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はじめに 

明治３０年の伝染病予防法の制定以来１００年が経過し、この間、医学・医

療の進歩、公衆衛生水準の向上、国民の健康・衛生意識の向上、人権の尊重及

び行政の公正性・透明性の確保の要請、国際交流の活発化、航空機による大量

輸送の進展等、感染症を取り巻く状況は、大きく変化した。そこで、現代にお

ける感染症の脅威と感染症を取り巻く状況の変化を踏まえた施策の再構築を

行うべく、国は、平成１０年、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成１０年法律第１１４号。以下「法」という。）を制定すると

ともに、法第９条の規定による「感染症の予防の総合的な推進を図るための基

本的な指針」（以下「基本指針」という。）を策定している。 

本計画は、国の基本指針を踏まえ、感染症の発生の予防とまん延の防止、感

染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供、感染症及び病原体等に関する

調査及び研究の推進、医薬品の研究開発、病原体等の検査体制の確立、人材養

成、啓発や知識の普及、特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保とともに、

国や他の地方公共団体との連携による感染症対策を積極的に進めることによ

り、本県における感染症の予防の総合的な推進を図るため、「感染症の予防の

ための施策の実施に関する計画」（以下「予防計画」という。）として法第１

０条の規定により策定するものであり、法第１１条の規定による国の特定感染

症予防指針（以下「特定感染症予防指針」という。）と整合性を持ちながら、

今後の感染症対策を総合的かつ計画的に推進するものである。 

なお、感染症を取り巻く状況は日々変遷し、それらに適切に対応する必要が

あるため、国においては、法の制定後も数次にわたる改正を行うとともに、感

染症の予防に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも５年ごとに

基本指針を見直すこととしており、県としては、これらの状況を踏まえ、予防

計画について再検討を加え、必要があると認められるときは、法第１０条第４

項の規定により変更するものとする。 

 

 

第１ 感染症の発生の予防のための施策に関する事項 

１ 基本的な考え方 

(1)  県内の地方公共団体は、それぞれが求められる役割に応じて、県内及

び国内外における感染症に関する情報を収集・分析し、県民及び医師等

医療関係者への公表を適切に実施するための体制の整備、予防計画及び

特定感染症予防指針に基づく取組を通じて、普段から感染症の発生及び

まん延を防止していくことに重点を置いた事前対応型行政として、具体

的な感染症対策を企画、立案、実施及び評価していく。 

(2)  感染症の発生予防のための対策として日常行われるべき施策は、感染

症発生動向調査（感染症に関する情報を収集及び分析し、県民や医師等

医療関係者に対して感染症に関する情報を公表することをいう。以下同

じ。）がその中心としてなされるものである。県及び県内の保健所を設
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置する市（以下「県等」という。）は、さらに平時における食品保健対

策、生活衛生対策等について、関係機関（生活衛生対策にあっては市町

村を含む。）及び関係団体との連携を図りながら具体的に講じていく。

また、患者発生後の対応時においては、感染症のまん延の防止のための

施策により適切に措置を講じる。 

(3)  予防接種による予防が可能であり、ワクチンの有効性及び安全性が確

認されている感染症については、実施体制の整備等を進め、予防接種法

（昭和２３年法律第６８号）に基づき適切に予防接種が行われることが

重要である。 

市町村は、地域の医師会等と十分な連携を行い、個別接種の推進その

他の対象者が接種をより安心して受けられるような環境の整備を地域の

実情に応じて行う。 

さらに、県は、県民が予防接種を受けようと希望する場合、予防接種

が受けられる場所、機関等についての情報を積極的に提供していくとと

もに、ワクチンの安定供給の確保に努める。 

 

２ 感染症発生動向調査 

(1)  感染症発生動向調査は、感染症の予防のための施策の推進に当たり、

最も基本的な事項である。 

(2)  一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新

型インフルエンザ等感染症及び新感染症の情報収集、分析及び公表につ

いて、精度管理も含めた全国一律の基準及び体系で進めていくことが不

可欠である。 

        県等は、診療を行っている医師に対して、感染症発生動向調査の重要

性についての理解を求め、県医師会等を通じその協力を得ながら、感染

症発生動向調査を適切に進めていく。また、感染症発生動向調査の結果

は、インターネット等を通して広く県民に情報を提供していく。 

(3)  感染症の種類に応じた罹患率等の定量的な推定を含めて、感染症の発

生の状況及び動向の正確な把握ができるよう、県は、医師会等と協力し

て法第１４条第１項に規定する指定届出機関及び第１４条の２第１項に

規定する指定提出機関の整備を行う。 

(4)  一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染

症の患者等並びに新感染症にかかっていると疑われる者については、法

に基づき健康診断等の感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに患者

に対する良質かつ適切な医療の提供が迅速かつ適切に行われる必要があ

り、また、四類感染症については、病原体に汚染された場所の消毒、ね

ずみ族の駆除等の感染症の発生の予防及びまん延の防止のための措置が

迅速かつ適切に行われる必要があるほか、一部の五類感染症についても、

感染の拡大防止のため迅速に対応する必要があることから、医師から県

等への届出については、適切に行われることが求められる。 
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(5)  二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の疑似症につい

ては、感染症の予防及びまん延の防止のための措置が迅速かつ適切に行

われる必要があることから、県等は、法第１４条に規定する指定届出機

関からの届出について適切に行われるよう周知を行う。 

(6)  感染症の病原体の迅速かつ正確な特定は、患者への良質かつ適切な医

療の提供のために不可欠であるが、さらに、感染症の発生の予防及びま

ん延の防止のために極めて重要な意義を有している。 

        したがって、県等は、県衛生環境研究所を中心として、病原体に関す

る情報が統一的に収集、分析及び公表される体制を構築するとともに、

患者に関する情報を含め、全国一律の基準及び体系で一元的に機能する

感染症発生動向調査体制を構築する。 

また、県衛生環境研究所は、必要に応じて医療機関等の協力も得なが

ら病原体の収集・分析を行う。 

(7)  新型インフルエンザが出現した場合の健康危機管理体制を有効に機能

させるためには、インフルエンザウイルスの監視体制を強化することが

必要であることから、県等は、国及び他の地方公共団体と連携し、国内

外の情報収集に努める。 

(8)  海外の感染症情報の収集については、国立感染症研究所をはじめとす

る国の関係機関の役割分担の下、積極的に進められており、県等は、国

からの情報提供に留意し、関係機関へ周知する。 

 

３ 特定感染症予防指針に基づく施策の推進 

    国は、法に基づく感染症予防対策に加え、総合的に予防のための施策を

推進する必要がある感染症を省令で定め、当該感染症に係る原因の究明、

発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連

携その他当該感染症に応じた予防の総合的な推進を図るために特定感染

症予防指針を策定している。 

県等は、特定感染症予防指針において、各々が実施することとされてい

る対策を着実に実行する。また、目標が掲げられているものについては、

これを達成し、維持するように努める。 

 

４ 結核に係る定期の健康診断 

(1)  県等は、高齢者、結核発症の危険性が高いとされる幾つかの特定の集

団、発症すると二次感染を起こしやすい職業等に従事する者を対象とし

た定期の健康診断の実施主体である市町村、事業者、施設、学校等に対

して健診の実施勧奨及び報告を徹底し、受診率の向上を図る。 

(2)  市町村における定期健康診断については、感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律施行令（平成１０年政令第４２０号）で

定める６５歳以上の者のほか、対象者を定める際には、定期の健康診断

の患者発見率等を踏まえることとするが、人口規模が小さく又は結核患
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者の発生数が少なく、患者発見率がその参酌基準として妥当性が低い場

合等は、地域における結核罹患率等に応じて、対象者を定めるものとす

る。 

 

５ 感染症対策と食品衛生対策の連携 

    飲食に起因する感染症（以下「食品媒介感染症」という。）の予防に当

たっては、県等の感染症対策部門と食品衛生部門の効果的役割分担と連携

が必要である。このため、食品関係施設への発生予防指導については食品

衛生部門が主体となり、二次感染によるまん延防止のための情報の公表や

指導については○感染症対策部門が主体となることで相互に連携を取り

ながら食品媒介感染症対策を実施していく。 

 

６ 感染症対策と生活衛生対策の連携 

 (1)  平時において、水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介する感染症の

発生の予防対策を講ずるに当たっては、地域住民に対する正しい知識の

普及、情報の提供、関係業種への指導等を効果的に行うことができるよ

う、県内の地方公共団体の感染症対策部門と生活衛生部門が相互に連携

を図る。 

(2)  平時における感染症媒介昆虫等（感染症を媒介するねずみ族及び昆虫

等をいう。）の駆除は、感染症対策の観点からも重要である。この場合

の駆除については、地域によって実情が異なることから、各市町村が各

々の判断で適切に実施するものとする。また、駆除に当たっては、過剰

な消毒及び駆除とならないよう配慮するものとする。 

 

７  関係機関及び関係団体との連携 

    感染症の予防を効果的かつ効率的に進めていくためには、地方公共団体

内の関係部門の間での適切な連携はもとより、学校、企業等の関係機関及

び関係団体等をはじめ、国と地方公共団体、地方公共団体相互の連携体制

及び行政機関と医師会等の医療関係団体との連携体制の整備を進める。 

 

８ 保健所及び県衛生環境研究所の役割分担並びに両者の連携 

    保健所は地域における感染症対策の中核的機関として市町村や医療機

関等への情報提供・指導、県衛生環境研究所は感染症の技術的かつ専門的

な機関としての役割を担うなど、それぞれ、感染症の予防に関し、相互に

連携を密にすることによって、より効果的な感染症予防対策を展開する。 

 

 

第２ 感染症のまん延防止のための施策に関する事項 

１ 基本的な考え方 

 (1)  感染症のまん延の防止のための対策の実施に当たっては、健康危機管
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理の観点に立ち、迅速かつ的確に対応するとともに、患者等の人権を尊

重する。 

      また、県民一人ひとりの予防及び良質かつ適切な医療の提供を通じた

早期治療の積み重ねによる社会全体の予防の推進を図っていくことを基

本とする。 

(2)  県内の地方公共団体は、感染症のまん延防止のため、感染症発生動向

調査等による情報に基づいて、患者等を含めた県民自ら予防に努め、健

康を守る努力を行うよう促す。 

(3)  県等が対人措置（法第４章に規定する措置をいう。以下同じ。）等一

定の行動制限を行うに当たっては、必要最小限のものとするとともに、

仮に措置を行う場合であっても患者等の人権を十分尊重する。 

(4)  県等が対人措置及び対物措置（法第５章に規定する措置をいう。）を

行うに当たっては、感染症発生動向調査等により収集された情報を適切

に活用する。 

(5)  県等は、特定の地域に感染症が集団発生した場合における医師会等の

医療関係団体や近隣の地方公共団体との連携体制の整備を進める。 

(6)  県等は、複数の都道府県等（都道府県、保健所を設置する市及び特別

区をいう。以下同じ。）にまたがるような広域的な感染症のまん延の場

合に対処できるよう、都道府県等相互の連携体制の整備を進める。 

(7)  県は、感染症のまん延防止のため、必要に応じ、予防接種法第６条の

規定による指示を行い、臨時の予防接種が適切に行われるようにする。 

 

２ 検体の採取等、健康診断、就業制限及び入院 

 (1)  県等が対人措置を講ずるに当たっては、感染症の発生及びまん延に関

する情報を対象となる者に提供し、その理解と協力を求めながら行うこ

とを基本とし、人権尊重の観点から、審査請求に係る教示等の手続及び

法第２０条第６項（第２６条において準用する場合を含む。）又は第４

６条第５項の規定による患者等に対する意見を述べる機会の付与を厳

正に行う。 

(2)  検体の提出若しくは検体の採取に応じるべきことの勧告又は検体の採

取の措置の対象者は、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエ

ンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は感染

症の患者と接触した者など当該感染症にかかっていると疑うに足りる正

当な理由のある者又は新感染症の所見がある者若しくは新感染症にかか

っていると疑うに足りる正当な理由のある者とする。 

(3)  健康診断の勧告等については、病原体の感染経路その他の事情を十分

に考慮した上で、科学的に当該感染症にかかっていると疑うに足りる理

由のある者を対象とする。 

また、法に基づく健康診断の勧告等以外にも、感染症情報の公表を的

確に行うことにより、県民が自発的に健康診断を受けるよう勧奨する。 
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(4)  就業制限については、その対象者の自覚に基づく自発的な休暇、就業

制限の対象以外の業務に一時的に従事すること等により対応することが

基本であり、保健所は、対象者その他の関係者に対し、このことの周知

等を行う。 

(5)  入院の勧告等に係る入院においては、医師から患者等に対する十分な

説明と同意に基づいた医療の提供が基本である。 

県等は、○入院後も法第２４条の２（第２６条又は第４９条の２にお

いて準用する場合を含む。）の規定による処遇についての知事又は保健

所を設置する市の市長に対する苦情の申し出や、必要に応じての十分な

説明及びカウンセリング（相談）を通じ、感染症指定医療機関等の医師

と連携して患者等の精神的不安の軽減を図る。 

(6)  県等は、入院の勧告を行うに際しては、患者等に対して、入院の理由、

退院請求、審査請求に関すること等、入院の勧告の通知に記載する事項

を含め十分な説明を行う。 

また、入院勧告等を実施した場合にあっては、講じた措置の内容、提

供された医療の内容及び患者の病状について、患者ごとに記録票を作成

する等の統一的な把握を行う。 

(7)  入院の勧告等に係る患者等が、法第２２条第３項（第２６条において

準用する場合を含む。）又は第４８条第３項の規定による退院請求を行

った場合には、県等は、当該感染症の種類に応じ、当該患者が病原体を

保有しているかどうか、若しくは当該感染症の症状が消失したかどうか

を確認し、又は新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかを

確認することを速やかに行う。 

 

３  感染症の診査に関する協議会 

    感染症の診査に関する協議会については、感染症のまん延の防止の観点

から、感染症に関する専門的な判断を行うことは当然であるが、患者等へ

の医療及び人権の尊重の視点も必要であることから、県等は、協議会の委

員の任命に当たっては、この趣旨を十分に考慮する。 

 

４  消毒その他の措置 

    消毒、ねずみ族及び昆虫等の駆除、物件に対する措置、建物への立入制

限又は封鎖、交通の制限及び遮断等の措置を講ずるに当たっては、それぞ

れの役割に応じて措置を実施する県内の地方公共団体は、は、可能な限り

関係者の理解を得ながら実施していくよう努めるとともに、これらの措置

は、個人の権利に配慮しつつ、必要最小限のものとする。 

 

５ 積極的疫学調査 

 (1)  積極的疫学調査（法第１５条に規定する感染症の発生の状況、動向及

び原因の調査をいう。以下同じ。）は、感染症対策において重要な位置
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付けを占めると考えられることから、この調査が行われる場合としては

、（ア）一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型イ

ンフルエンザ等感染症の患者が発生し、又は発生した疑いがある場合、

（イ）五類感染症等に係る感染症発生動向調査において通常と異なる傾

向が認められた場合、（ウ）国内で感染症の患者は発生していないが海

外で感染症が流行している場合であって、国内における当該感染症の発

生の予防上積極的疫学調査が必要と認められる場合、（エ）感染症の病

原体を媒介すると疑われる動物についての調査が必要な場合等、個別の

事例に応じ、適切に判断されるものである。 

      この調査を実施することとなる保健所等においては、関係者の理解と

協力を得つつ、関係機関と密接な連携を図ることにより、地域における

詳細な流行状況の把握や感染源及び感染経路の究明を迅速に進める。 

    (2)  積極的疫学調査を実施する場合にあっては、必要に応じて、国立感染

症研究所、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、他の都道府県

等の協力を得ながら実施する。 

 

６ 新感染症への対応 

 (1)  新感染症は、感染力や罹患した場合の重篤性が極めて高い一類感染症

と同様の危険性を有する一方、病原体が不明であるという特徴を有する

ものである。 

(2) 新感染症の発生時においては、県等は、国と密接な連携を図った上で

必要な措置を講ずるとともに、国に対し、技術的指導及び助言を求める

ものとする。 

また、新感染症が疑われる症例が報告された場合には、国からの積極

的な指導助言を得ながら、感染症やその他の関連分野の専門家からなる

チームを構成して調査を実施する。 

 

７ 感染症対策と食品衛生対策の連携 

(1)  食品媒介感染症が疑われる疾患が発生した場合には、保健所長の指揮

の下、食品衛生部門にあっては主として原因となった食品及び病因物質

を追求するための調査、病原体の検査等を行うとともに、感染症対策部

門にあっては患者に関する情報を収集するといったような役割分担によ

り、相互に連携を図りながら、迅速な原因究明を行う。 

(2)  病原体、原因食品、感染経路等が判明した場合には、食品衛生部門は

一次感染を防止するため、原因物質に汚染された食品等の販売禁止、営

業停止等の行政処分を行うとともに、また、感染症対策部門にあっては

必要に応じ、消毒等を行う。 

(3)  二次感染による感染症のまん延防止については、感染症対策部門にお

いて感染症に関する情報の公表の他必要な措置をとる等により、その防

止を図る。 
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(4)  原因となった食品等の究明に当たって、保健所は、県衛生環境研究所、

県食肉衛生検査所、国立試験研究機関等との連携を図りながら行う。 

 

８ 感染症対策と生活衛生対策の連携 

    水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介した感染症のまん延防止のため

の対策を講ずるに当たって、感染症対策部門は、生活衛生部門との連携を

図り適切な措置を行う。 

 

９ 関係機関及び関係団体との連携 

    感染症のまん延防止のため、特に感染症の集団発生や原因不明の感染症

が発生した場合に対応できるよう、県内の地方公共団体の関係部局が内部

で適切に連携を図るとともに、国と地方公共団体の連携体制、地方公共団

体相互間の連携体制、行政機関と医師会等の医療関係団体の連携体制の整

備を進める。 

 

 

第３ 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項 

１ 基本的な考え方 

(1)  感染症の患者に対して早期に良質かつ適切な医療を提供し、重症化を

防ぐとともに、感染症の病原体の感染力を減弱し、かつ、消失させるこ

とにより周囲へのまん延を防止することを施策の基本とする。 

(2)  実際の医療現場においては、感染症に係る医療は特殊なものではなく、

まん延防止を担保しながら、一般の医療の延長線上で行われるべきであ

るとの認識の下、良質かつ適切な医療の提供が行われる必要がある。 

このため、感染症指定医療機関においては、（ア）感染症の患者に対

しては、感染症のまん延の防止のための措置をとった上で、出来る限り

感染症以外の患者と同様の療養環境において医療を提供すること、（イ）

通信の自由が実効的に担保されるような必要な措置を講ずること、（ウ）

患者がいたずらに不安に陥らないように、十分な説明及びカウンセリン

グ（相談）を患者の心身の状況を踏まえつつ行う。 

(3)  結核については、特に治療が長期にわたることから、結核指定医療機

関においては、患者に薬物療法を含めた治療の必要性について十分説明

し、理解及び同意を得て治療を行う。 

(4)  感染症指定医療機関は、その機能に応じてそれぞれの役割を果たすと

ともに、相互の連携体制や、国立感染症研究所及び国立研究開発法人国

立国際医療研究センターとの連携を整備しておく必要がある。 

 

２ 感染症に係る医療を提供する体制 

(1)  第一種感染症指定医療機関 

     県は、主として一類感染症の患者の入院を担当させ、これと併せて二
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類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医

療機関として、県内に１か所、地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨

県立中央病院を指定し、当該指定に係る病床は２床とする。 

     ただし、患者の病状等から第一種感染症指定医療機関への移送が困難

な場合は、法の規定により、県等が適当と認める医療機関への入院の勧

告等を行い、国立研究開発法人国立国際医療研究センター等、関係機関

の協力を得て患者の治療を実施し、感染症のまん延防止を図る。 

(2)  第二種感染症指定医療機関 

        県は、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担

当させる医療機関として、総合的な診療機能を有する病院のうち、厚生

労働大臣の定める基準に適合するものについて、その開設者の同意を得

て、第二種感染症指定医療機関に指定する。 

        第二種感染症指定医療機関を、二次医療圏域ごとに原則として１か所

程度指定し、当該指定に係る病床の数は、当該二次医療圏域の昼間人口

を含め勘案して必要と認める数とする。 

        二次医療圏に第二種感染症指定医療機関を指定できない場合は、道路

網等を考慮して、隣接する二次医療圏の第二種感染症指定医療機関等で

対応する。 

(3)  感染症患者の移送体制の整備 

     法第２１条又は第４７条の規定による感染症の患者の医療機関への移

送は、原則として入院の勧告等を行う保健所が担当し、法第２６条にお

いて準用する第２１条の規定による移送にあっては、感染症の種類や、

患者の状況等を考慮するものとする。 

     このことを踏まえ、感染症患者の迅速かつ適切な移送のための体制整

備に努めるとともに、必要に応じて関係市町村や消防機関等と密接な連

携を図り、感染症患者の移送及びまん延の防止対策の実施等に万全を期

す。また、新感染症の所見がある者の移送の場合にあっては、国に対し

積極的な協力を求めるものとする。 

     さらに、消防機関が移送した傷病者が法第１２条第１項第１号等に規

定する患者であると医療機関が判断した場合には、医療機関から消防機

関に対して、当該感染症等に関し適切に情報等を提供する。 

(4)  緊急的入院医療の確保 

     一類感染症又は二類感染症の患者が集団発生した場合や新型インフル

エンザ等感染症の汎流行時には、一般の医療機関に緊急避難的にこれら

の患者を入院させることがあるため、県等は医師会等の医療関係団体と

緊密に連携し、必要な対応を図る。 

(5) 医薬品の備蓄又は確保 

新型インフルエンザ等感染症○の汎流行時に、その予防や治療に必要

な医薬品の供給及び流通を的確に行うため、県は医薬品の備蓄又は確保

に努める。 
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３ その他感染症に係る医療の提供体制 

 (1)  感染症患者に係る医療は、感染症指定医療機関のみで提供されるもの

ではなく、一般医療機関においても提供されることがあることに留意す

る必要がある。 

        具体的には、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染

症の患者であっても、最初に診察を受ける医療機関は、一般医療機関で

あることが多く、さらに、三類感染症、四類感染症又は五類感染症につ

いては、原則として一般の医療機関においても医療が提供されるもので

ある。 

(2)  一類感染症、二類感染症等であって、国内に病原体が常在しないもの

について、国内で患者が発生するおそれが高まる場合には、当該感染症

の外来診療を担当する医療機関を選定し、保健所が当該医療機関に感染

が疑われる患者を誘導するなど初期診療体制を確立することにより、地

域における医療提供体制に混乱が生じないようにする。 

(3)  また、一般の医療機関においても、国、県等、医師会からの感染症に

関する情報について積極的に把握し、同時に医療機関内において感染症

のまん延の防止のために必要な措置も講ずることとする。さらに、感染

症の患者について差別的な取扱いを行うことなく、良質かつ適切な医療

の提供がなされることが求められる。 

(4)  一般の医療機関における感染症の患者への適切な医療の提供が確保さ

れるよう、県等は、医師会等の医療関係団体と緊密な連携を図る。 

 

４ 関係機関及び関係団体との連携 

(1)  感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供のため、県は感染症

指定医療機関に対して、必要な指導を積極的に行う。 

(2)  特に地域における感染症対策の中核的機関である保健所は、感染症指

定医療機関や地域の医師会等の医療関係団体等との緊密な連携を図る。 

(3)  一般の医療機関は、多くの場合感染症の患者を診察する最初の医療機

関となることから、当該医療機関での対応が感染症の予防の観点からも、

感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供の観点からも極めて重

要である。このため、県等は、医師会等の医療関係団体との連携を通じ

て、一般の医療機関との有機的な連携を図る。 

(4)  新感染症の患者に係る医療は、国が指定する特定感染症指定医療機関

において提供されることから、県等や関係機関は、国や当該医療機関と

緊密な連携を図る。 

 

 

第４ 感染症及び病原体等に関する調査及び研究に関する事項 

１ 基本的な考え方 
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    感染症対策は、科学的な知見に基づいて推進されるべきものであり、感

染症及び病原体等に関する調査及び研究は、感染症対策の基本である。 

このため、県等は、国との連携のもと、感染症の調査及び研究に携わる

人材の育成等の取組を通じて、必要な調査及び研究を積極的に推進する。 

 

２ 県等における調査及び研究の推進 

(1)  県等における調査及び研究の推進に当たっては、地域における感染症

対策の中核的機関である保健所及び感染症及び病原体等の技術的かつ専

門的な機関である県衛生環境研究所が、関係部局と連携を図りつつ、計

画的に取り組む。 

(2)  保健所は、感染症対策に必要な疫学的調査、流行予測調査及び研究を

県衛生環境研究所等との連携の下に進め、地域における総合的な感染症

及び病原体等の情報の発信拠点としての役割を果たしていく。 

(3)  県衛生環境研究所は、県等の関係部局及び保健所との連携の下に、感

染症及び病原体等の調査、研究、試験検査及び感染症に関する情報等の

収集、分析などの業務を通じて、また、本県の総合的な感染症及び病原

体等の情報の収集・発信拠点となる県感染症情報センターとして、感染

症対策に重要な役割を果たしていく。 

(4)  県等における調査及び研究は、その地域に特徴的な感染症の発生の動

向、地域の環境、感染症の特性等に応じた取組が重要であり、その取組

に当たっては、疫学的な知識及び感染症対策の経験を有する職員を活用

する。 

 

３ 関係機関及び関係団体との連携 

   感染症及び病原体等に関する調査及び研究に当たっては、関係機関及び

関係団体が適切な役割分担を担うことが重要である。このため、県衛生環

境研究所は、国立感染症研究所や国立研究開発法人国立国際医療研究セン

ターをはじめとする関係研究機関等と相互に十分な連携を図る。 

 

 

第５  感染症の病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 

１ 基本的な考え方 

(1)  感染症対策において、病原体等の検査の実施体制及び検査能力（以下

「病原体等の検査体制等」という。）を十分に有することは、人権の尊

重の観点や感染の拡大防止の観点から極めて重要である。 

(2)  このため、県衛生環境研究所をはじめとする各検査機関においては、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平

成１０年厚生省令第９９号）第７条の３及び第８条の規定により病原体

の検査体制等について整備と管理を行うことが重要である。 

        このほか、県等は、感染症指定医療機関のみならず、一般の医療機関
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における検査、民間の検査機関等における検査等に対し、技術支援を進

めていく。 

 

２ 感染症の病原体等の検査の推進 

(1)  県衛生環境研究所は、一類感染症、二類感染症、三類感染症及び四類

感染症の病原体等に関する検査について、その有する病原体等の検査能

力に応じて国立感染症研究所、他の都道府県等の地方衛生研究所等と連

携して、迅速かつ的確に実施する。 

また、五類感染症の病原体等についても、民間の検査機関においては

実施不可能な病原体等の検査について、その検査能力に応じて実施でき

る体制を整備していく。 

(2)  県衛生環境研究所は、自らの試験検査能力の向上に努めるとともに、

地域の検査機関の資質の向上と精度管理に向けて、積極的な情報の収集

及び提供や技術的指導を行っていく。 

(3)  保健所は、県衛生環境研究所と連携して、自らの役割を果たせるよう

病原体等確保搬送機能の充実を図るとともに、保健所で実施する検査の

精度の管理に努める。 

 

３ 総合的な病原体等の検査情報の収集、分析及び公表のための体制の構築 

感染症の病原体等に関する情報の収集、分析及び公表は、患者に関する

情報とともに、感染症発生動向調査の言わば車の両輪として位置付けられ

るものである。 

県等は、病原体等に関する情報の収集のための体制を構築するとともに、

患者情報と病原体情報を迅速かつ総合的に分析し、公表できるようにして

いく。 

 

４ 関係機関及び関係団体との連携 

      県等は、病原体等の情報の収集に当たって、医師会等の医療関係団体、

民間検査機関等と連携を図りながら進める。 

また、特別な技術が必要とされる検査については、県衛生環境研究所、

国立感染症研究所、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、大学の

研究機関等が相互に連携を図って実施する。 

 

 

第６ 感染症の予防に関する人材の養成に関する事項 

１ 基本的な考え方 

    現在、国内において感染者が減少している感染症に関する知見を十分有

する者が少なくなっている一方で、新たな感染症対策に対応できる知見を

有する多様な人材が改めて必要となっていることを踏まえ、県等は、これ

ら必要とされる感染症に関する人材の確保のため、感染症に関する幅広い
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知識や研究成果の医療現場への普及等の役割を担うことができる医師等

の人材の養成を行う。 

 

２ 感染症に関する人材の養成 

    県等は、国立保健医療科学院、国立感染症研究所、公益財団法人結核予

防会結核研究所等で実施される感染症に関する研修会に保健所、県衛生環

境研究所等の職員を積極的に派遣するとともに、感染症に関する講習会を

開催すること等により人材の養成を図り、保健所、県衛生環境研究所等に

おいて活用等を行う。 

 

３ 医師会等における感染症に関する人材の養成 

    感染症指定医療機関においては、その勤務する医師の能力の向上のため

の研修等を実施するとともに、医師会等の医療関係団体においては、会員

等に対して感染症に関する情報提供及び研修を行うことが重要である。 

 

４ 関係機関及び関係団体との連携 

    県等は、関係機関や関係団体が行う研修へ職員を積極的に参加させると

ともに、その人材の活用等に努める。 

 

 

第７  感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊

重に関する事項 

１ 基本的な考え方 

    県内の地方公共団体は、適切な情報の公表、正しい知識の普及等を行う

ことが、医師等は患者等への十分な説明と同意に基づいた医療を提供する

ことが、県民は感染症について正しい知識を持ち、自らが予防するととも

に、患者等が差別を受けることがないよう配慮することが重要である。 

      さらに、県等は、感染症のまん延の防止のための措置を行うに当たって

は、人権を十分尊重する。○○ 

 

２ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権尊重

のための方策 

(1)  県内の地方公共団体は、診療、就学、就業、交通機関の利用等の場面

において、患者等への差別や偏見の排除等のため、パンフレット等の作

成、キャンペーンや各種研修の実施等の施策を講ずるとともに、相談機

能の充実等住民に身近なサービスを充実していく。 

     特に、保健所は、地域における感染症対策の中核的機関として、感染

症についての情報提供、相談等を行う。 

(2)  患者等のプライバシーを保護するため、県等は、医師が感染症患者に

関する届出を行った場合には、状況に応じて、患者等へ当該届出の事実
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等を通知するよう徹底を図る。 

(3)  報道機関においては、的確な情報を提供することが重要であるが、感

染症に関し、誤った情報や不適当な報道がなされたときには、速やかに

その訂正がなされるよう、県等は、報道機関との連携を平常時から密接

に行う等の体制整備を図っていく。 

 

３ 関係機関との連携 

    県等は、国及び地方公共団体間等における密接な連携を図るため、行政

機関連絡会議等を積極的に活用するなど、定期的な情報交換を行う。 

 

 

第８ 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提

供のための施策（国と地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。）に関

する事項 

１ 感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策 

(1)  一類感染症、二類感染症又は新感染症の患者の発生又はそのまん延の

おそれが生じた場合には、県等は、当該感染症の患者が発生した場合の

具体的な医療提供体制や移送の方法等について必要に応じて計画を定め、

公表する。 

(2)  感染症の患者の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために緊急

の必要があると認めるときには、県等は、感染症の患者の病状、数その

他感染症の発生及びまん延状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、

又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師その他の医療

関係者に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求め、迅速かつ的

確な措置を講じることとする。 

 

２ 国との連携体制 

(1)  県等は、法第１２条第２項に規定する国への報告等を確実に行うとと

もに、特に新感染症への対応を行う場合その他感染症への対応について、

緊急と認める場合にあっては、当該地域における患者の発生状況（患者

と疑われる者に関する情報を含む。）等についてできるだけ詳細な情報

を国に提供すること等により緊密な連携を図る。 

(2)  県等は、検疫所から一類感染症の患者等の発生通知を受けたときは、

必要な感染症対策を講じるとともに、検疫所と連携して同行者等の追跡

調査を実施し、健康異状者等に健康診断等を実施するなど、地域での感

染症まん延防止に努める。 

   このため、県等は、緊急時に国からの連絡を迅速かつ確実に受けられ

るような体制を整備するとともに、県内に患者が発生した場合は詳細に

情報を収集し、国に情報提供するものとする。 
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３  地方公共団体相互間の連絡体制 

(1)  関係地方公共団体は、緊密な連絡を保ち、感染症の発生状況、緊急度

等を勘案し必要に応じて、相互に応援職員、専門家の派遣等を行うこと

が重要である。 

     また、県等は、消防機関等に対して、感染症に関する情報等を適切に

連絡する。 

(2)  県等は、関係市町村に対して、医師等からの届出に基づいて必要な情

報を提供するとともに、緊急時における連絡体制を整備しておく。 

(3)  複数の市町村にわたり感染症が発生した場合であって緊急を要すると

きは、県は、県内の統一的な対応方針を提示する等の、市町村間の連絡

調整を行う。 

(4)  複数の都道府県等にわたり感染症が発生した場合又はそのおそれがあ

る場合には、県等は、関係する都道府県等と対策連絡協議会を設置する

等の連絡体制の強化に努める。 

 

４  関係団体との連絡体制 

    県内の地方公共団体は、それぞれ医師会等の医療関係団体等と緊密な連

携を図る。 

 

５  緊急時における情報提供 

    緊急時においては、住民に対して感染症の発生の状況や医学的知見など

住民が感染症予防等の対策を講じる上で有益な情報を、パニック防止とい

う観点も考慮しつつ、可能な限り提供することが重要であることから、県

内の地方公共団体は、ホームページをはじめ、複数の情報提供媒体により

、理解しやすい内容で情報提供を行う。 

  

 

第９ その他感染症の予防の推進に関する重要事項 

１ 施設内感染の防止対策 

    病院、診療所、老人福祉施設等において感染症が発生し又はまん延しな

いよう、県等は、最新の医学的知見等を踏まえた施設内感染に関する情報

をこれらの施設の開設者又は管理者に適切に提供する。 

    また、これらの施設においては、提供された情報に基づき、必要な措置

を講ずるとともに、普段より施設内の患者及び職員の健康管理を進めるこ

とにより、感染症が早期に発見されるよう努めることが重要である。 

さらに、医療機関においては、院内感染対策委員会等を中心に院内感染

の防止に努めることが重要であり、実際に取ったこれらの措置等に関する

情報について、県や他の施設に提供することにより、その共有化を図るこ

とが望まれる。 

また、県等は、施設内感染に関する情報や研究の成果を、医師会等の関
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係団体等の協力を得つつ、病院、診療所、老人福祉施設等の現場の関係者

に普及していく。 

 

２ 災害防疫対策 

    災害発生時の感染症の発生の予防及びまん延の防止の措置は、生活環境

が悪化し、被災者の病原体に対する抵抗力が低下する等の悪条件下に行わ

れるものであるため、県等は、迅速かつ的確に所要の措置を講じ、感染症

の発生及びまん延の防止に努める。 

    その際、保健所等を拠点として、迅速な医療機関の確保、防疫活動、保

健活動等を実施する。 

 

３ 動物由来感染症対策 

(1)  県等は、動物由来感染症に対する必要な措置等が速やかに行えるよう、

獣医師等に対し、法第１３条に規定する届出の義務について周知を行う

とともに、保健所と関係機関及び獣医師会などの関係団体等との情報交

換を行うこと等により連携を図って、県民への情報提供等に努める。 

(2)  ペット等の動物を飼育する者は、(1) により県民に提供された情報等

により動物由来感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注

意を払うよう努める。 

(3)  積極的疫学調査の一環として動物の病原体保有状況調査（動物由来感

染症の病原体の動物における保有の状況に係る調査をいう。）により広

く情報を収集することが重要であるため、保健所、県衛生環境研究所、

県動物愛護指導センター、県家畜保健衛生所等は連携を図りながら調査

に必要な体制について構築していく。 

(4)  動物由来感染症の予防及びまん延の防止の対策については、媒介動物

対策や、動物取扱業者等への指導、獣医師との連携等が必要であること

から、感染症対策部門において、ペット等の動物に関する施策を担当す

る部門と適切に連携をとりながら対策を講じていく。 

 

４ 外国人に対する対応 

    法は、国内に居住し又は滞在する外国人についても同様に適用されるた

め、保健所等の窓口に我が国の感染症対策を外国語で説明したパンフレッ

ト等を備えておくなどの取組を行う。 


