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メキシコを中心に新型インフルエンザの感染が拡大し、日本国
内にも感染者が確認されるなど世界的な広がりを見せています。
国は今後も水際対策を徹底すると共に、感染の疑いがある人を追
跡して問診を行なったり、指定の医療機関などに受診の手配をす
る発熱相談センターを全国に設置するなど可能な限りの体制を敷
いています。
しかし、新種のウイルスが発生したからといっても、インフル
エンザウイルスであることに変わりはありません。感染を予防す
るためには、通常のインフルエンザ感染予防策が有効ですので、
外出しなければならないときにはマスクを着用し、頻繁に「うが
い、手洗い、栄養価のある食事摂取、十分な睡眠」を徹底し、健
康的な生活リズムを維持することが大切です。
その上で大切なことは「うわさ」に惑わされず、信頼できる情
報に基づき冷静に対応をすることです。現在、様々な報道がなさ
れていますが、新型インフルエンザのことで相談したい場合は、
まずは最寄の保健所に連絡しましょう。
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