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新型インフルエンザの概要1

(１)インフルエンザの違い

通常のインフルエンザや鳥インフルエンザ、新型インフルエンザという言葉を聞いたこ

とがある方は多いでしょう。これらのインフルエンザは、それぞれ異なる特徴を持ちます。

通常のインフルエンザは、主に A 型、B 型に分類される季節性インフ

ルエンザウイルスによる感染症で、風邪よりも比較的急速に高熱・悪寒・

筋肉痛・全身倦怠感などを発症します。通常のインフルエンザは、ワクチ

ンを接種しておくことで、感染しても重症化を防ぐことができます。

この通常のインフルエンザには、毎年約 1,000 万人が感染しています。

鳥インフルエンザとは、主に鳥類の間で流行するインフルエンザのこ

とです。

この鳥インフルエンザウイルスに感染した鳥類やその死骸と接触す

ることで、まれに人に感染することがあります。現在までに、H5N1 型、

H9N2 型、H7N7 型などの鳥インフルエンザウイルスの人への感染が

確認されています。

「新型インフルエンザとは、一体どのようなものなのか？」、

「通常のインフルエンザとどう違うのか？」などと、

疑問をお持ちではありませんか？

１．新型インフルエンザについて 【知識編】

１) 通常のインフルエンザ

２) 鳥インフルエンザ
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新型インフルエンザウイルスとは、鳥インフルエンザウイルスが、人から人へと効率よ

く感染できるよう変異したウイルスのことです。この新型インフルエンザウイルスに人が

感染して起こる病気を、新型インフルエンザといいます。新型インフルエンザに対して人

は免疫を持っていないため、新型インフルエンザが人から人へと容易に感染して広がり、

世界的な大流行（パンデミック）を起こす危険性があります。

この新型インフルエンザと通常のインフルエンザの違いとして、現在想定されているの

は、下表のとおりです。

項目 新型インフルエンザ 通常のインフルエンザ

発病 急激 急激

症状

（典型例）
未確定（発生後に確定）

38℃以上の発熱

咳、くしゃみなどの呼吸器症状

頭痛、関節痛、全身倦怠感など

潜伏期間 未確定（発生後に確定） 2～5 日

人への感染性 強い あり（風邪より強い）

発生状況 大流行性／パンデミック 流行性

致死率※1)

未確定（発生後に確定）

※アジアインフルエンザ ：約 0.5%

スペインインフルエンザ ：約 2%

0.1%以下

※1）致死率 = 一定期間における当該疾病による死亡者数／一定期間における当該疾病の罹患者数

出所：新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議

「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」 （2009 年 2 月 17 日）を基に作成

厚生労働省の試算によると、実際にパンデミックが起きた場合、日本では、全人口の約

25%が発病し、17 万～64 万人の死亡者が出る可能性があるとしています。また、欠勤者

が増加、通勤手段の確保が困難、資金繰りが悪化、原材料・物資の確保が困難、製品の供

給が困難など、企業活動に大きな影響を及ぼすことが想定されています。

【参考】 過去に流行した新型インフルエンザ

20 世紀には、「スペインインフルエンザ（1918 年）」、「アジアインフルエンザ（1957 年）」、「香港インフルエン

ザ（1968 年）」の 3 度にわたり、新型インフルエンザのパンデミックが発生しています。この中で最も多くの死者を

出したのが、1918 年に発生したスペインインフルエンザです。このスペインインフルエンザでは、全世界で 4,000

万人が死亡したと推計されています。

３) 新型インフルエンザ

新型インフルエンザと通常のインフルエンザとの違い
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(２)新型インフルエンザの発生経路

鳥インフルエンザウイルスが変異して、新型インフルエンザウイルスが発生する経路と

しては次の 3 つが考えられています。

鳥インフルエンザウイルスと人の間で流行する通常のインフルエンザウイルスの両方に

人が同時に感染し、人の体内で両方のウイルスの交雑が起こり、新型インフルエンザウイ

ルスが出現する可能性があります。

鳥インフルエンザウイルスと人の間で流行する通常のインフルエンザウイルスの両方に

豚などが同時に感染し、豚などの体内で両方のウイルスの交雑が起こり、新型インフルエ

ンザウイルスが出現する可能性があります。

鳥インフルエンザウイルスに感染した人の体内でウイルスの変異が進み、ウイルスが人

から人に感染する能力を持つことにより、新型インフルエンザウイルスが出現する可能性

があります。

鳥インフルエンザと新型インフルエンザの関係

３) 感染伝播する過程で発生

出所：新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議

「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」 （2009 年 2 月 17 日）を基に作成

２) 豚などの体内で2種類のウイルスが交わり発生

１) 人の体内で2種類のウイルスが交わり発生
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(３)新型インフルエンザウイルスの感染経路

現段階においては、新型インフルエンザが発生していないため、新型インフルエンザの

感染経路を断定することはできません。そのため、新型インフルエンザの主な感染経路は、

通常のインフルエンザと同じで飛沫感染と接触感染をすると考えられています。

飛沫感染とは、感染した人が咳やくしゃみをするこ

とで排泄するウイルスを含む飛沫（水滴）を、健康な

人が鼻や口から吸い込み、ウイルスが粘膜に接触する

ことによって感染することをいいます。なお、咳やく

しゃみなどの飛沫は、空気中で 1～2 メートル以内に

しか到達しません。

接触感染とは、感染者の咳、くしゃみ、鼻水などが付

着した感染者自身の手や机、ドアノブ、スイッチなどを、

健康な人が手で触れ、かつその手で自分の眼や口や鼻を

触ることによって、ウイルスと粘膜が接触し、感染する

ことをいいます。ウイルスの種類などにもよりますが、

ウイルスは感染者が触れた場所で、24 時間程度生きて

いることもあります。

【参考】 空気感染

空気感染とは、飛沫の水分が蒸発して乾燥し、さらに小さな粒子である

飛沫核となって、長時間空気中を漂い、健康な人がこれを吸い込むこと

によって感染することをいいます。空気感染の場合、近くの人だけではなく、

遠くの人にも感染する危険性があります。ただし、新型インフルエンザは空

気感染が起きるという科学的根拠はないため、飛沫感染と接触感染を想

定した対策をきちんと実施することが望ましいとされています。

飛沫感染

感染者 健常者

飛沫感染

感染者 健常者

接触感染

感染者 健常者

接触感染

感染者 健常者

（飛沫核）

空気感染

感染者 健常者

（飛沫核）

空気感染

感染者 健常者

２) 接触感染

１) 飛沫感染



6

基本的な新型インフルエンザ対策1

新型インフルエンザ対策は、通常のインフルエンザ対策の延長線上にあるものです。そ

のため、普段から通常のインフルエンザ対策をきちんと行うことが、新型インフルエンザ

対策への取組の第一歩となります。

(１)個人及び家庭で実施できる新型インフルエンザ対策

新型インフルエンザは、「いつ発生するのか」や、「実際に発生した時にどのような状況

になるのか」などは正確に予測することができません。そのため、新型インフルエンザの

発生に備えて、普段から感染防止策、必要な備蓄、感染時の相談窓口などに関する正しい

情報を知っておくことが重要となります。これらの情報については、テレビ、新聞、イン

ターネット、都道府県が提供するパンフレットなどから収集することができます。

新型インフルエンザの感染を防止する対策などについて、

きちんと把握していますか？

２．新型インフルエンザについて 【対策編】

１) 新型インフルエンザに関する情報収集
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感染防止策には、個人や家庭において普段から実施できるものが多くあります。この感

染防止策は、通常のインフルエンザ対策としても有効な手段であり、今のうちから習慣づ

けておくことが大切です。

外出からの帰宅後は、きちんと手洗い・うがいをす

ることが重要となります。手洗いは流水

と石鹸を用いて 15 秒以上行うことが望

ましいとされています。

感染者は、ウイルスを含んだ飛沫を排出して周囲

の人に感染させないように、咳・くしゃみ

をするときに、ティッシュなどで口と鼻を

押さえ、他の人から顔をそむけることを心

掛ける必要があります。

感染者から適切な距離（2 メートル以上）を保つこ

とによって、感染の危険性を大幅に

下げることができます。

感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後などに、

机、ドアノブ、スイッチなどを触れると、その

場所にウイルスが付着します。ウイルス

は、清掃・消毒を行うことで除去すること

ができます。

新型インフルエンザ発生時に、通常のインフルエン

ザにかかった人が、新型インフルエンザに感染したと

思い医療機関を受診した場合、医療機関において

混乱が生じてしまう可能性があります。通常

のインフルエンザワクチンの接種は、こうした

混乱の緩和につながります。

感染者が、不織布製マスク※を着用することで、咳

やくしゃみによる飛沫の拡散を防ぐことができます。

ただし、健康な人が不織布製マスクを着用すること

で外部からの飛沫を全く吸い込まないと

いうわけではないので、過信しないように

しましょう。

流行時には「友達と遊びに行く」、「マスクなしで外

出する」などの行為をしてはいけないことを、

子どもによく教育しておく必要があります。

人込みでは、多くの人と接触するため感染してしま

う危険性があります。そのため、人込み

はできる限り避けることが重要です。

※繊維あるいは糸などを織ったりせずに、熱などにより接着して作った布によるマスク。

家庭における清掃・消毒

子どもへの教育 人込みを避ける

通常のインフルエンザワクチンの予防接種 マスクの着用

感染者との距離の保持

２) 個人及び家庭における感染防止策

手洗い・うがい 咳エチケット
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新型インフルエンザが国内で発生した場合、食料品・生活必需品などの物流に影響が出

ることが予想されます。また、感染を防ぐためには不要不急の外出をしないことが基本と

なります。このため、新型インフルエンザ発生後に、少なくとも 2 週間程度は、外出をし

なくても生活ができるよう家庭内備蓄を行っておくことをお勧めします。

【参考】家族の誰かが感染した場合の対応

①新型インフルエンザ流行の初期段階

新型インフルエンザの症状がでている、又は感染者との接触があった場合は、速やか

に保健所などに設置される発熱相談センターに連絡し、どのような対応をすべきかの指

示をもらいましょう。その上で、感染症指定医療機関などを受診し、治療を受けます。ま

た、感染者を自家用車などで搬送する場合は、防護具などの装着が必要となります。

②新型インフルエンザが大流行している段階

感染者が増加し、感染症指定医療機関などが満床になると、すべての入院医療機関で対応することになりま

す。さらに、感染者が膨大になった場合、医療機関以外の公的施設などで医療を提供することも考えられてい

ます。また、軽症者は、自宅での療養を勧められます。

※個人及び家庭における感染防止策や必要な備蓄などを取りまとめた資料として、27 ページに「【参考

２】新型インフルエンザ対策携帯カード」があります。ご参照ください。

３) 個人及び家庭における備蓄
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(２)企業における新型インフルエンザ対策

企業は、普段から国の新型インフルエンザ対策への取組、新型インフルエンザの発生状

況、公共サービスなどに関する正しい情報を国（厚生労働省、外務省、内閣官房など）や、

都道府県のホームページなどから入手し、全従業員に周知しておくことが重要となります。

また、海外進出企業においては、在外公館や現地保健部局などから、現地の発生状況な

どを入手する必要があります。

なお、これらの情報は、経営者が様々な新型インフルエンザ対策の実行を判断する上で

も重要な情報となります。

従業員の新型インフルエンザへの感染を防止するために、企業としては、次のような対

策を実施することが重要です。なお、従業員などが感染する危険性は、企業ごとに異なり

ます。そのため、自社の事業内容をきちんと理解し、適切な感染防止策を実施する必要が

あります。

通路を一方通行にすることや、食堂などを時差利

用にすることで、従業員同士の接

触回数を減らすことができ、従業員

への感染の防止につながります。

来訪者が事業所に入る前に、検温を行い、発熱し

ている場合は、入場を拒否することも感

染拡大の防止につながります。

満員電車などでは、多くの人と接触するため、感

染の危険性が高まります。そのため、従業員が通勤

ラッシュ時の電車などの利用を避ける

ために、時差出勤や自家用車、自転車

などによる出勤の推進が重要となりま

す。

事業所の入口に手洗い場所を設置し、従業員に

手洗いを徹底することが重要となります。手洗い場

所の設置が難しい場合は、速乾性の消毒用アルコ

ール製剤を設置することも有効です。

従業員同士の接触を減らす 来訪者管理の徹底

通勤方法の変更 手洗いの徹底

１) 情報の収集と発信

２) 企業における感染防止策
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従業員の顧客への訪問や、対面

の会議への出席を極力禁止し、外

出先での感染を避けるよう心掛ける

必要があります。

全従業員に、定期的な検温を徹底

し、発熱などの症状がある場合は、出

社しないよう指導することも有効となり

ます。

職場の中で、従業員同士の机の距離が近い場所

や多くの人が集まる場所では、従業員への感染が

拡大してしまう可能性があります。そのため、職場に

おける感染の危険性を評価し、感染の危険がある

場所については、対人距離（2 メートル以上）を確保

するために勤務スペースのレイ

アウトを変更するなどの対策を

実施する必要があります。

ビルにテナントとして入っていたり、地域的な組合

に所属していたりする場合は、ビルの所有者や組合

事務局などと、感染拡大を防止するために、どのよ

うな対応をするのかについて、よく話し合っておくこと

も重要です。

新型インフルエンザの発生後には、品不足などにより、マスク、速乾性の消毒用アルコ

ール製剤などの感染防止のための物品の入手が困難となることが予想されます。

このため、企業はあらかじめ感染防止のための物品を必要な数量備蓄しておくことをお

勧めします。新型インフルエンザの流行の最初の大きな波は 2 か月程度続くと想定されて

いるため、この期間を目安として、マスクなどの必要数量を検討するとよいでしょう。

【参考】海外勤務する従業員などへの対応

企業は、国内の事業所だけではなく、海外勤務、海外出張する従業員及びその家族への感染も防止する必

要があります。海外における新型インフルエンザ対策は、労働者健康福祉機構 海外勤務健康管理センター

「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」（2007 年 5 月 18 日改訂）などが参考となります。

※企業において、どのような備蓄品が必要なのかについては、28 ページ「【参考３】企業における備蓄

品リスト」をご参照ください。

３) 企業における備蓄

感染の危険性の評価と対策の実施 地域の関係者などとの協議

外出や対面の会議を避ける 従業員の健康管理の強化
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(３)国による新型インフルエンザ対策

医療体制の整備など、国が実施する新型インフルエンザ対策は、新型インフルエンザの

発生段階を、発生する前から海外発生、国内発生、パンデミック、小康状態に至るまでの 5

つの段階に分類し、それぞれの段階に応じて行動計画に取りまとめられています。

発生段階 状 態

前段階（未発生期） 新型インフルエンザが発生していない状態

第一段階（海外発生期） 海外で新型インフルエンザが発生した状態

第二段階（国内発生早期） 国内で新型インフルエンザが発生した状態

第三段階 国内で、患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった事例が生じた状態

（各
都
道
府
県
の
判
断
）

感染拡大期 各都道府県において、入院措置などによる感染拡大防止効果が期待される状態

まん延期
各都道府県において、入院措置などによる感染拡大防止効果が十分に得られな

くなった状態

回復期 各都道府県において、ピークを越えたと判断できる状態

第四段階（小康期） 患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態

出所：新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議

「新型インフルエンザ対策行動計画」（2009 年 2 月 17 日）を基に作成

我が国における発生段階の区分

- 前段階（未発生期）

・行政機関、事業者における事業継続計画の策定

・プレパンデミックワクチン及び抗インフルエンザウイルス薬の備蓄 など

- 第一段階（海外発生期）

・海外での発生状況に関する継続的な情報収集及び国民への情報提供

・感染地域からの航空機・旅客船などに対して検疫を行う空港・港の集約化、停留などの措置による国内へ

のウイルス侵入防止 など

- 第二段階（国内発生早期）

・感染者の指定医療機関などでの入院措置

・学校、保育施設などの臨時休業、集会・外出の自粛要請

・社会機能維持に関わる企業に対し、事業継続に向けた取組要請及びそれ以外の企業に対し、不要不急の

事業の縮小要請 など

- 第三段階（感染拡大期、まん延期、回復期）

・住民（特に社会的弱者）への支援を強化

・パンデミックワクチンの製造を進め、全国民に順次接種の実施 など

- 第四段階（小康期）

・次の流行に備えた対策を検討し、実施

・不足している資器材、医薬品などの調達や再配備の実施 など

国の行動計画に含まれる対策の例

出所：新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議

「新型インフルエンザ対策行動計画」（2009 年 2 月 17 日）を基に作成

現段階
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【参考】 プレパンデミックワクチン、パンデミックワクチン及び抗インフルエンザ

ウイルス薬について

①プレパンデミックワクチンの備蓄及びパンデミックワクチンの製造に関する研究開発の

推進・製造体制の整備

国は、新型インフルエンザ対策の一つとして、新型インフルエンザの重症化防止の効果が期待できるワクチンで

ある、プレパンデミックワクチン（注 1）の備蓄及びパンデミックワクチン（注 2）の製造に関する研究開発の推進や製造体

制の整備を行っています。

（注 1） プレパンデミックワクチンとは、パンデミックが発生する前に準備するワクチンのことをいいます。国は、現在流行し

ている H5N1 型鳥インフルエンザウイルスを基にプレパンデミックワクチンを製造し、備蓄しています。しかしながら、

このプレパンデミックワクチンが、新型インフルエンザに対してどの程度効果があるのかについては、不確定です。

（注 2） パンデミックワクチンとは、実際に人から人への感染を引き起こしている新型インフルエンザウイルスを基に製造さ

れるワクチンのことをいいます。パンデミックワクチンは、プレパンデミックワクチンよりも効果が確実であるものの、新

型インフルエンザが発生した後でなければ製造できません。そのため現時点においては、国は新型インフルエン

ザの発生後に、より短期間で製造するための研究開発の推進・製造体制の整備に取り組んでいます。

プレパンデミックワクチン パンデミックワクチン

接種対象となる

業 種 な ど
医療従事者やライフライン関係者など

国民全員

※現段階では、国民全員分を製造する

ためには、1 年半程度の期間を要する

と想定されています

備蓄している量

2,000 万人分備蓄

※2008 年度に、3,000 万人分まで拡大

する予定

現段階では備蓄はできない

※新型インフルエンザ発生後に、ワクチ

ンを製造するため

②抗インフルエンザウイルス薬

プレパンデミックワクチンとパンデミックワクチン

実際に新型インフルエンザにかかった後の治療薬としては、通常のインフルエ

ンザの治療に用いられている抗インフルエンザウイルス薬（商品名：タミフル、リレ

ンザ）が、有効であると考えられています。新型インフルエンザが発生していない

現段階においては、抗インフルエンザウイルス薬がどの程度の効果があるのかは

不確定ですが、その効果を期待して国や都道府県では備蓄を行っています。
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事業継続及び事業縮小・休止の可能性2

新型インフルエンザ発生時に、迅速かつ的確に対応するためには、発生時における事業

の運営方針をあらかじめ検討しておくことが重要です。ただし、こうした事業の運営方針

を検討するに当たり、業種や業態によっては、社会機能の維持に必要な事業の継続を要請

される場合や、事業活動の自粛を要請される可能性があることを考慮する必要があります。

(１)社会機能の維持に関わる企業

医療従事者やライフライン関係者など、事業を２か月以上停止するこ

とで、最低限の国民生活の維持が困難になる可能性がある企業について

は、社会的に求められる機能を維持するための事業運営方針を検討して

いく必要があります。

(２)自粛が要請される可能性がある企業

多くの人が集まる場などを提供している企業については、新型インフルエンザの感染拡

大を防止するために、国や都道府県が事業活動の自粛を要請する可能性があります。こう

した企業においては、国などから自粛が要請される可能性があることや利用客が減少する

ことなどを考慮して、事業運営方針を検討していく必要があります。また、このような企

業が事業を継続しようとする場合は、「従業員や利用客などの対人距離（常に 2 メートル以

上）を保持する」や、「入口などに手洗いの場所を設置する」などの感染防止策を、きちん

と実施しない限り、感染拡大を促進することになりかねないことに留意が必要です。

新型インフルエンザが発生した際に、

「事業をどのように維持していくか」を考えたことはありますか？
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(３)その他の一般の企業

その他の一般の企業は、新型インフルエンザ発生時の事業に対する需要の変化を予測し、

従業員の感染の危険性と経営維持の観点から総合的に判断し、継続すべき中核となる事業

を特定して、その事業の継続を図ることが必要です。一方、その他の事業（不要不急の事

業）については、感染拡大を防止するためなどから積極的に縮小・休止することが望まし

いとされています。

このように新型インフルエンザが発生した場合などにおける企業の事業運営方針や、

対応体制などを、あらかじめ取りまとめた計画を BCP（事業継続計画）といいます。

【参考】事業の再開・復帰について

新型インフルエンザの発生段階が、第四段階（小康期）に入り、縮小や休止した事業の操業を通常に戻す場

合は、新型インフルエンザの感染状況などに応じ、感染防止策の実行を継続しながら、段階的かつ慎重に事業

を再開・復帰していくことが必要です。


