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感 染 症 新 法

小 熊 惠 二

これ は1998年 の10月 に公布 され1999年 の4月1日

から施行 されてい る “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 ”の ことをい う. 1897

年(明 治30年)に 制定 され た伝 染病予 防法や性病予

防法,エ イズ予防法 を廃止 ・統合 して制定 された.

従来の患者隔離に よる社 会防衛 とい う方針か ら,患

者の人権 を尊重 しつつ治療することと,疫学調査(サ ー

ベイランス)を 行 い,感 染症の流行予 測 と予 防 を行

うことを重視 して いる.疾 患 を一,二,三 および四

類型に分類 し,そ の対応 を定めた(表1).さ らに,

現在は問題 になっていないが,将 来,社 会 に重大 な

影響 を与える疾患が発生 した時の ために,指 定感染

症,新 感染症 とい う項 目も設けた.

届け出は全 て保健所 であ り,一,二,三 類感染症

の場合 は直ちに,四 類感染症の場合 は, 60疾 患中,

全数把握対象疾患 である33疾 患 を診断 した場合 は,

診断後7日 以 内に届 けなければ ならない.他 の27疾

患(但 し,麻 疹 は成 人 と小 児に分かれてい る)は 定

点把握対象疾 患であ り,都 道府県知事 に よ り指定 さ

れた医療機関が患者 の年齢,性 別 などを届 け出 る.

患者 を収容す る施設(感 染症指定医療機 関)は,

その設備 の状態(特 に空気感染防御設備 な ど)や 感

染症専 門医の有無 な どか ら,特 定,第1種,第2種

の3種 類 に分 け られ た.特 定感染症指 定医療機 関は

国が指定す る もので,新 感染症出現の際な どに対策

の中枢 として機能す る所 であ り,現 在 は大 阪府泉佐

野市の市立病院 内にある 「りん くう総合 医療 センタ

」が ある.近 々,国 立国際医療セ ンター内に二番

目の施設が開設 される予定である.第1種 および第

2種 感染症指定医療機関は都道府県が指定 し,前 者

は各都道府県に1ヶ 所,後 者は各2次 医療圏に1ヶ

所設置す る.第1種 指定機関は1類 及び2類 感染症

を,第2種 指定機関は2類 感染症 を対応すると規定

されたが,現 実には,第1種 指定機関がまだ無い都

道府県が多い.

患者の人権尊重のため,入 院は3日 間が限度であ

り,そ れを越える場合は, 10日間ごとに,保 健所に

設置された 「感染症審査協議会(こ れには弁護士も

参加)」 で検討することが必要 となった.こ れまで,

 2類 感染症のチフスの場合などによく開催 されてい

る.岡山県の場合は第1種 指定医療機関はまだ無 く,

現在は神戸市民病院に依頼 しているが,現 在建設中

の岡山大学医学部病棟 内に本施設が作 られる予定で

ある.第2種 指定医療機関は市立岡山病院,倉 敷中

央病院,津 山中央病院の3ヶ 所であ り,岡 山市の感

染症審査協議会委員は,(感 染症指定医療機関医師)

坪 田輝彦,長 谷川真,(学 識経験者)角 南宏,小 熊恵

二,(医 療以外の学識経験者)宇 佐美英司,緒 方佐知

子の各先生である.

本法律は社会の情勢を反映できるように, 5年 ご

とに見直すことになっている.こ れ もこれまでに無

い画期的なことと思われる.な お,感 染症に関す る

法律 としては,こ の他,食 中毒に関する 「食品衛生

法」や 「結核予防法」,「寄生虫予防法」,「検疫法」,

「予防接種法」などがある.
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表1-a　 「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」の対象となる感染症の定義 と類型

(注) 1 * の疾 患は疑似疾 患者,患 者,無 症状病原体保有者のいずれの場合で も届出.

2 * の疾 患は患者,無 症状病原体保 有者の場合に届 出.

表1-b　 四類感染症の種類と定点把握対象疾患


