の基本となるべきものである︒このため︑国としても︑必要な調査及
び研究の方向性の提示︑海外の研究機関等も含めた関係機関との連携
の確保︑調査及び研究に携わる人材の育成等の取組を通じて︑調査及
び研究を積極的に推進することが必要である︒
及び研究の推進
一国における感染症及び病原体等に関する調査
1 国立感染症研究所︑国立国際医療センター︑国立保健医療科学院
いくことが必要であ

検疫所︑大学研究機関等が相互に連携を図りつつ︑感染症及び病
原体等に関する調査及び研究を積極的に進めて
る︒

2・3
︵略︶
4 国立感染症研究所及び国立国際医療センターは︑研究協力機関︵
調査又は研究が特に必要と認められる感染症及び病原体等について
︑地方衛生研究所︑大学研究機関等のうち共同して研究等を行うも
のとして適当と認めるものをいう︒︶との共同研究︑積極的疫学調
査の共同実施等を行うものとする︒また︑緊急に対応が必要となる
新感染症の出現時や感染症の大量発生時︑新たな薬剤耐性菌の出現
時等において︑これらのつながりを通じて感染症及び病原体等に関
する調査及び研究を推進し ていく体制を構築していくことが重要で
ある︒
三 地方公共団体における調査及び研究の推進
1 都道府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都道府県等における
感染症及び病原体等の技術的か つ専門的な機関である地方衛生研究

保健所においては︑地域における感染症対策の中核的機関との位

所が都道府県等の関係主管部局と連携を図りつつ︑計画的に取り組
むことが重要である︒
2

地方衛生研究所においては︑都道府県等における感染症及び病原

置付けから︑感染症対策に必要な疫学的な調査及び研究を地方衛生
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の情報
の発信拠点としての役割を果たしていくことが重要である︒
3

る情報等の収集︑分析及び公表

倒笥叫技術的かつ専門的な機関として︑都道府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
の業務を通じて感染症対策に重要な役割を果たしていくこととする

査並びに感染症及び病原体等に関す

べきものである︒このため︑国としても︑必要な調査及び研究の方向
性の提示︑海外の研究機関等も含めた関係機関との連携の確保︑調査
及び研究に携わる人材の育成等の取組を通じて︑調査及び研究を積極
的に推進することが必要である︒

検疫所︑大学研究機関等が相互に連携を図りつつ︑感染症に関す

二 国における感染症に関する調査及び研究の推進
l 国立感染症研究所︑国立国際医療センター︑国立保健医療科学院

るl矧封及び研究を積極的に進めていくことが必要である︒

︵略︶

国立感染症研究所及び国立国際医療センターは︑研究協力機関︵

2・3

4

との共同研究︑積極的疫学調査の共同実施

調査又は研究が特に必要と認められる感染症について︑地方衛生研
究所︑大学研究機関等のうち共同して研究等を行うものとして適当
と認めるものをいう︒︶

等を行うものとする︒また︑緊急に対応が必要となる新感染症の出
現時や感染症の大量発生時︑新たな薬剤耐性菌の出現時等において

これらのつながりを通じて感染症に関する調査及び研究を推進し
ていく体制を構築していくことが重要である︒

三 地方公共団体における調査及び研究の推進
1 都道府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都道府県等における
感染症の技術的か つ専門的な機関である地方衛生研究所が都道府県

等の関係主管部局と連携を図りつつ︑計画的に取り組むことが重要
である︒

2︑保健所においては︑地域における感染症対策の中核的機関との位

置付けから︑感染症対策に必要な疫学的な調査及び研究を地方衛生
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の情報
の発信拠点としての役割を果たしていくことが重要である︒

3 地方衛生研究所においては︑都道府県等における感染症の技術的
かつ専門的な機関として︑都道府県等の関係部局及び保健所との連
研究︑試験検査及び感染症に関する情報
携の下に︑感染症の調査︑
等の収集︑分析及び公表の業務を通じて感染症対策に重要な役割を

果たしていくこととする︒

8

四

4 地方公共団体における調査及び研究については︑例えば︑その地
域に特徴的な感染症の発生の動向やその対策等の地域の環境や当該
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の活用が特に求
められる︒

関係各機関及び関係団体との連携

四

第六

4

地方公共団体における調査及び研究については︑例えば︑その地

関係各機関及び関係団

域に特徴的な感染症の発生の動向やその対策等の地域の環境や当該
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の活用が特に求
められる︒
関係各機関及び関係団体との連携

感染症に関する調査及び研究に当たっては︑

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

︵略︶

に当たっては︑一から四までの事項を踏まえるとともに︑それぞれの
地域の実情に応じた感染症の発生動向をはじめとして︑地域の環境や
当該地域に多い感染症の特性に応じた調査及び研究の推進の方向性に
ついて規定することが望ましい︒

体が適切な役割分担を行うことが重要である︒このため︑国立感染症
っては︑関係各機
感染症及び病原体等に関する調査及び研究に当た
研究所や国立国際医療センターをはじめとする関係研究機関等は︑相
関及び関係団体が適切な役割分担を行うことが重要である︒このため
互に十分な連携を図ることが必要である︒
︑国立感染症研究所や国立国際医療センターをはじめとする関係研究
五 予防計画を策定するに当たっての留意点
機関等は︑相互に十分な連携を図ることが必要である︒
予防計画において感染症に関する研究の推進に 関する事項を定める
五 予防計画を策定するに当たっての留意点

︵略︶

第七

推進に関する
予防計画において感染症及び病原体等に関する研究の
事項を定めるに当たっては︑一から四までの事項を踏まえるとともに
︑それぞれの地域の実情に応じた感染症の発生動向をはじめとして︑
地域の環境や当該地域に多い感染症の特性に応じた調査及び研究の推
進の方向性について規定することが望ましい︒
第六

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

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基

本的な考え方
l 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︑

人権への配慮 の観点や感染の拡大防止の観点から極めて重要である

︵略︶

︒しかしながら︑国内における病原体等の検査体制等は︑感染症の
発生数の減少等により︑必ずしも質的及び量的に十分に保たれてい
るとは言い難い︒
2

二 国における感染症の病原体等の検査の推進
国においては︑国内では発生がまれな感染症の病原体等の同定検査
や病原体等のより詳細な解析等の役割を担うことが必要である︒この

第七

項
一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基

︵略︶

本的な考え方
l 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︑
人権叫圏劃の観点や感染の拡大防止の観点から極めて重要である︒
しかしながら︑国内における病原体等の検査体制等は︑感染症の発
生数の減少等により︑必ずしも質的及び量的に十分に保たれている
とは言い難い︒
2

二 国における感染症の病原体等の検査の推進
国においては︑国内では発生がまれな感染症の病原体等の同定検査
や病原体等のより詳細な解析等の役割を担うことが必要である︒この

9

0

︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵バイオセーフティーレベル4︶ に対応する施設の稼働も含

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刃樹面

︵略︶

1・2

︵略︶

の配慮のためのその他の方策

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勾

る︒

五

四

等の人権への配慮に関する方策
l〜3 ︵略︶
三 地方公共団体における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 への配慮のための方策
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︑国に準じた施策を講ず
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すること
が重要である︒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︑相談等を行うことが重要であ

権に配慮することが必要である︒
二 国における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

醐劇に関する基本的な考え方
国及び地方公共団体においては適切な情報の公表︑正しい知識の普
及等を行うことが︑医師等において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︑国民において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
がないよう配慮していくことが重要である︒さらに︑国及び地方公共
団体は︑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

醐風に関する事項
一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刃楓面

第九

第八

三〜五

めた十分な体制の整備を図る必要がある︒

レベル4

ため︑国立感染症研究所の機能強化を行い︑病原体等安全管理基準の
ため︑国立感染症研究所の機能強化を行い︑一種病原体等を所持でき
る体制を整える等︑ 病原体等安全管理基準のレベル4 ︵バイオセーフ
に対応する施設の稼働も含めた十分な体制の整備を
ティーレベル4︶
︵略︶

図る必要がある︒

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刃樹のl

︵略︶

三〜五

第八

第九

l

葡萄 に 関 す る 事 項
一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刃楓画
尊重
国及び地方公共団体においては適切な情報の公表︑正しい知識の普
及等を行うことが︑医師等において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︑国民において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
がないよう配慮していくことが重要である︒さらに︑国及び地方公共
団体は︑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

︵略︶

等の人権の尊重に関する方策

権を尊重することが必要である︒
二 国における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
1〜3

三 地方公共団体における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のための方策
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︑国に準じた施策を講ず
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すること
が重要である︒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︑相談等を行うことが重要であ
る︒
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l権楓頑
四

︵略︶

l・2

固劃のためのその他の方策
五
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六

︵略︶

1〜4

︵略︶

項について規定することが望ましい︒

等の人権への配慮の ための施策に関する事項について定めるに当たっ
ては︑一から五までの事項を踏まえるとともに︑特に︑次に掲げる事

六 予防計画を策定するに当たっての留意点
予防計画を策定するに当たっての留意点
予防計画において地域の実情に即した知識の普及及び感染症の患者 予防計画において地域の実情に即した知識の普及及び感染症の患者

l〜4

について規定することが望ましい︒

国内における病原体等の

は︑一から五までの事項を踏まえるとともに︑特に︑次に掲げる事項

等の人権の尊重のための施策に関する事項について定めるに当たって

第十

特定病原体等の適正な取扱いについ

るす
事項
り扱う体制の確保に関
特定病原体等を適正
取扱いに閲す る基本的な考え方
特定病原体等の適な正

試験研究︑検査等の状況︑国 際的な病原体等の安全管理の状況その他
の動向を踏まえつつ行

取扱
の特定病原体等の適正
ないに関する国内外
われなければならない︒
二 特定病原体等の 適正な取扱いのための施策
厚生労働大臣において︑種
一病原体等
l一種病原体等については︑
を所持し︑試験研 究を行う国等の施 設を的確に指定するとともに
当該施設における一 種病原体等の 管理が適切に実施さ れていること
を常に把握しておく こ と が 重 要 で あ る ︒
2 二種病原体等については︑ 厚生労働大臣において︑ 二種病原体等
当該所持又は輸入の目的を
の所持及び輸入の許可を行うに当たり
許可の基準に適合して

厚生労働大臣におい て︑三種病原体等

とこ
が重要である︒
に整理し︑保管する

の所持又は輸入の届出を通じて把握する情報 を適切に整理し︑保管

じて把握する情報を適切
三種病原体等につ

いることを厳格に審査し︑確認するとともに︑ 当該許可の申請を通

いな
いこと又は
踏まえ︑欠格条項に該当し
て

3

することが重要である︒
4 厚生労働大臣は︑ 特定病原体等の所持施設が︑ 施設の基準︑保管
るとともに︑これらの基
等の基準を遵守して いることを適宜確
に応じて関係機関に連絡
いないと認めるときは︑
準に適合して

国においては︑ 特定病原体等 を所持す る都道府県等の研究機関︑

がある︒

するとともに︑改善命令その他の 特定病原体等に よる感染症の発生
を予防し︑又はその まん延を防止するため に必要な監督を行う必要

5

大学の研究機関等に対して︑特定病原体等 の適切な取扱い等に関す

］1

る情報 を積極的に提供する ことが重要 である︒このため︑厚生労働

大臣は︑各研究機関等を 所管する関係省庁と連携して 特定病原体
等の適切な取扱い等に関する周知を行うべきである︒

所在不明等の事故時や︑ 地 震 ︑ 火 災 そ

消防庁長官

の他の災害時

十六条の三十八第四項 に規定す
への連絡を確実に行

措置を的確に実施で
め
国は︑特定病原体等の 適正な取扱いのたの
るよう人員等の体制確 保に努める必要がある︒

関係各機関と
1 厚生労働大臣においては︑
うほか︑盗取︑

る警察庁長官海
︑上保安庁長官又は
特定病原体等による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関係機関との緊密な連携を図る ことが重要であ

事 故 ︑ 災害等が発生した場合にお
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