佐賀県
新型インフルエンザ等
対策行動計画

（参考） 発生段階ごとの対策一覧
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佐賀県
新型インフルエンザ等
対策行動計画

未発生期
※ 太字は前期から変更・追加されている項⽬。☆は特定の状況において実施を検討すべき項⽬。

防感
⽌染
対予
策防
・
ま
ん
延

組

織

通常の体制で対応

会

議

新型インフルエンザ対策推進会議、新型インフルエンザ対策調整会議、
新型インフルエンザ医療機能等専⾨家会議、保健福祉事務所健康危機管理調整会議等

個⼈・職場
まん延防⽌

○県⺠への情報提供
○情報が届きにくい⽅への情報提供⼿段の検討
○事業者への発⽣時の感染対策や⼀部事業の縮⼩についての検討勧奨

地域・社会
まん延防⽌

○多数の者が利⽤する施設への情報の提供等
○施設の使⽤制限等への対応の体制構築要請
○学校等の⼀時的な休業時の連絡体制整備の実施及び要請等
○区分1施設における保護者等への情報提供・準備要請
○市町への地域保育計画の策定要請
○学校、保育所、社会福祉施設等管理者への集団感染発⽣時の報告体制の構築要請
○指定地⽅公共機関の指定
○関係事業者等への事業継続計画の策定要請
○市町における⽕葬体制の現状把握
○⽕葬体制の構築
○治安・消防等関係機関との連携・協議
○市町への緊急保育計画の策定要請

県⺠⽣活・
経済活動安定

医
療
対
策

医

○⾵評被害の未然防⽌

療

○各地区（医療圏）における医療体制の構築
○医療機関、薬局等への診療継続計画の作成要請等
○第⼀種・第⼆種感染症指定医療機関への要請
○⼊院協⼒医療機関への準備要請
○⼀般医療機関への準備要請
○薬局への新型インフルエンザ等対応薬局の指定、準備要請
○医療機関及び薬局等への電話診療、ＦＡＸ処⽅の体制構築要請
○医療機関への⻑期処⽅の体制構築要請
○抗ウイルス薬の確保
○医薬品等の流通備蓄の確保
○予防投与⽤抗ウイルス薬の確保
○医療従事者の感染防⽌対策資器材の備蓄
○平時からのサーベイランスの実施

予防接種

○集団接種体制の確⽴

防疫対応

○疫学調査員の養成、訓練
○関係機関との連携強化、確認

コールセンター

○特定接種対象者の登録

○住⺠接種対象者の把握

○接種医療機関の確保

○抗インフルエンザウイルス薬等の備蓄
○患者等の移送体制の確保要請
○予防投薬の準備

○コールセンターに係る体制整備・研修の実施
○新型インフルエンザ等に関する問い合わせ窓⼝の設置
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佐賀県
新型インフルエンザ等
対策行動計画

発生疑い期
※ 太字は前期から変更・追加されている項⽬。☆は特定の状況において実施を検討すべき項⽬。

防感
⽌染
対予
策防
・
ま
ん
延

組

織

新型インフルエンザ対策情報連絡室

会

議

新型インフルエンザ対策推進会議、新型インフルエンザ対策調整会議、
新型インフルエンザ医療機能等専⾨家会議、保健福祉事務所健康危機管理調整会議等

個⼈・職場
まん延防⽌

○対策の確認

地域・社会
まん延防⽌

○対策の確認

県⺠⽣活・
経済活動安定

医
療
対
策

医

○県⺠への情報提供

○対策の確認

療

○医療提供体制の確認
○医療機関・薬局等への新型インフルエンザ等情報の提供等
○医療機関、薬局等への対策準備要請
○第⼀種・第⼆種感染症指定医療機関への対策準備要請
○新型インフルエンザ等対応薬局の設置準備要請
○医療機関及び薬局等への電話診療、ＦＡＸ処⽅の準備要請
○医療機関への⻑期処⽅実施の準備要請
○医療従事者の感染防⽌対策資器材の配布
○平時からのサーベイランスの実施

予防接種

○接種体制の確認

防疫対応

○対策の確認

コールセンター

○対策の確認
○コールセンター設置準備
○市町への電話相談窓⼝の設置準備要請
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佐賀県
新型インフルエンザ等
対策行動計画

海外発生期
※ 太字は前期から変更・追加されている項⽬。☆は特定の状況において実施を検討すべき項⽬。

防感
⽌染
対予
策防
・
ま
ん
延

組

織

新型インフルエンザ対策本部

会

議

新型インフルエンザ対策本部会議、新型インフルエンザ対策本部幹事会議、
新型インフルエンザ医療機能等専⾨家会議、新型インフルエンザ地域対策本部会議

新型インフルエンザ地域対策本部

個⼈・職場
まん延防⽌

○県⺠への情報提供
○情報が届きにくい⽅への情報提供
○相談窓⼝（コールセンター）における問い合わせ内容の広報への反映
○事業者への新型インフルエンザ等対策の準備勧奨
○⾵評被害の未然防⽌

地域・社会
まん延防⽌

○多数の者が利⽤する施設への情報提供等
○施設の使⽤制限等への対応の準備要請
○感染予防・まん延防⽌対策の実施準備勧奨
○学校等の県内発⽣時の臨時休業の指⽰・要請
○市町への地域保育計画に基づく対応の準備要請
○区分1施設における保護者等への情報提供・準備要請
○県⽴施設の閉鎖・県主催イベントの中⽌準備
○学校、保育所、社会福祉施設等管理者への集団感染発⽣時の報告準備の要請
○発⽣地域からの施設利⽤者の対応指⽰・要請
○関係事業者等への事業継続計画に基づく事業継続の準備勧奨
○関係事業者等への新型インフルエンザ等情報の提供等
○⽕葬体制の整備及び遺体の保存対策の実施
○⾷料等の物価監視
○治安・消防等関係機関との連携・協議及び準備要請
○感染者の密⼊国防⽌
○市町への緊急保育計画に基づく対応の準備要請

県⺠⽣活・
経済活動安定

医
療
対
策

－

医

療

○医療提供体制の確認 ○医療機関・薬局等へ新型インフルエンザ等情報の提供等 ○医療機関へ対策実施要請
○第⼀種・第⼆種感染症指定医療機関へ対策実施要請 ○⼊院協⼒医療機関へ対策準備要請
○⼀般医療機関へ対策準備要請 ○新型インフルエンザ等対応薬局の設置要請
○医療機関及び薬局等への電話診療、ＦＡＸ処⽅の準備要請 ○医療機関への⻑期処⽅実施の実施要請
☆臨時医療施設の設置準備 ☆⼀般診療体制への移⾏ ○抗ウイルス薬の在庫状況等の把握
○集中型医療対応医療機関への発注要請 ○国への備蓄量等の報告
○平時からのサーベイランスの実施
○サーベイランスの追加実施・強化

予防接種

○接種体制の確認

防疫対応

○健康監視の実施
○積極的疫学調査等の実施
○予防投与⽤抗インフルエンザウイルス薬等の投与
☆国への報告
☆患者の確定検査の実施等

コールセンター

○プレパンデミックワクチンの接種（インフルエンザH5N1発⽣の場合）

○コールセンターの設置・運営

○病原体検査の実施
○患者の移送等
☆重点的感染拡⼤防⽌策の実施

○市町への電話相談窓⼝の設置準備要請
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佐賀県
新型インフルエンザ等
対策行動計画

国内発生早期
※ 太字は前期から変更・追加されている項⽬。☆は特定の状況において実施を検討すべき項⽬。

防感
⽌染
対予
策防
・
ま
ん
延

組

織

新型インフルエンザ対策本部

会

議

新型インフルエンザ対策本部会議、新型インフルエンザ対策本部幹事会議、
新型インフルエンザ医療機能等専⾨家会議、新型インフルエンザ地域対策本部会議

新型インフルエンザ地域対策本部

個⼈・職場
まん延防⽌

○県⺠への情報提供
○情報が届きにくい⽅への情報提供
○相談窓⼝（コールセンター）における問い合わせ内容の広報への反映
○事業者への新型インフルエンザ等対策の実施勧奨
○報道内容の確認及び⾵評被害の防⽌

地域・社会
まん延防⽌

○多数の者が利⽤する施設への情報提供等
○施設の使⽤制限等への対応の準備要請
○感染予防・まん延防⽌対策の実施準備勧奨
○学校等の県内発⽣時の臨時休業の指⽰・要請
○市町への地域保育計画に基づく対応の準備要請
○区分1施設における保護者等への情報提供・準備要請
○県⽴施設の閉鎖・県主催イベントの中⽌準備
○学校、保育所、社会福祉施設等管理者への集団感染発⽣時の報告準備の要請
○発⽣地域からの施設利⽤者の対応指⽰・要請
○関係事業者等への事業継続計画に基づく事業継続の準備勧奨
○関係事業者等への情報の提供等
○⽕葬体制の整備及び遺体の保存対策の実施
○⾷料等の物価監視
○治安・消防等関係機関との連携・協議及び準備要請
○感染者の密⼊国防⽌
○市町への緊急保育計画に基づく対応の準備要請

県⺠⽣活・
経済活動安定

医
療
対
策

－

医

療

○医療提供体制の確認
○医療機関・薬局等への新型インフルエンザ等情報の提供等
○医療機関への対策実施要請
○第⼀種・第⼆種感染症指定医療機関への対策実施要請
○⼊院協⼒医療機関への対策準備要請
○⼀般医療機関への対策準備要請
○新型インフルエンザ等対応薬局の設置要請
○医療機関及び薬局等への電話診療、ＦＡＸ処⽅の準備要請
○医療機関への⻑期処⽅実施の実施要請
☆臨時医療施設の設置準備
☆⼀般診療体制への移⾏
○抗ウイルス薬の在庫状況等の把握
○集中型医療対応医療機関への発注要請
○国への備蓄量等の報告
○平時からのサーベイランスの実施
○サーベイランスの追加実施・強化

予防接種

○接種体制の確認

防疫対応

○健康監視の実施
○積極的疫学調査等の実施
○予防投与⽤抗インフルエンザウイルス薬等の投与
☆国への報告
☆患者の確定検査の実施等

コールセンター

○プレパンデミックワクチンの接種（インフルエンザH5N1発⽣の場合）

○コールセンターの設置・運営
○市町への電話相談窓⼝の設置・運営要請

○病原体検査の実施
○患者の移送等
☆重点的感染拡⼤防⽌策の実施
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県内発生早期
※ 太字は前期から変更・追加されている項⽬。☆は特定の状況において実施を検討すべき項⽬。

防感
⽌染
対予
策防
・
ま
ん
延

組

織

新型インフルエンザ対策本部

会

議

新型インフルエンザ対策本部会議、新型インフルエンザ対策本部幹事会議、
新型インフルエンザ医療機能等専⾨家会議、新型インフルエンザ地域対策本部会議

新型インフルエンザ地域対策本部

個⼈・職場
まん延防⽌

○県⺠への情報提供
○情報が届きにくい⽅への情報提供
○知事の臨時記者会⾒の実施
○相談窓⼝（コールセンター）における問い合わせ内容の広報への反映
○事業者への新型インフルエンザ等対策の実施勧奨
○報道内容の確認及び⾵評被害の防⽌

地域・社会
まん延防⽌

○多数の者が利⽤する施設への情報提供等
○感染予防・まん延防⽌対策の実施勧奨
○学校等の県内発⽣時の臨時休業の指⽰・要請
○臨時休業時の児童・⽣徒等の状況把握の要請
○市町への地域保育計画に基づく対応要請
○県⽴施設の閉鎖・県主催イベントの中⽌検討
○学校・保育所・社会福祉施設等管理者への集団感染発⽣時等の対応要請
○請負業者への公共事業の⾃粛（⼯期延⻑等）要請
☆区分1施設に対する施設の使⽤制限要請
☆区分1施設における保護者等への情報提供・協⼒要請
☆区分３施設に対する施設の使⽤制限要請
☆区分１・３施設に対する施設の使⽤制限指⽰
☆県⽴施設の閉鎖や県主催イベントの原則中⽌
☆⼊学試験の延期等の指⽰・要請
☆学校⾏事の延期等の指⽰・要請等
○関係事業者等への事業継続計画に基づく事業継続の要請 ○関係事業者等への情報の提供等
○公共交通機関への感染予防・まん延防⽌対策の実施要請等 ○県⺠へ使⽤量等の削減呼掛け ○⽕葬体制の強化
○⽣産者・⾷料製造事業者へ⾷料等の優先出荷の要請 ○⾷料等の物価監視 ○治安・消防等関係機関へ対応要請
☆関係事業者へ事業継続要請 ☆物資及び資材の供給要請 ☆県有船による救援物資輸送 ☆緊急物資の運送要請
☆埋葬の活⽤ ☆特定物資の売渡し及び保管要請 ☆⽣活関連物資等の価格安定 ☆市町へ「緊急保育」実施要請

県⺠⽣活・
経済活動安定

医
療
対
策

－

佐賀県
新型インフルエンザ等
対策行動計画

医

療

○医療提供体制の確認 ○医療機関・薬局等への新型インフルエンザ等情報の提供等 ○医療機関へ対策実施要請
○第⼀種・第⼆種感染症指定医療機関へ対策継続要請 ○⼊院協⼒医療機関へ対策準備要請
○⼀般医療機関へ対策準備要請 ○新型インフルエンザ等対応薬局の設置要請
○医療機関及び薬局等への電話診療、ＦＡＸ処⽅の準備要請 ☆⼊院協⼒医療機関における⼊院措置の実施要請等
☆⼊院措置における地区間連携等の推進 ☆⼊院協⼒医療機関における新型インフルエンザ専⾨外来の設置要請等
☆臨時医療施設の設置準備 ☆⼀般診療体制への移⾏ ○抗ウイルス薬の在庫状況等の把握
○集中型医療対応医療機関への発注要請 ○国への備蓄量等の報告 ○平時からのサーベイランスの実施
○サーベイランスの追加実施・強化 ○病原性の変化についての報告

予防接種

○接種体制の確認

防疫対応

○健康監視の実施
○積極的疫学調査等の実施
○病原体検査の実施
○患者の移送等
○予防投与⽤抗インフルエンザウイルス薬等の投与
☆重点的感染拡⼤防⽌策の実施
☆国への報告
☆患者の確定検査の実施等
☆国への専⾨家の派遣要請

コールセンター

○プレパンデミックワクチンの接種（インフルエンザH5N1発⽣の場合）○特定接種の実施

○コールセンターの設置・運営
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県内感染期
※ 太字は前期から変更・追加されている項⽬。☆は特定の状況において実施を検討すべき項⽬。

防感
⽌染
対予
策防
・
ま
ん
延

組

織

新型インフルエンザ対策本部

会

議

新型インフルエンザ対策本部会議、新型インフルエンザ対策本部幹事会議、
新型インフルエンザ医療機能等専⾨家会議、新型インフルエンザ地域対策本部会議

新型インフルエンザ地域対策本部

個⼈・職場
まん延防⽌

○県⺠への情報提供
○情報が届きにくい⽅への情報提供
○知事の臨時記者会⾒の実施
○相談窓⼝（コールセンター）における問い合わせ内容の広報への反映
○事業者への新型インフルエンザ等対策の実施勧奨
○報道内容の確認及び⾵評被害の防⽌

地域・社会
まん延防⽌

○多数の者が利⽤する施設への情報提供等
○感染予防・まん延防⽌対策の実施勧奨
○学校等の県内発⽣時の臨時休業の指⽰・要請
○臨時休業時の児童・⽣徒等の状況把握の要請
○市町への地域保育計画に基づく対応要請
○県⽴施設の閉鎖・県主催イベントの中⽌検討
○学校・保育所・社会福祉施設等管理者への集団感染発⽣時等の対応要請
○請負業者への公共事業の⾃粛（⼯期延⻑等）要請
☆区分1施設に対する施設の使⽤制限要請
☆区分1施設における保護者等への情報提供・協⼒要請
☆区分３施設に対する施設の使⽤制限要請
☆区分１・３施設に対する施設の使⽤制限指⽰
☆県⽴施設の閉鎖や県主催イベントの原則中⽌
☆⼊学試験の延期等の指⽰・要請
☆学校⾏事の延期等の指⽰・要請等
○関係事業者等への事業継続計画に基づく事業継続の要請 ○関係事業者等への情報の提供等
○公共交通機関への感染予防・まん延防⽌対策の実施要請等 ○県⺠へ使⽤量等の削減呼掛け ○⽕葬体制の強化
○⽣産者・⾷料製造事業者へ⾷料等の優先出荷の要請 ○⾷料等の物価監視 ○治安・消防等関係機関へ対応要請
☆関係事業者へ事業継続要請 ☆物資及び資材の供給要請 ☆県有船による救援物資輸送 ☆緊急物資の運送要請
☆埋葬の活⽤ ☆特定物資の売渡し及び保管要請 ☆⽣活関連物資等の価格安定 ☆市町へ「緊急保育」実施要請

県⺠⽣活・
経済活動安定

医
療
対
策

－

佐賀県
新型インフルエンザ等
対策行動計画

医

療

○医療提供体制の確認 ○医療機関・薬局等へ新型インフルエンザ等情報の提供等 ○医療機関へ対策実施要請
○第⼀種・第⼆種感染症指定医療機関及び⼊院協⼒医療機関へ要請 ○全医療機関へ対応要請 ○薬局へ対応要請
○医療機関及び薬局等へ電話診療、ＦＡＸ処⽅の要請 ○医療従事者の休養等 ☆時間外診療の拡充
☆⼊院医療体制の縮⼩ ☆軽症者の⾃宅療養 ☆待機可能な⼿術及び⼊院の⾃粛要請
☆⼊院協⼒医療機関、⼀般医療機関における定員超過⼊院 ☆集中型医療体制の継続
☆患者数に応じた⼊院可能な医療機関の追加要請
☆臨時医療施設の開設・運営 ☆⼀般診療体制への移⾏
○医療機関等での抗ウイルス薬の使⽤状況等の把握 ○抗ウイルス薬の確保と流通 ○医薬品等の流通の確保
○予防投与⽤抗ウイルス薬の投与の確保 ○医療従事者の感染防⽌対策資器材の確保
○平時からのサーベイランスの実施 ○サーベイランスの追加実施・強化 ○病原性の変化についての報告

予防接種

○特定接種の実施

防疫対応

○⼊院勧告の解除及び疫学調査の縮⼩

コールセンター

○住⺠接種の実施（新臨時接種）

○コールセンターの設置・運営

☆住⺠接種の実施（臨時接種）

○患者の移送の中⽌

○予防投与⽤抗インフルエンザウイルス薬等の投与
52

○市町への電話相談窓⼝の設置・運営要請
Copyright 2014 Saga Prefecture. All Rights Reserved.

佐賀県
新型インフルエンザ等
対策行動計画

小康期
※ 太字は前期から変更・追加されている項⽬。☆は特定の状況において実施を検討すべき項⽬。

防感
⽌染
対予
策防
・
ま
ん
延

組

織

通常の体制で対応（必要に応じて新型インフルエンザ対策情報連絡室を設置）

会

議

新型インフルエンザ対策推進会議、新型インフルエンザ対策調整会議、
新型インフルエンザ医療機能等専⾨家会議、保健福祉事務所健康危機管理調整会議等

個⼈・職場
まん延防⽌

○県⺠への情報提供
○事業者への感染予防策実施の要請
○再燃期に向けた対策の総括

地域・社会
まん延防⽌

○施設管理者への新型インフルエンザ等情報の提供等
○再燃期に向けた対策の総括

県⺠⽣活・
経済活動安定

医
医
療
対
策

○関係事業者等への新型インフルエンザ情報の提供等
○再燃期に向けた対策の総括

療

○医療従事者の休養等
○臨時医療施設の閉鎖
○医療体制の調整
○対策の評価及び第⼆波に対する対策
○医療機関における体制の再整備
○平時からのサーベイランスの実施
○病原性の変化についての報告

予防接種

○未接種者の把握

防疫対応

○再燃期に向けた対策の総括

コールセンター

○再燃期に向けた準備

○コールセンターの縮⼩・廃⽌
○再燃期に向けた対策の総括
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