記の項目について､協力依頼を行

う。

ア措置に係る立ち入り制限区域を設定すること。

イ当該航空機の到着作業を実施する者以外は､措置が終了するまで立ち入り制限区域に入らないこと。

ウ当該航空機の到着作業を実施する者に対し､検疫官が感染拡大防止策(手袋･マスクの着用､作業終了後

の消毒及び区域外への誘導等)について指導すること。

(3)特別検疫の準備

①業務分担

特別検疫にかかる業務分担は｢班別業務分担表｣(別紙10)のとおりとする。

②携行品の確認

特別検疫の実施に際して､検疫班は､毎年作成される防護具の職員個別サイズ表を参照し、 「防護具の選

択について｣(別紙14)、 「搬送用器材ﾘｽﾄ｣(別紙15)、 「特別検疫時の物品ﾘｽﾄ｣(別紙16)を参考に当該

感染症に対して適切なPPE､器材等必要な物品を選択し､準備する｡消毒班は｢消毒用器材ﾘｽﾄ｣(別紙17)

より当該感染症に対して適切な消毒薬を準備する。

③有症者搬送の準備

ア有症者の搬送は､覚書に基づいた民間の救急搬送会社への出動を要請し､搬送時に医療職が同乗する。

イ有症者の病態が重篤で､一刻を争う場合は､消防への救急車の出動を打診する。 （平成28年9月現在、

搬送の同意は得られていない｡）

ウ東京空港検疫所支所に配備されている搬送車両については､DIFフードを被せた軽症者を座位で搬送す

ることは出来る(搬送車両の更新を申請中)。搬送担当者は必要に応じて､搬送予定医療機関までの順路を

ナビゲーションシステムに登録しておく。

エ消毒班は､検疫班の搬送担当者が搬送終了後に､搬送車輌及び検疫班の搬送担当者等を消毒するため

の消毒器材､PPEを脱いだ後に入れるバイオハザードバッグ､搬送担当者等の着替え､靴等を助手席など非

汚染区域に積み込んでおく。

39



オ消毒班は､到着スポットに､立ち入り制限区域をカラーコーン､テープ等により設定し、当該航空機の到着

から措置終了までは、当該航空機の到着作業を実施する者以外は立ち入り制限区域に入らないよう､検疫

班または担当警察署に協力要請を行い監視する｡また、 当該航空機の到着作業を実施する者に対し､感

染防止策(手袋･マスクの着用､作業終了後の消毒及び区域外への誘導等)について指導を行う。

④消毒の準備 ‘

ア消毒薬の選定については､各検疫感染症への対応(p46)及び｢感染症法に基づく消毒･滅菌の手引きに

ついて｣(平成16年1月30日付健感発第0130001号)を参考にする｡また､最新の消毒薬については､そ

の作用機序等を考慮した上で使用の可否を決定する。

イ消毒班は､消毒作業車に消毒薬及び器材を積み込み､到着スポットに運ぶ｡なお､立ち入り制限区域内で

の車の運転には免許が必要なため､人員を確保しておくこと。

ウ消毒班は､立ち入り制限区域内に､天候等も考慮しつつ､汚染区域で作業した者の消毒及び使用した器

材やPPEを処理する区域(以下、 「消毒作業区域｣という｡）を設定し､ブルーシート､ラミシーツ､靴消毒用マ

ット､汚染物廃棄用コンテナ､バイオハザードバッグ及びラックを設置するとともに､必要な消毒薬及び器材

等をブルーシート等の上に運ぶ。

エ当該航空機が到着し､有症者が降機した後､消毒班は検疫班に航空機内の汚染区域について確認して

から､消毒器材を持って機内へ入る。

オ消毒作業区域には､必要に応じ消毒のための待機人員(以下、 ｢機側待機消毒員｣という｡）を配置する。

⑤PPEの着用

「防護具の選択について｣(別紙14)を参照して､個々の対応における各PPEの必要性をﾛ今味し、 「防護服

着脱マニュアル｣(別冊1)に従って当該感染症に応じた適切なPPEを装着すること。

(4)特別検疫の開始

①検疫衛生担当課長の指揮の下に､検疫班担当官は機内で､チーフパーサー及び有症者を担当した乗員か

ら､有症者､接触者及びその他の同乗者(乗客､乗員)について状況説明を受ける｡また､乗員･乗客に対し機

内で検疫を実施する旨を伝え､質問票の記載､聞き取り調査等の協力を求める。

②検疫衛生担当課長は防護服を着用して作業する職員について､作業前に健康状態の確認を行い､年齢､持

病､現在の健康状態等について把握した上で､健康状態に異常がない職員を選任する。

(5)乗員･乗客の措置の決定

検疫官は､機内で｢有症者等事前通報票｣(別紙4)及び質問票(別紙11-3～4)を回収し､乗客･乗員につい

て､次に掲げる感染症危険度に応じたカテゴリーに従い分類する。

①有症者

②同行者:有症者と滞在期間中食事などの同一行動をした者

③接触者:有症者を介助または接触した者

有症者の血液や吐物等に接触した者

有症者の2メートル以内に着座していた者等

④非接触者:上記の何れにも該当しない場合は｢非接触者｣とする

(6)有症者等への対応

乗員･乗客は機内に待機させた上で対応する。
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①状況の把握

検疫衛生担当課長は以下の状況を確認するとともに､検疫官に以下の作業を行わせる。

ア機長またはチーフパーサーから有症者の座席の位置､移動範囲､症状等を聞き取る。

イ機内における有症者の行動範囲から接触場所､血液､体液等の付着箇所を確認し､汚染区域について立

ち入り禁止の標識をする。

②有症者への対応

ア検疫医療専門職は｢有症者調査票｣(別紙5-1)を用いて(茨城空港及びまつもと空港においては｢健康相

談記録票:別紙5-2｣)有症者の問診､診察等を行う。

イ検疫衛生担当課長は､各検疫感染症への対応(p46)を参照し､有症者の症状等が隔離または停留の要件

に該当し､疑い患者であり搬送の必要性があると判断した場合には､現地本部長にその旨報告する。

ウ検疫医療専門職等は、 「有症者調査票｣(別紙5-1)を用いて(茨城空港及びまつもと空港においては｢健康

相談記録票:別紙5-2｣)有症者の問診､診察､検体採取等を行い､検疫衛生担当課長に報告し､検疫法第

15条に基づき､一号および二号検疫感染症の隔離入院措置のため入院委託契約医療機関への搬送が必

要と判断したら､現地本部にその旨報告のうえ､民間救急車によって入院委託契約医療機関へ搬送する。

エ当該有症者と濃厚接触のある者については､7．1特別検疫(船舶編)(6)⑥を参照する。

③検体採取から検査機関への搬送

7.1特別検疫(船舶編)(5)⑥を参照する。

④病原体検査で有症者が病原体を保有していることが明らかになった場合

7．1特別検疫(船舶編)(5)⑦を参照する。

⑤患者搬送

7．1特別検疫(船舶編)(5)⑤を参照する。

(7)同行者･接触者への対応

7.1特別検疫(船舶編)(6)を参照する。

(8)その他の乗客への対応

①検疫官は､非接触者に分類された者(同乗者)に対して､必要な事項の聞き取りを行い、当該感染症の潜伏

期間中､何らかの健康異状が生じた時には必ず検疫所に連絡するよう指導し､健康カード(別紙29)を手渡

す。

②有症者および濃厚接触者が降機した後に､非接触者を降機させて､入国手続きを行うよう指示する。

(9)機内汚染区域の消毒

当該航空機が到着し､有症者が降機した後、消毒班は消毒器材を持って機内に入り､検疫班が標識した汚

染区域について消毒を行う｡汚染区域は､有症者の体液､嘔吐物､糞尿等が付着､あるいはその可能性が強く

疑われる以下に示すような箇所とする。

・有症者や濃厚接触者の座席

・使用したﾄイレ（トイレ内､ドアノブ､汚水槽）

・出血､嘔吐等があった場合の血液､吐物の付着場所等

・有症者の手荷物等

・有症者の搬出経路
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①消毒班は､指定した汚染区域について､汚染濃度が高い場所を中心に､消毒液を入れたドﾗｲロールや､個

別に消毒液に浸したペーパータオルを用いて清拭消毒する。

②消毒に使用するドﾗｲロールやペーパータオルは､適宜交換する。

③機内に靴底消毒ができるエリアを設け､適宜靴の消毒を行うことで､汚染区域を広げないように注意をする。

④原則､消毒作業に用いたペーパータオルや汚染したシーツ､衣服等は所有者等の同意を得て､バイオハザ

－ドバッグに入れる。

(10）衛生調査及び駆除

7.1特別検疫(船舶編)(9)を参照する。

(11）検疫班及び消毒班の降機～消毒作業準備区域での消毒実施

7.1特別検疫(船舶編)(10)を参照する。

(12)汚染廃棄物の処理

7．1特別検疫(船舶編)(11)を参照する。

(13)記録と報告

7．1特別検疫(船舶編)(12)を参照する。

(14）職員の健康監視

7.1特別検疫(船舶編)(13)を参照する。

(15)隔離･停留措置の解除

7.1特別検疫(船舶編)(14)を参照する。
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Bその他の対応

(1)船内･機内で死者がある場合の対応

①洋上で船舶内に死者が出た場合には､船長から直ちに118番に通報がなされる｡本船が入港した港で関係

機関(海上保安部署､警察署)と情報交換し､死体見分に参加する｡検疫としても､検疫感染症による死亡では

ないか意見を求められる｡死体見分では､検疫に必要な当該船舶･航空機の情報に加え､死因等にかかる以

下の情報を収集する｡また､必ずPPEを持参し､関係機関の対応者ともども感染することのないよう配慮する。

・発見日時･場所

・死亡時の状況

・簡単な身体所見(外傷の有無､発疹等皮層病変の有無）

・死体の保存状況(注:4℃が望ましい）

・既往歴･現病歴

・船医の診断､船内での治療､内服薬

・船内あるいは機内での行動

②死体見分の結果､異状死であることが判明すれば､海上保安部署､警察署からの依頼にて東京都監察医務

院での行政解剖が行われる。

③検疫感染症による死亡が濃厚であって､検疫法第13条による行政解剖が必要である場合は､東京都監察医

務院での行政解剖が行われる(平成29年2月現在､協定締結に向けた交渉中である)。

(2)不法入国者への対応

①海上保安部署､警察署及び入国管理局等関係機関から不法入国者の情報提供が検疫所にあった場合には、

次の不法入国者に関する情報を確認する。

・発見された場所及び現在拘留中の場所

・健康状態に関する異状の有無

・乗船地

・航行期間

②特定の感染症拡大防止対策を行う必要性があると判断した場合には､所長､支所長と具体的な措置内容に

ついて検討した上で､関係機関と連携して措置を実施する。

③三管から､島しょ部で拳捕された外国漁船の船長の検挙への協力要請を受け､硫黄島で検疫を実施するよう

な際も同様な考え方で臨む。

④なお、 「不法入国者の臨時衛生措置について｣(昭和27年3月3日付衛発第26号)、 「不法入国者の臨時

衛生措置要領の改正について｣(昭和27年3月26日付衛発第284号）には､検疫法による検疫を受けない

不法入国者の逮捕または収容した旨の通報を受けた､最寄りの保健所長による防疫措置等が講じられることが

記載されている。

(3)生物兵器テロ発生の疑いのある感染症情報への対応

①「国内でのテロ事件発生に係る対応について」 （平成15年12月15日付科発第0320002号)に基づき､生物

テロによる感染被害が危倶される感染症の発生情報については､感染症法に基づく感染症発生動向調査を注
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視しつつ､感染症に関する異常な動向の早期把握に努める。

②検疫衛生担当課長は､検疫対象船舶における異常な感染症情報を入手し､生物兵器テロ発生の疑いが否定

できないと判断した場合は､速やかに水際危機管理チームと情報共有するとともに所長または支所長に報告す

る。

③所長または支所長は､総務課に対し検疫所業務管理室及び国立感染症研究所へ直ちに情報提供することを

指示する。

(4)洋上接触時の対応

①未検疫船舶から人や物を乗り移らせた船舶等については､検疫法第22条に基づき､洋上接触の検疫を行わ

なければならない｡外航船内で急病人等が発生した場合､船長から船舶代理店を通じて､または118番へ直接

救難要請が行われる｡三管から情報提供用紙(東検第280822号別紙1(別紙7))が本所検疫衛生課宛にFax

送付されるので､検疫感染症の可能性がないか検討するとともに､救難活動の詳細を把握する｡本所検疫衛生

課員は検疫衛生課長に報告するとともに､洋上接触した船艇､航空機の検疫を実施しなければならない部署

（千葉検疫所支所､東京都福祉保健局島しょ保健所八丈出張所､東京空港検疫所支所等)に対し､情報提供

用紙を転送の上､出動要請を行う｡硫黄島周辺海域で救難活動が行われ､海上保安庁羽田航空基地から硫

黄島海自基地へ航空機で患者を迎えに行く場合には､原則東京検疫所検疫衛生課員が同乗し､硫黄島海自

基地にて救難ヘリコプターの検疫を実施する。

②八丈周辺海域で救難活動が行われ､海保羽田航空基地から八丈空港へ航空機で患者を迎えに行く場合に

は､検疫法第22条第4項に基づき最寄りの保健所である島しょ保健所八丈出張所が救難ヘリコプターの検疫

を実施するので､島しょ保健所八丈出張所に連絡するとともに確認証ロ(｢検疫法第22条及び第23条の規定

に基く確認証の様式等について｣(昭和33年12月15日付け衛発第1143号))の様式など検疫実施に関して

サポートする。

③小笠原二見港は無線検疫港であるため､洋上接触した海保の巡視船が船舶管理免除証明書を有している場

合には､小笠原出張所の対応をサポートし､二見港にて無線検疫を受けさせることができる。

(5)緊急避難への対応

①台風等を避けるため､あるいは航空機のエンジントラブル等のため､やむなく検疫港以外に入港する場合に

は､検疫法第23条緊急避難対応として､健康状態の確認の上､確認証を発給し､次港(検疫港)で検疫を受け

るよう指示する。

②硫黄島海自基地は､グアムヘの航空路上にあるため､航空機緊急避難空港となっている｡硫黄島海自基地

医官に厚生労働医員発令し､緊急避難対応の確認証ｲを出していただきたい旨､平成29年2月現在防衛省と

交渉中である。

③八丈島には､底土港と八重根港という二つの港があり､台風の荒天でﾖｯﾄ等の緊急避難入港が発生する｡検疫

法第23条第3項に基づき最寄りの保健所である島しょ保健所八丈出張所が確認を行うので､島しょ保健所八

丈出張所に連絡するとともに確認証イ対応をサポートする。

④小笠原二見港は検疫港(無線検疫港)であるため、台風などの緊急避難入港の際には､小笠原出張所の対

応をサポートし､二見港にて無線検疫または着岸検疫を受けさせることができる。
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9マニュアルの見直し等

本マニュアルは､東京検疫所の検疫体制の実状に即して策定されたものである｡定期的に訓練を実施し、

実状に即していない部分については、適宜マニュアルの見直しを行う。

①通知の変更や感染症の情報更新等に基づいて、

部分について、マニュアルの改定を実施する。

ニュアル改定を実施する。

検疫衛生担当課職員は、所属する部署毎に関係する

また、定期的に各部署の変更を取り纒めて、全体のマ

②総務課、検疫衛生担当課職員は、緊急時の連絡体制を確立するため、 「

2）を年度当初に更新する。なお、変更箇所については、随時更新する。

｢関連機関連絡先一覧」 (別紙
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【各論】

10各検疫感染症への対応

<検疫法第2条に規定される検疫感染症〉

1号感染症法（第6条2項）に規定する一類感染症

工ボラ出血熱､マールブルグ病､クリミア･コンゴ出血熱､ラッサ熱、

南米出血熱､ペスト､痘そう

2号感染症法（第7条）に規定する新型インフルエンザ等感染症

3号国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを

防止するため､検査が必要なものとして政令（検疫法施行令第1条）

で定めるもの

マラリア､デング熱､チクングニア熱､ジカウイルス感染症

烏インフルエンザA(H5N1またはH7N9)､中東呼吸器症候群(MERS)、

※各論部分の記載については､以下の資料･情報源に基づいている。

･FORTH感染症別情報

・国立感染症研究所感染情報センター

・感染症の患者の移送の手引きについて（平成16年3月31日付健感発第0331001号）

・感染症法に基づく消毒･滅菌の手引き（平成16年1月30日付健感発第0130001号）

・感染症法に基づく医師および獣医師の届出について（平成17年6月20日付健感発第

正平成18年5月31日付健感発第0531005号､一部改正平成20年5月12日付健

･WHO(WorldHealthOrganization:世界保健機関）

･CDC(CentersforDiseaseControlandPrevention:米国疾病管理センター）

オ健感発第0620002号､一部改

12日付健感発第0512007号）
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(1)工ボラ出血熱

工ボラ出血熱はエボラウイルスによるウイルス性出血熱(ViraI HemorrhagicFever:VHF)の一疾患である｡本疾患が

必ずしも出血症状を伴うわけではないことなどから､近年ではエボラウイルス病(Ebolavirusdisease:EVD)とﾛ乎称される

ことが多い｡工ボラ出血熱で重要な特徴は､血液や体液との接触によりヒトからヒトへ感染が拡大し、多数の死者を出す

流行を起こすことである。

1976年に初めて､スーダンとコンゴ民主共和国で同時期に発生し､以後､2014年8月までに20回を超える小流行が

報告されてきた｡2014年3月、西アフリカ･ギニアにおいて工ボラ出血熱患者の発生が確認されて以降､患者発生は隣

国のシエラレオネとリベリアへも流行が拡大した｡WHOは､国際保健規約(IHR2005)に基づき､2014年8月8日に西ア

フリカの流行に対してPublicHealthEmergencyoflnternationalConcern(国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態）

を宣言した｡患者､死亡者はともに､過去の流行を全て合わせた数を上回り､過去最大かつ最も深亥llな工ボラ流行となっ

た｡WHOのギニアにおける工ボラ出血熱の終息宣言(2015年12月29日)を踏まえ､検疫の強化を解除した(2016年1

月4日)。

なお､エボラウイルスを扱うには､BSL-4の施設で行う必要がある。

ア潜伏期間

2～21日間

イ症状

工ボラウイルスは､粘膜や傷のある皮虐から侵入し､単球､樹状細胞に感染し､その後全身の多様な細胞に感染す

る。当初は発熱､倦怠感､食欲低下､頭痛等の非特異的症状を呈し､発症後7日前後になると次第に嘔吐､下痢､腹

痛といった消化器症状が出現する｡下痢は1日に8リットルを超える例もあることが示されており、脱水･電解質異常・

代謝性アシドーシス等が起こる｡回復する事例では､発症から6～11日目頃から回復するが､回復が見られない事例

では症状が増悪し､血圧低下､意識障害などの神経学的障害､出血等の症状が出現し死に至る｡一般的に初期症状

から工ボラ出血熱を鑑別診断に挙げることは難しく､流行国からの入国者が発熱などの感染性症状を呈している場合

には､渡航歴と現地での曝露歴を適切に聴取し､必要に応じてウイルス性出血熱によるか否かを調べることが重要で

ある。

ウ感染経路

工ボラウイルスの自然宿主はオオコウモリ科のフルーツコウモリと考えられている｡感染したチンパンジー､ゴリラ､オ

オコウモリ､サルなどの血液､分泌液､臓器､その他の体液に濃厚接触することでヒトに感染する｡その後､エボラウイ

ルスは感染したヒト､または遺体の血液､分泌液､臓器､体液など､また､これらに汚染された物に直接接触することで

ヒトからヒトへと感染する。医療従事者は適切な個人防護具を着用せずに患者に接した場合､感染のリスクが高まる。

また､感染者は､血液がウイルスを含んでいる限り､感染性を保持している。

工病原診断

ウイルス学的検査材料は血液､咽頭拭い液､尿である｡迅速診断として､ウイルスゲノムのRT-PCRもしくはリアルタ

イムRT-PCRによる検出法､ウイルス抗原検出ELISAによる検出法がある｡抗体の検出法としてIgG-ELISA, IgM-捕

捉ELISA,間接蛍光抗体法がある｡血液､体液等からウイルスを分離するのがもっとも確実な検査法であるが､通常1

週間以上を要する｡次のいずれかが満たされた場合､「工ボラウイルス病(EVD)｣とする。

47



･被験検体からエボラウイルスが分離された。

･被験検体からRT-PCR法でエボラウイルスゲノムが検出された。

･被験検体から抗原検出ELISA法で,エボラウイルス核蛋白が検出された。

･間接蛍光抗体法またはIgGELISAで判定された急性期と回復期に採取されたペア血清のエボラウイルスの

核蛋白に対する抗体価が,4倍以上の有意に上昇した。次の場合、｢工ボラウイルス病(EVD)｣を疑う。

･IgM-captureELISAで,EBO-NPに対する特異的IgM抗体が検出された。

オ感染症法上の分類と有症者への対応

工ボラ出血熱は､感染症法第6条で一類感染症に定められており､特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染

症指定医療機関への入院を勧告し（感染症法第19～20条)、搬送しなければならない（感染症法第21条)。現場で

の採血等は実施せず､病原体の拡散防止を最優先にして有症者の搬送を行う｡収容先の感染症指定医療機関で採

血を実施した場合は､検疫所業務管理室と協議し､国立感染症研究所に検査を依頼する（平成28年2月12日付生

食検発0212第3号)。

力報告

隔離､停留又は健康監視の措置をとった場合は､直ちに検疫所業務管理室(結核感染症課へは､検疫所業務管理

室から報告)に報告すること。

キ有症者搬送時の感染対策について

工ボラ出血熱が疑われると判断し､隔離等の措置をとる場合は､各検疫所が作成する検疫感染症措置要領等に従

い搬送すること｡また､搬送に際しては､感染防御対策を徹底すること。

(1)搬送者の防護服

搬送にあたる者は個人防護具(2重手袋､つなぎ防護服､N95マスク､ゴーグル､またはフェイスシールド､ゴム

長靴)を着用する｡着脱方法については｢防護服着脱マニュアル(一類感染症)｣を確認する。

搬送後は､病院指定の場所で脱衣する。

(2)DIFトランスバツグ

有症者搬送には､DIFトランスバツグを使用する（別冊4:DIFトランスバツグ取扱説明書） 。下痢､下血､嘔吐に

備え､DIFトランスバッグ内全面に吸水シートを敷く｡既に下痢､下血がみられる場合には､有症者に紙おむつを

着用させるなど適宜考慮する｡搬送後は､DIFトランスバッグから電池パック部分を外した上で､感染性廃棄物とし

て病院で処理を依頼する。

ク消毒方法

（ア） 血液･分泌物･排泄物による汚染箇所

血液･体液･吐物･下痢などが大量にある場合､次亜塩素酸による消毒効果が減弱するため､ある程度の汚物を

スコップなどですくいバイオハザードバッグに回収する｡このとき汚物が飛散しないように十分注意する｡汚染箇所

をO.5%(5,000ppm)次亜塩素酸ナトリウム(もしくは､同等以上の効果のある塩素系消毒剤｡以下同じ｡)をしみ込ま

せたペーパータオルで覆い､拭き取る｡このときペーパータオルはトングを用いて回収する｡金属部分が存在する場

合には消毒用エタノール(70%)をしみ込ませたガーゼ類で上拭きする。回収後の汚物のバイオハザードバッグ内に

次亜塩素酸ナトリウム溶液(原液)を投入する。
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(イ） 環境消毒:汚染の可能性が比較的低い箇所の消毒

0.05%(500ppm)次亜塩素酸ナトリウムまたは消毒用エタノールをしみ込ませたガーゼ類で清拭する｡金属部分に

は消毒用エタノール(70%)を用いる。

(ウ）備考

次亜塩素酸ナトリウムは､塩素ガスが粘膜を刺激するため換気に注意する｡また､金属腐食性があることに留意

する｡消毒用エタノールは､引火性があることに注意する｡したがって､次亜塩素酸ナトリウム清拭後に消毒エタノー

ル清拭を行うと､より確実な消毒効果が得られ､かつ次亜塩素酸ナトリウムによる金属腐食を防止できる。

ケ検体搬送について

検体搬送は検査課担当者が行うが､国立感染症研究所までの搬送体制･経路等について､あらかじめ確認して

おく｡検体は感染症指定医療機関にて､委託医師により採取する｡検体は検査課検体搬送担当者によってWHO指

定の2次･3次容器に梱包し､外装およびジュラルミンケースに収容した後､国立感染症研究所村山庁舎に搬送す

る。

．有症者の搬送に携わった者の健康診断および健康監視

有症者の搬送に係わった者については､21日間の健康監視を行う（別紙29)｡工ボラ出血熱感染を疑わせる症

状が発現した場合は､速やかに指定医療機関に搬送する。
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(2)マールブルグ病

エボラ出血熱と同様に、自然界の宿主は不明だが､コウモリが疑われている｡西ドイツでウガンダから輸入されたア

フリカミドリザルで実験を行った研究者が発症したが（1967年)､その後､ジンバブエ（1975年)､ケニア（1980年、1987

年)､コンゴ民主共和国（1998～2000年)、アンゴラ（2004～2005年)､ウガンダ（2007～2008年）などのサハラ砂漠以

南の東アフリカ･西アフリカで発生した例については､サルは無関係であった｡マールブルグウイルス（フィロウイルス

科）はエンベロープを持つウイルスであり、消毒薬抵抗性は高くない｡しかし､マールブルグ病の致死率は30%と高い

ので､厳重な消毒が必要である｡マールブルグウイルスを扱うには､BSL-4の施設で行う必要がある。

図1.マールブルグ病の分布

出典：国京感染症研究所

ア潜伏期間

3～10日間

イ症状

発熱､悪寒､頭痛、筋肉痛、悪心｡嘔吐､胸痛､腹痛､咽頭痛、下痢、紫斑､吐血､下血､意識障害などの症状を呈

する｡初期症状からマールブルグ病を鑑別診断に挙げることは難しい｡流行国からの帰国者が発熱などの症状を呈し

た場合には､渡航歴と現地での活動内容を詳細に聴取し､マールブルグ病を含むウイルス性出血熱が疑われる場合

には､ウイルス学的な検査を実施することが重要である｡致命率は30～90％である。ウイルス株によって致命率に違

いが認められる。
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ウ感染経路

自然界からヒトへの感染経路は不明である｡ﾋﾄｰﾋﾄ感染は､患者の血液､分泌物､排泄物などに直接触れた際、

皮層の傷口からウイルスが侵入することにより成立する｡空気感染の可能性は低いと考えられる。

工感染症法上の分類と有症者への対応

マールブルグ病は､感染症法第6条で一類感染症に定められており､特定感染症指定医療機関若しくは第1種感

染症指定医療機関への入院を勧告し（感染症法第19～20条)、搬送しなければならない（感染症法第21条)。現場

での採血等は実施せず､病原体の拡散防止を最優先にして有症者の搬送を行う｡収容先の感染症指定医療機関で

採血を実施した場合は､検疫所業務管理室と協議し､国立感染症研究所に検査を依頼する（平成28年2月12日付

生食検発0212第3号)。

オ隔離の要件（検疫法第15条､感染症法第8条の規定による）

（ア）確定例

マールブルグ病の流行地域から10日間以内に来航し､上記ア､イの臨床的特徴を有する者で､血液､咽頭拭い

液､尿を用いたマールブルグウイルスの分離･同定､ELISA法によるマールブルグウイルス抗原の検出､PCR法に

よるマールブルグウイルス遺伝子の検出、あるいは血清を用いた蛍光抗体法またはELISA法によるIgM抗体若しく

はIgG抗体の検出によって､マールブルグ病患者であることが確定した者。

（イ）無症状病原体保有者

上記ア､イの臨床的特徴を有してはいないが､検査結果からマールブルグ病の無症状病原体保有者と診断され

る者。

（ウ）疑似症患者

上記ア､イの臨床的特徴を有する者を診察した結果､症状や所見から､マールブルグ病の疑似症患者と診断さ

れる者。

力搬送時の感染対策について

工ボラ出血熱と同様。

キ有症者搬送後の消毒方法

工ボラ出血熱と同様。

ク有症者の搬送に携わった者の健康診断および健康観察

工ボラ出血熱と同様｡ただし､健康観察は10日間。
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(3)クリミア･コンゴ出血熱

アフリカ･東欧・中近東･中央アジア･インド･中国北西部に広く分布している｡クリミア地方（1944年）で発生した重傷

熱性疾患の原因ウイルスと､アフリカのコンゴ民主共和国（1956年）に分離されたウイルスが同じであることが1969年

にわかり、クリミア．コンゴ出血熱と命名された｡コソボ（2001年)､アルバニア（2001年､2003年)、トルコ（2003年～

2009年)、ギリシヤ（2008年）で集団発生している｡クリミア･コンゴ出血熱ウイルスの保有動物はウシ､ヤギ､ヒツジな

どであり、媒介動物はマダニである｡感染マダニが渡り鳥により遠隔地へ運ばれる可能性も指摘されている｡クリミア・

コンゴ出血熱ウイルス（ブニヤウイルス科）はエンベロープを持つウイルスであり、消毒薬抵抗性は高くない。しかし、

クリミア･コンゴ出血熱の致死率は約30％と高いことから､厳重な消毒が必要である｡クリミア｡コンゴ出血熱ウイルスを

扱うには､BSL-4の施設で行う必要がある。
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ア潜伏期間

潜伏期間は9日

～9日、最大13日。

日間。ダニの刺咬による感染では通常1～3日。感染血液や組織との直接接触による場合は通常5

イ症状

感染者の発症率は20%と推定されている｡発症者における致命率は15～40%である｡発熱､頭痛､筋肉痛､関節痛、

上腹部痛､結膜炎症状､顔面や胸部の紅潮、下痢､紫斑､下血､意識障害などがみられる。国内で感染者がクリミア・

コンゴ出血熱を発症したとしても､初期症状のみからクリミア･コンゴ出血熱を鑑別診断に挙げることは難しい｡患者の

渡航歴と現地での曝露歴を適切に聴取し､クリミア･コンゴ出血熱の可能性がある場合にはウイルス学的な検査を実
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施することが重要である｡クリミア･コンゴ出血熱の病態に、多臓器不全､播種性血管内凝固症候群以外に骨髄所見

からウイルス関連血球負食症候群が関与していると報告されている。

ウ感染経路

感染マダニに咬まれることと､患者の血液､体液との直接接触による感染がある｡また､感染ダニをつぶす際にも

感染する｡このウイルスは､羊､ヤギ､ウシ等のほ乳類に感染性があり､また烏が感染ダニを世界に拡散させる原因と

なっている。いったんヒトに感染すると､ﾋﾄｰﾋﾄ感染（特に院内感染）を起こす。

工感染症法上の分類と有症者への対応

クリミア･コンゴ出血熱は､感染症法第6条で一類感染症に定められており､特定感染症指定医療機関若しくは第1

種感染症指定医療機関への入院を勧告し（感染症法第19～20条)、搬送しなければならない（感染症法第21条)。

現場での採血等は実施せず､病原体の拡散防止を最優先にして有症者の搬送を行う｡収容先の感染症指定医療機

関で採血を実施した場合は､検疫所業務管理室と協議し､国立感染症研究所に検査を依頼する（平成28年2月12

日付生食検発0212第3号)。

オ隔離の要件（検疫法第15条､感染症法第8条の規定による）

（ア）確定例

クリミア･コンゴ出血熱の流行地域から9日間以内に来航し､上記ア､イの臨床的特徴を有する者で､血液､咽頭

拭い液､尿を用いたクリミア･コンゴ出血熱ウイルスの分離･同定､ELISA法によるクリミア･コンゴ出血熱ウイルス抗

原の検出､PCR法によるクリミア｡コンゴ出血熱ウイルス遺伝子の検出､あるいは血清を用いた蛍光抗体法によるIg

M抗体若しくはIgG抗体の検出､または補体結合反応による抗体の検出によって､クリミア･コンゴ出血熱患者であ

ることが確定した者。

（イ）無症状病原体保有者

上記ア､イの臨床的特徴を有してはいないが､検査結果からクリミア･コンゴ出血熱の無症状病原体保有者と診

断される者。

（ウ）疑似症患者

上記ア､イの臨床的特徴を有する者を診察した結果､症状や所見から､クリミア･コンゴ出血熱の疑似症患者と診

断される者。

力有症者搬送時の感染対策について

ダニに対する対策としては､〃凡diethyl /77-Ftoluamide(DEET)を含有する虫よけスプレーを使用し､衣服や肌に付着

したダニの確認､除去｡ﾋﾄｰﾋﾄ感染については､工ボラ出血熱と同様。

キ有症者搬送後の消毒方法

工ボラ出血熱と同様。

ク有症者の搬送に携わった者の健康診断および健康観察

工ボラ出血熱と同様｡ただし､健康観察は9日間。
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(4)ラッサ熱

ラツサ熱は､現在ナイジエリアからギニアにかけての西アフリカー帯に分布している｡推定では､年間10～30万人が

感染しそのうち約20％が患者となり、5,000人程度が死亡している｡ラツサウイルスの自然宿主動物は､野ネズミの一

種であるマストミスである｡抗体保有率は農村部で高く､都市部では低くなっている｡ナイジェリアでは､院内感染によ

る多数の死者が発生。

また､1970～2000年の間に､12例の輸入ラツサ熱患者がヨーロッパと北米で報告されている。日本でも1987年にシ

エラレオネからの輸入例が報告されている｡ラッサウイルス（アレナウイルス科）はエンベロープを持つウイルスであ

り、消毒薬抵抗性は高くない。しかし､ラツサ熱の致死率は15～20％と高いことから､厳重な消毒が必要である｡ラツサ

ウイルスを扱うには､BSL-4の施設で行う必要がある。
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ア潜伏期間

5～21日間

イ症状

発熱､倦怠感､筋肉痛､腹痛､嘔吐､下痢、咽頭炎症状､胸背部痛、咳､結膜炎症状､顔面浮腫､紫斑､意識障害

などが出現する。後遺症として難聴を残すことがあり、特徴的である。国内でラッサ熱患者が発生したとしても､初期

症状が発熱､咽頭痛､咳など一般的な上気道炎と区別し難いため､症状からラッサ熱を鑑別診断に挙げることは難し

い｡患者の渡航歴と現地での活動内容を詳細に聴取し､ラッサ熱が疑われる場合にはウイルス学的検査を実施する
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ことが重要である｡入院患者の致命率は15～20％である。

ウ感染経路

ラッサウイルスに感染したマストミスの咬傷や尿を介してヒトに感染｡ﾋﾄｰﾋﾄ感染は､患者の血液･体液･排泄物を

介して成立する。

工有症者への対応

ラッサ熱は､感染症法第6条で一類感染症に定められており､特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指

定医療機関への入院を勧告し（感染症法第19～20条)、搬送しなければならない（感染症法第21条)。現場での

採血等は実施せず､病原体の拡散防止を最優先にして有症者の搬送を行う｡収容先の感染症指定医療機関で採血

を実施した場合は､検疫所業務管理室と協議し､国立感染症研究所に検査を依頼する（平成28年2月12日付生

食検発0212第3号)。

オ隔離の要件（検疫法第15条､感染症法第8条の規定による）

（ア）確定例

ラッサ熱の流行地域から9日間以内に来航し､上記ア､イの臨床的特徴を有する者で､血液､咽頭拭い液､尿を

用いたラッサウイルスの分離･同定､ELISA法によるラッサウイルス抗原の検出､PCR法によるラッサウイルス遺伝

子の検出、あるいは血清を用いた蛍光抗体法によるIgM抗体若しくはIgG抗体の検出､または補体結合反応による

抗体の検出によって､ラッサ熱患者であることが確定した者。

（イ）無症状病原体保有者

上記ア､イの臨床的特徴を有してはいないが､検査結果からラッサ熱の無症状病原体保有者と診断される者。

（ウ）疑似症患者

上記ア､イの臨床的特徴を有する者を診察した結果､症状や所見から､ラッサ熱の疑似症患者と診断される者。

力有症者搬送時の感染対策について

工ボラ出血熱と同様。

キ有症者搬送後の消毒方法

工ボラ出血熱と同様。

ク有症者の搬送に携わった者の健康診断および健康観察

工ボラ出血熱と同様｡ただし､健康観察は21日間。
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(5)南米出血熱

アルゼンチン出血熱､ブラジル出血熱､ベネズエラ出血熱､ボリビア出血熱の総称であり、それぞれ､アレナウイル

ス科のフニンウイルス､サビアウイルス､ガナリトウイルス､マチュポウイルスによる感染症である｡バイオテロに使用さ

れることが懸念されている｡南米出血熱を引き起こすアレナウイルス科ウイルスは､エンベロープを有するウイルスで

あり消毒薬感受性は高いが､致死率は30%と高いとから､厳重な消毒が必要である｡フニンウイルス､サビアウイル

ス､ガナリトウイルス､マチユポウイルスを扱うには､BSL-4の施設で行う必要がある。

ア潜伏期間

7～14日間

イ症状

初期症状は突然の発熱､筋肉痛､悪寒､背部痛､消化器症状である｡発症3～4日後には衰弱､嘔吐、目まいなど

が出現し､重症例では出血傾向､ショックが認められる｡歯肉からの出血が出現し､その後皮下や粘膜からの出血

に進展する｡神経症状を呈することもあり､舌や手の振戦､せん妄､こん睡､痙筆に至る｡致命率は30%に上るとさ

れる｡回復例では発症後10～13日頃から回復するが､完全に回復するのに数ヶ月かかることもある。

ウ感染経路

ウイルスを保有しているげっ歯類の唾液､排泄物､血液などとの接触や排泄物に汚染された食物や食器､汚染さ

れた粉塵の吸入､患者との接触によって感染する。

工有症者への対応

南米出血熱は､感染症法第6条で一類感染症に定められており､特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染

症指定医療機関への入院を勧告し（感染症法第19～20条)、搬送しなければならない（感染症法第21条)。現場

での採血等は実施せず､病原体の拡散防止を最優先にして有症者の搬送を行う｡収容先の感染症指定医療機関

で採血を実施した場合は､検疫所業務管理室と協議し､国立感染症研究所に検査を依頼する（平成28年2月12

日付生食検発0212第3号)。

オ隔離の要件（検疫法第15条､感染症法第8条の規定による）

（ア）確定例

南米出血熱の流行地（アルゼンチン出血熱:アルゼンチン､ブラジル出血熱:ブラジル､ベネズエラ出血熱:ベネ

ズエラ､ボリビア出血熱:ボリビア）から16日間以内に来航し､上記ア､イの臨床的特徴を有する者で､脳脊髄液、

尿､血液を用いた南米出血熱の病原体ウイルスの分離･同定､PCR法による南米出血熱の病原体遺伝子の検出、

あるいは血清を用いた蛍光抗体法によるIgM抗体若しくはIgG抗体の検出によって､南米出血熱患者であることが

確定した者。

（イ）無症状病原体保有者

上記ア､イの臨床的特徴を有してはいないが､検査結果から南米出血熱の無症状病原体保有者と診断される

者。

（ウ）疑似症患者

上記ア､イの臨床的特徴を有する者を診察した結果､症状や所見から､南米出血熱の疑似症患者と診断される
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者。
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力有症者搬送時の感染対策について

工ボラ出血熱と同様。
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キ有症者搬送後の消毒方法

工ボラ出血熱と同様。

ク有症者の搬送に携わった者の健康診断および健

工ボﾗ出血熱と同様｡ただし､健康観察は,6日間」
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(6)ペスト

リンパ節腫脹や高熱などを主症状とする急性細菌感染症である｡例年患者発生をみる国や地域からの－週間以内

の帰国者とペスト常在地域からの帰国者､ペスト流行中の地域からの帰国者を考盧する｡具体的には､マダガスカル

を含む南アフリカ、ヒマラヤ山脈周辺から西インド地方､中国雲南地方から蒙古地方､北米南西部ロッキー山脈周辺、

南米北西部アンデス山脈周辺にペスト病巣窟があり、報告患者の6割はアフリカにおいてのものである｡ペスト菌を

扱うには､BSL-3の施設で行う必要がある。

■

W

％

■■■勤惚で鰯ベスト発生が起こってい諸睦漣

出典:CDC

ア潜伏期間

3～7日間

症状

（ア）腺ペスト

腺ペストはヒトペストの80～90%を占め、腺ペストはヒトペストの80～90%を占め､

イ

ペスト菌含有ノミの咬傷や､稀に､感染したヒトあるいは動物への接触によ

り､傷口や粘膜から感染する｡侵入部位にほとんど変化を起こすことなく､近くの局所リンパ節に伝播する。リンパ節は

壊死､膿瘍を形成し､クルミないしアヒルの卵大に腫大する。その後、リンパ流､血流を介して脾臓､肝臓､骨髄を経

て､心臓､肺臓など全身に伝播して敗血症を起こす。

臨床症状としては､通例3～7日の潜伏期の後､40･C前後の突然の発熱に見舞われ､頭痛､悪寒､倦怠感不快

感､食欲不振､嘔吐､筋肉痛､疲労衰弱や精神混濁などの強い全身性の症状が現れる｡通例､発症後3～4日経過後

に敗血症を起こし､その後2～3日以内に死亡する｡なお､稀に､ノミの刺咬部位の皮層､または眼に化膿性潰瘍や出

血性炎症を形成する場合がある。
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（イ）敗血症型ペスト

ヒトペスト全体の約10%を占め､局所症状がないまま全身に伝播して敗血症を引き起こす｡臨床症状としては急激な

シヨツク症状､および昏睡､手足の壊死､紫斑などが現れ､その後､通例2～3日以内に全身が黒色となり死亡する。

（ウ）肺ペスト

非常に稀な事例ではあるが､最も危険なタイプである｡腺ペスト末期や敗血症型ペストの経過中に肺に菌が侵入して

肺炎を続発し､肺胞が壊れて､疾やペスト菌工アロゾルを排出するようになると､この患者が感染源になってヒトからヒ

トへ空気感染する肺ペストが発症する｡潜伏期間は通例2～3日であるが､最短12～15時間という報告例もある｡発

病後12～24時間(発病後5時間の例も記載あり)で死亡すると言われている｡臨床症状としては､強烈な頭痛､嘔吐、

39～41℃の発熱､急激な呼吸困難､鮮紅色の泡立った血疾を伴う重篤な肺炎像を示す。

ウ感染経路

肺ペスト患者の飛沫の吸入や腺ペスト患者の膿への接触｡敗血症型では血液に対する注意が必要である。

工有症者への対応

ペストは､感染症法第6条で一類感染症に定められており､特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医

療機関への入院を勧告し（感染症法第19－20条)、搬送しなければならない（感染症法第21条)。検体採取は東京

検疫所で行い､横浜検疫所輸入食品･検疫検査センターに検体を送付して､検査を依頼する（平成28年2月12日付

生食検発0212第3号)。

オ隔離の要件（検疫法第15条､感染症法第8条の規定による）

（ア）確定例

ペストの流行地域から6日間以内に来航し､上記ア､イの臨床的特徴を有する者で､血液､リンパ節腫吸引物､喀

疾､組織を用いた分離･同定によるペスト菌の検出（塗抹標本の染色鏡検も参考となる)、蛍光抗体法によるエンベ

ロープ抗原(Fraction l抗原）の検出、PCR法によるペスト菌遺伝子の検出、あるいは血清を用いた赤血球凝集

反応によるエンベロープ抗原(Fractionl抗原）に対する抗体の検出(16倍以上）によって､ペスト患者であること

が確定した者。

（イ）無症状病原体保有者

上記ア､イの臨床的特徴を有してはいないが､検査結果からペストの無症状病原体保有者と診断される者。

（ウ）疑似症患者

上記ア､イの臨床的特徴を有する者を診察した結果､症状や所見から､ペストの疑似症患者と診断される者。

力有症者搬送時の感染対策について

肺ペストの場合は､飛沫感染するので､サージカルマスクが長時間の使用に耐えうるようにガーゼを挟むか、耐水

性のマスクとする｡腺ペストは化膿病巣の膿による直接の接触感染であるが､未治療の場合は飛沫感染のリスクが生

じることから､飛沫感染防御とする｡有症者の症状や重症度に応じて､DIFフードやDIFトランスバッグの使用を適宜行

うこと（別冊3,別冊4)｡搬送車両同乗者は､濃厚接触者と考えられるので､テトラサイクリン系抗菌薬の予防内服を

行ない､1週間の健康観察を行なうことが望ましい。

キ有症者搬送後の消毒方法

（ア）消毒時の注意
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有症者の喀疾や膿などの付着箇所を消毒する｡さらに安全を期して､搬送車の内部全体の消毒も行う｡肺ペストは

飛沫で感染するので､N95マスクの着用が必要である｡また､消毒用エタノールは､引火性があるので注意する。

（イ）消毒法

搬送車内（喀疾｡膿の汚染箇所) ：まず､ガーゼなどで汚れを拭き取った後に､消毒用エタノールをしみ込ませたガ

ーゼ類で清拭する。

搬送車内（その他の箇所) ： 0.2%第四級アンモニウム塩(オスバン⑧､ハイアミン⑰など)または消毒用エタノールを

しみ込ませたガーゼ類で清拭する。

備品類： 0.1%第四級アンモニウム塩（オスバン⑨､ハイアミン⑧など）へ30分間以上の浸潰や､消毒用エタノー

ルで清拭を行なう。

ク有症者の搬送に携わった者の健康診断および健康観察

腺ペストを疑う有症者を搬送し､膿に触れなかった者については､7日間の健康観察を行う｡腺ペストを疑う有症者

を搬送して膿に触れた者､または肺ペストを疑う有症者の搬送を行った者については､抗菌薬の予防投与および7日

間の健康観察を行う。
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(7)痘そう（天然痘）

痘そうは紀元前より、伝染力が非常に強く死に至る疫病として人々から恐れられていた｡その後､天然痘ワクチンの

接種､すなわち種痘の普及によりその発生数は減少し､WHOは1980年5月痘そうの世界根絶宣言を行った｡我が

国では明治年間に､2～7万人程度の患者数の流行（死亡者数5,000～2万人）が6回発生している。1946年には

18,000人程の患者数の流行がみられ､約3,000人が死亡しているが､緊急接種などが行われて沈静化し､1956年以

降は国内での発生はみられていない｡1976年我が国では､定期接種としての種痘を事実上中止し､さらにWHOによる

天然痘根絶宣言により、1980年には法律的にも種痘は廃止され､現在に至っている。

CDCが痘そうを｢カテゴリ一A(特に危険性が高く最優先して対策を立てる必要がある生物兵器)｣として位置づける

など､生物テロによる被害の発生が懸念されている。致死率は高い物では20～50%である｡痘そうウイルスはエンベ

ロープを持つウイルスであり､本ウイルスの消毒薬抵抗性は高くない｡しかし､本ウイルスは落屑中で年余にわたり生

存でき､また痘そうの致死率は50%にも及ぶ｡厳重な消毒が必要である｡落屑･痂皮はすべて集め､滅菌する｡痘そう

ウイルスを扱うには､BSL-4の施設で行う必要がある。

ア潜伏期間

7～16日間

イ症状

（ア）前駆期:急激な発熱（39℃前後)、頭痛､四肢痛､腰痛などで始まり､発熱は2～3日で40℃以上に達する｡第

3～4病日頃には､一時解熱傾向となり､発疹が出る。

（イ）発疹期：発疹は､紅斑→丘疹→水萢→膿庖→結痂→落屑と規則正しく移行する｡その時期に見られる発疹は

すべて同一のステージであることが特徴である｡第9病日頃に膿庖となるが､この頃には再び高熱となり､結痂す

るまで続く｡痙痛､灼熱感が強い。

（ウ）回復期： 2～3週間の経過で､脱色した羅痕を残し治癒する｡痂皮の中には､感染性ウイルスが長期間存在す

るので､必ず滅菌消毒処理をすること。

ウ感染経路

主として､飛沫感染によりﾋﾄｰﾋﾄ感染する｡患者や汚染された物品との直接接触により感染することもある｡エア

ロゾルによる空気感染の報告もあるが､まれである。

工有症者への対応

痘そうは､感染症法第6条で一類感染症に定められており､特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定

医療機関への入院を勧告し（感染症法第19-20条)、搬送しなければならない（感染症法第21条)｡現場での検体採

取等の措置は実施せず､病原体の拡散防止を最優先にして有症者の搬送を行う｡収容先の感染症指定医療機関で

痂皮等の検体を採取した場合は､検疫所業務管理室と協議し､国立感染症研究所に検査を依頼する（平成28年2

月12日付生食検発0212第3号)。

オ隔離の要件（検疫法第15条､感染症法第8条の規定による）

(ア）確定例

痘そうウイルスによる生物テロ発生地域から 17日間以内に来航し､上記ア､イの臨床的特徴を有する者で､水
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萢､膿萢､痂皮､咽頭拭い液､血液を用いて､電子顕微鏡によるウイルス粒子の直接観察または分離･同定による

痘そうウイルスの検出､蛍光抗体法による痘そうウイルス抗原の検出､PCR法による痘そうウイルス遺伝子の検出

によって､痘そう患者であることが確定した者。

(イ）無症状病原体保有者

上記ア､イの臨床的特徴を有してはいないが､検査結果から痘そうの無症状病原体保有者と診断される者。

(ウ）疑似症患者

上記ア､イの臨床的特徴を有する者を診察した結果､症状や所見から､痘そうの疑似症患者と診断される者。

力有症者搬送時の感染対策について

バイオテロ発生に備えて､予防接種のためのワクチンが備蓄されている。飛沫感染するので､有症者と接する者

は､N95マスクの着用が必要である｡有症者の唾液､気道分泌物､痘萢内容､落屑などが付着した可能性のある物品

(枕やシーツなど）の取り扱い時には塵や族が舞い上がらないように注意を払う。

消毒は､マスク､ガウン､手袋､長靴､キャップを含むPPEを着用して実施する｡消毒後の物品に対しては､可能で

あれば高圧蒸気滅菌を行う｡なお､患者病室から物品を運び出す際には､物品を収めたプラスチック袋などの消毒も

必要となる｡プラスチック袋の外側を0.05% (500ppm)次亜塩素酸ナトリウム（ミルトン⑧､ピューラックス⑧､テキサント

⑧､ハイポライト⑧など）で清拭する｡また､使用後のPPEはプラスチック袋で二重に密閉し､外袋を消毒した後に運搬

し､高温焼却する｡ただし､PPEをやむをえず再使用する場合には､水溶性ランドリーバッグに入れた後にプラスチック

袋に密閉して運び出し､80℃･10分間などの熱水洗濯を行う。

キ有症者搬送後の消毒方法

痘そうウイルスは､低温､乾燥に強く､エーテル耐性であるが､アルコール､ホルマリン､紫外線で容易に不活化さ

れる｡80℃･10分間などの熱水や蒸気が有効である｡器械に対しては､2～3.5%グルタラール（ステリハイド⑨､グルト

ハイド⑧､サイデツクス⑨など）や0.55%フタラール（デイスオーパ⑧）への30分間浸漬､0.3％過酢酸（アセサイド⑧）

への10分間浸漬などを行う｡また､環境に対してはアルコール（消毒用エタノール､70v/v%イソプロパノール）や次

亜塩素酸ナトリウム（濃厚な汚染があればO.5% (5,000ppm)、なければ0.05%(500ppm))での清拭を行う｡器材に

対してはウオツシヤーデイスインフエクター（93℃･10分間などの熱水）を､リネン類には熱水洗濯機（80℃･10分間

などの熱水）を用いる。

ク有症者の搬送に携わった者の健康診断および健康観察

痘そう有症者を搬送した場合は､17日間の健康監視下に置く｡未接種の場合は､直ちに種痘の接種を実施する。

感染後でも4日以内であればワクチン接種は有効であるとされている。

＠
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(8)新型インフルエンザ等感染症

感染症法第2条2号に定められている新型インフルエンザ等感染症については､以下が含まれる。

＜新型インフルエンザ＞

新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって､一般に

現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速な

蔓延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの

く再興型インフルエンザ＞

かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとし

て厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって､一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免

疫を獲得していないことから、当該感染症の新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病

原体とするインフルエンザであって､一般国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染

症の全国的かつ急速な蔓延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの

ア有症者への対応

感染症法第6条に定める新型インフルエンザ等感染症については､特定感染症指定医療機関､第1種感染症指定

医療機関若しくは第2種感染症指定医療機関への入院を勧告し､搬送することができる（感染症法第26条)。検体採

取は東京検疫所で行い､東京空港検疫所支所試験検査室で､遺伝子検出検査を行う（平成28年2月12日付生食

検発0212第3号)。発生初期に限り､陽性の場合の確認検査およびウイルス分離は国立感染症研究所に依頼する。

※新型インフルエンザ等感染症の対応については､内閣官房より｢新型インフルエンザ等対策ガイドライン｣が示され

ているので､参考とすること。
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（9）烏インフルエンザA(H5N1)

病原体はインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス（血清亜型がH5N1)であり､特に病原性の高い

鳥インフルエンザウイルスによる感染症を指す｡鳥類では東南アジアを中心に、中東･ヨーロッパ･アフリカの一部地域

などで感染が確認され､ヒトでの症例はｱジｱ､中東､ｱﾌﾘｶを中心に報告されている｡2017年2月16日の時点で、

16か国で856人が感染し､452人が死亡している｡このウイルスがヒトへの感染力を高めた場合には大流行が懸念さ

れる｡インフルエンザAウイルス(H5N1)を扱うには､BSL-3の施設で行う必要がある。

ア潜伏期間

2～8日間

イ症状

症例の初期症状の多くが､38℃以上の発熱と急性呼吸器症状を主とするインフルエンザ様疾患の症状を呈する｡下

気道症状は早期に発現し､呼吸窮迫､頻呼吸､呼吸時の異常音がよく認められ､臨床的に明らかな肺炎が多く見られ

る。

呼吸不全が進行した例では､びまん性のスリガラス様陰影が両肺に認められ､急性窮迫性呼吸症候群(ARDS)の

臨床症状を呈する。

死亡例は発症から平均9～10日（範囲6～30日） 目に発生し､進行性の呼吸不全による死亡が多く見られる｡これ

まで感染者の5割以上の人が亡くなっており､特に抵抗力が高いはずの若い人では､致死率が7割以上となっている。

これは､生体防御反応でｻｲﾄｶｲﾝを過剰産生されることにより､気道閉塞や多臓器不全を引き起こしてしまうこと力源
因との説が有力である。

ウ感染経路

ヒトは､感染した烏やその排泄物､死体､臓器などに濃厚に接触することによってまれに感染することがある。ウイル

ス変異によりヒトへの感染性を高めた場合は､ﾋﾄｰﾋﾄ感染も生じうるので､注意が必要である。

工鳥インフルエンザA(H5N1)の届け出基準（感染症法第12条の規定による）

ただし､ウイルス変異を起こして､ﾋﾄｰﾋﾄ感染を起こすように変化した場合は､新型インフルエンザ等感染症として、

措置すること｡なお、当該ウイルスによる感染症が新型インフルエンザ等感染症として宣言される直前の時期における

有症者の指定については､検疫所業務管理室と協議の上で対応を決定するものとする。

（ア）確定例

烏インフルエンザA(H5N1)流行地域から 10日間以内に来航し､上記ア､イの臨床的特徴を有する者で､咽頭拭

い液､肺胞洗浄液､剖検材料､鼻腔吸引液､鼻腔拭い液を用いて､検体から直接のPCR法による病原体遺伝子の

検出､分離･同定による病原体の検出によって､烏インフルエンザA(H5N1)患者であることが確定した者。

（イ）疑似症患者（感染症法第8条により、二類感染症の患者と見なす）

上記ア､イの臨床的特徴を有する者のうち､38℃以上の発熱と急性呼吸器症状のある者を診察した結果､症状や

所見から､鳥インフルエンザ(H5N1)患者が疑われ､かつ､咽頭拭い液､肺胞洗浄液､剖検材料､鼻腔吸引液､鼻

腔拭い液を用いて､検体から直接のPCR法によるH5亜型が検出された者。

オ有症者への対応

64



烏インフルエンザA(H5N1)は､感染症法第6条で二類感染症に定められており､工(ア）および(イ）については､特

定感染症指定医療機関､第1種感染症指定医療機関若しくは第2種感染症指定医療機関への入院を勧告し､搬送す

ることができる（感染症法第26条)。ウイルス変異を起こして､新型インフルエンザ等感染症（感染症法第6条）に取

り扱う場合においては､特定感染症指定医療機関､第1種感染症指定医療機関若しくは第2種感染症指定医療機関

への入院を勧告し､搬送することができる（感染症法第26条)。検体採取は東京検疫所で行い､東京空港検疫所支

所試験検査室で､遺伝子検出検査を行う(平成28年2月12日付生食検発0212第3号)。陽性の場合の確認検査

およびウイルス分離は国立感染症研究所に依頼する。

力有症者診察時の感染対策について

感染防止は標準予防策に飛沫感染予防策を追加して行う｡飛沫感染予防策とは､咳･くしゃみ｡会話の際の､または

気管吸引や気管支鏡のような特定の手技を行っているときに感染源となる有症者より発生する微生物を含む大飛沫

粒子(5um以上）が感受性のある者の鼻腔･口腔粘膜･結膜へ接触することによって感染が成立することを防ぐもの

である｡標準予防策に加えてN95マスクを着用し､ゴーグル等により眼を保護する。

キ有症者診察後の消毒方法

有機物にくるまれたウイルスの除去を行うために､有症者が滞在した場所の床は濡れたモップ､雑巾による拭き取り

清掃を行う｡その際に洗浄剤を使用するとより効果的である。明らかに有症者由来の血液､体液､排泄物などが存在

している箇所は次亜塩素酸ナトリウム溶液(500～5,000ppm)、あるいは70v/v%イソプロパノールもしくは消毒用エタノ

ールを用いて清拭を行う｡消毒剤の噴霧は不完全な消毒､ウイルスの舞い上がりを招く可能性があり､推奨されない。

有症者が頻回に接触したと考えられる箇所（ドアノブ､トイレの便座､スイッチ､階段の手すり､テーブル､椅子､ベッ

ド柵等）についても､洗浄剤を使用して､濡れタオルや雑巾で拭き取り清掃を行う｡水分が入ることによって故障の可

能性のあるものは､消毒用エタノールで清拭する。

食器･衣類.リネンは通常の洗浄･清掃でよい｡衣類やリネンに有症者由来の血液､体液､分泌物､排泄物などが付

着しており、洗濯等が不可能である場合は、当該箇所を消毒用エタノールで消毒する｡また､可能であれば熱水消毒

(80℃､10分間以上）を実施する方法もある。

ク有症者の搬送に携わった者の健康診断および健康観察

PPEなしの状態で有症者に接触してしまった場合や､何らかのPPEの不具合があった場合は､抗インフルエンザ剤

の予防内服を行う｡また､ﾋﾄｰﾋﾄ感染の可能性があるため､10日間内の健康観察が必要である。
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(10)鳥インフルエンザA(H7N9)

病原体はインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス（血清亜型がH7N9)であり､2013年3月末から

中国での発生が報告されている｡現在のところ､ヒトからヒトへ持続的に感染した事例は確認されていない｡2013年3

月以降､現在(2017年2月27日)までに､1,225人で感染が確認され､そのうち380人が死亡している｡このウイルス

がヒトへの感染力を高めた場合には大流行が懸念される｡インフルエンザAウイルス(H7N9)を扱うには､BSL-3の

施設で行う必要がある。

ア潜伏期間

いまのところ不明であるが､動物との接触歴の詳細が確認された23例では潜伏期間の中央値で6日(範囲1～10

日)であった。

イ症状

高熱と急性呼吸器症状を特徴とする｡下気道症状を併発し､重症の肺炎が見られることがある｡呼吸不全が進行し

た例ではびまん性のスリガラス様陰影が両肺に認められ､急速に急性呼吸窮迫症候群(ARDS)の症状を呈する｡二

次感染､脳症､横紋筋融解症に進展した報告がある｡発症から死亡までの中央値は11日(四分位範囲7～20日)で

あり､進行性の呼吸不全等による死亡が多い。

ウ感染経路

鳥類(主に水禽類)が感染動物とされ､ヒトへは､感染した家きんやその排泄物､死体､臓器などに濃厚に接触する

ことによってまれに感染することがあります。日本では発症したヒトは確認されていません｡また､これまでのところ､ヒ

トからヒトへの持続的な感染は確認されておりません。

工烏インフルエンザA(H7N9)の届け出基準（感染症法第12条第1項の規定による）

ただし、ウイルス変異を起こして､ﾋﾄｰﾋﾄ感染を起こすように変化した場合は､新型インフルエンザ等感染症とし

て､措置すること｡なお、当該ウイルスによる感染症が新型インフルエンザ等感染症として宣言される直前の時期にお

ける有症者の指定については､検疫所業務管理室と協議の上で対応を決定するものとする。

（ァ）確定例

下記(イ)の疑似症例患者のうち､喀疾､鼻腔吸引液､鼻腔拭い液､咽頭拭い液､気道吸引液､肺胞洗浄液､剖検

材料を用いて､検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出､分離･同定による病原体の検出によって、

烏インフルエンザA(H7N9)ウイルス感染症と確定された者。

（イ）疑似症患者（感染症法第8条第1項）

上記ア、イの臨床的特徴を有する者で､38℃以上の発熱と急性呼吸器症状がある者を診察した結果、症状や所

見､渡航歴､接触歴等から烏インフルエンザA(H7N9)ウイルスが疑われ､かつ､喀疾､鼻腔吸引液､鼻腔拭い液、

咽頭拭い液､気道吸引液､肺胞洗浄液､剖検材料を用いて､検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検

出、分離･同定による病原体の検出によって､H7亜型が検出された者。

オ有症者への対応

烏インフルエンザA(H7N9)は､2013年4月26日に指定感染症に定められたが､2015年1月21日、「感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」
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(2006年3月8日健感発第0308001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)の別紙｢医師及び指定届出機関の

管理者が都道府県知事に届け出る基準｣の－部が改正され､烏インフルエンザA(H7N9)を指定感染症として定める

等の政令が廃止された｡現在､烏インフルエンザA(H7N9)は二類感染症に定められている｡二類感染症に追加後の

対応に関しては､烏インフルエンザA(H7N9)に感染した疑いのある患者が発生した場合における標準的な対応にお

いて変更はない。

力有症者診察時の感染対策について

感染防止は標準予防策に飛沫感染予防策を追加して行う｡飛沫感染予防策とは､咳･くしゃみ･会話の際の､または

気管吸引や気管支鏡のような特定の手技を行っているときに感染源となる有症者より発生する微生物を含む大飛沫

粒子(51｣m以上）が感受性のある者の鼻腔･口腔粘膜･結膜へ接触することによって感染が成立することを防ぐもの

である｡標準予防策に加えてN95マスクを着用し､ゴーグル等により眼を保護する。

キ有症者診察後の消毒方法

有機物にくるまれたウイルスの除去を行うために､有症者が滞在した場所の床は濡れたモップ､雑巾による拭き取り

清掃を行う｡その際に洗浄剤を使用するとより効果的である。明らかに有症者由来の血液､体液､排泄物などが存在

している箇所は次亜塩素酸ナトリウム溶液(500～5,000ppm)、あるいは70v/v%イソプロパノールもしくは消毒用エタノ

ールを用いて清拭を行う｡消毒剤の噴霧は不完全な消毒､ウイルスの舞い上がりを招く可能性があり､推奨されない。

有症者が頻回に接触したと考えられる箇所（ドアノブ､トイレの便座､スイッチ､階段の手すり､テーブル､椅子､ベッ

ド柵等）についても､洗浄剤を使用して､濡れタオルや雑巾で拭き取り清掃を行う｡水分が入ることによって故障の可

能性のあるものは､消毒用エタノールで清拭する。

食器"衣類･リネンは通常の洗浄｡清掃でよい｡衣類やリネンに有症者由来の血液､体液､分泌物､排泄物などが付

着しており、洗濯等が不可能である場合は、当該箇所を消毒用エタノールで消毒する｡また､可能であれば熱水消毒

（80℃､10分間以上）を実施する方法もある。

ク有症者の搬送に携わった者の健康診断および健康観察

PPEなしの状態で有症者に接触してしまった場合や､何らかのPPEの不具合があった場合は､抗インフルエンザ剤

の予防内服を行う｡また､ﾋﾄｰﾋﾄ感染の可能性があるため､10日間内の健康観察が必要である。
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（11）マラリア

病原体として､熱帯熱マラリア原虫、三日熱マラリア原虫、四日熱マラリア原虫、卵形マラリア原虫の4種類の原虫

がある｡熱帯熱マラリアの中には治療薬剤に対して耐性を持つ物があり、致死的になる場合がある｡マラリアは､感染

症法上の分類で四類感染症に定められている。

■■■■マラリアの感染が起こっている国および地域

■■■■限定的ではあるのが､マラ'ノアの感染が起こっている国および地域

出典FORTH

ア潜伏期間と発作熱の間隔

三日熱､卵型マラリア:潜伊三日熱､卵型マラリア:潜伏期間は14日程度｡発作熱の間隔は48時間ごと。

四日熱マラリア:潜伏期間は30日程度｡発作熱の間隔は72時間ごと。

熱帯熱マラリア:潜伏期間は12日程度｡他のマラリアとは異なり高熱が持続する傾向にある。

マラリアの潜伏期間は便宜上28日間でカウントしているが､上記のように原虫の種類によって潜伏期が異なる｡マ

ラリア流行地域を離れた後一定期間（30日）以内に発症する割合は､熱帯熱マラリアは90%以上､三日熱マラリアは

50%､四日熱マラリアは70%､卵型マラリアは50%とされており､最も高頻度に発生する三日熱マラリアの半数以上の症

例が､帰国後1ケ月～1年で発症していることから、診断時に注意が必要である。

イ症状

最も多い症状は発熱と悪寒で､発熱の数日前から全身倦怠感や背部痛､食欲不振など不定の前駆症状を認めるこ

とがある｡熱発は間隔をあけて発熱期と無熱期を繰り返す｡発熱期は悪寒を伴って体温が上昇する悪寒期（1～2時

間）と､悪寒がとれて熱感を覚える灼熱期（4～5時間）に分かれる｡典型的には三日熱および四日熱マラリアでは

悪寒期に戦楪を伴うことが多い。

発熱期には頭痛､顔面紅潮や吐き気、関節痛などを伴う｡その後に発汗｡解熱し､無熱期へ移行する｡発熱発作の
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間隔は虫種により異なり､三日熱と卵形マラリアで48時間､四日熱マラリアで72時間である｡熱帯熱マラリアでは36

～48時間､あるいは不規則となる｡他の症状としては脾腫､貧血､血小板減少などがあげられるが､原虫種､血中原

虫数および患者の免疫状態によって異なる。

未治療の熱帯熱マラリアは急性の経過を示し､錯乱など中枢神経症状（マラリア脳症)、急性腎不全､重度の貧

血､低血糖､DICや肺水腫を併発して発病数日以内に重症化し､致死的となる。

ウ感染経路

ハマダラカの吸血により、ヒトに媒介される｡ハマダラカの体内で増殖した原虫が､唾液腺にスポロゾイドとして移行

し､ヒトを刺した時にスポロゾイドがヒトの体内に注入される｡その後､肝細胞内で増殖したメロゾイトが赤血球内に侵

入して発症する。

輸血･血液製剤による感染や針刺し事故による感染も起こりうる｡また､マラリア汚染地域では､母子感染も問題に

なっている。

工有症者への対応

マラリアは､感染症法第6条で四類感染症に定められており､感染症科のある医療機関を受診勧奨する｡検体採取

は東京検疫所で行い､原虫の検出、原虫由来タンパク質の検出、および必要に応じた遺伝子検出検査を､東京空港

検疫所支所試験検査室で行う。

オ診断

血液を用いた顕微鏡下でのマラリア原虫の証明､かつ､原虫種の確認による病原体の検出､PCR法による病原体

の遺伝子の検出

力有症者診察時の感染対策

通常の接触では二次感染はないと考えられるが､血液感染は起こりうる｡標準予防策を厳守すること。

＜標準感染予防策StandardPrecaution> (出典CDC)

(ア）手洗い

手洗いは予防策の基本であり､感染源となりうるものに触れた後､手袋を外した後､次の有症者に接するとき､通常普

通の石鹸を使って行う。

(イ）手袋

感染源となりうるものに触れるときや有症者の粘膜や傷のある皮層に触れるとき､清潔な手袋を着用する｡使用後､も

しくは非汚染物や他の有症者に触れるときは､手袋を外し､手洗いする。

(ウ） マスク･ゴーグル･フェイスマスク

体液･体物質等が飛び散り、目･鼻･口を汚染する恐れのある場合に着用する。

(工）ガウン

衣服が汚染される恐れのある場合に着用する｡汚染されたガウンはすぐに脱ぎ､手洗いをする。

(オ）器具

汚染した器具は､粘膜･衣服･環境を汚染しないように操作する｡再使用するものは､清潔であることを確認する。

(力） リネン

汚染されたリネン類は､粘膜･衣服･他の有症者･環境を汚染しないように操作し､適切に搬送･処埋する。
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(12）デング熱

病原体はデングウイルス病原体はデングウイルス（フラビウイルス科フラビウイルス属）によるウイルス性熱性疾患であり､4種の血清型が

存在する｡非致死性の熱性疾患であるデング熱と､重症型のデング出血熱やデングショック症候群の二つの病態があ

る。
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ア潜伏期間

2～14日間

イ症状

（ァ）デング熱(DF)

症状を示す患者の大多数は､デング熱と呼ばれる一過性熱性疾患の症状を呈する｡感染3～7日後､突然の発熱

で始まり、頭痛特に眼窩痛・筋肉痛｡関節痛を伴うことが多く､食欲不振､腹痛､便秘を伴うこともある｡発熱のパター

ンは二相性になることが多い｡発症後､3～4日後より胸部･体幹から始まる発疹が出現し､四肢･顔面へ広がる。こ

れらの症状は1週間程度で消失し､通常､後遺症なく回復する。

臨床的な特徴は､2～7日持続する発熱（時に二峰性）に加え､①ヘマトクリットの上昇(補液なしで20%以上の上

昇)､②ショック症状の存在､③血小板10万/mm3以下､④血清蛋白の低下あるいは胸水または腹水の存在のうち1

つ以上の血漿漏出症状､および①Tourniquetテスト陽性､②点状出血､斑状出血あるいは紫斑､③粘膜あるいは消
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化管出血､あるいは注射部位や他の部位からの出血のうち1つ以上の出血傾向が見られること。

（イ）デング出血熱(DHF)

デングウイルス感染後突然に､血漿漏出と出血傾向を主症状とするデング出血熱となる者がいる｡発熱が終わり

平熱に戻りかけたときに起こることが特徴的である｡患者は不安･興奮状態となり、発汗がみられ､四肢は冷たくな

る｡胸水や腹水が極めて高率にみられる｡また､肝臓の腫脹､補体の活性化､血小板減少､血液凝固時間延長がみ

られる｡多くの例で細かい点状出血がみられる｡10～20%の例で鼻出血･消化管出血などがみられる｡しかし､症状の

主体は血漿漏出で､進行すると､循環血液量の不足からhypovolemicshockになることがある｡重症度によりGrade

l～4の4段階に分けられ､ショック症状を示すGrade3～4はデングシヨツク症候群と呼ばれる｡治療が遅れた場合

は､40～50%が死亡する｡デングウイルスに感染した場合､1つの血清型に対しては終生免疫であるが､他の血清型

に対する交叉防御免疫は､数ヶ月で消失する｡そして再感染時に､デング出血熱になる確率が高くなるとされる。

ウ感染経路

ネッタイシマカやヒトスジシマカの吸血により、ヒトに媒介される。

工有症者への対応

デング熱は､感染症法第6条で四類感染症に定められており､感染症科のある医療機関を受診勧奨する｡検体採

取は東京検疫所で行い､遺伝子検出検査および血清抗体検査を東京空港検疫所支所試験検査室で実施する。ウイ

ルス分離は､横浜検疫所輸入食品･検疫検査センターに依頼する。

オ診断

血液を用いた分離･同定によるデングウイルスの検出､PCR法によるデングウイルス遺伝子の検出､血清を用いた

IgM抗体の検出、中和試験または赤血球凝集阻止法によるデング抗体の検出(ペア血清による抗体陽転または抗体

価の有意の上昇）

力有症者診察時の感染対策

通常の接触では二次感染はないと考えられるが､標準予防策を厳守すること。

72



(13）チクングニア熱

“チクングニア"とは､アフリカの現地語で｢かがんで歩く｣という言葉に由来する｡近年､アジア諸国の渡航者が現地

で感染するなどにより、国外から我が国に侵入している実態等を踏まえ､平成23年2月1日から新たに検疫感染症に

追加された（感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律施行令および検疫法施行令の一部を改正

する政令(平成23年政令第5号))。
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出典:CDC (2016年4月更新）

ア潜伏期間

2～12日間

症状イ症状

チクングニアウイルスを保有するヤブカ属のネッタイシマカ、ヒトスジシマカなどに刺されることで感染する｡患者の大

多数は急性熱性疾患の症状を呈する｡発熱と関節痛は必発であり、発疹は8割程度に認められる。関節痛は四肢遠位

部に強く対称性で､その頻度は手首､足首､指趾､膝､肘､肩の順であり、関節の炎症や腫脹を伴う場合もある。関節痛

は急性症状が軽快した後も、数週間から数ヶ月にわたって続く場合がある。その他の症状としては、全身倦怠感･頭痛・

筋肉痛｡リンパ節腫脹である｡血液所見では、リンパ球減少､血小板減少が認められる｡重症例では神経症状(脳症)や

劇症肝炎が報告されている｡アフリカ､インド洋島喚国､インド､東南アジアの熱帯･亜熱帯地域を中心として流行がみら

れている。

ウ感染経路

ネッタイシマカやヒトスジシマカの吸血により、ヒトに媒介される。
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工有症者への対応

チクングニア熱は､感染症法第6条で四類感染症に定められており（感染症の予防および感染症の患者に対する医

療に関する法律施行令および検疫法施行令の一部を改正する政令（平成23年政令第5号))､感染症科のある医療機

関を受診勧奨する｡チクングニア熱はデング熱に較べ､10倍のウイルス血症になることから､有症者等（特に急性期に

おいて）に対しては､蚊に刺されないように注意を促すことがチクングニアウイルスの国内定着を阻止するために極め

て重要である。

検体採取は東京検疫所で行い､遺伝子検出検査を東京空港検疫所支所試験検査室で実施する。ウイルス分離は、

横浜検疫所輸入食品･検疫検査センターに依頼する。

オ診断

血液を用いた分離･同定によりチクングニアウイルスの検出､PCR法によるチクングニアウイルス遺伝子の検出、ある

いはIgM抗体の検出､ELISA法(IgG抗体)､中和試験または血球凝集阻止法によるチクングニアウイルス抗体の検出(ペ

ア血清による抗体陽転または抗体価の有意の上昇）

力有症者診察時の感染対策

通常の接触では二次感染はないと考えられているが､標準予防策を講じること｡DEETを含有する蚊よけ剤の使用も

考盧する。
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(14）中東呼吸器症候群(MERS)

新しい種類のコロナウイルス(中東呼吸器症候群[MERS]コロナウイルス)による感染症で､2012年9月22日に英

国よりWHOに対し患者報告があって以来､中東諸国を中心として患者が継続的に報告されている。

このほか､ヨーロッパ(イタリア､英国､オランダ､ギリシヤ、ドイツ､フランス)、アフリカ(アルジェリア､エジプト､チュ

ニジア)、アジア(フィリピン､マレーシア)及び北米大陸(アメリカ合衆国)からも患者の報告があるが､これらはすべて、

中東地域で感染した人(輸入症例)もしくはその輸入症例患者と接触した人である。

また､WHOは､2012年9月以降､世界中で少なくとも670人の関連する死亡報告を含む､検査で確定された､1,888

人のMERS-CoV感染の患者報告(2017年1月26日現在)を受けている。

ア潜伏期間

2～14日(中央値は5日程度）

イ臨床的特徴

臨床像は､無症状例から急性呼吸窮迫症候群(ARDS)を来す重症例まである｡典型的な病像は､発熱､咳嗽等か

ら始まり、急速に肺炎を発症し､しばしば呼吸管理が必要となる｡下痢などの消化器症状のほか、多臓器不全(特に腎

不全)や敗血性ショックを伴う場合もある｡高齢者や糖尿病､腎不全などの基礎疾患を持つ者での重症化傾向がより高

い。

ウ感染経路

コロナウイルス科ベータコロナウイルス属のMERS(MiddleEastRespiratorySyndrome)コロナウイルスによる急性

呼吸器症候群である｡ヒトコブラクダがMERSコロナウイルスを保有しており、ヒトコブラクダとの濃厚接触が感染リスク

であると考えられている｡一方､家族間､感染対策が不十分な医療機関などにおける限定的なヒトーヒト感染も報告さ

れている。中東諸国を中心として発生がみられている。

工中東呼吸器症候群の患者定義(平成27年9月18日付健感発0918第7号）

(ア)MERS患者(確定例）

国立感染症研究所において､PCR検査によりMERSウイルス遺伝子が検出された者又は分離･同定によりME

RSコロナウイルスが検出された者。

(イ)疑似症患者

検疫法第12条の規定に基づく質問及び同法第13条の規定に基づく診察により、以下のア､イ又はウに該当する

者(他の感染症又は他の病因によることが明らかな者を除く)。

ア38℃以上の発熱及び咳を伴う急性ﾛ乎吸器症状を呈している者であり､発症前14日以内に流行国に渡航また

は居住していた者

イ発熱を伴う急性ﾛ乎吸器症状(軽症を含む)を呈する者であって､発症前14日間以内に流行国において医療機

関を受診若しくは訪問した者､MERSであることが確定した者と接触のある者又はヒトコブラクダとの濃厚接

触歴(未殺菌乳等の喫食を含む)がある者

ウ発熱又は急性呼吸器症状(軽症を含む)を呈する者であって､発症前14日間以内に流行国において､MERS

が疑われる患者と同居していた者又はMERSが疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に
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直接触れた者。

(ウ)健康監視対象者

質問(検疫法第12条)により、14日間以内にMERSの流行国において､医療機関を受診若しくは訪問した者､M

ERSであることが確定した者との接触がある者､ヒトコブラクダとの濃厚接触歴がある者､MERSが疑われる患者

を診察､看護若しくは介護していた者､MERSが疑われる患者と同居していた者､MERSが疑われる患者の気道

分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた者及びMERS疑似症患者(MERS患者(確定例)を除<)を健康監

視対象者とする。

力有症者への対応

MERSの流行国に滞在後入国する者に対し､必要に応じ､質問(検疫法第12条)及び診察(検疫法第13条)を行

う。中東呼吸器症候群(MERS)は感染症法第6条で二類感染症に定められており､工(ア)および(イ)については､特定

感染症指定医療機関､第1種感染症指定医療機関もしくは第2種感染症指定医療機関への入院を勧告し､搬送するこ

とができる(感染症法第26条)。検体採取は東京検疫所で行い､東京空港検疫所支所試験検査室で､遺伝子検出検

査を行う(平成28年2月12日付生食検発0212第3号)。

力健康監視対象者への対応

健康監視対象者について､調査票により報告を求め､健康監視対象者指示書を手渡し､出国日(接触のある可能性

のある日が特定できる場合は当該日)から336時間(14日)内において､1日2回(朝・夕)の体温その他の健康状態に

ついて報告を求める｡健康監視に付した者が発生した場合には報告様式により直ちに検疫所業務管理室へ経過報告

を行うとともに､報告様式により当該者の居住地を管轄する都道府県知事に情報提供する｡健康監視対象者からの報

告又は当該者への質問の結果､健康状態に異状を生じた者を確認したときは、当該者に対し､MERSの予防上必要

な事項を指示する｡また､当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知書により通知する｡その後の当該者

への対応について都道府県知事と連携を図る。

キ検査と検体搬送

質問及び診察においてMERS疑似症患者と判断した場合には､検体(咽頭拭い液又は喀疾)を採取し､PCR検査を

実施する｡検体採取は東京検疫所で行い､東京空港検疫所支所試験検査室で､遺伝子検出検査を行う(平成28年2

月12日付生食検発0212第3号)。ただし､茨城空港出張所､鹿島出張所、日立出張所においては､最寄りの地方衛

生研究所に検査を依頼することも検討する(平成29年2月現在､関係機関と協議は行われていない)。

検体は､「MERSコロナウイルスに係る検査マニュアル｣(平26年5月30日付け検疫所業務管理室事務連絡)に従

い搬送する｡なお､MERS疑似症患者と判断し､PCR検査を実施する場合､検疫所の検査結果と並行して最も速やか

に搬送できる手段により国立感染症研究所へ検体を搬送する｡ただし､接触歴などから感染の蓋然性が低いと考えら

れる患者の検体については､まずは検疫所で検査を行うこととし､必ずしも国立感染症研究所でのPCR検査を並行し

て行う必要はない。

ク診断

中東呼吸器症候群(MERS)の診断は､鼻腔吸引液､鼻腔拭い液､咽頭拭い液､喀疾､気道吸引液､肺胞洗浄液､剖

検材料を用いReal-timeRT-PCR(TaqManprobe法)によりMERSコロナウイルスの特異遺伝子を検出すること､分離・

同定による病原体の検出を行う。
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ケ有症者診察時の感染対策

検疫官が検疫業務に従事した後は､手洗い(消毒用エタノール等による手指の消毒)等の徹底を図ること｡検疫官が

要観察例と接触する場合には､要観察例にマスクを着用させるとともに､マスク及び手袋を着用し､また､検査材料を

採取する場合には､N95マスク､手袋､防護衣及びゴーグル(フエイスガードでも可)を着用するよう指示すること｡また、

MERS患者(確定例)又はMERS疑似症患者と接触歴があったことが確認された検疫官は､都道府県知事が実施す

る感染症法第15条の規定に基づく積極的疫学調査の対象となる場合があるので､当該調査に協力する。
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(15）ジカウイルス感染症

デングウイルスと同じフラビウイルス科に属するジカウイルスによる感染症である。
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ア潜伏期間

2～12日間

イ症状

潜伏期間は2～12日（ ま軽度の発熱､頭痛､関節痛､筋肉痛､斑丘疹､結膜炎、

もありますが､一般的に他の蚊媒介感染症であるデング

出ない感染(不顕性感染)が感染者の約8割を占めると

多くは2～7日)とされている｡症状I

疲労感､倦怠感などです｡血小板減少などが認められること

症といわれています｡また､症状の熱､チクングニア熱より軽

されています。

ポリネシア連邦やブラジルの流行では､ギラン･バレー症候群(急性末梢神経障害)や神経症状を認める症例が

報告され､ブラジルでは妊婦がジカウイルスに感染することで胎児が感染し､小頭症児が多発している｡胎児が小頭

症と確認された妊婦の羊水からジカウイルスRNAが検出され､小頭症で死亡した新生児の脳の病理組織からもウイ

ルスが検出されており、ジカウイルスとの関連が強く疑われている。

ウ感染経路

媒介蚊はヤブカ属のネッタイシマカ、ヒトスジシマカが媒介蚊として確認されている。

工診断

実験室診断はPCRによるジカウイルス遺伝子(RNA)検出､IgM抗体検査やペア血清による中和抗体検査など､血

清学的診断を行う。臨床的にはデング熱､チクングニア熱と症状が類似しているため実験室診断が必須であるが､デ

78



ングウイルスとは近縁であり血清学的には交差反応が認められる｡黄熱ウイルス、日本脳炎ウイルス､マレーバレー

脳炎ウイルスなどのその他のフラビウイルスとの交差反応もあるので診断には抗体価の比較が必要である。

オ有症者への対応

ジカウイルス感染症は､感染症法第6条で四類感染症に定められており、感染症科のある医療機関を受診勧奨す

る｡検体採取は東京検疫所で行い､遺伝子検出検査を東京空港検疫所支所試験検査室で実施する。ウイルス分離

は､横浜検疫所輸入食品･検疫検査センターに依頼する。

力疑い症例の要件

次の（1）～(3)にすべて該当し､かつ､他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合｡ただし､医師が

ジカウイルス感染症を疑う症例については､この限りではない。

（1） 「発疹｣又は｢発熱(※1)｣を認める

（2） 「関節痛｣、「関節炎｣又は｢結膜炎(非謬出性､充血性)｣のうち少なくとも1つ以上の症状を認める

（3）流行地域(※2)の国から出国後2～13日以内に上記の症状を呈している

※1発熱は､ほとんどの症例で38．5度以下との報告がある

※2流行地域(平成29年1月23日事務連絡） 【中南米･力リブ海地域】アンギラ､アンテイグア･バーブー

ダ､アルゼンチン､アルバ､バハマ､バルバドス､ベリーズ､ボリビア､ボネール､ブラジル､英領バージ

ン諸島､ケイマン諸島､コロンビア､プエルトリコ､コスタリカ､キューバ､キュラソー島､ドミニカ国、ドミニ

カ共和国、エクアドル､エルサルバドル､仏領ギアナ､グレナダ､グアドループ､グアテマラ､ガイアナ、

ハイチ､ホンジュラス､ジャマイカ､マルティニーク､メキシコ､モントセラト､ニカラグア､パナマ､パラグア

イ､ペルー、サバ島､サン･バルテルミー島､セントルシア､セント･マーティン島(仏領サン･マルタン及

び藺領シント･マールテン)、セントビンセント及びグレナディーン諸島､シント･ユースタティウス島､セン

トクリストファー･ネーヴィス、スリナム、トリニダード･トバゴ､タークス･カイコス諸島､米領バージン諸

島､ベネズエラ【オセアニア太平洋諸島】米領サモア､フィジー､ミクロネシア連邦コスラエ州、マーシャ

ル諸島､ニューカレドニア､パラオ､パプアニューギニア､サモア､トンガ【アフリカ】アンゴラ､カーボベル

デ､ギニアビサウ【アジア地域】インドネシア､マレーシア､モルディブ､フィリピン､シンガポール､タイ、

ベトナム【北米地域】米国フロリダ州の一部､米国テキサス州の一部

キ有症者診察時の感染対策や指導事項など

通常の接触では二次感染はないと考えられるが､標準予防策を厳守すること。

不顕性感染の患者が感染源となりうるかどうかについては､わかっていませんが､国内の蚊の活動期にジカウイル

ス感染症流行国から帰国した者には､症状の有無にかかわらず忌避剤の使用など蚊にさされないための対策を10

日程度行うよう指導すること｡また､輸血による感染伝播を予防するため海外からの帰国日から4週間以内の献血を

自粛するよう指導すること｡性行為感染の予防については､特に流行地から帰国した男性で妊娠中のパートナーがい

る場合は､パートナーの妊娠期間中は症状の有無にかかわらず性行為を行う場合にコンドームを使用するように指導

すること。(世界保健機関(WHO)は､2016年9月6日、流行地から帰国した男女は､感染の有無に関わらず､最低6

か月間は性行為の際にコンドームを使用するか性行為を控えること､流行地から帰国した妊娠を計画しているカップ

ル或いは､女性は､最低6か月間は妊娠の計画を延期することを推奨した｡）

2016年11月18日にはWHOがジカウイルス感染症の国際的な脅威に対する公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)の

終息の声明を発表したが､流行が終息したことによるものではなく､引き続き注意が必要である。
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