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(仮 訳 )

世界保健機関 (WHO)
・チャン事務局長 発言 2009年 4月 25日
マーガレット
豚インフルエンザ

WHO事 務局長 は、メキショとアメリカの 一 部 における豚インフル エンザ A/HlNl事 例 に対
応 し、状 況を評価 し適切な対応を事 務局長 に助 言するための 緊急 委 員会 の 会合を開催 し
た。
本委員会 の 設置 は 、国際保健規 則1に 基 づ くものであり、様 々な分野 の 国際的な専 門家 で
構成され てい る。

2009年 4月 25日

(土 曜 日)に 、緊急委 員会 の 第 一 回会合 が 開催 されたところ。

現在 の 状 況 について得られ ているデータを検 討 した上で、報告 のあつた症 例 に関する臨床
的特徴 、疫学 、ウイルス学及び適 切な対応 に関して、情報 が不十分 な点 が 多いことが分か
つた。
委 員会 は 、円 滑 に議論を進 め るためには、いくつ かの具体 的な疑 間 に対する答えが 必要
だったと助 言 した 。
しかしながら、委員会 は 、現在 の 状況 は「 国際 的 に懸念される公 衆 の 保健 上の 緊急事態 」
とするに見 合うと合 意 した。
この 助言 に基 づき、事務局長 は 、現在 の 状況 は、国際保健規 則 が 定 めるところの 、国際 的
に懸念される公衆衛生の 緊急事 態」に該 当すると決定した。
公 衆衛 生的 な対応 に関 し、事 務 局長は、国際 保健規則 に貝1り 、委 員会 の 助言に基 づき、
全ての 国 が インフル エンザ 様 の 疾患や重症肺 炎 の異 常な発 生に対するサー ベイランス
(監 視 )を 強 化 するよう勧告 した。
さらに 同委 員会 は 、インフルエンザ バ ンデミックの 警告 レベ ルが 現 在 のフェーズ 3で 妥 当 か
どうかに 関 して判 断する前 に 、より多くの 情報 が 必要であると合意 した 。

(IHR)」 は、感染症等の国際的な健康危機に対応するためのWHOの 規
「
則。 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態Jと 認定 されると、事務局長はWHO加 盟国 に
対 し、国際保健規則 の規定に基づ く保健上の措置や国際交通等についての必要な勧告を行 うこ と
ができる。
(注 )「 国際保健規則

1/1ペ ー ジ

WHO I SWine influenza

Worid Health
Orgattization
Si■

ヽ
こ,11ご ,■ 卜ヽ ｀
｀￨::ヽ

r5八

「

1):￨●

●lor̲(11)ご

:̀、

1 :,,

t):ぐ 卜▲
■11111森 、

,、

,i121)(￨￨

Swine in■ uenza
ln response to cascs of s、 vine in■ uenza A(HlNl),repOrted in Mexico and tlle Unitcd States ofAmerican the
Director―

General convencd a mecting of ule Emergency Committcc to assess thc situation and advise her on

appropriatc resPOnses.

The establishcnt ofthc Committee,which is composed ofintemational experts in a varie,OfdiSciplines,is in
compliancc with thc lnte,1江 ional Healtll Rcgulations(2005).

The flrst meetlng oftlle Emergency Committcc was hcld on Saturday 25 Apri1 2009
Aner reviewing available data on the current simatiOn,COmmittee membcrs idelltiflcd a number ofgaps in
knowledge about the clinical features,epidemiology,and virology ofreported cases and the appropriate
rcsponscs
The Comlnittcc advised that answers to several speciflc questions、

vere needed to facilitatc its work

The Cominittee neverthelcss agrccd that thc current situation constitutes a public health emergency of

intemational concem
Based on this advice,the Director― General has determined that the current events constittlte a public health

emergency ofinternational conccm,under the Regulations
Gcneral is reconlmending,On thc
suⅣ ellance fOr unusual olltbreaks Ofinnucnza lke illness

Concenling public hcalth ineasures,in line with the Regulations thc Dircctor―

advice ofthe Commitee,that an coul.ties intensl取

and scvcrc pncumonia
Thc Committee nirther agrced that rnore info111lation is needed before a decision could be llladc conccming the
appropriateness ofthc currcnt phase 3̲
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