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はじめに

１．鳥インフルエンザは、平成１５年末以降、トリからヒトへ感染する事例

が世界中に広がっており、ヒトからヒトへ感染したと疑われる事例も複数
報告されている。

また、本年１月、トルコで検出された鳥インフルエンザウイルスがヒト
に感染しやすいウイルスに変異したとの報告もある。

２．こうした状況を受け、本年６月、厚生労働省において、我が国において
ヒトからヒトへ感染の流行が発生する場合に備え、インフルエンザ（Ｈ５

Ｎ１）の患者（疑似症患者を含む）に対し入院勧告等の措置を講じ、国内
の発生及びまん延を防止するため、インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を指定感

染症として定める政令を公布した。
また、文部科学省においても、インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）について、

学校において適切な措置を講じることができるよう、同じく本年６月、学
校保健法施行規則を改正したところである。

３．ひとたび新型インフルエンザが発生した時に、冷静、迅速かつ適切に対
応することこそが、拡大を最小限に抑える最良の方策である。学校をはじ

めとする関係機関等が、文部科学省と認識を共有し、日頃より緊張感をも
って対応されることを期待して、本行動計画をとりまとめた。

４．本行動計画は、平成１７年１１月に鳥インフルエンザ等に関する関係省

庁対策会議において、政府として決定された「新型インフルエンザ対策行
動計画」をもとに、今後、フェーズ４以降の事態に移行した場合などに、

文部科学省及び関係機関等が行うべき対応等について具体的に記載し、関
係機関等へ周知するものである。

５．なお、本行動計画は、あくまで現時点の状況に基づいて作成されたもの
であり、今後の状況の変化等を踏まえ、適宜修正していくこととする。
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基本的な考え方

． 、 、１ 文部科学省 厚生労働省等から示される新型インフルエンザの発生状況

症状や予防のために必要な留意事項、発生した場合の対応策などの正確な
情報を入手することが重要である。

２．これらを踏まえ、各関係機関においては、新型インフルエンザの予防対

策をはじめとする情報（人込みの回避、マスクの着用、うがい、手洗いな
ど一般的な感染予防対策が新型インフルエンザの予防においても重要であ

ると考えられていること等）を児童生徒、学生、教職員等に周知徹底させ
ることが必要である。

この際に、過度に情報に影響されてパニックが起こらないよう、正しい
情報に基づく、適切な判断・行動がなされることが重要である。

また、新型インフルエンザを疑う症状を呈した場合には、関係機関等の
指示を踏まえ、ただちに医療機関において受診するよう指導することが必

要である。

３．具体的には、次頁以降の各フェーズごとの方針に基づき、新型インフル

エンザの感染力や致死率、それぞれの時点での社会の状況等を踏まえて、
具体的な対応策を検討し、それに沿った対応を行うことが必要である。
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【参考】インフルエンザ（ ）の症例定義についてH5N1
12 1 14（ 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 条第 項及び第「

条第 項に基づく届出の基準等の一部改正について （平成 年 月 日健感発第2 18 5 31」

号）より抜粋）0531006

インフルエンザ（ ）H5N1
（１）定義

型インフルエンザウイルスのヒトへの感染症である。A/H5N1
（２）臨床的特徴

潜伏期間は概ね２～８日である。症例の初期症状の多くが、高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（ ）の臨床症状を呈する。ARDS
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。

（３）届出基準

ア 患者

医師は （２）の臨床的特徴を有する者のうち、３８℃以上の発熱及び急性呼吸器症状、

のある者を診察した結果、症状や所見からインフルエンザ（ ）が疑われ、かつ次のH5N1
表の左欄に掲げる検査方法により、インフルエンザ（ ）と診断した場合には、インH5N1
フルエンザ（ ）を指定感染症にとして定める等の政令（平成 年政令第 号）H5N1 18 208
第 条において準用する法第 条第 項の規定による届出を直ちに行わなければならな2 12 1
い。

○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（平成十年十月二日法律第百十四号）

（医師の届出）

第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げ

る者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる

者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経

由して都道府県知事に届け出なければならない。

一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者及び

新感染症にかかっていると疑われる者

二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者（厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有

者を含む ）。

２～４（略）

＜図表 略＞
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イ 疑似症患者

医師は （２）の臨床的特徴を有する者のうち、３８℃以上の発熱及び急性呼吸器症状、

のある者を診察した結果、症状や所見からインフルエンザ（ ）が疑われ、かつ、次H5N1
の表の左欄に掲げる検査方法により、 亜型が検出された場合には、疑似症患者としてH5
インフルエンザ（ ）を指定感染症として定める等の政令第 条において準用する法H5N1 2
第 条第 項の規定による届出を直ちに行わなければならない。12 1
＜図表 略＞

＜以下 略＞
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４A-Ⅰ．新型インフルエンザ対策国内行動計画
（フェーズ４A段階）

とは「フェーズ４A」
ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認されているが、感染集団は

小さく限られており、国内では発生していない状態

「新型インフルエンザ対策国内行動計画 （フェーズ４A）中の」
文部科学省関係項目

計画と連携

[感染発生国・地域からの情報収集]

・ 、 、 のリファレンスラボラトリー等と、ウイルス株の同定・解析WHO OIE FAO
に関する協力、当該ウイルス株の入手、症例定義の決定情報共有等を行う。

[調査研究の推進]

・国際的な連携協力を含む調査研究を充実する。

[国際間の連携（協力・協調）]

・ワクチン開発等に関する連携協力体制を構築する。

予防と封じ込め

[在留邦人（長期滞在者及び永住者）等への対応]

・各学校等に対し、発生国の日本人留学生に感染予防策を講ずるよう周知する。
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４A-Ⅱ．フェーズ４A発生に伴う文部科学省の具体的対応

（１）新型インフルエンザに関する情報収集

① で新型インフルエンザの発生が認められ、フェーズ が宣言される。WHO 4A
↓

② から厚生労働省に情報がもたらされる。WHO
↓

③厚生労働省から内閣官房を通じて文部科学省に情報がもたらされる。

○予定されている伝達ルートを通じて大臣までただちにフェーズ 発生を報告。4A
○厚生労働省等を通じ、新型インフルエンザに関する情報を収集。

○感染症研究ネットワーク支援センター等を通じ、感染症研究拠点からの新型インフルエ

ンザに関する情報を収集。

（２）情報の共有・分析と対応方針協議のための省内対策本部の招集

○内閣官房からフェーズ への移行の情報がもたらされた段階で、情報の共有・分析4A
と今後の対応方針を協議するため、ただちに新型インフルエンザ対策本部を招集。

→新型インフルエンザの症状、感染力・致死率・潜伏期間、予防方法などについて収集

できている情報を確認。さらに、その時点で、教育委員会等に要請すべき内容と今後

の対応方針について協議。

○その後の事態の進行に応じて、随時、対策本部・作業部会を開催。

（３）学校関係者等への迅速かつ正確な情報の提供

○海外での新型インフルエンザの発生状況や予防のために必要な留意事項など得られた情

報について、種々の方法・ルートを用いて速やかに情報提供を行う。

・ や メールを利用して情報を提供FAX E
（想定される情報は、次のようなもの）

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・予防のために必要な留意事項

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・海外での発生状況 など

・ホームページ上に開設されている情報公開サイトを通じて情報を提供（厚生労働省な

Q&どとも連携しつつ、新型インフルエンザの症状や予防のために必要な留意事項、

などを積極的に提供）A
・必要があれば緊急に全国の教育委員会等の関係者を集めて情報交換会を開催

→新型インフルエンザの症状や予防のために必要な留意事項、今後予想される動きな

どについて説明を行う。
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（４）教育委員会や私立学校担当の知事部局への要請

○教育委員会等に対して、次のような対応を要請。

①文部科学省等から示される情報等を踏まえつつ、海外での新型インフルエンザの発生

状況や予防のために必要な留意事項等について、新たに得られた情報を児童生徒、そ

の保護者、教職員、所管施設等に迅速かつ確実に周知すること。

②日本国内で発生した場合に備え、教育委員会や知事部局の担当部局や担当者、学校等

との連絡網などについて確認しておくこと。

③当該地域で発生した場合に、国及び地方公共団体の保健部局等からの要請に速やかに

対応できるよう、あらかじめ連絡体制を整備すること。

④患者発生国・地域への海外旅行等については、新型インフルエンザの関係情報を踏ま

えた上で、自粛を含め再検討するよう保護者や教職員等に周知すること。

⑤重症急性呼吸器症候群（以下 「ＳＡＲＳ」という ）の教訓を踏まえ、新型インフル、 。

エンザ発生国・地域から帰国した児童生徒や教職員等が、各学校において風評により

不当な扱いを受けることがないよう冷静な対応がとられること。

⑥発生国から帰国した児童生徒及び入国した留学生や教職員等に対しては、新型インフ

ルエンザのような症状を呈した場合に、ただちに医療機関等で受診するようあらかじ

め指導すること。

⑦海外に留学中の生徒や、海外修学旅行中の児童生徒及び引率教員に対して、在籍中の

学校から以下の情報を伝えること。

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・予防のために必要な留意事項

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・海外での発生状況

・外務省の発出する渡航関連情報及び管轄在外公館による現地関連情報、注意事項

等への留意

・万一の場合の対応や健康に不安がある場合の相談方法（在外公館への連絡など）

・帰国する際の相談窓口 など

⑧高校生留学や海外修学旅行の予定のある児童生徒にも、必要な情報の提供を行うとと

もに、発生国への高校生留学や海外修学旅行については、新型インフルエンザの発生

状況等を踏まえた上で、自粛も含め、再検討すること。

（５）大学等への要請

○大学、短期大学、高等専門学校等に対して、次のような対応を要請。

①文部科学省等から示される情報等を踏まえつつ、保健センター等からの呼びかけや学

内広報・掲示板の活用などを通じ、海外での新型インフルエンザの発生状況や予防の

ために必要な留意事項等について、新たに得られた情報を学生や教職員に迅速かつ確

実に周知すること。

②日本国内で発生した場合に備え、学内の連絡網や対応方針等について確認しておくこ

と。

③当該地域で発生した場合に、国及び地方公共団体の保健部局等からの要請に速やかに

対応できるよう、あらかじめ連絡体制を整備すること。

④患者発生国・地域への海外旅行等については、新型インフルエンザの関係情報を踏ま
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えた上で、自粛を含め再検討するよう学生や教職員に周知すること。

⑤ＳＡＲＳの教訓を踏まえ、新型インフルエンザ発生国・地域から帰国した学生や教職

員が、各大学等において風評により不当な扱いを受けることがないよう、冷静な対応

がとられること。

⑥大学等の留学生交流担当課に、通知等の手段により、感染予防策や発生状況等、新型

インフルエンザの関係情報について速やかに周知すると同時に、以下のことを要請。

・発生国に留学中の日本人学生との連絡体制を確保すること。

・学生を発生国に派遣している、あるいは今後派遣する場合において、必要に応じて

学生に適切な指導・助言を行うこと。

・発生国から帰国した日本人学生、発生国から留学してきた外国人学生について、新

型インフルエンザのような症状を呈した場合には、ただちに医療機関等で受診する

ようあらかじめ指導すること。

（６）関係研究機関への調査研究推進等に関する指示

○感染症対策に資する情報を厚生労働省、感染症研究ネットワーク支援センター等文部科

学省所管の関係機関と共有する。

○緊急に行うべき調査研究を企画、検討する。

○政府として緊急を要するワクチン開発において、遺伝子組換え生物等を使用する場合に

は、法律に基づく規制の手続きを迅速に行う。

（７）日本人学校等への要請

○文部科学省より日本人学校等に対し、以下の情報をただちに送付するとともに、それら

の情報を参考として、児童生徒、派遣教員等に対し適切な指導を行うよう要請。

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・予防のために必要な留意事項

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・海外での発生状況

・外務省の発出する渡航関連情報及び管轄在外公館による現地関連情報、注意事項等へ

の留意

・万一の場合の対応や健康に不安がある場合の相談方法（在外公館への連絡など）

・帰国する際の相談窓口 など

（８）国立大学附属病院への要請

○厚生労働省と連携しつつ、各国立大学附属病院に対して、新型インフルエンザを疑われ

る患者はトリアージ方針（新型インフルエンザを疑われる者の感染症指定医療機関受診

への誘導の仕方）に従い、感染症指定医療機関において検査・診療を行うよう周知。

○厚生労働省と連携しつつ、必要に応じて、各国立大学附属病院に対して、通常のインフ

ルエンザ患者には、原則として抗インフルエンザウイルス薬の使用を控えるよう要請。
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（９）文部科学省内の体制の整備

○新型インフルエンザ対策本部のもとに、各フェーズで行うべき事項を確実に実施する。

○教育委員会や学校等からの相談、問い合わせに応ずるため、文部科学省内に「新型イン

フルエンザ相談窓口」を設置。
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５A-Ⅰ．新型インフルエンザ対策国内行動計画
（フェーズ５A段階）

とは「フェーズ５A」
ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認され、大きな集団発生がみ

られ、パンデミック発生のリスクが高まるが、国内では発生していない状態

「新型インフルエンザ対策国内行動計画 （フェーズ５A）中の」
文部科学省関係項目

※基本的にフェーズ４Aの対策を継続・強化

計画と連携

[感染発生国・地域からの情報収集]

・ 、 、 のリファレンスラボラトリー等と、ウイルス株の同定・解析WHO OIE FAO
に関する協力、当該ウイルス株の入手、症例定義の決定情報共有等を行う。

[国際間の連携（協力・協調）]

・流行状況、ワクチンの有効性と安全性について海外との情報交換を行う。

予防と封じ込め

[在留邦人（長期滞在者及び永住者）等への対応]

・各学校等に対し、全地域の日本人留学生に感染予防策を講ずるよう周知する。
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５A-Ⅱ．フェーズ５A発生に伴う文部科学省の具体的対応

（１）新型インフルエンザに関する情報収集

① でフェーズ４からフェーズ５への移行が宣言される。WHO
↓

② から厚生労働省に情報がもたらされる。WHO
↓

③厚生労働省から内閣官房を通じて文部科学省に情報がもたらされる。

○予定されている伝達ルートを通じて大臣までただちにフェーズ への移行を報告。5A
○厚生労働省等を通じ、海外の発生状況等に関する情報を収集。

○感染症研究ネットワーク支援センター等を通じ、感染症研究拠点からの新型インフルエ

ンザに関する情報を収集。

（２）情報の共有・分析と対応方針協議のための省内対策本部の招集

○内閣官房からフェーズ への移行の情報がもたらされた段階で、情報の共有・分析5A
と今後の対応方針を協議するため、ただちに新型インフルエンザ対策本部を招集。

→新型インフルエンザの症状、感染力・致死率・潜伏期間、予防方法などについて収集

できている情報を確認。さらに、その時点で、教育委員会等に要請すべき内容と今後

の対応方針について協議。

○その後の事態の進行に応じて、随時、対策本部・作業部会を開催。

（３）学校関係者等への迅速かつ正確な情報の提供

○海外での新型インフルエンザの発生状況や予防のために必要な留意事項などに関し、新

たに得られた情報について、種々の方法・ルートを用いて速やかに情報提供を行う。

・ や メールを利用して情報を随時提供FAX E
（想定される情報は、次のようなもの）

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・予防のために必要な留意事項

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・海外での発生状況 など

・ホームページ上に開設されている情報公開サイトを通じて情報を提供（厚生労働省な

Q&Aどとも連携しつつ 新型インフルエンザの症状や予防のために必要な留意事項、 、

などを積極的に提供）

・必要があれば緊急に全国の教育委員会等の関係者を集めて情報交換会を開催

→新型インフルエンザの症状や予防ために必要な留意事項、今後予想される動きなど

について説明を行う。
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（４）教育委員会や私立学校担当の知事部局への要請

○教育委員会等に対して、 の段階の対応に引き続き、次のような対応を要請。4A
①文部科学省等から示された情報等を踏まえつつ、海外での新型インフルエンザの発生

状況や予防のために必要な留意事項等について、新たに得られた情報を児童生徒、そ

の保護者、教職員、所管施設等に迅速かつ確実に周知すること。この際、不確実な情

報による不要な不安や混乱を防止し、正しい情報に基づき、適切な判断・行動がなさ

れるよう指導すること。

②日本国内で発生した場合に備え、教育委員会や知事部局の担当部局や担当者、学校等

との連絡網などについて十分に確認しておくこと。

③当該地域で発生した場合に、国及び地方公共団体の保健部局等からの要請に速やかに

対応できるよう、あらかじめ連絡体制を整備すること。

④患者発生国・地域への海外旅行等については、新型インフルエンザの関係情報を踏ま

えた上で、自粛を含め再検討するよう保護者や教職員等に周知すること。

⑤ＳＡＲＳの教訓を踏まえ、新型インフルエンザ発生国・地域から帰国した児童生徒や

教職員等が、各学校において風評により不当な扱いを受けることがないよう冷静な対

応がとられること。

⑥海外から帰国した児童生徒及び入国した留学生や教職員等に対しては、新型インフル

エンザのような症状を呈した場合に、ただちに医療機関等で受診するようあらかじめ

指導すること。

⑦海外に留学中の生徒や、海外修学旅行中の児童生徒及び引率教員に対して、在籍中の

学校から以下の情報を伝えること。

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・予防のために必要な留意事項

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・海外での発生状況

・外務省の発出する渡航関連情報及び管轄在外公館による現地関連情報、注意事項等

への留意

・万一の場合の対応や健康に不安がある場合の相談方法（在外公館への連絡など）

・帰国する際の相談窓口 など

⑧高校生留学や海外修学旅行の予定のある児童生徒にも、必要な情報の提供を行うとと

もに、発生国への高校生留学や海外修学旅行については、新型インフルエンザの発生

状況等を踏まえた上で、自粛も含め、再検討すること。

（５）大学等への要請

○大学、短期大学、高等専門学校等に対して、 の段階の対応に引き続き、次のような4A
対応を要請。

①文部科学省等から示される情報等を踏まえつつ、保健センター等からの呼びかけや学

内広報・掲示板の活用などを通じ、新型インフルエンザの症状や予防のために必要な

留意事項等についての情報、海外での拡大に関する情報を学生や教職員に迅速かつ確

実に周知すること。この際、不確実な情報による不要な不安や混乱を防止し、正しい

情報に基づき、適切な判断・行動がなされるよう指導すること。

②日本国内で発生した場合に備え、学内の連絡網や対応方針等について十分に確認して
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おくこと。

③当該地域で発生した場合に、国及び地方公共団体の保健部局等からの要請に速やかに

対応できるよう、あらかじめ連絡体制を整備すること。

④患者発生国・地域への海外旅行等については、新型インフルエンザの関係情報を踏ま

えた上で、自粛を含め再検討するよう学生や教職員に周知すること。

⑤ＳＡＲＳの教訓を踏まえ、新型インフルエンザ発生国・地域から帰国した学生や教職

員が、各大学等において風評により不当な扱いを受けることがないよう、冷静な対応

がとられること。

⑥大学等の留学生交流担当課に、通知等の手段により、感染予防策や発生状況等、新型

インフルエンザの関係情報についてただちに周知すると同時に、以下のことを徹底す

るよう要請。

・留学中の全日本人学生との連絡体制を確保すること。

・外務省の渡航関連情報等を踏まえた上で、学生を発生国に派遣している、あるいは

今後派遣する場合において、必要に応じて学生に適切な指導・助言を行うこと。

・海外から帰国した全日本人学生、海外から留学してきた全外国人学生について、新

型インフルエンザの症状を呈した場合には、ただちに医療機関等で受診するようあ

らかじめ指導すること。

（６）関係研究機関への調査研究推進等に関する指示

○厚生労働省、感染症研究ネットワーク支援センター等文部科学省所管の関係機関との間

WHO OIE FAOで 感染症対策に資する情報のほか 世界保健機関 国際獣疫事務局、 、 （ ）、 （ ）、

（国連食糧農業事務局）のリファレンスラボラトリー等からのウイルス株や症例定義の

情報の共有等を行う。

○必要に応じ、文部科学省所管の関係研究機関に対して、 、 、 のリファレWHO OIE FAO
ンスラボラトリー等と、ウイルス株の同定・解析に関する協力を行うよう指示。

○政府として緊急を要するワクチン開発において、遺伝子組換え生物等を使用する場合に

は、法律に基づく手続きを迅速に行う。

（７）日本人学校等への要請

○文部科学省より日本人学校等に対し、以下の情報をただちに送付するとともに、それら

の情報を参考として、児童生徒、派遣教員等に対し適切な指導を行うよう要請。

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・予防のために必要な留意事項

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・海外での発生状況

・外務省の発出する渡航関連情報及び管轄在外公館による現地関連情報、注意事項等へ

の留意

・万一の場合の対応や健康に不安がある場合の相談方法（在外公館への連絡など）

・帰国する際の相談窓口 など
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（８）国立大学附属病院への要請

○厚生労働省と連携しつつ、各国立大学附属病院に対して、新型インフルエンザを疑われ

る者は、原則として、感染症指定医療機関において診断・治療を行うこととし、大学附

属病院においては、本人の渡航歴等を確認し、症状や所見から新型インフルエンザが疑

われる患者は感染症指定医療機関に転院するよう周知。

○厚生労働省と連携しつつ、各国立大学附属病院に対して、抗インフルエンザウイルス薬

の確保のため、新型インフルエンザ患者（疑似症患者を含む）及び疑われる者以外の通

常のインフルエンザ患者には、原則として抗インフルエンザウイルス薬を使用しないよ

う要請。

（９）文部科学省内の体制を整備

○新型インフルエンザ対策本部のもとに、各フェーズで行うべき事項を確実に実施する。

○文部科学省内に設置された「新型インフルエンザ相談窓口」等を通じ、教育委員会や学

校等からの相談、問い合わせに対応。
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６A-Ⅰ．新型インフルエンザ対策国内行動計画
（フェーズ６A段階）

とは「フェーズ６A」
パンデミックが発生し、世界の一般社会で急速に感染が拡大しているが、国内では発

生していない状態

「新型インフルエンザ対策国内行動計画 （フェーズ６A）中の」
文部科学省関係項目

※基本的にフェーズ５Aの対策を継続・強化

計画と連携

[情報収集]

・感染発生国・地域からの情報収集を強化する。

・ コラボレーションセンター等との情報共有、協力WHO
・ウイルス株の同定・解析に関する協力

・当該ウイルス株の入手

・症例定義の見直し・決定

予防と封じ込め

[在留邦人対策]

・各学校等に対し、全地域の日本人留学生に感染予防策を講ずるよう周知する。
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６A-Ⅱ．フェーズ６A発生に伴う文部科学省の具体的対応

（１）新型インフルエンザに関する情報収集

① でフェーズ５からフェーズ６への移行が宣言される。WHO
↓

② から厚生労働省に情報がもたらされる。WHO
↓

③厚生労働省から内閣官房を通じて文部科学省に情報がもたらされる。

○予定されている伝達ルートを通じて大臣までただちにフェーズ への移行を報告。6A
○厚生労働省等を通じ、海外の発生状況等に関する情報を収集。

○感染症研究ネットワーク支援センター等を通じ、感染症研究拠点からの新型インフルエ

ンザに関する情報を収集。

（２）情報の共有・分析と対応方針協議のための省内対策本部の招集

○内閣官房からフェーズ への移行の情報がもたらされた段階で、情報の共有・分析と6A
今後の対応方針を協議するため、ただちに新型インフルエンザ対策本部を招集。

→新型インフルエンザの症状、感染力・致死率・潜伏期間、予防方法などについて収集

できている情報を確認。さらに、その時点で、教育委員会等に要請すべき内容と今後

の対応方針について協議。

○その後の事態の進行に応じて、随時、対策本部・作業部会を開催。

（３）学校関係者等への迅速かつ正確な情報の提供

○海外での発生状況や予防のために必要な留意事項などに関し、新たに得られた情報につ

いて、種々の方法・ルートを用いて速やかに情報提供を行う。

・ や メールを利用して情報を随時提供FAX E
（想定される情報は、次のようなもの）

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・予防のために必要な留意事項

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・海外での発生状況 など

・ホームページ上に開設されている情報公開サイトを通じて情報を提供（厚生労働省

などとも連携しつつ、新型インフルエンザの症状や予防のために必要な留意事項、

などを積極的に提供）Q&A
・必要があれば緊急に全国の教育委員会等の関係者を集めて情報交換会を開催

→新型インフルエンザの症状や予防ために必要な留意事項、今後予想される動きなど

について説明を行う。
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（４）教育委員会や私立学校担当の知事部局への要請

○教育委員会等に対して、 の段階の対応に引き続き、次のような対応を要請。5A
①文部科学省等から示された情報等を踏まえつつ、海外での新型インフルエンザの発生

状況や予防のために必要な留意事項等について、新たに得られた情報を児童生徒、そ

の保護者、教職員、所管施設等に迅速かつ確実に周知すること。この際、不確実な情

報による不要な不安や混乱を防止し、正しい情報に基づき、適切な判断・行動がなさ

れるよう指導すること。

②日本国内で発生した場合に備え、教育委員会や知事部局の担当部局や担当者、学校等

との連絡網などについて十分に確認しておくこと。

③当該地域で発生した場合に、国及び地方公共団体の保健部局等からの要請に速やかに

対応できるよう、あらかじめ連絡体制を整備すること。

④患者発生国・地域への海外旅行等については、新型インフルエンザの関係情報を踏ま

えた上で、自粛を含め再検討するよう保護者や教職員等に周知すること。

⑤ＳＡＲＳの教訓を踏まえ、新型インフルエンザ発生国・地域から帰国した児童生徒や

教職員等が、各学校において風評により不当な扱いを受けることがないようより一層

冷静な対応がとられること。

⑥海外から帰国した児童生徒及び入国した留学生や教職員等に対しては、新型インフル

エンザのような症状を呈した場合に、ただちに医療機関等で受診するようあらかじめ

指導すること。

⑦海外に留学中の生徒や、海外修学旅行中の児童生徒及び引率教員に対しても、在籍中

の学校から、以下の情報に特に留意しながら慎重に行動するよう伝えること。

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・予防のために必要な留意事項

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・海外での発生状況

・外務省の発出する渡航関連情報及び管轄在外公館による現地関連情報、注意事項等

への留意

・万一の場合の対応や健康に不安がある場合の相談方法（在外公館への連絡など）

・帰国する際の相談窓口 など

⑧高校生留学や海外修学旅行の予定のある児童生徒にも、必要な情報の提供を行うとと

もに、発生国への高校生留学や海外修学旅行については、新型インフルエンザの発生

状況等を踏まえた上で、自粛も含め、再検討すること。

（５）大学等への要請

○大学、短期大学、高等専門学校等に対して、 の段階の対応に引き続き、次のような5A
対応を要請。

①文部科学省等から示される情報等を踏まえつつ、保健センター等からの呼びかけや学

内広報・掲示板の活用などを通じ、新型インフルエンザの症状や予防のために必要な

留意事項についての情報、海外での拡大に関する情報を学生や教職員に迅速かつ確実

に周知すること。この際、不確実な情報による不要な不安や混乱を防止し、正しい情

報に基づき、適切な判断・行動がなされるよう指導すること。

②日本国内で発生した場合に備え、学内の連絡網や対応方針等について十分に確認して
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おくこと。

③当該地域で発生した場合に、国及び地方公共団体の保健部局等からの要請に速やかに

対応できるよう、あらかじめ連絡体制を整備すること。

④患者発生国・地域への海外旅行等については、新型インフルエンザの関係情報を踏ま

えた上で、自粛を含め再検討するよう学生や教職員に周知すること。

⑤ＳＡＲＳの教訓を踏まえ、新型インフルエンザ発生国・地域から帰国した学生や教職

員が、各大学等において風評により不当な扱いを受けることがないよう、より一層冷

静な対応がとられること。

⑥大学等の留学生交流担当課に、通知等の手段により、感染予防策や発生状況等、新型

インフルエンザの関係情報についてただちに周知すると同時に、以下のことを徹底す

るよう要請。

・引き続き、留学中の全日本人学生との連絡体制を確保し、安否確認を行うこと。

・外務省の渡航関連情報等を踏まえた上で、学生を発生国に派遣している、あるいは

今後派遣する場合において、留学中の学生に対して帰国等の適切な指導を行うとと

もに、留学予定の学生の派遣については、自粛も含め、再検討すること。

・海外から帰国した全日本人学生、海外から留学してきた全外国人学生について、新

型インフルエンザの症状を呈した場合には、ただちに医療機関等で受診するようあ

らかじめ指導すること。

（６）関係研究機関への調査研究推進等に関する指示

○厚生労働省、感染症研究ネットワーク支援センター等文部科学省所管の関係機関との間

WHO OIE FAOで 感染症対策に資する情報のほか 世界保健機構 国際獣疫事務局、 、 （ ）、 （ ）、

（国連食糧農業協会）のリファレンスラボラトリー等からのウイルス株や症例定義の情

報の共有等を行う。

○必要に応じ、文部科学省所管の関係研究機関に対して、 、 、 のリファレWHO OIE FAO
ンスラボラトリー等と、ウイルス株の同定・解析に関する協力を行うよう指示。

○政府として緊急を要するワクチン開発において、遺伝子組換え生物等を使用する場合に

は、法律に基づく手続きを迅速に行う。

（７）日本人学校等への要請

○文部科学省より日本人学校等に対し、以下の情報をただちに送付するとともに、それら

の情報を参考として、児童生徒、派遣教員等に対し適切な指導を行うよう要請。

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・予防のために必要な留意事項

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・海外での発生状況

・外務省の発出する渡航関連情報及び管轄在外公館による現地関連情報、注意事項等へ

の留意

・万一の場合の対応や健康に不安がある場合の相談方法（在外公館への連絡など）

・帰国する際の相談窓口 など
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（８）国立大学附属病院への要請

○厚生労働省と連携しつつ、各国立大学附属病院に対して、新型インフルエンザを疑われ

る者は、原則として、感染症指定医療機関において診断・治療を行うこととし、大学附

属病院においては、本人の渡航歴等を確認し、症状や所見から新型インフルエンザが疑

われる患者は感染症指定医療機関に転院するよう周知。

○厚生労働省と連携しつつ、各国立大学附属病院に対して、抗インフルエンザウイルス薬

の確保のため、新型インフルエンザ患者（疑似症患者を含む）及び疑われる者以外の通

常のインフルエンザ患者には、原則として抗インフルエンザウイルス薬を使用しないよ

う要請。

（９）文部科学省内の体制の整備

○新型インフルエンザ対策本部のもとに、各フェーズで行うべき事項を確実に実施する。

○新型インフルエンザの感染拡大の状況を踏まえつつ、情報収集や外部からの問い合わせ

に対応する文部科学省内の体制について必要な見直しを行う。
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４B-Ⅰ．新型インフルエンザ対策国内行動計画
（フェーズ４B段階）

とは「フェーズ４B」
ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認されているが、感染集団は

小さく限られている。国内でも発生が見られる状態

「新型インフルエンザ対策国内行動計画 （フェーズ４B）中の」
文部科学省関係項目

計画と連携

[感染発生国・地域からの情報収集]

・ 、 、 のリファレンスラボラトリー等と、ウイルス株の同定・解析WHO OIE FAO
に関する協力、当該ウイルス株の入手、症例定義の決定情報共有等を行う。

[国際間の連携（協力・協調）]

・ワクチン開発等に関する連携、協力体制を構築する。

予防と封じ込め

[在留邦人（長期滞在者及び永住者）等への対応]

・各学校等に対し、発生国の日本人留学生に感染予防策を講ずるよう周知する。

[国民の社会活動の制限]

・発生地域における不要不急の大規模集会や興行施設等不特定多数の集まる活動は

自粛を勧告する。

・患者と、接触していた者が関係する発生地域の学校、通所施設等について、臨時

休業を行うよう各設置者に対して要請する。

・発生地域における事業所、福祉施設等に対して、マスクの着用、うがい・手洗い

を勧奨する。また、新型インフルエンザ様症状の認められた従業員等の出勤停止

・受診を勧告する。

・発生地域における住民・持参施設入所者等に対して、マスクの着用、うがい・手

洗いを勧奨する。
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４B-Ⅱ．フェーズ４B発生に伴う文部科学省の具体的対応

（１）新型インフルエンザに関する情報収集

①厚生労働省が国内の発生情報を へ通報すると同時に、内閣官房に情報がWHO
もたらされる。

↓

②内閣官房を通じて文部科学省に情報がもたらされる。

○予定されている伝達ルートを通じて大臣までただちにフェーズ 発生を報告。4B
○厚生労働省等を通じ、新型インフルエンザに関する情報を収集。

○感染症研究ネットワーク支援センター等を通じ、感染症研究拠点からの新型インフルエ

ンザに関する情報を収集。

（２）情報の共有・分析と対応方針協議のための省内対策本部の招集

○内閣官房からフェーズ への移行の情報がもたらされた段階で、情報の共有・分析と4B
今後の対応方針を協議するため、ただちに新型インフルエンザ対策本部を招集。

→新型インフルエンザの症状、感染力・致死率・潜伏期間、予防方法、国内の発生状況

などについて収集できている情報を確認。さらに、その時点で、教育委員会等に要請

すべき内容と今後の対応方針について協議。

○その後の事態の進行に応じて、随時、対策本部・作業部会を開催。

（３）学校関係者等への迅速かつ正確な情報の提供

○新型インフルエンザの発生状況や予防のために必要な留意事項など得られた情報につい

て、種々の方法・ルートを用いて速やかに情報提供を行う。

・ や メールを利用して情報を提供FAX E
（想定される情報は、次のようなもの）

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・効果的な予防方法（マスクの着用、うがい・手洗いの徹底など）

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・国内の発生状況、周辺地域で被害が発生した場合の対応策

・海外での発生状況 など

・ホームページ上に開設されている情報公開サイトを通じて情報を提供（厚生労働省な

Q&どとも連携しつつ、新型インフルエンザの症状と予防のために必要な留意事項、

などを積極的に提供）A
・必要があれば緊急に全国の教育委員会等の関係者を集めて情報交換会を開催

→新型インフルエンザの症状や予防のために必要な留意事項、今後予想される動きな

どについて説明を行う。



22

（４）発生地域における国主催イベントの延期・中止等と関係団体への周知

○発生地域においては、不要不急の大規模集会や不特定多数の集まる活動は自粛すべきで

、 、 。あることから 該当する文部科学省主催イベントについては 延期又は中止を検討する

○また、関係団体や該当する地域の教育委員会等に対し、当該地域での不要不急の活動の

見直しを必要に応じ要請する。

（５）教育委員会や私立学校担当の知事部局への要請

○教育委員会等に対して、次のような対応を要請。

①文部科学省等から示される情報や、新型インフルエンザの発生状況や予防のために必

要な留意事項等を踏まえつつ、新型インフルエンザについての情報を児童生徒、その

保護者、教職員、所管施設等に迅速かつ確実に周知すること （マスコミで国内発生。

についての報道が盛んに行われると想定されるため ）パニックを引き起こさず、正、

しい情報に基づき、適切な判断・行動がなされるよう指導を徹底すること。

②保護者に対して、その児童生徒等及び家族の健康状態に特に注意し、異変が見られる

場合には、医療機関等に相談するよう指導すること。

③予防のためには、人込みを避けるとともに外出の際にはマスクの着用、うがいと手洗

いの励行が重要であり、新型インフルエンザが発生した地域においては、これらの留

意事項が徹底されるよう指導すること。

④発生地域以外においても、新型インフルエンザが発生した場合に備え、教育委員会等

が国及び地方公共団体の保健部局等からの要請を混乱なく受けられるよう事前に連絡

体制の整備等を行っておくこと。

⑤児童生徒や教職員等に新型インフルエンザ患者及び疑似症患者（以下「患者等」とい

う が発生した場合 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 以。） 、 （

下「感染症法」という）に基づき、入院勧告等の措置が講じられることから、国及び

地方公共団体の感染症法に基づく要請に対して速やかに協力すること。

⑥特に、児童生徒等に新型インフルエンザ患者が発生した場合には、各学校において出

席停止等の措置が適切に講じられるよう、ただちに指導すること。

⑦児童生徒や教職員等に新型インフルエンザ患者等が発生した場合には、学校の全部又

は一部の臨時休業の措置を講じることについて、ただちに検討し、適切に対処するこ

と。

⑧患者等または患者等と接触した者が関係する地域においては、学校の全部又は一部の

臨時休業の措置を講じることについて、必要に応じ検討すること。

⑨学校の全部又は一部の臨時休業の措置を講じる場合には、その範囲や期間等について

ウイルスの感染力や疾患の症状など様々な情報を総合的に判断する必要があるため、

国及び地方公共団体から発表される情報に十分留意すること。

⑩児童生徒等の出席停止や学校の全部又は一部の臨時休業の措置等を講じるに当たって

は、患者等やその家族及び接触者に対する差別が起こらないよう十分留意すること。

⑪海外渡航等については、厚生労働省より提供される関連情報を踏まえ、自粛を含め適

切な対応をとるよう周知すること。

⑫海外に留学中の生徒や、海外修学旅行中の児童生徒及び引率教員に対して、在籍中の

学校から以下の情報を伝えること。

・新型インフルエンザの症状、感染経路等
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・予防のために必要な留意事項

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・国内の発生状況、周辺地域で被害が発生した場合の具体的対応など

・海外での発生状況

・外務省の発出する渡航関連情報及び管轄在外公館による現地関連情報、注意事項等

への留意

・万一の場合の対応や健康に不安がある場合の相談方法（在外公館への連絡など）

・帰国する際の相談窓口 など

⑬高校生留学や海外修学旅行の予定のある児童生徒にも、必要な情報の提供を行うとと

もに、高校生留学や海外修学旅行については、国内及び渡航国等の新型インフルエン

ザの発生状況等を踏まえた上で、自粛も含め、再検討すること。

（６）大学等への要請

○大学、短期大学、高等専門学校等に対して、次のような対応を要請。

①文部科学省等から示される情報、新型インフルエンザの発生状況や予防のために必要

な留意事項等を踏まえつつ、保健センター等からの呼びかけや学内広報・掲示板の活

用などを通じ、新型インフルエンザについての情報を学生や教職員に迅速かつ確実に

周知すること （マスコミで国内発生についての報道が盛んに行われると想定される。

ため ）パニックを引き起こさず、正しい情報に基づき、適切な判断・行動をするよ、

う指導を徹底すること。

②学生及び保護者等に対しては、本人及び家族等の健康状態に特に注意し、異変が見ら

れた場合には、医療機関等に相談するよう指導すること。

③予防のためには、人込みを避けるとともに、外出の際にはマスクの着用、うがいと手

洗いの励行が重要であり、新型インフルエンザが発生した地域においては、これらの

留意事項が徹底されるよう指導すること。

④発生地域以外においても、新型インフルエンザが発生した場合に備え、各大学等が国

及び地方公共団体の保健部局からの要請を混乱なく受けられるよう事前に連絡体制の

整備等を行っておくこと

⑤学生や教職員に新型インフルエンザ患者等が発生した場合、感染症法に基づき、入院

勧告等の措置が講じられることから、国及び地方公共団体からの感染症法に基づく要

請に対し速やかに協力すること。

⑥特に、学生に新型インフルエンザ患者等が発生した場合には、国及び地方公共団体か

ら発表される情報を踏まえ、出席停止等の措置を講じることについて、ただちに検討

し、適切に対処すること。

⑦学生や教職員に新型インフルエンザ患者等が発生した場合には、大学等の全体又は一

部の臨時休業の措置を講じることについて、ただちに検討し、適切に対処すること。

⑧患者等又は患者等と接触した者が関係する地域においては、大学等の全部又は一部の

臨時休業の措置を講じることについて必要に応じ検討すること。

⑨大学等の全部又は一部の臨時休業の措置を講じる場合は、その範囲や期間等について

ウイルスの感染力等様々な情報を総合的に判断する必要があるため、国及び地方公共

団体から発表される情報に十分留意すること。

⑩学生の出席停止等や大学等の全部又は一部の臨時休業の措置等を講じるに当たって

は、患者等やその家族及び接触者に対する差別が起こらないよう十分留意すること。

⑪海外渡航等については、厚生労働省より提供される関連情報を踏まえ、自粛を含め適
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切な対応をとるよう周知すること。

⑫大学等の留学生交流担当課に、通知等の手段により、感染予防策や発生状況等、新型

インフルエンザの関係情報について速やかに周知すると同時に、以下のことを要請。

・発生国に留学中の日本人学生との連携体制を確保すること。

・学生を発生国に派遣している、あるいは今後派遣する場合において、必要に応じて

学生に適切な指導・助言を行うこと。

・発生国から帰国した日本人学生、発生国から留学してきた外国人学生について、新

型インフルエンザの症状を呈した場合には、ただちに医療機関等で受診するようあ

らかじめ指導すること。

（７）関係研究機関への調査研究推進等に関する指示

○感染症対策に資する情報を厚生労働省、感染症研究ネットワーク支援センター等文部科

学省所管の関係機関と共有する。

○緊急に行うべき調査研究を企画、検討する。

○政府として緊急を要するワクチン開発において、遺伝子組換え生物等を使用する場合に

は、法律に基づく規制の手続きを迅速に行う。

（８）日本人学校等への要請

○文部科学省より日本人学校等に対し、以下の情報をただちに送付するとともに、それら

の情報を参考として、児童生徒、派遣教員等に対し適切な指導を行うよう要請。

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・予防のために必要な留意事項

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・国内の発生状況、周辺地域で被害が発生した場合の具体的対応など

・海外での発生状況

・外務省の発出する渡航関連情報及び管轄在外公館による現地関連情報、注意事項等へ

の留意

・万一の場合の対応や健康に不安がある場合の相談方法（在外公館への連絡など）

・帰国する際の相談窓口

・日本人学校等が発生国から受け入れる児童生徒が、風評等により不当な扱いを受ける

ことがないよう正しい情報に基づいた冷静な対応が求められること など
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（９）国立大学附属病院への要請

○厚生労働省と連携しつつ、各国立大学附属病院に対して、新型インフルエンザを疑う者

は、原則として、感染症指定医療機関において診断・治療を行うこととし、大学附属病

、 （ ） 、院においては 本人の渡航歴や国内での患者 疑似症患者を含む との接触等を確認し

症状や所見から新型インフルエンザが疑われる患者は感染症指定医療機関に転院するよ

う周知。

○厚生労働省と連携しつつ、抗インフルエンザウイルス薬の不足が予測される場合は、必

要に応じて各国立大学附属病院に対し、治療薬の確保のため、新型インフルエンザ患者

（疑似症患者を含む）及び疑われる者以外の通常のインフルエンザ患者には、原則とし

て抗インフルエンザウイルス薬の使用を控えるよう要請。

（10）文部科学省内 体制の整備の

○新型インフルエンザ対策本部のもとに、各フェーズで行うべき事項を確実に実施する。

○文部科学省内に設置されている新型インフルエンザ対策作業部会に専従者を配置するな

どして、①教育委員会や学校等からの相談・問い合わせに対する対応、②マスコミへの

対応・広報、③関係府省・関係機関との連絡調整及び④省内関係局課間の連絡・調整機

能を強化する。

○必要に応じ、担当官を現地に派遣し、情報収集、指導・助言を行う。
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５B-Ⅰ．新型インフルエンザ対策国内行動計画
（フェーズ５B段階）

とは「フェーズ５B」
ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認され、大きな集団発生が見

られる。国内でも発生が見られ、パンデミック発生のリスクが高まっている状態

「新型インフルエンザ対策国内行動計画 （フェーズ５B）中の」
文部科学省関係項目

計画と連携

[体制の強化]

・ 鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議」の枠組みを通じ、政府一体と「

なった対策を強化する。

[感染発生国・地域からの情報収集]

・ 、 、 のリファレンスラボラトリー等と、ウイルス株の同定・解析WHO OIE FAO
に関する協力、当該ウイルス株の入手、症例定義の決定情報共有等を行う。

予防と封じ込め

[在留邦人（長期滞在者及び永住者）等への対応]

・各学校等に対し、全地域の日本人留学生に感染予防策を講ずるよう周知する。

[国民の社会活動の制限]

・全国における不要不急の大規模集会や興行施設等不特定多数の集まる活動は自粛

を勧告する。

・患者と、接触していた者が関係する発生地域の学校、通所施設等について、臨時

休業を行うよう各設置者に対して要請する。

、 、 、 。 、・事業所 福祉施設等に対して マスクの着用 うがい・手洗いを勧奨する また

新型インフルエンザ様症状の認められた従業員等の出勤停止・受診を勧告する。

・国民に対して、マスクの着用、うがい・手洗いを勧奨、外出自粛を勧告する。
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５B-Ⅱ．フェーズ５B発生に伴う文部科学省の具体的対応

（１）新型インフルエンザに関する情報収集

①厚生労働省が国内の発生情報を へ通報すると同時に、内閣官房にも情報がWHO
もたらされる。

↓

②内閣官房を通じて文部科学省に情報がもたらされる。

○予定されている伝達ルートを通じて大臣までただちにフェーズ への移行を報告。5B
○厚生労働省等を通じ、新型インフルエンザに関する情報を収集。

○感染症研究ネットワーク支援センター等を通じ、感染症研究拠点からの新型インフルエ

ンザに関する情報を収集。

（２）情報の共有・分析と対応方針協議のための省内対策本部の招集

○内閣官房からフェーズ への移行の情報がもたらされた段階で、情報の共有・分析と5B
今後の対応方針を協議するため、ただちに新型インフルエンザ対策本部を招集。

→新型インフルエンザの症状、感染力・致死率・潜伏期間、予防方法、国内の発生状況

などについて収集できている情報を確認。さらに、その時点で、教育委員会等に要請

すべき内容と今後の対応方針について協議。

○その後の事態の進行に応じて、随時、対策本部・作業部会を開催。

（３）学校関係者等への迅速かつ正確な情報の提供

○新型インフルエンザの発生状況や予防のために必要な留意事項など得られた情報につい

て、種々の方法・ルートを用いて速やかに情報提供を行う。

・ や メールを利用して情報を提供FAX E
（想定される情報は、次のようなもの）

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・効果的な予防方法（マスクの着用、うがい・手洗いの徹底など）

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・国内の発生状況、周辺地域で被害が発生した場合の具体的対応

・海外での発生状況 など

・ホームページ上に開設されている情報公開サイトを通じて情報を提供（厚生労働省な

Q&Aどとも連携しつつ 新型インフルエンザの症状や予防のために必要な留意事項、 、

などを積極的に提供）

・必要があれば緊急に全国の教育委員会等の関係者を集めて情報交換会を開催

→新型インフルエンザの症状や予防のために必要な留意事項、今後予想される動きな

どについて説明を行う。
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（４）全国でのイベント開催の見直しと関係団体への周知

、 、○全国で 不要不急の大規模集会や不特定多数の集まる活動は自粛すべきであることから

文部科学省主催イベントについて、延期又は中止を検討する。

○また、関係団体や全国の教育委員会等に対しても、必要に応じ不要不急の活動を見直す

よう要請する。

（５）教育委員会や私立学校担当の知事部局への要請

○教育委員会等に対して、次のような対応を要請。

①文部科学省等から示される情報や、海外での新型インフルエンザの発生状況や予防の

ために必要な留意事項等を踏まえつつ、新型インフルエンザについての情報を児童生

徒、その保護者、教職員、所管施設等に迅速かつ確実に周知すること （マスコミで。

国内発生についての報道が盛んに行われると想定されるため ）パニックを引き起こ、

さず、正しい情報に基づき、適切な判断・行動がなされるよう指導を徹底すること。

②保護者に対して、その児童生徒等及び家族の健康状態に特に注意し、異変が見られる

場合は、医療機関等に相談するよう指導すること。

③予防のためには、全国で人込みを避けるとともに、外出の際にはマスクの着用、うが

いと手洗いが徹底されるよう指導すること。

④発生地域以外においても、新型インフルエンザが発生した場合に備え、教育委員会等

が国及び地方公共団体の保健部局等からの要請を混乱なく受けられるよう事前に連絡

体制の整備等を行っておくこと。

、 、⑤児童生徒や教職員等に新型インフルエンザ患者等が発生した場合 感染症法に基づき

入院勧告等の措置が講じられることから、国及び地方公共団体の感染症法に基づく要

請に対して速やかに協力すること。

⑥特に、児童生徒等に新型インフルエンザ患者が発生した場合には、各学校において出

席停止等の措置が適切に講じられるよう、ただちに指導すること。

⑦児童生徒や教職員等に新型インフルエンザ患者等が発生した場合には、学校の全部又

は一部の臨時休業の措置を講じることについて、ただちに検討し、適切に対処するこ

と。

⑧患者等または患者等と接触した者が関係する地域においては、学校の全部又は一部の

臨時休業の措置を講じることについて、必要に応じ検討すること。

⑨学校の全部又は一部の臨時休業の措置を講じる場合には、その範囲や期間等について

ウイルスの感染力や疾患の症状など様々な情報を総合的に判断する必要があるため、

国及び地方公共団体から発表される情報に十分留意すること。

⑩児童生徒等の出席停止や学校の全部又は一部の臨時休業の措置等を講じるに当たって

は、患者等やその家族及び接触者に対する差別が起こらないよう十分留意すること。

（ 、） 。⑪ 外出の自粛が勧告されるものと想定されるため その趣旨の周知を徹底すること

⑫海外渡航等については、厚生労働省より提供される関連情報を踏まえ、自粛を含め適

切な対応をとるよう周知すること。

⑬海外に留学中の生徒や海外修学旅行中の児童生徒及び引率教員に対しても、在籍中の

学校から以下の情報を伝えること。

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・予防のために必要な留意事項
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・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・国内の発生状況、周辺地域で被害が発生した場合の具体的対応など

・海外での発生状況

・外務省の発出する渡航関連情報及び管轄在外公館による現地関連情報、注意事項等

への留意

・万一の場合の対応や健康に不安がある場合の相談方法（在外公館への連絡など）

・帰国する際の相談窓口 など

⑭高校生留学や海外修学旅行の予定のある児童生徒にも、必要な情報の提供を行うとと

もに高校生留学や海外修学旅行については、国内及び渡航国等の新型インフルエンザ

の発生状況等を踏まえた上で、自粛も含め、再検討すること。

（６）大学等への要請

○大学、短期大学、高等専門学校等に対して、次のような対応を要請。

①文部科学省等から示される情報、海外での新型インフルエンザの発生状況や予防のた

めに必要な留意事項等を踏まえつつ、保健センター等からの呼びかけや学内広報・掲

示板の活用などを通じ、新型インフルエンザについての情報を学生や教職員に迅速か

つ確実に周知すること （マスコミで国内発生についての報道が盛んに行われると想。

定されるため ）パニックを引き起こさず、正しい情報に基づき、適切な判断・行動、

をするよう指導を徹底すること。

②学生や保護者に対しては、本人や家族等の健康状態に特に注意し、異変が見られた場

合には、医療機関等に相談するよう指導すること。

③予防のためには、全国において、人込みを避けるとともに、外出の際にはマスクの着

用、うがいと手洗いが徹底されるよう指導すること。

④発生地域以外においても、新型インフルエンザが発生した場合に備え、各大学等が国

及び地方公共団体の保健部局からの要請を混乱なく受けられるよう事前に連絡体制の

整備等を行っておくこと。

⑤学生や教職員に新型インフルエンザ患者等が発生した場合、感染症法に基づき、入院

勧告等の措置が講じられることから、国及び地方公共団体からの感染症法に基づく要

請に対し速やかに協力すること。

⑥特に、学生に新型インフルエンザ患者等が発生した場合には、国及び地方公共団体か

ら発表される情報を踏まえ、出席停止等の措置を講じることについて、ただちに検討

し、適切に対処すること。

⑦学生や教職員に新型インフルエンザ患者等が発生した場合には、大学等の全体又は一

部の臨時休業の措置を講じることについて、ただちに検討し、適切に対処すること。

⑧患者等又は患者等と接触した者が関係する地域においては、大学等に全部又は一部の

臨時休業の措置を講じることについ必要に応じ検討すること。

⑨大学等の全部又は一部の臨時休業の措置を講じる場合は、その範囲や期間等について

ウイルスの感染力等様々な情報を総合的に判断する必要があるため、国及び地方公共

団体から発表される情報に十分留意すること。

⑩学生の出席停止等や大学等の全部又は一部の臨時休業の措置等を講じるに当たっては

患者等やその家族及び接触者に対する差別が起こらないよう十分留意すること。

⑪海外渡航等については、厚生労働省より提供される関連情報を踏まえ、自粛を含め適

切な対応をとるよう周知すること。

（ 、） 。⑫ 外出の自粛が勧告されるものと想定されるため その趣旨の周知を徹底すること
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⑬大学等の留学生交流担当課に、通知等の手段により、感染予防策や発生状況等、新型

インフルエンザの関係情報についてただちに周知すると同時に、以下のことを徹底す

るよう要請。

・留学中の全日本人学生との連携体制を確保すること。

・外務省の渡航関連情報等を踏まえた上で、学生を発生国に派遣している、あるいは

今後派遣する場合において、必要に応じて学生に適切な指導・助言を行うこと。

・海外から帰国した全日本人学生、海外から留学してきた全外国人学生について、新

型インフルエンザの症状を呈した場合にはただちに医療機関等で受診するようあら

かじめ指導すること。

（７）関係研究機関への調査研究推進等に関する指示

○厚生労働省、感染症研究ネットワーク支援センター等文部科学省所管の関係機関との間

、 、 （ ）、 （ ）、で 感染症対策に資する情報のほか 世界保健機構 国際獣疫事務局WHO OIE
（国連食糧農業協会）のリファレンスラボラトリー等からのウイルス株や症例定義FAO

の決定情報の共有等を行う。

○必要に応じ、文部科学省所管の関係研究機関に対して、 、 、 のリファレWHO OIE FAO
ンスラボラトリー等と、ウイルス株の同定・解析に関する協力を行うよう指示。

○政府として緊急を要するワクチン開発において、遺伝子組換え生物等を使用する場合に

は、法律に基づく規制の手続きを迅速に行う。

（８）日本人学校等への要請

○文部科学省より日本人学校等に対し、以下の情報をただちに送付するとともに、それら

の情報を参考として、児童生徒、派遣教員等に対し適切な指導を行うよう要請。

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・予防のために必要な留意事項

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・国内の発生状況、周辺地域で被害が発生した場合の具体的対応など

・海外での発生状況

・外務省の発出する渡航関連情報及び管轄在外公館による現地関連情報、注意事項等へ

の留意

・万一の場合の対応や健康に不安がある場合の相談方法（在外公館への連絡など）

・帰国する際の相談窓口

・日本人学校等が発生国から受け入れる児童生徒が、風評等により不当な取り扱いを受

けることがないよう正しい情報に基づいた冷静な対応が求められること など

（９）国立大学附属病院への要請

○厚生労働省と連携しつつ、各国立大学附属病院に対して、新型インフルエンザを疑われ

る者は、原則として、感染症指定医療機関において診断・治療を行うこととし、大学附

属病院においては、本人の渡航歴や国内での患者（疑似症患者を含む）との接触等を確

認し、症状や所見から新型インフルエンザが疑われる患者は感染症指定医療機関に転院
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するよう周知。

○厚生労働省と連携しつつ、各国立大学附属病院に対して、抗インフルエンザウイルス薬

確保のため、新型インフルエンザ患者（疑似症患者を含む）及び疑われる者以外の通常

のインフルエンザ患者には、原則として抗インフルエンザウイルス薬を使用しないよう

要請。

（10）文部科学省内 体制の整備の

○新型インフルエンザ対策本部のもとに、各フェーズで行うべき事項を確実に実施する。

○新型インフルエンザの感染の状況を踏まえつつ、関係局課において業務を見直し、新型

インフルエンザへの対応に一層シフトした業務分担・人員配置とするなど、文部科学省

内の体制についても必要な見直しを行う。
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６B-Ⅰ．新型インフルエンザ対策国内行動計画
（フェーズ６B段階）

とは「フェーズ６B」
パンデミックが発生し、世界の一般社会で急速に感染が拡大している。国内でもパン

デミックが発生し、厚生労働大臣から非常事態宣言（国内対策強化宣言）が出される

状態

（最初の流行を第１波とし、その後の小康状態、第２波を含めてパンデミック期とす

る ）。

「新型インフルエンザ対策国内行動計画 （フェーズ６B）中の」
文部科学省関係項目

計画と連携

・ 小康状態において）体制を再整備する。（

・ 小康状態において）パンデミック時の対策における評価を行い、計画の見直し（

を行う。

・ 第２波時点で）第１波を踏まえ、行動計画に基づき、迅速な対応を行う。（

予防と封じ込め

[国民の社会活動の制限]

・国民、関係者に対して、次の点を勧告・周知する。

・大規模施設や興行施設等不特定多数の集まる活動について、原則すべての活動

の自粛を勧告する。

・全国の学校及び通所施設等について、臨時休業を行うよう各設置者に対して要

請する。

・発生地域における事業所、福祉施設等に対して、マスクの着用、うがい・手洗

いを勧奨する。また、新型インフルエンザ様症状の認められた従業員等の出勤

停止・受診を勧告する。

・国民に対して、マスクの着用、うがい・手洗いを勧奨する。

[在留邦人（長期滞在者及び永住者）等への対応]

・各学校等に対し、発生国の日本人留学生に感染予防策を講ずるよう周知する。

情報提供・共有

・ 小康状態において）これまでの情報提供体制を評価し、第２波に向けた情報提（

供体制等の見直し、整備を行う。
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６B-Ⅱ．フェーズ６B発生に伴う文部科学省の具体的対応

（１）新型インフルエンザに関する情報収集

①厚生労働省が国内の発生情報を へ通報すると同時に、内閣官房にも情報がWHO
もたらされる。厚生労働大臣から非常事態宣言が出される。

↓

②内閣官房を通じて文部科学省に情報がもたらされる。

○予定されている伝達ルートを通じて大臣までただちにフェーズ への移行を報告。6B
○厚生労働省等を通じ、新型インフルエンザに関する情報を収集。

○感染症研究ネットワーク支援センター等を通じ、感染症研究拠点から新型インフルエン

ザに関するの情報を収集。

（２）情報の共有・分析と対応方針協議のための省内対策本部の招集

○内閣官房からフェーズ への移行の情報がもたらされた段階で、情報の共有・分析と6B
今後の対応方針を協議するため、ただちに新型インフルエンザ対策本部を招集。

→新型インフルエンザの症状、感染力・致死率・潜伏期間、予防方法、国内の発生状況

などについて収集できている情報を確認。さらに、その時点で、教育委員会等に要請

すべき内容と今後の対応方針について協議。

○その後の事態の進行に応じて、随時、対策本部・作業部会を開催。

（３）学校関係者等への迅速かつ正確な情報の提供

○新型インフルエンザの発生状況や予防のために必要な留意事項など得られた情報につい

て、種々の方法・ルートを用いて速やかに情報提供を行う。

・ や メールを利用して情報を提供FAX E
（想定される情報は、次のようなもの）

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・効果的な予防方法（マスクの着用、うがい・手洗いの徹底など）

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・国内の発生状況、周辺地域で被害が発生した場合の具体的対応

・海外での発生状況 など

・ホームページ上に開設されている情報公開サイトを通じて情報を提供（厚生労働省な

Q&Aどとも連携しつつ 新型インフルエンザの症状や予防のために必要な留意事項、 、

などを積極的に提供）

・必要があれば緊急に全国の教育委員会等の関係者を集めて情報交換会を開催

→新型インフルエンザの症状や予防のために必要な留意事項、今後予想される動きな

どについて説明を行う。
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（４）全国での国主催イベントの自粛等と関係団体への周知

○大規模集会や不特定多数の集まる活動については、原則としてすべて自粛し、文部科学

省主催イベントについては、無期延期又は中止する。

○また、関係団体や全国の教育委員会等に対し、原則すべての活動の自粛を要請する。

（５）教育委員会や私立学校担当の知事部局への要請

○教育委員会等に対して、次のような対応を要請。

①（第１波の到来に際し、政府から「非常事態宣言」が発令される予定であり ）学校、

の閉鎖を行い、極力外出を控えることと併せて、閉鎖期間中の家庭と学校との連絡方

法、家庭での過ごし方等について混乱の生じないよう十分な指導を行うこと。

②（第１波後の小康状態期においては ）教育委員会等における勤務体制の見直し等を、

行い、文部科学省との連携体制を再度確認すること。

③（第１波後の小康状態期においては ）文部科学省からの通知等を踏まえ、児童生徒、

や教職員等が新型インフルエンザと疑われる症状を呈した場合及び感染が確定した場

合の対応等について、第２波の到来に備え十分に周知を行うこと。

④海外渡航等については、政府からの指示を踏まえ再検討するよう周知すること。

⑤海外に留学中の生徒や、海外修学旅行中の児童生徒及び引率教員に対しても、以下の

情報に留意しながら慎重に行動するよう伝えること。

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・予防のために必要な留意事項

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・国内の発生状況、周辺地域で被害が発生した場合の具体的対応など

・海外での発生状況

・外務省の発出する渡航関連情報及び管轄在外公館による現地関連情報、注意事項等

への留意

・万一の場合の対応や健康に不安がある場合の相談方法（在外公館への連絡など）

・帰国する際の相談窓口 など

⑥高校生留学や海外修学旅行の予定のある児童生徒にも、必要な情報の提供を行うとと

もに、高校生留学や海外修学旅行については、国内及び渡航国等の新型インフルエン

ザの発生状況等を踏まえた上で、自粛も含め、再検討すること。

（６）大学等への要請

○大学、短期大学、高等専門学校等に対して、次のような対応を要請。

①（第１波の到来に際し、政府から「非常事態宣言」が発令される予定であり ）大学、

等の閉鎖を行い、極力外出を控えることと併せて、閉鎖期間中の各大学等と学生との

連絡方法を明確にし、閉鎖期間中の学生生活について十分な指導を行うこと。

②（第１波後の小康状態期においては ）各大学等と文部科学省との連携体制を再度確、

認すること。

③（第１波後の小康状態期においては ）文部科学省等からの通知等を踏まえ、学生や、

教職員が新型インフルエンザと疑われる症状を呈した場合や感染が確定した場合の対
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応等について、第２波の到来に備え十分に周知を行うこと。

④海外渡航等については、政府からの指示を踏まえ再検討するよう周知すること。

⑤大学等の留学生交流担当課に、通知等の手段により、感染予防策や発生状況等、新型

インフルエンザの関係情報についてただちに周知すると同時に、以下のことを徹底す

るよう要請。

・ 第１波の到来に際し、政府から「非常事態宣言」が発令される予定であり ）引き（ 、

続き、留学中の全日本人学生との連絡体制を確保し、安否確認を行うこと。

・ 第１波後の小康状態期において ）国内及び渡航国等の発生状況、外務省の渡航関（ 、

連情報等を踏まえた上で、学生を発生国に派遣している、あるいは今後派遣する場

合において、留学中の学生に対して、留学先での学生生活や帰国等に関する適切な

指導を行うとともに、留学予定の学生の派遣については、自粛も含め、再検討する

こと。

・ 第１波後の小康状態期において ）海外から帰国した全日本人学生、海外から留学（ 、

してきた全外国人学生について、インフルエンザのような症状を呈した場合には、

ただちに医療機関等で受診するようあらかじめ指導すること。

（７）関係研究機関への調査研究推進等に関する指示

○厚生労働省、感染症研究ネットワーク支援センター等文部科学省所管の関係機関との間

WHO OIE FAOで 感染症対策に資する情報のほか 世界保健機構 国際獣疫事務局、 、 （ ）、 （ ）、

（国連食糧農業協会）のリファレンスラボラトリー等からのウイルス株や症例定義の決

定情報の共有等を行う。

○必要に応じ、文部科学省所管の関係研究機関に対して、 、 、 のリファレWHO OIE FAO
ンスラボラトリー等と、ウイルス株の同定・解析に関する協力を行うよう指示。

○政府として緊急を要するワクチン開発において、遺伝子組換え生物等を使用する場合に

は、法律に基づく規制の手続きを迅速に行う。
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（８）日本人学校等への要請

○文部科学省より日本人学校に対し、以下の情報をただちに送付するとともに、それらの

情報を参考として、児童生徒、派遣教員等に対し適切な指導を行うよう要請。

・新型インフルエンザの症状、感染経路等

・予防のために必要な留意事項

・症状を呈した場合の対応（医療機関受診など）

・国内の発生状況、周辺地域で被害が発生した場合の具体的対応など

・海外での発生状況

・外務省の発出する渡航関連情報及び管轄在外公館による現地関連情報、注意事項等へ

の留意

・万一の場合の対応や健康に不安がある場合の相談方法（在外公館への連絡など）

・帰国する際の相談窓口 など

（９）国立大学附属病院への要請

○厚生労働省と連携しつつ、各国立大学附属病院に対して、新型インフルエンザ患者（疑

似症患者を含む）及び疑われる者に対する診断・治療を行うよう要請。

○厚生労働省と連携しつつ、各国立大学附属病院に対して、抗インフルエンザウイルス薬

確保のため、新型インフルエンザ患者（疑似症患者を含む）及び疑われる者以外の通常

のインフルエンザ患者には、抗インフルエンザウイルス薬を使用しないよう要請。

（10）文部科学省内の体制の整備

○新型インフルエンザ対策本部のもとに、各フェーズで行うべき事項を確実に実施する。

○（第１波の到来に際し、政府から「非常事態宣言」が発令される予定であり ）パンデ、

ミックの状況を踏まえつつ、文部科学省内の体制について必要な見直しを行う。

○特にパンデミック期においては、文部科学省関係者の中に新型インフルエンザが疑われ

る症状を呈する者あるいは感染者が発生する場合が想定される。このような場合におい

ても可能な限り適切な対応がとれるよう、バックアップ要員を含めた業務体制について

あらかじめ整備しておく。
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