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現在、世界保健機関（ＷＨＯ）は、地球規模

で感染症による危機に瀕している。もはやどの

国も安全ではないという警告を発しています。

この１年、私は、この言葉を現場で実感しまし

た。日常業務の中で、常々、危機を認識して仕

事をしていないと、いつ起こるかもわからない。

日常の仕事の中に危機管理を組み込んでいくこ

とが必要ではないかと実感している次第です。

1970年以来、少なくとも30以上のこれまで知

られなかった感染症が出現し、また近い将来、

克服されるであろうと考えられてきた結核、マ

ラリア等の感染症も、人類に再び脅威を与えて

います。

「伝染病予防法」から「感染症法」へ

伝染病予防法が明治30年に制定されて以来、

100年を経過しました。その間、日本の感染症

を取り巻く状況も大きく変わりました。

医学・医療の進歩や衛生水準の向上、国民の

健康・衛生意識の向上、また人権尊重および行

政の公正透明化への要請、さらに、国際交流の

活発化、航空機による大量輸送の進展で、国外

で発生した感染症がすぐ国内に入ってくるよう

になりました。

今日起こったことが明日、日本に入ってきま

す。直近の例では、中国でＳＡＲＳ。北京と安

徽省で、疑い例が２人、確定例が２人と、４人

の患者さんが出でいる。１人は死亡しました。

場合によっては、日本から行かれた方が感染す

るということが起こりかねない事態です。その

ため、早速、成田、関西、福岡、名古屋の国際

空港では、到着客にサーモグラフィーを使って

体温測定をしました。ＳＡＲＳに罹ると熱が38

度以上出ますので、体温を計って症状があれば

チェックする、ということが行われました。そ

ういう時代に変化してきているということです。

明治にできた伝染病予防法は、強制的な予防

措置がすでに不要となっている感染症を法定伝

染病として法律に位置付けている一方で、エボ

ラ出血熱等の世界的に問題視されている危険な

感染症が法の対象とされていませんでした。ま

た、感染症が発生した事後の対応に偏っていて、

隔離を中心に、患者に対する行動制限が人権尊

重の観点からの体系的な手続保障規定が設けら

れていないこと等の点で、時代の要請に応える

ことができないものとなっていました。

そこで、時代の変化に対応した感染症対策を

するため、伝染病予防法を改めて、平成10年に

感染症法が制定され、平成11年４月１日施行さ

れました。

今回、改正された法律は、事前の予防と患者

の医療に重点をおいています。そのため 「伝、

染病予防法」から「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」と名前が変わ
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りました。事前対応型行政の構築を柱に、感染

症の発生動向の調査体制を整備・確立し、医師

等が、もし感染症を診察した場合、すぐに保健

所に届けて統計的な資料として集計し、国民の

皆さんに返す。赤痢が発生した場合、すぐ集計

化して発生動向がチェックできるという体系が

構築されます。

国・都道府県における総合的な取組みも推進

されます。関係各方面との連携を図るために、

国が感染症予防の基本指針を、都道府県が予防

計画を予め策定し、それに基づいて感染症予防

対策を実施していくこととしています。

また、インフルエンザ、性感染症、エイズ等

については、特別の指針を策定する。さらに、

感染症予防のみならず、感染症に対する良質で

適切な医療の提供という観点なども加わって、

題名もこうしたと通知文に書かれています。

国と地方公共団体の責務

国と地方公共団体は 「感染症に関する正し、

い知識の普及、情報の収集及び提供、研究の推

進、病原体等の検査能力の向上、人材の養成等

を図るとともに感染症の患者が良質かつ適切な

医療を受けられるように必要な措置を講ずるよ

う努めなければならないこと。この場合におい

て、感染症の患者等の人権の保護に配慮しなけ

ればならないこと」が定められています。

感染症対策全体は法律で規定されています。

したがって、国にまず感染症対策の責務があり、

地方公共団体はほとんどの事務を法定受託事務

として受託している形です。これは、生活保護

と同じレベルの、１号法定受託事務という最も

基本的な受託事務です。感染症対策は、国の制

度として全国一律、統一的にやっていく。地方

公共団体は国の方針を受けて責務を果たすとい

う形になります。

国は、感染症の病原体の検査の実施を図るた

めの体制を整備します。また、国際的な連携を

確保することに努めるとともに、地方公共団体

に対して、必要な技術的および財政的援助を与

えることに努めなければならないこととなって

います。

国の責務としては、一つは病原体の検査、地

方の検査機関では手に負えませんので国立感染

症研究センターで行う。今回のＳＡＲＳや鳥イ

ンフルエンザも、国の研究センターで検査を実

施し、最終的に確認をしています。疫学調査の

場合、新しい病原体が入った時、どんな防御を

して調査していいのかもわかりませんし、都道

府県レベルでは手に負えないことが多々ありま

す。技術的な支援、財政的な支援について、国

が責務を担っています。

患者等の人権尊重に配慮した入院手続の整備

伝染病予防法では、罹患した患者は隔離する

ことになっていましたが、現在の感染症法は勧

告制度を採用し、入院していただくよう勧告す

る。勧告が受入れられなかった時、初めて入院

の措置をする制度になっています。人権に配慮

した制度です。

さらに、感染症のまん延防止に資する必要十

分な消毒等の措置の整備、検疫体制、動物由来

感染症対策の整備（検疫法および狂犬病予防法

の一部改正）が、平成10年の法律改正の時にな

されました。

情報の収集および公表

この法律では感染症に関する情報の収集及び

公表に関する事項として、医師が診断した１類、

２類、３類の感染症については、患者の氏名、

年齢、性別、その他厚生省令で定める事項を直

ちに届け出る。４類などの軽いものは、７日以

内に届け出ることになっています。

医師の届け出により収集した情報については

公表します。個人情報については、保護に配慮

したうえで、これだけの人数がこの感染症にか
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かっていると、積極的に公表していく制度にな

っています。

健康診断、就業制限及び入院

都道府県知事が１類、２類、３類の感染症の

まん延を防止するために必要だと判断した時に

は、健康診断を受けるように勧告することがで

きます。勧告に従わない時には、当該職員に健

康診断を行わせることができると定められてい

ます。就業していただくと、まん延の恐れがあ

る場合には、その恐れがある期間、就業を制限

することもできます。Ｏ－157の場合、調理関

係の従事者を制限しました。

入院では、知事は、１類または２類感染症の

まん延を防止するため必要があると認めるとき

は、当該感染症の患者に対し、72時間を限度と

して感染症指定医療機関への入院を勧告するこ

とができるという、入院の勧告の制度ができま

した。さらにそれを超えて入院が必要な場合、

感染症協議会で医師、専門家等の意見を聞いた

うえで、10日間以内の期間の延長が認められて

います。入院を引き続き勧告ができる制度です。

消毒その他の措置

消毒その他の措置に関する事項では、感染症

の病原体に汚染された場所や、疑いがある場所

について、知事は、その場所の管理者や市町村

に、消毒するよう命じることができます。場所

の消毒と合わせて、汚染された疑いのあるとこ

ろにネズミや昆虫等が存在する場合も、管理者

や市町村に駆除を指示することができるという

規定です。

あわせて、さらに病原体に汚染された、また

は疑いのある飲食物、衣類、寝具その他の物件

について、その所有者に対して廃棄したり、市

町村に消毒するように命じることができること

となっています。消毒、駆除、廃棄等の物的措

置と言われるものです。

質問及び調査

原因を調べるための調査では、都道府県知事

が必要があると認めるときは、感染症の病原体

に汚染された場所もしくは汚染された疑いがあ

る場所等に立ち入り、感染症の患者等に質問さ

せ、または必要な調査をさせることかできます。

もし感染症が発生した場合、その方の家に伺い、

患者本人や家族に、どういう症状があるか、症

状が発生する前に、どこでどういうものを食べ

たか、どういう人と接触したかという疫学調査

の実施を認められています。

医療に関する事項

医療に関する事項のうち、かかった医療費に

ついては、入院した患者から申請があったとき

は、都道府県が負担します。

感染症指定医療機関は、レベルにより、１種

と２種に分かれています。医療機関の指定は、

特定感染症指定医療機関は厚労大臣が、第１種

および第２種指定医療機関の指定は都道府県知

事が、それぞれ開設者の同意を得て行うものと

なっています。

新感染症

新感染症に関する事項についても同じような

規定があります。この場合は新しい感染症で、

感染の形態がわかりませんから、厚労大臣と連

携して対応します。健康診断、入院、消毒を、

都道府県知事や市町村長が実施する場合に、厚

労大臣と密接な連携を図ったうえで実施しなけ

ればならないことになります。

費用負担等

費用負担は、原則、都道府県負担ですが、市

町村が負担する場合もあります。内訳は、都道

府県は市町村が支弁する費用の３分の２を、国

は都道府県が支弁した費用のうち入院の医療費
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については４分の３を、その他の医療費は２分

の１を負担します。つまり、入院費用について

は、国が４分の３、都道府県が４分の１、通院

等の医療費は２分の１ずつとなっています。

都道府県以外でも、保健所を設置する市およ

び特別区は、予防計画の策定、感染症指定医療

機関の指定の事務等を除き、都道府県と同じ事

務を行うものとしています。例えば京都市は、

入院の措置、健康診断、消毒の措置を、すべて

独自で行うことができ、府県と同じ権限があり

ます。

ＳＡＲＳをきっかけに感染症法を改正

感染症法は平成15年に、東南アジアを中心に

世界でまん延した重症急性呼吸器症候群（ＳＡ

ＲＳ）の発生にともない、改正が行われました。

海外における、動物由来の感染症に対応でき

るものにしたいということで、国内への病原体

の侵入を防止するための検疫体制の強化や、緊

急時における国内感染症対策の強化、ウェスト

ナイル熱や、トリ型インフルエンザ等の動物由

来感染症対策の強化等について定め、総合的な

感染症予防対策の推進を図るものです。

動物の輸入の制限

ＳＡＲＳの感染は、ハクビシンが疑われてい

ます。鳥インフルエンザは鶏、野鳥。動物が重

要な感染源となっていますので、対応を強化し

ました。

動物の輸入に関しては、これまで規制外の動

物であったものでも、届け出をしたうえでない

と輸入できないようにする制度を設けました。

また、感染の恐れがある動物が輸入される場合、

輸出国での検査結果と感染症に係っていない旨

の証明書を届け出たうえでしか、輸入を認めな

いことになります。これについては、交付の日

から２年以内に施行されます。

感染症の発生状況調査では、感染させる恐れ

がある動物等の所有者もしくは管理者に、質

問・調査できることを明確化しました。獣医師

は、国や都道府県に協力しなければならないこ

と、動物の適切な管理に努めなければならない

ことも加わりました。

また、輸入禁止・輸入検疫の対象となる動物

は、国内に常在しないことも考えられることか

ら、政令で定めることとなりました。ＳＡＲＳ

を１類感染症とすることにともない、ＳＡＲＳ

を人に感染させるおそれが高いものとして、イ

タチアナグマ、タヌキ、ハクビシンを、改めて

指定動物とし、すべての地域からの輸入を禁止

しています。

緊急時の対策を強化

緊急時における感染症対策の強化も図られま

した。都道府県がそれほど緊急ではないと認識

している場合も、緊急の必要があると厚生労働

大臣が認めたときは、自ら感染症の状況調査を

行うことができ、都道府県に対し消毒、入院等

の措置について指示ができる権限が明示されま

した。今回のＳＡＲＳの場合も、初めての経験

ですので、どのへんまで消毒すべきか、なかな

かわからなかった部分があります。それを統一

的に指示をできる制度を設けました。

都道府県等による迅速な措置

今回の改正では、都道府県知事は、市町村長

に指示するだけでなく、必要と判断した場合は

自ら、消毒、駆除等を行うこともできるように

なりました。

国や他府県にも、職員の派遣や技術的支援な

どの協力を求めることができます。鳥インフル

エンザでは、国立感染症研究所から医師３名を

派遣していただき、現地で感染の防御等につい

て指導をしていただきました。

検疫の強化
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海外の発生に対する水際対策として、検疫の

強化が図られました。検疫を通る時には潜伏期

間のため症状が出ていない場合でも、感染症に

感染した恐れのある者には、入国後の健康状態

の確認ができるようなりました。

また、健康状態に異常が生じたことがわかっ

た時には、管轄の都道府県知事に検疫所長が報

告する制度を導入しました。都道府県知事に報

告があると、知事は保健所を通じて健康状態に

ついて確認するため、質問・調査をし、結果に

ついて厚労大臣に報告する制度を導入しました。

今のところＳＡＲＳに限って運用されることに

なっています。台湾人医師が旅行中に発熱した

という事案があったので、そういう場合を想定

して導入したものです。

感染症法対象疾患の見直し

感染症法対象疾患の分類の見直しも行いまし

た。１類は、罹患した場合に危険性が極めて高

い感染症。エボラ出血熱やクリミア・コンゴ出

血熱、ペスト、マールブルグ病等。今回、これ

にＳＡＲＳが入りました。天然痘は絶滅したと

言われていたのですが、発生の恐れがあるとい

うことで、１類に追加されました。

２類は、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、

ジフテリア、腸チフス、パラチフスです。

３類は、腸管出血性大腸菌感染症、つまりＯ

－157です。危険性は高くはないが、特定の職

業への就業によって感染症の集団発生を起こし

うる感染症ということで、就業制限等の措置を

講じることが必要です。

インフルエンザは、以前はすべて一緒でした

が、今回、高病原性鳥インフルエンザが新４類

に新たに加わりました。一般のインフルエンザ

は、５類です。媒介動物の輸入規制、消毒、物

件の廃棄等の物的措置が可能なものを、新４類

として区分けしたということです。

感染症ごとに、制限が定められています。１

類の感染症は疑似症状、確定はしていないが疑

いがある場合にも適応され、１種の指定医療機

関に入院させることができます。交通の制限も

１類の感染症についてはできるという、制限の

厳しいものです。２類の感染症は交通の制限は

できません。建物の立ち入り制限もできない。

２類は状況によって、２種の指定医療期間に入

院させることができます。新４類は獣医師の届

け出、汚染された場所の消毒、ネズミ、昆虫の

駆除、物件の廃棄措置ができます。５類はでき

るものが限られていて、疫学調査が可能なこと

と、医師の届け出が７日以内となっています。

積極的疫学調査

積極的な疫学調査として、感染症の原因や状

況を調査する対象者に、感染症を人に感染させ

るおそれのある動物の所有者や管理者を含めま

した。また、地方公共団体がカラスや蚊などの

媒介動物に関して病原体の有無の確認する調査

を行っていますが、この調査についても積極的

疫学調査と位置づけられています。鳥インフル

エンザでは、カラスについてもこうした観点か

ら、調査しました。

幸い、今回、日本では人への感染はありませ

んでしたが、タイ、ベトナムでは感染した例が

ありました。日本の鳥インフルエンザ遺伝子の

型は、ベトナムとは違うのではないかと言われ

ています。韓国と同じ型なら、人への感染の可

能性は低いと言われていますが、立証されてい

ませんので調査していくということです。

京都府の対応

具体的に京都府ではどうか。ＳＡＲＳが入る

前の４月10日に 「重傷急性呼吸器症候群（Ｓ、

ＡＲＳ）対応行動計画」をつくっていましたが、

実際にＳＡＲＳが京都府に入ってきて手に負え

ないということで、７月に改定しました。

見直した点の１つは、健康危機管理段階に対
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応した初動体制の確立および可能性例（＝疑似

症）発生時等における現地・現場主義の観点に

たった体制の整備です。

第１段階として、ＳＡＲＳの疑いのある事例

が発生した場合、府内に16カ所の初期診療機関

に行っていただく指示を保健所でする。この初

期診療機関は公表していません。公表すると、

具合が悪い人が独自に行かれて混乱しますので、

保健所に連絡していただき、保健所から紹介す

ることになっています。ＳＡＲＳは、国内には

存在しませんので、海外から帰られたか、感染

のおそれのある動物と接触していない限り、熱

があっても感染したとは考えられません。熱が

あるとすぐＳＡＲＳではないかと電話をかけて

こられて混乱しますので、医療機関や保健所で

判断したうえで、初期の診療機関を紹介するこ

とになっています 「疑い」がある場合は、初。

期診療機関に行っていただき、外来での管理が

適当となれば、自宅で経過観察のため療養とな

ります。

入院して検査しないといけないとなると、第

２段階に移行します。京都府内では２種の指定

医療機関が５つあります。第２種指定医療機関

で２、３日入院し、京都府の保健環境研究所で

検査をし、ＳＡＲＳの可能性があるかないかの

除外診断をします。ＳＡＲＳの可能性が高いと

なれば、第３段階として、１種の指定医療機関

または、ＳＡＲＳに限っては府立医科大学附属

病院に入院します。府立医科大学では専用病床

を５床整備して、体制をとっています。

第４段階は二次感染への対応です。接触者が

多ければ、第４段階へ危機管理のレベルが上が

る。この時点では、知事をトップに対策本部を

設置します。危機管理段階に応じて緊急時の体

制を決めています。

感染者の搬送については、感染防御用のアイ

ソレーターというカプセル式の寝台を装備した

車両を、京都府は持っています。

この前のＳＡＲＳ事案では、５月16日の発生

した日から、京都府では知事をトップに対策本

部を設置して、会議を10回開催しました。初動

はうまくいったのではないかと思っています。

７月30日には、ＳＡＲＳの経験をもとに近畿

の府県市が集まり会議をしました。台湾人医師

の場合は、大阪を中心に京都、兵庫と移動され

ましたので、関係府県市が中心になって連携会

議を開いています。起こった場合の連絡調整が

うまくいくようにと、これまで５回開きました。

また、24時間対応の電話相談を開設しました。

１週間の間に1600本、本庁（保健福祉部）と保

健所に相談がありました。本庁は1300本ほど、

保健所には300本ほどです。今回の鳥インフル

エンザの保健福祉関係の電話相談も、1600本ほ

どです。同じくらいの数字です。ＳＡＲＳは２

週間、鳥インフルエンザは40日間です。

保健所には、鳥インフルエンザが人にうつら

ないかという電話が一番多かったようです。保

健所は6500人ほど健康調査を行いました。その

結果、鳥インフルエンザは鳥だけの感染で終わ

り、人への感染がなかったことがわかりました。

この１年間に、ＳＡＲＳおよび鳥インフルエ

ンザと新たな感染症に対応するなかで、府民の

方々への正確かつ迅速な情報提供に努めるとと

もに、関係自治体の協力を得て、保健福祉部、

農林水産部をはじめ京都府庁全庁をあげて、府

民の安心・安全を確保するために取り組んでき

ました。この貴重な経験を今後に活かすととも

に、こうした危機に臨んで迅速に対応できるよ

うに、常日頃から危機管理を一般行政の中に組

み込んで進めていく、つまり、危機管理を常態

化して、意識的に準備を進めていく必要がある

と考えられます。

（まえがわ たかし・

前 京都府保健福祉部健康対策課参事）

＊この原稿は、４月24日に開催した議員との交流会で

話された内容を加筆訂正したものです。
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