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大阪府新型インフルエンザ等対策行動計画に基づく
マニュアルについて



区分 名 称 概 要 備 考

(１) 新規 庁内実施体制及び連絡調整マニュアル 対策本部体制、事務局班体制及び役割分担、緊急連絡体制他

庁内実施体
制関係

(２) 新規 情報提供・共有マニュアル
情報提供のフロー、広報チームの内容と役割分担、報道基準、コールセンター
の設置他

(３) 新規 医療体制整備ガイドライン
新型インフルエンザに限定した保健所圏域内の医療体制整備における目安、医
療機関の役割とその準備ほか

医療関係

(４) 改定 保健所初動体制マニュアル 法定の行動計画(25.９策定)に合わせて、内容を一部修正

(５) 改定 患者の移送について 課名等の微修正。

(６) 新規 サーベイランスマニュアル
季節性インフルエンザのサーベイランスをベースとした新型インフルエンザの
サーベイランス

(７) 新規 検査体制マニュアル 公衆衛生研究所で行う行政検査への対応

(８) 新規 備蓄マニュアル 抗インフルエンザウイルス薬及びＰＰＥの備蓄に関すること他

(９) 新規 まん延防止マニュアル 府民全般に対する外出自粛、施設の使用制限等の実施方法
社会活動制
限関係

(10) 新規 事業者・職場対策ガイドライン
新型インフルエンザに関する基礎知識、ＢＣＰの作成、事業所において従業員
が発症した場合の対応方法、事業所内の体制づくり他

府民等への
情報提供内
容

(11) 新規 府民向け対策ガイド
新型インフルエンザに関する基礎知識、個人・家庭における準備、発生時の医
療機関の受診方法、外出自粛制限等府の措置への協力、地域コミュニティの維
持他 １



庁内実施体制及び連絡調整マニュアル

 

事
務
局
長

事
務
局
次
長

総務班

社会機能維持班

広報報道班（広報チーム）

相談対応班

連絡調整班

疫学調査班

薬剤資機材班

医療体制班

班名 主たる役割 班名 主たる役割

総務班 本部会議等の運営 連絡調整班 ○国等関係機関との協議、連絡調整

社会機能維持班
○学校等への休校等の調整、連絡
○外出自粛要請検討、実施
○施設の使用制限等の調整、実施

疫学調査班
○サーベイランス
○水際対策（検疫所との連携）
○検査体制の確保

広報報道班
○プレスセンターの開設・運営
○府民への情報提供
○医療機関等への情報提供

薬剤資器材班
○ＰＰＥ等医療資器材等の確保、配送
○抗インフルエンザウイルス薬の確保、
供給

相談対応班
○コールセンターの開設・運営
○帰国者・接触者相談センターの開
設・運営

医療体制班

○帰国者・接触者外来の確保
○医療体制切替時の対応
○感染症指定医療機関入院調整
○臨時医療施設の開設
○医療スタッフの確保 ２



情報提供・共有マニュアル

内 容

役
割

新型インフルエンザ等の発生時には、情報を集約・整理し、
府民、報道機関、市町村、指定地方公共機関等関係機関、
医療機関等に対して一元的かつ効果的に情報提供を行う。

業
務

・新型インフルエンザ等の発生状況や実施する対策の状況
等についての情報の集約・整理・発信の一元的な窓口とし
ての業務を行う。

・府民、報道機関、市町村、指定地方公共機関、医療機関等
に対して、必要な情報を提供する。

・提供する際には、受け手に応じて提供手段を選択し、情報
を分かりやすく編集・加工する。

・報道機関、市町村、指定地方公共機関、医療機関等からの
問い合わせ等に対応する。

※府民からの問い合わせは、コールセンターで対応する。

発
生

時
の

運
営

概
要

・チーム内に、府民、報道機関、市町村及び指定地方公共機
関等関係機関、医療機関等、各対象に専属担当者を置き、
対象ごとに一元的に対応するとともに、問い合わせ内容を
集約・整理し、今後の情報提供やＱ＆Ａの作成等に反映
する。

・災害対策課及び医療対策課が、感染状況や対策本部事務
局連絡調整班が収集した庁内外の情報、実施する対策の
内容等を集約し、チーム内で共有するとともに、提供すべ
き情報の整理を行う。

・庁内外に統一した情報を提供する。

広報チームの概要情報の流れ

広報チームの体制
班 情報提供対象 医療に関する情報

Ａ 府民

・府民に対し、症例定義合致症状がある場合は、帰
国者・接触者相談センターに連絡後、帰国者・接
触者外来を受診するよう周知。

・発生段階の移行について、直ちに周知。

Ｂ 報道機関 ・報道機関を通じて府民に周知

Ｃ
市町村、

指定地方公共機関
等関係機関

・関係機関に周知

Ｄ 医療関係者等

・指定地方公共機関を通じて、症例定義を周知する
とともに、診断・治療に資する情報等を、メール
やファクシミリ等を用いて医療従事者に迅速に提
供。

・発生段階の移行について、直ちに周知。 ３



府保健所を対象にしたマニュアル

名 称 概 要

新型インフルエンザ発生時の
保健所の初動体制マニュアル

【府内未発生期～府内発生早期における帰国者・接触者外来で疑似症と診断した時の保健所の役割】
①医療機関から検体等の提供を受け公衆衛生研究所等に搬送
②医療機関に発生届を保健所へ提出するよう依頼
③感染症法に基づく入院勧告や就業制限等を実施
④対策本部医療体制班に連絡して入院先を調整し、感染症指定医療機関等へ移送
全感染症指定医療機関満床後、新型インフルエンザ入院協力医療機関への入院調整は保健所
⑤接触者や感染源等の疫学調査の実施

新型インフルエンザ等患者
移送について

【府内未発生期～府内発生早期における保健所による入院措置患者の移送】
①帰国者・接触者外来から感染症指定医療機関もしくは入院協力医療機関への移送
②大阪府は移送車を２台保有しているが、複数同時に移送事案が発生した場合は消防機関の協力を
得ることとしている。

サーベイランスマニュアル

【サーベイランスの意義】
①新型インフルエンザが発生した際には、国内での発生をできるだけ早く発見し、その後の感染拡大
や患者数の増加の状況を調べ、公表することで、府民、地方公共団体、医療機関その他様々な関
係者が、流行状況に応じた対策を行うために活用することができる。
②発生早期に患者の症状や診断・治療の状況、結果等具体的な情報を分析し、取りまとめて医療関
係者に提供することで、その後の患者の診断・治療を的確に行うために役立てることができる。
※新感染症サーベイランスについては現時点では行っていないため、新型インフルエンザに限定。

【府内未発生期～府内発生早期の間の患者全数把握】
①疑似症患者の全数届出を求め、ＰＣＲ検査等により患者を確定することで、府内発生を探知し感染
拡大を防ぐ。府内感染期に入るまでの間実施する。
②府内感染期になれば、患者の全数把握の継続について検討し、専門家の意見を聞いた上で、府の
判断により中止もしくは継続を決定する。
【積極的疫学調査】
①把握した患者の感染経路について、積極的疫学調査によって、他の患者との接触歴を追えるかど
うかを明らかにするとともに、濃厚接触者への感染の有無を明らかにする。

検査体制マニュアル
新型インフルエンザ等感染症の検体採取は、医療機関に依頼して実施することを原則とする。
医療機関により採取された検体は、保健所が、公衆衛生研究所へ搬送する。

４



特措法に基づく実費弁償及び補償について



医療従事者への要請、指示及びこれに係る実費弁償・補償

名 称 概 要

特措法上の定義（第31条）
○患者等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、政令で定める医療関係者に対し、
知事は医療を行うよう要請・指示することができる。
○特措法第31条の規定により、知事が政令で定める医療関係者に対し、医療を行うよう要請・指示し
たことにより生じた実費弁償等については、特措法第62条第２項の規定に基づき、知事が支弁する。

要請、指示の対象職種 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・診療放射線技師・臨床検査技師・臨床
工学技士・救急救命士・歯科衛生士

医療関係者への要請・指示の
内容

①医療関係者に対し個別に要請等を行い日常診療とは異なる場で医療の提供を行う場合
②医療機関の管理者に対し要請等を行い、日常診療とは異なる場、若しくは当該医療機関において
診療体制の構築を依頼する場合等

知事が要請・指示を行う際の
留意点

知事は、特措法第31条により医療関係者に患者等に対する医療等を行うことを要請・指示するときは、
当該医療関係者の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じ
なければならない。

実費弁償及び補償の概要

○特措法第31条に基づく、医療関係者への要請・指示によって生じた実費弁償の内容は、手当、割増
手当、旅費となり、府の常勤医療関係職員の給与、時間外手当、旅費の算定に準じる。
○特措法第31条の規定に基づく要請・指示に応じて、患者等に対する医療の提供を行う医療関係者
が、これが原因で死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、または障害の状態となったときは、政令で
定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損
害を補償しなければならない。補償の内容は災害救助法施行令に準じる。

５



臨時の医療施設について



臨時の医療施設の概要

名 称 概 要

特措法上の定義（第48条）
府が緊急事態宣言区域とされているとき、知事は、府内において病院その他の医療機関が不足し、
医療の提供に支障が生ずると認める場合には、患者等に対する医療の提供を行うための施設を臨時
に開設し、医療を提供しなければならない。

臨時の医療施設として
想定される施設

①既存の医療機関の敷地外などに設置したテントやプレハブ
②体育館や公民館などの公共施設
③ホテルや宿泊ロッジなどの宿泊施設 等

臨時の医療施設において医療
の提供を受ける患者の例

①新型インフルエンザを発症し、外来診療を受ける必要のある患者や病状は比較的軽症であるが、
在宅療養を行うことが困難であり、入院診療を受ける必要のある患者
②病原性及び感染力が相当高い、または治療法が確立していない新型インフルエンザ等の発生等に
より、入院診療を要する新型インフルエンザ等の患者が増加したため、院内感染対策上、新型イン
フルエンザ等患者とそれ以外の疾患の患者とを空間的に分離する目的で、新型インフルエンザ等患
者を臨時の医療施設に入院させる場合

留意点

○臨時の医療施設においては、医療従事者の確保や、医療設備面等から高度な医療の提供は困難
であることから、可能な限り臨時の医療施設を設置しなければならないような状況を回避できるよう、
医療機関が診療継続計画を作成・運用することにより、病病連携・病診連携の構築を推進すること
が望ましい。
○発生時に臨時の医療施設を開設した場合、これに係る経費については、国及び府において負担す
ることとされている。

主たる適用除外法令
○消防法
○建築基準法
○医療法

６


