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新型インフルエンザに関する東京都の対応等について（第１７０報） 

（クラスター（集団発生）サーベイランス実施状況等について） 
 

都内各保健所が「新型インフルエンザによる集団感染の発生件数等」及び「新型
インフルエンザによる入院患者数」について新たに厚生労働省に報告した事例は以
下の通りです。 

 
新型インフルエンザによる集団感染の発生件数等（平成 21 年 8月 10 日（月）から 8月 16 日（日）まで） 
都内集

団番号 保健所 属性の 
所在地 属性 都内集

団番号
保健所 属性の 

所在地 属性 

103 葛飾区保健所 葛飾区 幼稚園 127 大田区保健所 大田区 学童施設 
104 大田区保健所 大田区 保育園 128 大田区保健所 大田区 福祉施設 
105 北区保健所 北区 医療機関 129 南多摩保健所 日野市 福祉施設 
106 葛飾区保健所 葛飾区 中学校 130 大田区保健所 大田区 保育園 
107 江東区保健所 江東区 学童施設 131 板橋区保健所 板橋区 中学校 
108 島しょ保健所 三宅村 高等学校 132 北区保健所 北区 高齢者施設
109 墨田区保健所 墨田区 保育園 133 みなと保健所 港区 事業所 
110 荒川区保健所 荒川区 高等学校 134 みなと保健所 沖縄県 高等学校 
111 多摩小平保健所 西東京市 保育園 135 墨田区保健所 墨田区 保育園 

112 多摩立川保健所 国立市 塾 136 文京区保健所 文京区 中学校・ 
高等学校 

113 杉並保健所 杉並区 学童施設 137 みなと保健所 港区 大学 
114 江東区保健所 江東区 学童施設 138 多摩府中保健所 調布市 保育園 
115 多摩立川保健所 東大和市 保育園 139 台東保健所 台東区 保育園 
116 西多摩保健所 福生市 小学校 140 墨田区保健所 墨田区 機動隊 
117 多摩立川保健所 武蔵村山市 医療機関 141 みなと保健所 港区 事業所 
118 北区保健所 北区 警察署 142 多摩府中保健所 三鷹市 医療機関 
119 多摩府中保健所 府中市 医療機関 143 南多摩保健所 日野市 学童施設 
120 荒川区保健所 荒川区 保育園 144 目黒区保健所 目黒区 医療機関 
121 千代田保健所 千代田区 学童施設 145 品川区保健所 品川区 保育園 
122 足立保健所 足立区 保育園 146 墨田区保健所 墨田区 学童施設 
123 八王子市保健所 八王子市 高等学校 147 品川区保健所 品川区 保育園 
124 江東区保健所 江東区 高齢者施設 148 多摩立川保健所 立川市 医療機関 
125 西多摩保健所 日の出町 大学 149 多摩小平保健所 西東京市 学童施設

126 葛飾区保健所 葛飾区 サークル 150 北区保健所 北区 保育園 
※７月２４日からの累積患者（確定例）は 153 名、累積疑似症患者は 521 名となりました。

（NESID：厚生労働省感染症サーベイランスシステムに 8 月 19 日 12 時の時点で各保健所が入力を行った情報に基づく） 
 
新型インフルエンザによる新たな入院患者（平成 21 年 8月 12 日（水）から 8月 18 日（火）まで） 
番
号 

年齢 性
別 

基礎疾患など 
の有無 

現在の
状態

番
号

年齢 性
別

基礎疾患など 
の有無 

現在の
状態

19 5～9 歳 女  退院予定 26 70 歳代 男 慢性呼吸器疾患、 
慢性心疾患  

20 5～9 歳 女  27 5～9 歳 男 慢性呼吸器疾患  
21 5～9 歳 男 慢性呼吸器疾患 28 5～9 歳 男   
22 5～9 歳 女  治癒退院 29 5 歳未満 男   
23 5～9 歳 女  30 10 歳代 男   
24 5～9 歳 女 慢性呼吸器疾患 31 5～9 歳 男 慢性呼吸器疾患  
25 30 歳代 女 妊娠 32 20 歳代 男  治癒退院

 

【お問い合わせ先】 
○新型インフルエンザに関する東京都の対応等、全般に関すること 

東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課 03-5320-4482 
○サーベイランスに関すること 
東京都健康安全研究センター疫学情報室  03-3363-3231 


