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第十一章

罰則（第六十七条―第七十条）

附則

罰則（第六十七条―八十一条）

附則
（基本理念）

第十一章

（基本理念）

及び地方公共団体が講ずる施策は、保健医療を取り巻く環境の変

感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国

及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関

化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速

第二条

する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、

かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれ

感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国

国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ

ている状況を深く認識し、これらの者の人権に配慮しつつ、総合

第二条

適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれてい

的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。

（国及び地方公共団体の責務）

る状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的か
つ計画的に推進されることを基本理念とする。
（国及び地方公共団体の責務）

理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査

染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整

等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成及び資

理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、感染症の病原体

染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整

国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感

能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成及び資質の向上

質の向上を図るとともに、感染症の患者が良質かつ適切な医療を

第三条

を図るとともに、社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮

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

国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感

しつつ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

。この場合において、国及び地方公共団体は、感染症の患者等の

つ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

国及び地方公共団体は、感染症の予防に関する施策が総合的か

要な措置を講ずるよう努めなければならない。この場合において

２

人権の保護に配慮しなければならない。

ばならない。
国及び地方公共団体は、地域の特性に配慮しつつ、感染症の予
防に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携
を図らなければならない。
感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進、病原体等の

の実施等を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するよ

医療のための医薬品の研究開発の推進、感染症の病原体等の検査

国は、感染症に関する情報の収集及び研究並びに感染症に係る

検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保する

う努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分に果

国は、感染症及び病原体等に関する情報の収集及び研究並びに

よう努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分に

たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努め

３

、国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなけれ

第三条

２

３

果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努
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（医師等の責務）

めなければならない。
（医師等の責務）

なければならない。

医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地

方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努め

第五条

方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努め

るとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、

医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地

るとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、

病院、診療所、老人福祉施設等の施設の開設者及び管理者は、

良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

明を行い、当該患者等の理解を得るよう努めなければならない。
病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施

当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要

２

良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適切な説

第五条

２
設等の施設の開設者及び管理者は、当該施設において感染症が発

な措置を講ずるよう努めなければならない。

（略）

この法律において「一類感染症」とは、エボラ出血熱、クリミ

第六条

（定義）

生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなけ
ればならない。
（定義）
（略）

２

四

三

二

一

ペスト

南米出血熱

痘そう

クリミア・コンゴ出血熱

エボラ出血熱

ルグ病及びラッサ熱をいう。

ロナウイルスであるものに限る。）、痘そう、ペスト、マールブ

ア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群（病原体がＳＡＲＳコ

五
マールブルグ病

二

一

ジフテリア

結核

急性灰白髄炎

、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス及びパラチフスをいう。

この法律において「二類感染症」とは、急性灰白髄炎、コレラ

六

３

ラッサ熱
この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾

七

病をいう。

この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾

第六条
２

３

三

重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳ

病をいう。

四
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４

５

６

コロナウイルスであるものに限る。）
この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾

四

三

二

一

パラチフス

腸チフス

腸管出血性大腸菌感染症

細菌性赤痢

コレラ

病をいう。

五
この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾

４

５

この法律において「三類感染症」とは、腸管出血性大腸菌感染
症をいう。

この法律において「四類感染症」とは、Ｅ型肝炎、Ａ型肝炎、

六

五

四

三

二

一

鳥インフルエンザ

炭疽

狂犬病

Ｑ熱

黄熱

Ａ型肝炎

Ｅ型肝炎

いう。

健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものを

、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の

他の既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体

黄熱、Ｑ熱、狂犬病、高病原性鳥インフルエンザ、マラリアその

七
ボツリヌス症

病をいう。

八
マラリ ア
と

そ

九

前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾

この法律において「五類感染症」とは、インフルエンザ（高病

野兎病

６

十
十一

病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の
物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民
の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるも
の
この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾
一

ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。）

インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く。）

性黄色ブドウ球菌感染症その他の既に知られている感染性の疾病

全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐

びＡ型肝炎を除く。）、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不

原性鳥インフルエンザを除く。）、ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及

二

クリプトスポリジウム症

病をいう。

三
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７

九

八

七

六

五

四

前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

麻しん

梅毒

性器クラミジア感染症

後天性免疫不全症候群

それがあるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。

（四類感染症を除く。）であって、国民の健康に影響を与えるお

（四類感染症を除く。）であって、前各号に掲げるものと同程
度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労
働省令で定めるもの

この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染

性の疾病（一類感染症、二類感染症及び三類感染症を除く。）で

７

性の疾病（一類感染症、二類感染症及び三類感染症を除く。）で

あって、第三章から第六章までの規定の全部又は一部を準用しな

この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染
あって、第三章から第六章までの規定の全部又は一部を準用しな

ければ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
（略）

ければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影

８～

ものとして政令で定めるものをいう。

（略）

（略）

～

（新設）

（新設）

（新設）

14

（略）
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響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
８～

～

この法律において「結核指定医療機関」とは、結核患者に対す

る適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定し
た病院若しくは診療所（これらに準ずるものとして政令で定める
ものを含む。）又は薬局をいう。
この法律において「病原体等」とは、感染症の病原体及び毒素

をいう。
この法律において「毒素」とは、感染症の病原体によって産生

される物質であって、人の生体内に入った場合に人を発病させ、
又は死亡させるもの（人工的に合成された物質で、その構造式が
いずれかの毒素の構造式と同一であるもの（以下「人工合成毒素
」という。）を含む。）をいう。

12

療機関をいう。

11

14

機関及び結核指定医療機関をいう。

定医療機関、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医

この法律において「感染症指定医療機関」とは、特定感染症指

10

定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療

この法律において「感染症指定医療機関」とは、特定感染症指

10

11
15 12
16
17

この法律において「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種

病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。
この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等

（薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条第一項の規
定による承認を受けた医薬品に含有されるものその他これに準ず
る病原体等（以下「医薬品等」という。）であって、人を発病さ
せるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するも

前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に

ルス

マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイ

ウイルス（別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス）

ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバー

イルス）

オルソポックスウイルス属バリオラウイルス（別名痘そうウ

イルス

ールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウ

エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイ

ンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス

アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニ

のを除く。）をいう。
一
二

三
四
五
六

病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与え
るおそれがある病原体等として政令で定めるもの
この法律において「二種病原体等」とは、次に掲げる病原体等

（医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないもの

四

三

二

一

フランシセラ属ツラ レンシス種（別名野兎病菌）亜種ツラ レ

バシラス属アントラシス（別名炭疽菌）

コロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルス

クロストリジウム属ボツリヌム（別名ボツリヌス菌）

エルシニア属ペスティス（別名ペスト菌）

として厚生労働大臣が指定するものを除く。）をいう。

五

（新設）
（新設）

（新設）
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18
19
20

六
七

ンシス及びホルアークティカ
ボツリヌス毒素（人工合成毒素であって、その構造式がボツ
リヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。）
前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に
病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそ
れがある病原体等として政令で定めるもの
この法律において「三種病原体等」とは、次に掲げる病原体等

（医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないもの
一
マイコバクテリウム属ツベルクローシス（別名結核菌）（イ

コクシエラ属バーネッティイ

として厚生労働大臣が指定するものを除く。）をいう。
二

ソニコチン酸ヒドラジド及びリファンピシンに対し耐性を有す
三

前三号に掲げるもののほか、前三号に掲げるものと同程度に

リ ッサウイルス属レイビーズウイルス（別名狂犬病ウイルス）

るものに限る。）
四

病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがあ
る病原体等として政令で定めるもの
この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等

（医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないもの

エシェリヒア属コリー（別名大腸菌）（腸管出血性大腸菌に

清 亜型が Ｈ二Ｎ二、Ｈ五Ｎ一又はＨ七Ｎ七で あるものに限る。）

インフルエンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイルス（血

として厚生労働大臣が指定するものを除く。）をいう。
一
二

エンテロウイルス属ポリオウイルス

限る。）
三

クリプトスポリジウム属パルバム（遺伝子型が一型又は二型

志賀毒素（人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の

フィＡであるものに限る。）

サルモネラ属エンテリカ（血清亜型がタイフィ又はパラタイ

であるものに限る。）

四
五
六

（新設）

（新設）
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21
22

七
八
九
十

構造式と同一であるものを含む。）
シゲラ属（別名赤痢菌）ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキ
シネリー及びボイデイ
ビブリオ属コレラ（別名コレラ菌）（血清型がＯ一又はＯ一
三九であるものに限る。）
フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス（別名黄熱ウ
イルス）
マイコバクテリウム属ツベルクローシス（前項第二号に掲げ
前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度

る病原体を除く。）
十一
に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原
体等として政令で定めるもの
（指定感染症に対するこの法律の準用）
指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限

指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限

（指定感染症に対するこの法律の準用）
第七条

り、政令で定めるところにより次条、第三章から第六章まで及び

第七条

り、政令で定めるところにより次条、第三章から第六章まで、第

（略）

（略）

基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

感染症に関する調査及び研究に関する事項

２

第九条

（基本指針）

２・３

第八章から第十章までの規定の全部又は一部を準用する。

（略）

八章、第九章及び第十章の規定の全部又は一部を準用する。
２・３
（基本指針）
（略）

基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

第九条
２

五

（略）

（略）

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

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

一～四

五
（略）

七

（略）

六

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

一～四

七
（略）

九

八

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

（略）

する事項
八

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

人権の配慮に関する事項

九

人権の尊重に関する事項

- 8 -

３

十
（略）

特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項

十一・十二
厚生労働大臣は、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、少なくとも五年ごとに基本指針に再検討を加え、必
（略）

要があると認めるときは、これを変更するものとする。
４・５
（予防計画）

３

（新設）
十・十一

（略）

厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本指針に再検討を加

（略）

え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
４・５

（予防計画）
略

(

)
（略）

第十条
２

都道府県は、基本指針が変更された場合には、予防計画に再検

（略）

（略）

３

第十条
２
都道府県は、基本指針が変更された場合には、予防計画に再検

討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとす

３

討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとす

る。
（略）

予防計画は、結核予防法（昭和二十六年法律第九十六号）第三

条の四の規定により定める結核の予防のための施策の実施に関す

る計画と一体のものとして定めることができる。

（略）

（略）

（医師の届出）

（新設）

（新設）

２・３

第十二条

６

４・５

る。都道府県が予防計画の実施状況に関する調査、分析及び評価
（略）

を行い、必要があると認めるときも、同様とする。
４・５
（削除）

（略）

（医師の届出）
第十二条
（略）

第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準

して都道府県知事に届け出なければならない。

性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由

毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、

厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、

２・３
４

５

用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる者に
係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものに
ついては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生労働
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６

省令で定める期間内」と読み替えるものとする。

亡した者（当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。）の

前三項の規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死

感染症により死亡した者（当該感染症により死亡したと疑われる

死体を検案した場合について準用する。

４

者を含む。）の死体を検案した場合について準用する。

（感染症の発生の状況及び動向の把握）

第一項から第三項までの規定は、医師が第一項各号に規定する

（感染症の発生の状況及び動向の把握）

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、

開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるも

第十四条

開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるも

のの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所（以下この条

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、

の又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症

において「指定届出機関」という。）を指定する。

担当させる病院又は診療所（以下この条において「指定届出機関
」という。）を指定する。

。）若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症若しく

類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ

生労働省令で定める五類感染症の患者（厚生労働省令で定める五

り死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めると

。）を診断し、又は前項の厚生労働省令で定める五類感染症によ

類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ

生労働省令で定める五類感染症の患者（厚生労働省令で定める五

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚

は五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を

ころにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚

診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症により死亡

生労働省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する

２

の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を

第十四条

２

した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところに

（略）

都道府県知事に届け出なければならない。

２～５

第十五条

（略）

（略）

（感染症の発生の状況、動向及び原因の調査）

３～５

より、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働
省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府
（略）

県知事に届け出なければならない。
３～５

（略）

（感染症の発生の状況、動向及び原因の調査）
第十五条
（略）

都道府県知事は、第一項の規定を実施するため特に必要がある

と認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に感染症の

６

と認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に感染症の

治療の方法の研究、感染症の病原体の検査その他の感染症に関す

都道府県知事は、第一項の規定を実施するため特に必要がある

２～５
６

治療の方法の研究、病原体等の検査その他の感染症に関する試験
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よる質問又は必要な調査を実施するため必要な協力を求めること

研究又は検査を行っている機関の職員の派遣その他同項の規定に

規定による質問又は必要な調査を実施するため必要な協力を求め

る試験研究又は検査を行っている機関の職員の派遣その他同項の

（略）

厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条ま

（情報の公表）

７・８

ることができる。

（略）

ができる。
７・８
（情報の公表）
第十六条

での規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い

厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条ま

での規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い

（略）

、感染症の予防のための情報を積極的に公表しなければならない。

染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネット
その他適切な方法により積極的に公表しなければならない。
（略）

（就業制限）

（新設）

２

、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感

第十六条

２

厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を

（協力の要請）
第十六条の二

予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認め
るときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん
延の状況を勘案して、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ることができ
る。
（就業制限）

都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症又は

三類感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項

第十八条

三類感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項

の規定による届出を受けた場合には、当該者又はその保護者に対

都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症又は

の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を

し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面に

第十八条

防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者

（略）

より通知しなければならない。
２～４

に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書
（略）

面により通知することができる。
２～４
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５

６

都道府県知事は、第一項の規定による通知をしようとするとき
は、あらかじめ、当該患者又は無症状病原体保有者の居住地を管
轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議
会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で
、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くいとまがないときは、こ
の限りでない。
前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速や
かに、その通知をした内容について当該協議会に報告しなければ
ならない。
（入院）
（略）

（新設）

（新設）

（入院）
第十九条
（新設）

（略）

告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療

関又は第一種感染症指定医療機関（同項ただし書の規定による勧

に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告

機関又は第一種感染症指定医療機関（同項ただし書の規定による

告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感

２

勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種

染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知

ない。

前二項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはなら

感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県
３

事が適当と認めるもの）に入院させることができる。

第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超え
てはならない。

第一項又は第二項の規定により入院している患者を、当該患者が

都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、

第一項又は第三項の規定により入院している患者を、当該患者が

入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該

都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、
入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該

都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。

（新設）

入院の期間とを合算した期間は、七十二時間を超えてはならない。

第一項又は第二項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る

都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
第一項又は第三項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る
入院の期間とを合算した期間は、七十二時間を超えてはならない。
都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定に

５

４

知事が適当と認めるもの）に入院させることができる。

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧

解を得るよう努めなければならない。

勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理

都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該

第十九条
２

３

４
５

６
７
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よる入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院してい
る病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第

（略）

二十四条第一項に規定する協議会に報告しなければならない。
第二十条
（略）

第六項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、こ

る。

理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができ

前項の規定による通知を受けた当該患者又はその保護者は、代

ならない。

べき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければ

は、当該患者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べる

て意見を述べる機会を与えなければならない。この場合において

を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対し

には、当該患者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解

都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合

２～５
６

７

８

れを都道府県知事に提出しなければならない。

第十七条から第二十一条までの規定により実施さ

（最小限度の措置）
第二十二条の二

れる措置は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかか
った場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を
予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のもので
なければならない。
（書面による通知）

第二十条
２～５
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（略）
（略）

第十七条第三項及び第四項の規定は、都道府県知事が

（書面による通知）
第二十三条

第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する入院の勧告、第十

第十七条第三項及び第四項の規定は、都道府県知事が

第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する入院の勧告、第十

九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第三項に規定す

第二十三条

九条第三項及び第五項並びに第二十条第二項及び第三項に規定す
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る場合について準用する。

る入院の措置並びに同条第四項に規定する入院の期間の延長をす

る場合について準用する。

る入院の措置並びに同条第四項に規定する入院の期間の延長をす

都道府県知事の諮問に応じ、第二十条第一項の規定に

よる勧告及び同条第四項の規定による入院の期間の延長に関する

第二十四条

（感染症の診査に関する協議会）

各保健所に感染症の診査に関する協議会（以下この条

（感染症の診査に関する協議会）
第二十四条
において「協議会」という。）を置く。

必要な事項を審議させるため、各保健所に感染症の診査に関する
２

協議会（以下この条において「協議会」という。）を置く。
（略）

（新設）

第一項に規定する協議会は、委員三人以上で組織する。

（略）

２
協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
都道府県知事の諮問に応じ、第十八条第一項の規定による通

３
一

知、第二十条第一項（第二十六条において準用する場合を含む
。）の規定による勧告及び第二十条第四項（第二十六条におい
て準用する場合を含む。）の規定による入院の期間の延長並び
に第三十七条の二第一項の規定による申請に基づく費用の負担
に関し必要な事項を審議すること。
第十八条第六項及び第十九条第七項（第二十六条において準

３

二

用する場合を含む。）の規定による報告に関し、意見を述べる
協議会は、委員三人以上で組織する。

こと。
４

し学識経験を有する者（感染症指定医療機関の医師を除く。）及

委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関

し学識経験を有する者（感染症指定医療機関の医師を除く。）、

び医療以外の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任

４

法律に関し学識経験を有する者並びに医療及び法律以外の学識経

命する。ただし、その過半数は、医師のうちから任命しなければ

委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関

験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。ただし、そ

ならない。
（略）

の過半数は、医師のうちから任命しなければならない。
（略）

（新設）

５

５

６

第十九条若しくは第二十条の規定により入院して

（都道府県知事に対する苦情の申出）
第二十四条の二

いる患者又はその保護者は、当該患者が受けた処遇について、文
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２

３

書又は口頭により、都道府県知事に対し、苦情の申出をすること
ができる。
前項に規定する患者又はその保護者が口頭で同項の苦情の申出
をしようとするときは、都道府県知事は、その指定する職員にそ
の内容を聴取させることができる。
都道府県知事は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処
理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならな
い。
（準用）

（準用）

十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送すること

「感染症指定医療機関（結核指定医療機関を除く。）」と、第二

感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは

関」とあり、並びに第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定

項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機

いて、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条第一項及び第二

条の規定は、二類感染症の患者について準用する。この場合にお

していないこと又は当該感染症の症状が消失したこと」と、同条

を保有していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体を保有

機関」と、第二十二条第一項及び第二項中「一類感染症の病原体

関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「感染症指定医療

に第十九条第二項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機

指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあり、並び

一項及び第二項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症

感染症の患者について準用する。この場合において、第十九条第

第十九条から第二十三条まで及び前条の規定は、二類

ができる」と、第二十二条第一項及び第二項中「一類感染症の病

第四項中「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とある

第二十六条

原体を保有していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体を

のは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか、又は当該感

第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前

保有していないこと又は当該感染症の症状が消失したこと」と、

染症の症状が消失したかどうか」と読み替えるほか、これらの規

第二十六条

同条第四項中「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」と

定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

（新設）

あるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか、又は当
該感染症の症状が消失したかどうか」と読み替えるほか、これら
の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

結核患者に対する前条において読み替えて準用す

（結核患者に係る入院に関する特例）
第二十六条の二

る第十九条及び第二十条の規定の適用については、第十九条第七
項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とある

- 15 -

のは「当該患者の居住地」と、第二十条第一項本文中「十日以内
」とあるのは「三十日以内」と、同条第四項中「十日以内」とあ
るのは「十日以内（第一項本文の規定に係る入院にあっては、三
十日以内）」と、同条第五項中「当該患者が入院している病院又
は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」とする。
（結核患者の医療）
都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、

第一項の申請があってから六月を経過したときは、当該申請に

を聴かなければならない。

健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見

都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保

由して都道府県知事に対してしなければならない。

前項の申請は、当該結核患者の居住地を管轄する保健所長を経

る額を負担することができる。

で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当す

ときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令

その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があった

第三十七条の二

２
３

４

基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。
（感染症指定医療機関）
（略）

（新設）

（略）

（感染症指定医療機関）
第三十八条

第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の指

定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院について、その

２

核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する

開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。

条第十五項の政令で定めるものを含む。）又は薬局）について、
その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。

感染症指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、

前条の規定により都道府県が費用を負担する感染症の患者及び新

感染症指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、
前二条の規定により都道府県が費用を負担する感染症の患者及び

感染症の所見がある者の医療を担当しなければならない。

３

病院（結核指定医療機関にあっては、病院若しくは診療所（第六

第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結

第三十八条
２

３

新感染症の所見がある者の医療を担当しなければならない。
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４

５

６

７

８

９

ち新感染症の所見がある者並びに一類感染症及び二類感染症の患

特定感染症指定医療機関は、前条第一項各号に掲げる医療のう

療のうち新感染症の所見がある者並びに一類感染症及び二類感染

者に係る医療について、厚生労働大臣が行う指導に従わなければ

４

症の患者に係る医療について、厚生労働大臣が行う指導に従わな
ならない。

特定感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医

ければならない。

第一種感染症指定医療機関は、前条第一項各号に掲げる医療の

うち一類感染症及び二類感染症の患者に係る医療について、厚生

５

医療のうち一類感染症及び二類感染症の患者に係る医療について

労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わな

第一種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる
、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に

ければならない。

第二種感染症指定医療機関は、前条第一項各号に掲げる医療の

従わなければならない。
６

うち二類感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定め

第二種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる
医療のうち二類感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令

るところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
（新設）

で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければな
らない。
結核指定医療機関は、前条第一項に規定する医療について、厚
生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わ
なければならない。
辞退の日の一年前（結核指定医療機関にあっては、三十日前）ま

生労働大臣に、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定

辞退の日の一年前までに、特定感染症指定医療機関については厚

感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、

でに、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣に、第一

医療機関については都道府県知事にその旨を届け出なければなら

７

種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定

ない。

感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、

医療機関については都道府県知事にその旨を届け出なければなら
ない。
たとき、その他前二条に規定する医療を行うについて不適当であ

と認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関について

たとき、その他前条に規定する医療を行うについて不適当である

感染症指定医療機関が、第三項から第六項までの規定に違反し

ると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関につい

は厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指

８

ては厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指

定医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すこと

感染症指定医療機関が、第三項から第七項までの規定に違反し

定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事は、そ

ができる。

第三十七条第一項の規定により費用の負担を受ける感

の指定を取り消すことができる。

第三十九条

（他の法律による医療に関する給付との調整）
第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定に

（他の法律による医療に関する給付との調整）
第三十九条
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２

３

成九年法律第百二十三号）の規定により医療に関する給付を受け

、老人保健法（昭和五十七年法律第八十号）又は介護保険法（平

）、地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）

二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。

法律第五十号）、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百

十四年法律第七十三号）、労働者災害補償保険法（昭和二十二年

康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）、船員保険法（昭和

を除く。）が、健康保険法（大正十一年法律第七十号）、国民健

より費用の負担を受ける感染症の患者（新感染症の所見がある者

の規定による負担をすることを要しない。

ができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項

七年法律第八十号）の規定により医療に関する給付を受けること

法（昭和三十七年法律第百五十二号）又は老人保健法（昭和五十

て準用し、又は例による場合を含む。）、地方公務員等共済組合

員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律におい

労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）、国家公務

律第百九十二号）、船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）、

（大正十一年法律第七十号）、国民健康保険法（昭和三十三年法

染症の患者（新感染症の所見がある者を除く。）が、健康保険法

第四十条

感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十七条第

（診療報酬の請求、審査及び支払）

（新設）

（新設）

ることができる者であるときは、都道府県は、その限度において
、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定による負担
をすることを要しない。
第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定は、戦傷病
者特別援護法（昭和三十八年法律第百六十八号）の規定により医
療を受けることができる結核患者については、適用しない。
第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定による費用
の負担を受ける結核患者が、児童福祉法（昭和二十二年法律第百
六十四号）の規定による療育の給付を受けることができる者であ
るときは、当該患者について都道府県が費用の負担をする限度に
おいて、同法の規定による療育の給付は、行わない。
（診療報酬の請求、審査及び支払）
感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十七条第

一項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求す

第四十条

一項又は第三十七条の二第一項の規定により都道府県が負担する

（略）

感染症指定医療機関が行う第三十七条第一項各号に掲

げる医療に関する診療報酬は、健康保険の診療報酬の例によるも

第四十一条

（診療報酬の基準）

２～７

るものとする。

（略）

費用を、都道府県に請求するものとする。
２～７

感染症指定医療機関が行う第三十七条第一項各号に掲

（診療報酬の基準）
第四十一条

げる医療又は第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定
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２

める医療に関する診療報酬は、健康保険の診療報酬の例によるも
のとする。
（略）
（緊急時等の医療に係る特例）

２

のとする。
（略）
（緊急時等の医療に係る特例）

診療所から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又は

る者を含む。以下この条において同じ。）が、当該病院若しくは

以外の病院若しくは診療所に入院した患者（新感染症の所見があ

て同じ。）若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関

定を第二十六条において準用する場合を含む。以下この項におい

当該患者又はその保護者の申請により、同項の規定によって負担

る医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、

じ。）が、当該病院又は診療所から第三十七条第一項各号に掲げ

た患者（新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同

の規定により感染症指定医療機関以外の病院又は診療所に入院し

定を第二十六条において準用する場合を含む。）又は第四十六条

都道府県は、第十九条若しくは第二十条（これらの規

その区域内に居住する結核患者（第二十六条において読み替えて

する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。

第四十二条

準用する第十九条又は第二十条の規定により入院した患者を除く

これらの者が感染症指定医療機関から同項各号に掲げる医療を受

都道府県は、第十九条若しくは第二十条（これらの規

。以下この項において同じ。）が、緊急その他やむを得ない理由

けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由によ

第四十二条

により、結核指定医療機関以外の病院若しくは診療所（第六条第

（略）

り同項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。

２・３

十五項の政令で定めるものを含む。）若しくは薬局から第三十七
条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合
においては、その医療に要した費用につき、当該患者又はその保
護者の申請により、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項
の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給
することができる。第十九条若しくは第二十条若しくは第四十六
条の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染症指定
医療機関から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又
はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第三十
七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場
合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により第三
十七条第一項又は第三十七条の二第一項の申請をしないで行われ
（略）

たものであるときも、同様とする。
２・３
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（報告の請求及び検査）

（報告の請求及び検査）

療録その他の帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録（

に感染症指定医療機関についてその管理者の同意を得て実地に診

指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員

負担を適正なものとするため必要があると認めるときは、感染症

、第三十七条第一項及び第三十七条の二第一項に規定する費用の

厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。）は

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

の作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

いてその管理者の同意を得て実地に診療録その他の帳簿書類（そ

して必要な報告を求め、又は当該職員に感染症指定医療機関につ

め必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者に対

、第三十七条第一項に規定する費用の負担を適正なものとするた

厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。）は

都道府県知事（特定感染症指定医療機関にあっては、

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

第四十三条

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

いう。）の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記

都道府県知事（特定感染症指定医療機関にあっては、

処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存がされている

この法律に規定するもののほか、第三十七条第一項の

（厚生労働省令への委任）

（略）

録を含む。）を検査させることができる。

る。
（略）

２

場合における当該電磁的記録を含む。）を検査させることができ

第四十三条

２
（厚生労働省令への委任）

第四十四条

申請の手続、第四十条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務

この法律に規定するもののほか、第三十七条第一項及

び第三十七条の二第一項の申請の手続、第四十条の診療報酬の請

の委託の手続その他この章で規定する費用の負担に関して必要な

第四十四条

求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この章で規定する

事項は、厚生労働省令で定める。

（略）

（略）

費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

（新設）

２～４

第四十六条

（新感染症の所見がある者の入院）

（略）

（新感染症の所見がある者の入院）
第四十六条
（略）

都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合

２～４
５

には、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に、適切な説
明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が
指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない
。この場合においては、当該新感染症の所見がある者又はその保
護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその
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６

７

勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた当該新感染症の所見がある者又
はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を
提出することができる。
第五項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、こ
れを都道府県知事に提出しなければならない。

第四十五条から第四十七条までの規定により実施

（最小限度の措置）
第四十八条の二
される措置は、新感染症を公衆にまん延させるおそれ、新感染症
にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、新感染症
の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度
のものでなければならない。

第二十四条の二の規定は、第四十六条の規定によ

（都道府県知事に対する苦情の申出）
第四十九条の二

り入院している新感染症の所見がある者について準用する。
（新感染症の政令による指定）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新感染症の政令による指定）

該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置

国は、新感染症に係る情報の収集及び分析により、当

該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置

を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定め

第五十三条

を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定め

るところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を一年以

国は、新感染症に係る情報の収集及び分析により、当

るところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を一年以

内の政令で定める期間に限り、それぞれ、一類感染症及び一類感

第五十三条

内の政令で定める期間に限り、それぞれ、一類感染症及び一類感

染症の患者とみなして第三章から前章まで及び次章から第十章ま

（略）

染症の患者とみなして第三章から前章まで、第八章、第九章及び

２・３

での規定の全部又は一部を適用す る措置を講じなければならない。

（略）
結核

第十章の規定の全部又は一部を適用する措置を講じなければなら
ない。
２・３

第七章の二
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（定期の健康診断）
労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）

第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健

係る定期の健康診断を行わなければならない。

、都道府県知事）の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に

において、保健所長（特別区及び保健所を設置する市にあっては

以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期

始期に達しない者を除く。）のうち、第一項の健康診断の対象者

市町村長は、その管轄する区域内に居住する者（小学校就学の

に関して指示することができる。

に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定

を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。）の長

特別区を除く。）又は学校若しくは施設（国、都道府県、保健所

保健所長は、事業者（国、都道府県、保健所を設置する市及び

断を行わなければならない。

期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診

を除く。）であって政令で定めるものに対して、政令で定める定

は当該施設に収容されている者（小学校就学の始期に達しない者

おいて業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又

て「施設」という。）の長は、それぞれ当該事業者の行う事業に

その他の施設で政令で定めるもの（以下この章及び第九章におい

業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。）の長又は矯正施設

「事業者」という。）、学校（専修学校及び各種学校を含み、修

第二条第三号に規定する事業者（以下この章及び第九章において

第五十三条の二

２

３

４

法（昭和三十三年法律第五十六号）その他の法律又はこれらに基
づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合に
おいて、その健康診断が第五十三条の九の技術的基準に適合する
ものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校
若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行った
ものとみなす。

（新設）
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５

第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定め
る。
（受診義務）
前条第一項又は第三項の健康診断の対象者は、そ

前項の規定により健康診断を受けるべき者が十六歳未満の者又

の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。

れぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設

第五十三条の三

２
は成年被後見人であるときは、その保護者において、その者に健
康診断を受けさせるために必要な措置を講じなければならない。

定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受

（他で受けた健康診断）
第五十三条の四

けるべき期日又は期間満了前三月以内に第五十三条の九の技術的
基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の
日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書
を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受
けたものとみなす。

疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診

（定期の健康診断を受けなかった者）
第五十三条の五

断を受けることができなかった者は、その事故が二月以内に消滅
したときは、その事故の消滅後一月以内に、健康診断を受け、か
つ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書その他その健康
診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出しなけ
ればならない。

定期の健康診断の実施者（以下この章において「

（定期の健康診断に関する記録）
第五十三条の六

健康診断実施者」という。）は、定期の健康診断を行い、又は前

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

- 23 -

２

二条の規定による診断書その他の文書の提出を受けたときは、遅
滞なく、健康診断に関する記録を作成し、かつ、これを保存しな
ければならない。
健康診断実施者は、定期の健康診断を受けた者から前項の規定
により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由が
なければ、これを拒んではならない。
（通報又は報告）
健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったとき

前項の規定は、他の法律又はこれに基づく命令若しくは規則の

を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。

市又は 特別区の区域内であるときは 、保健所長及び市長又は区長 ）

を行った場所を管轄する保健所長（その場所が保健所を設置する

き、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断

よる診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。）につ

は、その健康診断（第五十三条の四又は第五十三条の五の規定に

第五十三条の七

２

規定による健康診断実施者が、第五十三条の二第四項の規定によ
り同条第一項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行っ
た場合について準用する。
（他の行政機関との協議）
保健所長は、第五十三条の二第二項の規定により

教育委員会は、前項の通知があったときは、必要な事項を当該

育委員会に通知するものとする。

十三条の二第二項の指示に代えて、その指示すべき事項を当該教

保健所長は、教育委員会の所管に属する学校については、第五

督署長と協議しなければならない。

たっては、あらかじめ、当該事業の所在地を管轄する労働基準監

の適用を受けるものに関し、当該事業者に対して指示をするに当

、事業者の行う事業において業務に従事する者で労働安全衛生法

第五十三条の八

２

３

（新設）

（新設）
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学校に指示するものとする。

定期の健康診断の方法及び技術的基準、第五十三

（厚生労働省令への委任）
第五十三条の九
条の四又は第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載
事項並びに健康診断に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労
働省令で定める。

都道府県知事は、第十二条第一項の規定による結

（結核患者の届出の通知）
第五十三条の十
核患者に係る届出を受けた場合において、当該届出がその者の居
住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたとき
は、直ちに当該届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長
に通知しなければならない。
（病院管理者の届出）
病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又

保健所長は、その管轄する区域内に居住する者以外の者につい

け出なければならない。

者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届

は入院している結核患者が退院したときは、七日以内に、当該患

第五十三条の十一

２

て前項の届出を受けたときは、その届出の内容を、当該患者の居
住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
（結核登録票）
保健所長は、結核登録票を備え、これに、その

前項の記録は、第十二条第一項の規定による届出又は第五十三

核回復者に関する事項を記録しなければならない。

管轄する区域内に居住する結核患者及び厚生労働省令で定める結

第五十三条の十二

２

条の十の規定による通知があった者について行うものとする。

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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３

結核登録票に記載すべき事項、その移管及び保存期間その他登

保健所長は、結核登録票に登録されている者に

録票に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
（精密検査）
第五十三条の十三
対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エッ

保健所長は、結核登録票に登録されている者に

クス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行
うものとする。
（家庭訪問指導）
第五十三条の十四

ついて、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、保健
師又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、処方され

医師は、結核患者を診療したときは、本人又は

た薬剤を確実に服用することその他必要な指導を行わせるものと
する。
（医師の指示）
第五十三条の十五

その保護者若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方し
た薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患者の
治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防
止に必要な事項を指示しなければならない。
（輸入届出）

（新設）

（新設）

（新設）

（輸入届出）

染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は

動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとし

染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は

動物（指定動物を除く。）のうち感染症を人に感

動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとし

て厚生労働省令で定めるもの（以下この条及び第六十九条第九号

第五十六条の二

て厚生労働省令で定めるもの（以下この条及び第七十七条第九号

において「届出動物等」という。）を輸入しようとする者は、厚

動物（指定動物を除く。）のうち感染症を人に感

において「届出動物等」という。）を輸入しようとする者は、厚

生労働省令で定めるところにより、当該届出動物等の種類、数量

第五十六条の二

生労働省令で定めるところにより、当該届出動物等の種類、数量
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２

で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない

は、輸出国における検査の結果、届出動物等ごとに厚生労働省令

臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出書に

その他厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を厚生労働大

旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関

で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない

は、輸出国における検査の結果、届出動物等ごとに厚生労働省令

臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出書に

その他厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を厚生労働大

（新設）

（略）

旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関

特定一種病原体等所持者が、試験研究が必要な一種病原体等
として政令で定めるもの（以下「特定一種病原体等」という。
）を、厚生労働大臣が指定する施設における試験研究のために
所持する場合
第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等の滅菌
若しくは無害化（以下「滅菌等」という。）をし、又は譲渡し
をしなければならない者（以下「一種滅菌譲渡義務者」という
。）が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌等又は譲渡
し（以下「滅菌譲渡」という。）をするまでの間一種病原体等
を所持する場合
前二号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に
係る一種病原体等を当該運搬のために所持する場合
前三号に規定する者の従業者が、その職務上一種病原体等を
所持する場合
前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国又は独立行政法

２

により発行された証明書又はその写しを添付しなければならない。

一種病原体等

特定病原体等

により発行された証明書又はその写しを添付しなければならない。
（略）
第八章の二
第一節
何人も、一種病原体等を所持してはならない。た

（一種病原体等の所持の禁止）

四

三

二

一

だし、次に掲げる場合は、この限りでない。

第五十六条の三

２

人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一
項に規定する独立行政法人をいう。）その他の政令で定める法人
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であって特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を
適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。

何人も、一種病原体等を輸入してはならない。た

（一種病原体等の輸入の禁止）
第五十六条の四
だし、特定一種病原体等所持者（前条第二項に規定する特定一種
病原体等所持者をいう。以下同じ。）が、特定一種病原体等であ
って外国から調達する必要があるものとして厚生労働大臣が指定
するものを輸入する場合は、この限りでない。

何人も、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受け

（一種病原体等の譲渡し及び譲受けの禁止）
第五十六条の五

一種滅菌譲渡義務者が、特定一種病原体等を、厚生労働省令

から譲り受ける場合

又は他の特定一種病原体等所持者若しくは一種滅菌譲渡義務者

大臣の承認を得て、他の特定一種病原体等所持者に譲り渡し、

特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等を、厚生労働

てはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一

二

二種病原体等

で定めるところにより、特定一種病原体等所持者に譲り渡す場
合
第二節

二種病原体等を所持しようとする者は、政令で定

（二種病原体等の所持の許可）
第五十六条の六

めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない
第五十六条の二十二第一項の規定により二種病原体等の滅菌

。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一

譲渡をしなければならない者（以下「二種滅菌譲渡義務者」と
いう。）が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡を
するまでの間二種病原体等を所持しようとする場合

（新設）

（新設）

（新設）
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２

二

三

この項本文の許可を受けた者（以下「二種病原体等許可所持
者」という。）又は二種滅菌譲渡義務者から運搬を委託された
者が、その委託に係る二種病原体等を当該運搬のために所持し
ようとする場合
二種病原体等許可所持者又は前二号に規定する者の従業者が
、その職務上二種病原体等を所持しようとする場合
前項本文の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定める

ところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出
しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

二
所持の目的及び方法

二種病原体等の種類（毒素にあっては、種類及び数量）

一

三

二種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設（以下「二

氏名

四

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一

種病原体等取扱施設」という。）の位置、構造及び設備
（欠格条項）
第五十六条の七

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないも
こ

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

第五十六条の三十五第二項の規定により許可を取り消され、

ることがなくなった日から五年を経過しない者

し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け

）若しくは検疫法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反

この法律、狂犬病予防法（昭和二十五年法律第二百四十七号

けることがなくなった日から五年を経過しない者

の

項本文の許可を与えない。
一
二
三

四

取消しの日から五年を経過しない者（当該許可を取り消された
者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政

（新設）
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五

六

七
八
九

手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通知
があった日前六十日以内に当該法人の役員（業務を執行する社
員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧
問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対
し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下
この条において同じ。）であった者で当該取消しの日から五年
を経過しないものを含む。）
第五十六条の三十五第二項の規定による許可の取消しの処分
に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当
該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に
第五十六条の二十二第二項の規定による届出をした者（当該届
出について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日か
ら五年を経過しないもの
前号に規定する期間内に第五十六条の二十二第二項の規定に
よる届出があった場合において、同号の通知の日前六十日以内
に当該届出に係る法人（当該届出について相当の理由がある法
人を除く。）の役員若しくは政令で定める使用人であった者又
は当該届出に係る個人（当該届出について相当の理由がある者
を除く。）の政令で定める使用人であった者であって、当該届
出の日から五年を経過しないもの
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法
定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から
第六号までのいずれかに該当する者のあるもの
個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第六号までの

厚生労働大臣は、第五十六条の六第一項本文の許

いずれかに該当する者のあるもの
（許可の基準）
第五十六条の八

（新設）
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可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでな

二種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備が厚生労働省令

る製品の製造又は試験研究であること。

所持の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定め

ければ、同項本文の許可をしてはならない。
一
二
で定める技術上の基準に適合するものであることその他二種病
原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこ
と。
（許可の条件）
第五十六条の六第一項本文の許可には、条件を付

前項の条件は、二種病原体等による感染症の発生を予防し、又

することができる。

第五十六条の九
２

はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ
、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでな
ければならない。
（許可証）
厚生労働大臣は、第五十六条の六第一項本文の許

許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、

した許可証を交付しなければならない。

っては、種類及び数量）その他厚生労働省令で定める事項を記載

可をしたときは、その許可に係る二種病原体等の種類（毒素にあ

第五十六条の十

２

厚生労働省令で定める。

二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第

（許可事項の変更）
第五十六条の十一

二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとすると
きは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けな
ければならない。ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微

（新設）

（新設）

（新設）
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２

３

４

なものであるときは、この限りでない。
二種病原体等許可所持者は、前項ただし書に規定する軽微な変
更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、
あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第一号に掲
げる事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより
、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければな
らない。
第五十六条の八及び第五十六条の九の規定は、第一項本文の許
可について準用する。
（二種病原体等の輸入の許可）
二種病原体等を輸入しようとする者は、政令で

前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるとこ

い。

定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならな

第五十六条の十二

２

ろにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しな
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

ければならない。
一
氏名
輸入しようとする二種病原体等の種類（毒素にあっては、種

四

三
輸入の期間

輸出者の氏名又は名称及び住所

輸入の目的

二

五
輸送の方法

類及び数量）

六
輸入港名

厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請があ

七

（許可の基準）
第五十六条の十三

（新設）

（新設）
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った場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合して
申請者が二種病原体等許可所持者であること。

いると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一
輸入の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定め

第五十六条の九の規定は第五十六条の十二第一

二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれ

る製品の製造又は試験研究であること。

二
三
がないこと。
（準用）
第五十六条の十四
項の許可について、第五十六条の十の規定は第五十六条の十二第
一項の許可に係る許可証について、第五十六条の十一の規定は第
五十六条の十二第一項の許可を受けた者について準用する。この
場合において、第五十六条の十一第一項中「第五十六条の六第二
項第二号から第四号まで」とあるのは「第五十六条の十二第二項
第二号から第七号まで」と、同条第三項中「第五十六条の六第二
項第一号」とあるのは「第五十六条の十二第二項第一号」と、同
条第四項中「第五十六条の八及び第五十六条の九」とあるのは「
第五十 六条の九及び第 五十六条の十 三」と読み替え るものとする。

二種病原体等は、次の各号のいずれかに該当す

（二種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限）
第五十六条の十五

二種滅菌譲渡義務者が二種病原体等を、厚生労働省令で定め

等許可所持者若しくは二種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合

他の二種病原体等許可所持者に譲り渡し、又は他の二種病原体

二種病原体等許可所持者がその許可に係る二種病原体等を、

る場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
一

二

三種病原体等

るところにより、二種病原体等許可所持者に譲り渡す場合
第三節

（新設）

（新設）

- 33 -

三種病原体等を所持する者は、政令で定めると

（三種病原体等の所持の届出）

三

二

一

前項本文の規定による届出をした三種病原体等を所持する者は

体等を所持する場合

三種病原体等を所持する者の従業者が、その職務上三種病原

委託に係る三種病原体等を当該運搬のために所持する場合

三種病原体等を所持する者から運搬を委託された者が、その

の間三種病原体等を所持するとき。

て、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまで

、業務に伴い三種病原体等を所持することとなった場合におい

病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が

は、この限りでない。

生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合

、当該三種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚

ころにより、当該三種病原体等の所持の開始の日から七日以内に

第五十六条の十六

２

、その届出に係る事項を変更したときは、厚生労働省令で定める
ところにより、変更の日から七日以内に、その旨を厚生労働大臣
に届け出なければならない。その届出に係る三種病原体等を所持
しないこととなったときも、同様とする。

三種病原体等を輸入した者は、厚生労働省令で

（三種病原体等の輸入の届出）
第五十六条の十七

定めるところにより、当該三種病原体等の輸入の日から七日以内
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
氏名
輸入した三種病原体等の種類（毒素にあっては、種類及び数
輸入の目的

二
三

輸出者の氏名又は名称及び住所

量）
四

（新設）

（新設）
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六

五
輸入港名

輸送の方法

輸入の年月日

所持者等の義務

七
第四節
（感染症発生予防規程の作成等）
特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可

特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、感染

、厚生労働大臣に届け出なければならない。

該病原体等の所持を開始する前に、感染症発生予防規程を作成し

まん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当

所持者は、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びその

第五十六条の十八

２

症発生予防規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、
厚生労働大臣に届け出なければならない。
（病原体等取扱主任者の選任等）
特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可

特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、病原

うちから、病原体等取扱主任者を選任しなければならない。

経験に関する要件として厚生労働省令で定めるものを備える者の

防止について監督を行わせるため、当該病原体等の取扱いの知識

所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の

第五十六条の十九

２

体等取扱主任者を選任したときは、厚生労働省令で定めるところ
により、選任した日から三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に
届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
（病原体等取扱主任者の責務等）
病原体等取扱主任者は、誠実にその職務を遂行

特定一種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設（以下「

しなければならない。

第五十六条の二十
２

（新設）

（新設）

（新設）

- 35 -

３

一種病原体等取扱施設」という。）又は二種病原体等取扱施設に
立ち入る者は、病原体等取扱主任者がこの法律又はこの法律に基
づく命令若しくは感染症発生予防規程の実施を確保するためにす
る指示に従わなければならない。
特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、当該
病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し、病

特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許

原体等取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
（教育訓練）
第五十六条の二十一
可所持者は、一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設に
立ち入る者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、感染症
発生予防規程の周知を図るほか、当該病原体等による感染症の発
生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓

次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合

練を施さなければならない。
（滅菌等）

二

一

特定

前項の規定により一種病原体等又は二種病原体等の滅菌譲渡を

った場合

業務に伴い一種病原体等又は二種病原体等を所持することとな

病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関

定若しくは許可の効力を停止された場合

五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、若しくはその指

しなくなった場合又は第五十六条の三第二項の指定若しくは第

一種病原体等若しくは二種病原体等について所持することを要

特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者

の滅菌若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。

に該当するときは、その所持する一種病原体等又は二種病原体等

第五十六条の二十二

２

しなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとす

（新設）

（新設）
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３

るときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の
種類、滅菌譲渡の方法その他厚生労働省令で定める事項を厚生労
働大臣に届け出なければならない。
特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者が、その
所持する病原体等を所持することを要しなくなった場合において
、前項の規定による届出をしたときは、第五十六条の三第二項の
指定又は第五十六条の六第一項本文の許可は、その効力を失う。
（記帳義務）
特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可

特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可

前項の帳簿は、厚生労働省令で定めるところにより、保存しな

事項を記載しなければならない。

原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な

当該病原体等の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他当該病

いう。）は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、

第三号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」と

所持者及び三種病原体等を所持する者（第五十六条の十六第一項

第五十六条の二十三

２
ければならない。
（施設の基準）
第五十六条の二十四

所持者、三種病原体等所持者及び四種病原体等を所持する者（四
種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該四種
病原体等を所持するものを除く。以下「四種病原体等所持者」と
いう。）は、その特定病原体等の保管、使用又は滅菌等をする施
設の位置、構造及び設備を厚生労働省令で定める技術上の基準に

特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許

適合するように維持しなければならない。
（保管等の基準）
第五十六条の二十五

（新設）

（新設）

（新設）
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可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、三種病原体
等所持者並びに四種病原体等所持者（以下「特定病原体等所持者
」という。）は、特定病原体等の保管、使用、運搬（船舶又は航
空機による運搬を除く。次条第四項を除き、以下同じ。）又は滅
菌等をする場合においては、厚生労働省令で定める技術上の基準
に従って特定病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防
止のために必要な措置を講じなければならない。
（適用除外）
前三条及び第五十六条の三十二の規定は、第

第五十六条の二十四及び第五十六条の三十二第一項の規定は、

ときは、適用しない。

ところにより、滅菌譲渡をするまでの間四種病原体等を所持する

等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定める

又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い四種病原体

前二条及び第五十六条の三十二の規定は、病院若しくは診療所

合には、適用しない。

十二第一項の規定は、第五十六条の十六第一項第二号に掲げる場

第五十六条の二十三、第五十六条の二十四及び第五十六条の三

五十六条の十六第一項第一号に掲げる場合には、適用しない。

第五十六条の二十六
２

３

４

四種病原体等所持者から運搬を委託された者が、その委託に係る

特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務

四種病原体等を当該運搬のため に所持する場 合には、適用しない。
（運搬の届出等）
第五十六条の二十七

者、二種病原体等許可所持者及び二種滅菌譲渡義務者並びにこれ
らの者から運搬を委託された者並びに三種病原体等所持者は、そ
の一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等を事業所の外に
おいて運搬する場合（船舶又は航空機により運搬する場合を除く
。）においては、国家公安委員会規則で定めるところにより、そ

（新設）

（新設）
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２

３
４

５

６
７

の旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書（以
下「運搬証明書」という。）の交付を受けなければならない。
都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があった場合に
おいて、その運搬する一種病原体等、二種病原体等又は三種病原
体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため
必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところ
により、運搬の日時、経路その他国家公安委員会規則で定める事
項について、必要な指示をすることができる。
都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の
内容を運搬証明書に記載しなければならない。
第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたと
きは、特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原
体等許可所持者及び二種滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運
搬を委託された者並びに三種病原体等所持者は、当該運搬証明書
を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従って運搬
しなければならない。
警察官は、自動車又は軽車両により運搬される一種病原体等、
二種病原体等又は三種病原体等について盗取、所在不明その他の
事故の発生を防止するため、特に必要があると認めるときは、当
該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、運
搬証明書の提示を求め、若しくは、国家公安委員会規則で定める
ところにより、運搬証明書に記載された内容に従って運搬してい
るかどうかについて検査し、又は当該病原体等について盗取、所
在不明その他の事故の発生を防止するため、第一項、第二項及び
前項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置
を講ずることを命ずることができる。
前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
してはならない。
運搬証明書の書換え、再交付及び不要となった場合における返
納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合におけ
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る第一項の届出、第二項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え
、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡に

特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及

ついては、政令で定める。
（事故届）
第五十六条の二十八
び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等について盗
取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を
警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
（災害時の応急措置）
特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及

特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義

保安官に通報しなければならない。

前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上

応急の措置を講じなければならない。

場合においては、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、

原体等による感染症が発生し、若しくはまん延するおそれがある

による感染症が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病

震、火災その他の災害が起こったことにより、当該特定病原体等

び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等に関し、地

第五十六条の二十九

２
３

務者は、第一項の事態が生じた場合においては、厚生労働省令で
定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出

厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この

監督

なければならない。
第五節
（報告徴収）
第五十六条の三十

章の規定（都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七
第二項の規定）の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者、三

（新設）

（新設）

（新設）
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種病原体等を輸入した者、四種病原体等を輸入した者、一種滅菌
譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者（以下「特定病原体等所持者
等」という。）に対し、報告をさせることができる。
（立入検査）
厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、こ

第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては

の請求があるときは、これを提示しなければならない。

前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者

れた物を無償で収去させることができる。

度において、特定病原体等若しくは特定病原体等によって汚染さ

件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限

務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物

安委員会にあっては、警察職員）に、特定病原体等所持者等の事

七第二項の規定）の施行に必要な限度で、当該職員（都道府県公

の章の規定（都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十

第五十六条の三十一

２
３
ならない。
（改善命令）

厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用

厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用、運搬又は滅菌等

必要な措置を命ずることができる。

定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために

は四種病原体等所持者に対し、当該施設の修理又は改造その他特

原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者又

四の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定一種病

又は滅菌等をする施設の位置、構造又は設備が第五十六条の二十

第五十六条の三十二

２

に関する措置が第五十六条の二十五の技術上の基準に適合してい
ないと認めるときは、特定病原体等所持者に対し、保管、使用、
運搬又は滅菌等の方法の変更その他特定病原体等による感染症の

（新設）

（新設）
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発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることが
できる。

厚生労働大臣は、特定一種病原体等又は二種

（感染症発生予防規程の変更命令）
第五十六条の三十三
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
るために必要があると認めるときは、特定一種病原体等所持者又
は二種病原体等許可所持者に対し、感染症発生予防規程の変更を

厚生労働大臣は、病原体等取扱主任者が、こ

命ずることができる。
（解任命令）
第五十六条の三十四

の法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、特定
一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に対し、病原体

厚生労働大臣は、特定一種病原体等所持者が

等取扱主任者の解任を命ずることができる。
（指定の取消し等）

三

二

一

厚生労働大臣は、二種病原体等許可所持者が次の各号のいずれ

特定一種病原体等を適切に所持できないと認められるとき。

で定める技術上の基準に適合しなくなったとき。

一種病原体等取扱施設の位置、構造又は設備が厚生労働省令

とき。

この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した

定の効力を停止することができる。

規定による指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその指

次の各号のいずれかに該当する場合は、第五十六条の三第二項の

第五十六条の三十五

２

かに該当する場合は、第五十六条の六第一項本文の許可を取り消
し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止すること
ができる。

（新設）

（新設）

（新設）
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一
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した

第五十六条の七各号のいずれかに該当するに至ったとき。

第五十六条の九第一項（第五十六条の十一第四項において準

八第二号の技術上の基準に適合しなくなったとき。

二種病原体等取扱施設の位置、構造又は設備が第五十六条の

とき。

二
三
四
用する場合を含む。）の条件に違反した場合

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは

（滅菌等の措置命令）
第五十六条の三十六
、第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等又は二種
病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者に対し、厚生労働省
令で定めるところにより、当該病原体等の滅菌譲渡の方法の変更
その他当該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措置を講ずることを命ずることができ
る。

厚生労働大臣は、第五十六条の二十九第一項

（災害時の措置命令）
第五十六条の三十七

の場合において、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緊急の必要があると認めるときは、
特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者又は二種滅菌譲渡義務
者に対し、特定病原体等の保管場所の変更、特定病原体等の滅菌
等その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防
止のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

警察庁長官又は海上保安庁長官は、公共の安

（厚生労働大臣と警察庁長官等との関係）
第五十六条の三十八

全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めると
きは、第五十六条の十八第一項、第五十六条の十九第一項、第五

（新設）

（新設）

（新設）
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２

３
４

５

６

十六条の二十、第五十六条の二十一、第五十六条の二十二第一項
、第五十六条の二十三から第五十六条の二十五まで、第五十六条
の二十八、第五十六条の二十九第一項又は第五十六条の三十二か
ら前条までの規定の運用に関し、厚生労働大臣に、それぞれ意見
を述べることができる。
警察庁長官又は海上保安庁長官は、前項の規定の施行に必要な
限度において、当該職員に、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡
義務者又は二種滅菌譲渡義務者の事務所又は事業所に立ち入り、
帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させ
ることができる。
第五十六条の三十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定に
よる立入検査について準用する。
厚生労働大臣は、第五十六条の三第一項第一号の施設若しくは
同条第二項の法人の指定をし、第五十六条の六第一項本文、第五
十六条の十一第一項本文（第五十六条の十四において準用する場
合を含む。）若しくは第五十六条の十二第一項の許可をし、第五
十六条の五第一号の承認をし、第五十六条の三十五の規定により
処分をし、又は第五十六条の十一第二項若しくは第三項（第五十
六条の十四において準用する場合を含む。）、第五十六条の十六
から第五十六条の十八まで、第五十六条の十九第二項、第五十六
条の二十二第二項若しくは第五十六条の二十九第三項の規定によ
る届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を警察庁長官、海上
保安庁長官又は消防庁長官に連絡しなければならない。
警察官又は海上保安官は、第五十六条の二十八の規定による届
出があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通報しな
ければならない。
厚生労働大臣は、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必要があると認めるときは、当該
特定病原体等を取り扱う事業者の事業を所管する大臣に対し、当
該事業者による特定病原体等の適切な取扱いを確保するために必
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７

要な措置を講ずることを要請することができる。
厚生労働大臣は、国民の生命及び身体を保護するため緊急の必
要があると認めるときは、都道府県知事に対し、感染症に関する
試験研究又は検査を行っている機関の職員の派遣その他特定病原
体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な
協力を要請することができる。

市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

（市町村の支弁すべき費用）
第五十七条
（略）

第五十三条の二第三項の規定により市町村長が行う定期の健

断に要する費用

は市町村の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診

第五十三条の二第一項の規定により、事業者である市町村又

一～四
五

六
康診断に要する費用

都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならな

（都道府県の支弁すべき費用）
第五十八条
い。
（略）

（略）

市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

（市町村の支弁すべき費用）
第五十七条
一～四
（新設）

（新設）

（都道府県の支弁すべき費用）

都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならな
（略）

第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用

第五十八条
い。
一～十

第三十七条の二第一項の規定により負担する費用

十一

一～十
十一

第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用

（新設）

（新設）

十二

第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府

（新設）

（新設）

十三

県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の
第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に

健康診断に要する費用
十四
要する費用

事業者（国、都道府県及び市町村を除く。）は、

（事業者の支弁すべき費用）
第五十八条の二
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第五十三条の二第一項の規定による定期の健康診断に要する費用
を支弁しなければならない。

学校又は施設（国、都道府県又は市町村の設置す

（学校又は施設の設置者の支弁すべき費用）
第五十八条の三
る学校又は施設を除く。）の設置者は、第五十三条の二第一項の
規定により、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費
用を支弁しなければならない。
（都道府県の負担）
都道府県は、第五十七条第一号から第四号までの費用

（新設）

都道府県は、第五十七条の費用に対して、政令で定め

（都道府県の負担）
第五十九条

るところにより、その三分の二を負担する。

第五十九条

に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を負担する。

（新設）

（都道府県の補助）
第六十条

（都道府県の補助）
都道府県は、第五十八条の三の費用に対して、政令で定

医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第一種感

都道府県は、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定

医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第一種感

染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置及び運営

１

染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置及び運営

に要する費用の全部又は一部を補助することができる。

都道府県は、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定

めるところにより、その三分の二を補助するものとする。

第六十条
２

に要する費用の全部又は一部を補助することができる。

に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を負担する。

国は、第五十八条第一号から第九号まで及び第五十九条の費用

定めるところにより、その四分の三を負担する。

国は、第五十八条第十号及び第十一号の費用に対して、政令で

（略）

（国の負担）

３

２

第六十一条

（国の負担）
（略）

国は、第五十八条第一号から第九号まで及び第十四号並びに第

三を負担する。

のを除く。）に対して、政令で定めるところにより、その四分の

十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るも

国は、第五十八条第十号の費用及び同条第十二号の費用（第三

第六十一条
２

３

五十九条の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分
の一を負担する。

- 46 -

国は、第五十八条第十一号の費用及び同条第十二号の

（国の補助）

（略）

より、その二分の一以内を補助することができる。

国は、第六十条第二項の費用に対して、政令で定めるところに

その二分の一を補助するものとする。

療に係るものに限る。）に対して、政令で定めるところにより、

費用（第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医

第六十二条

２
３
（保健所を設置する市又は特別区）

（新設）

（国の補助）

（略）

その二分の一以内を補助することができる。

国は、第六十条の費用に対して、政令で定めるところにより、

第六十二条

１
２

（保健所を設置する市又は特別区）

ら前章までの規定（第十四条第一項及び第五項、第三十八条第一

項、第二項及び第五項から第八項まで、第四十条第三項から第五

ら前章までの規定（第十四条第一項及び第五項、第三十八条第一

保健所を設置する市又は特別区にあっては、第三章か

項、第二項及び第五項から第九項まで、第四十条第三項から第五

項まで、第四十三条並びに第六十条を除く。）及び前条中「都道

第六十四条

項まで、第四十三条、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第

府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」と

保健所を設置する市又は特別区にあっては、第三章か

一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条を除く。）及び

（略）

あるのは「市」又は「区」とする。

都道府県」とあるのは「市」又は「区」とする。
（略）

（新設）

２

前条中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「

第六十四条

２

前条に規定するもののほか、この法律中都道府県

（大都市等の特例）
第六十四条の二

が処理することとされている事務（結核の予防に係るものに限る
。）で政令で定めるものは、地方自治法（昭和二十二年法律第六
十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都
市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市
（以下「中核市」という。）においては、政令で定めるところに
より、指定都市又は中核市（以下「指定都市等」という。）が処
理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に
関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用
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があるものとする。
（再審査請求）

（再審査請求）

は特別区の長が行う処分（地方自治法第二条第九項第一号に規定

七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係る

は特別区の長が行う処分（地方自治法（昭和二十二年法律第六十

この法律に規定する事務のうち保健所を設置する市又

する第一号法定受託事務に係るものに限る。）についての審査請

ものに限る。）についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚

第六十五条

求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求を

生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

この法律に規定する事務のうち保健所を設置する市又

することができる。

（事務の区分）

第六十五条

（事務の区分）

並びに第二十四条の二（第二十六条及び第四十九条の二において

条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）、第二十四条

条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項（第二十六

条の二を除く。）、第四章（第十八条第五項及び第六項、第十九

用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十六条並びに第十六

章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理

において準用する同条第一項から第三項までを除く。）及び第八

一項を除く。）、第七章（第五十条第五項及び第五十一条第四項

項において準用する場合を含む。）を除く。）、第三十八条（第

条第四項において準用する同条第一項及び第二項（第五十条第七

（第三十五条第四項において準用する同条第一項並びに第三十六

第三章、第四章（第二十四条を除く。）、第五章

準用する場合を含む。）を除く。）、第三十二条、第三十三条、

することとされている事務（第二十七条第二項及び第二十八条第

第六十五条の二

第三十八条第二項（第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る

二項に規定する措置、第二十九条第二項の消毒並びに第三十一条

第三章（第十二条第四項、同条第五項において準

。）及び第五項、同条第八項及び第九項（第一種感染症指定医療

第二項に規定する措置を除く。）は、地方自治法第二条第九項第

第六十五条の二

機関に係る部分に限る。）、第七章（第四十六条第五項及び第七

一号に規定する第一号法定受託事務とする。

（新設）

項、第五十条第五項、同条第七項において準用する第三十六条第
四項において準用する同条第一項及び第二項並びに第五十一条第
四項において準用する同条第一項から第三項までを除く。）並び
に第八章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区
が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第

一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じ

一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六十七条

させた者は、無期若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金
に処する。
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３

２
第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役

前項の未遂罪は、罰する。
又は二百五十万円以下の罰金に処する。ただし、同項の罪の実行

第五十六条の四の規定に違反した者は、十年以下の懲

の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第六十八条
役又は五百万円以下の罰金に処する。
前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、
前二項の未遂罪は、罰する。

２
３
第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年

十五年以下の懲役又は七百万円以下の罰金に処する。
４
以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の懲役

一

第五十六条の五の規定に違反して、一種病原体等を譲り渡し

第五十六条の三の規定に違反して一種病原体等を所持した者

第五十六条の十二第一項の許可を受けないで二種病原体

前二項の未遂罪は、罰する。

者は、十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

第六十七条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した

、又は譲り受けた者

二

又は三百万円以下の罰金に処する。

第六十九条

２
３
第七十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役

等を輸入した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金
に処する。
第七十一条

第五十六条の六第一項本文の許可を受けないで二種病原体等

又は二百万円以下の罰金に処する。
一

を所持した者

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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二

第五十六条の十五の規定に違反して、二種病原体等を譲り渡

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

し、又は譲り受けた者
第七十二条
第五十六条の十一第一項本文の許可を受けないで第五十六条

又は百万円以下の罰金に処する。
一
の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した者
第五十六条の十四において読み替えて準用する第五十六条の

第五十六条の十九第一項の規定に違反した者

二
十一第一項の規定に違反して同項本文の許可を受けないで第五
十六条の十二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更
三
第五十六条の二十二第一項の規定に違反した者

した者
四

第五十六条の二十九第一項の規定に違反し、又は第五十六条

第五十六条の三十八第二項の規定による立入り若しくは検査

をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

は収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述

第五十六条の三十一第一項の規定による立入り、検査若しく

をした者

第五十六条の三十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

の三十七の規定による命令に違反した者

五
六
七

八

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず
、若しくは虚偽の陳述をした者
（略）

（新設）

第六十七条

（略）

項の規定に基づく政令によって準用される場合（同条第二項の政

令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以

項の規定に基づく政令によって準用される場合（同条第二項の政

第十二条から第十四条までの規定（これらの規定が第七条第一

令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以

下同じ。）及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適

２

下同じ。）及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適

用される場合（同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期

第十二条から第十四条までの規定（これらの規定が第七条第一

第七十三条
２

用される場合（同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期
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による精密検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であっ

定により実施される場合を含む。）又は第五十三条の十三の規定

れる場合を含む。）による措置（第五十条第一項又は第五項の規

る場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用さ

れらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用され

、第二十七条から第三十三条まで若しくは第三十五条の規定（こ

適用される場合を含む。）若しくは第四十六条の規定による入院

用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって

定（これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準

くは第二十六条において準用する第十九条若しくは第二十条の規

第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条、第二十条若し

く政令によって適用される場合を含む。）、第四十五条若しくは

政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づ

よる質問若しくは調査、第十七条（第七条第一項の規定に基づく

適用される場合を含む。）若しくは第十五条の二第一項の規定に

用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって

の受理、第十五条（第七条第一項の規定に基づく政令によって準

間が延長される場合を含む。以下同じ。）を含む。）による届出

理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。

あった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な

れる場合を含む。）に関する事務に従事した公務員又は公務員で

。）による措置（第五十条第一項又は第五項の規定により実施さ

十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む

七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五

ら第三十三条まで若しくは第三十五条の規定（これらの規定が第

含む。）若しくは第四十六条の規定による入院又は第二十七条か

第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を

が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び

おいて準用する第十九条若しくは第二十条の規定（これらの規定

規定による健康診断、第十九条、第二十条若しくは第二十六条に

く政令によって適用される場合を含む。）若しくは第四十五条の

政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づ

よる質問若しくは調査、第十七条（第七条第一項の規定に基づく

適用される場合を含む。）若しくは第十五条の二第一項の規定に

用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって

の受理、第十五条（第七条第一項の規定に基づく政令によって準

間が延長される場合を含む。以下同じ。）を含む。）による届出

（略）

た者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由
がなく漏らしたときも、前項と同様とする。

（略）
第六十八条

３
（略）

（新設）

（略）

第七十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の

３

第七十五条

者
第五十六条の十六第一項本文及び第五十六条の十七の規定に

六条の十四において準用する場合を含む。）の条件に違反した

第五十六条の九第一項（第五十六条の十一第四項及び第五十

罰金に処する。
一

二
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三
四

よる届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚
偽の届出をした者
第五十六条の二十四の規定（特定一種病原体等所持者又は二
種病原体等許可所持者に係るものに限る。）に違反した者
第五十六条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚

第五十六条の二十七第四項の規定に違反した者

五
偽の届出をして一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等
六
第五十六条の三十二の規定による命令に違反した者

を運搬した者
七
第五十六条の三十六の規定による命令に違反した者

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰

八

第七十六条

第五十六条の十六第二項、第五十六条の二十八又は第五十六

して第五十六条の十一第一項ただし書に規定する変更をした者

る場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を

第五十六条の十一第二項（第五十六条の十四において準用す

金に処する。
一

二

条の二十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を
第五十六条の二十一の規定に違反した者

した者
三

第五十六条の二十三第一項の規定に違反して帳簿を備えず、

第五十六条の二十七第五項の規定による警察官の停止命令に

規定に違反して帳簿を保存しなかった者

帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の

四

五

従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の

同項の規定による命令に従わなかった者
第七十七条

（新設）

第六十九条

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に
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第十二条第一項又は同条第四項において準用する同条第一項

処する。
一

の規定（これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によ

第十二条第一項若しくは第四項又は同条第六項において準用

罰金に処する。
一
する同条第一項の規定（これらの規定が第七条第一項の規定に

って準用される場合を含む。）による届出（新感染症に係るも

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その

（略）

基づく政令によって準用される場合を含む。）による届出（新

（新設）

二～九

のを除く。）をしなかった医師

第六十七条の罪は、刑法（明治四十年法律第四十五号

（略）

感染症に係るものを除く。）をしなかった医師
二～九
第七十八条
）第四条の二の例に従う。
第七十条

他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第八号又は第

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十七条の罪

九号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又

第七十九条

を犯し、又は第六十八条から第七十二条まで、第七十五条、第七

は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

第五十六条の十八第一項の規定に違反した者

（新設）

（新設）

十六条若しくは第七十七条第八号若しくは第九号の違反行為をし
たときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料

本条の罰金刑を科する。
第八十条
一

第五十六条の十九第二項の規定による届出をしなかった者

に処する。
二

第五十六条の三十三の規定による命令に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過

三
第八十一条

第五十六条の十八第二項の規定による届出をしなかった者

えて準用する場合を含む。）の規定による届出をしなかった者

第五十六条の十一第三項（第五十六条の十四において読み替

料に処する。
一
二

- 53 -

正

○予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）

（略）

改

（第二条関係）

第二条

案

その発生及びまん延を予防することを目的として、この法律の

現
（略）

（傍線の部分は改正部分）

行

その発生及びまん延を予防することを目的として、この法律の

第二条
２

三

二

一

麻しん

急性灰白髄炎

百日せき

ジフテリア

五

四

三

二

一

日本脳炎

風しん

麻しん

急性灰白髄炎

百日せき

ジフテリア

３・４

（略）

２

四
風しん

六

破傷風

定めるところにより予防接種を行う疾病（以下「一類疾病」とい

五
日本脳炎

七

定めるところにより予防接種を行う疾病（以下「一類疾病」とい

六
破傷風

（新設）

う。）は、次に掲げるものとする。

七
結核

八

う。）は、次に掲げるものとする。

八
（略）
（略）

この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告

（略）

九
３・４

第十条

、周知及び報告に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の

この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告

、周知、記録及び報告に関して必要な事項は政令で、その他予防

実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

第十条

接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
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正

○検疫法（昭和二十六年法律第二百一号）
（第三条関係）
改

案

この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症

（検疫感染症）
第二条
をいう。
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（

現

（傍線の部分は改正部分）

行

この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症

（検疫感染症）
第二条

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（

をいう。
一

コレラ

一

二

黄熱

平成十年法律第百十四号）に規定する一類感染症

（削除）

三

平成十年法律第百十四号）に規定する一類感染症
（削除）

前三号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症のうち

その病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の

前号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症のうちそ

四

二

の病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有

有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの

第二条の二

前条第一号に掲げる感染症又はコレラの疑似症を呈し

（疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用）

無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの
（疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用）
前条第一号に掲げる感染症の疑似症を呈している者に

ている者については、それぞれ同号に掲げる感染症又はコレラの

（汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置）

（略）

ついては、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適
２

患者とみなして、この法律を適用する。

（略）

用する。

第二条の二

２

（汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置）

患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死

又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の

体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのある

患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死

又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の

検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、

体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのある

ねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染

第十四条

ねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染

し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と

検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、

し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と

判断される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとる

第十四条

判断される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとる
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２

第二条第一号に掲げる感染症の患者を隔離し、又は検疫官を

ことができる。
一
（略）

して隔離させること。
二～七
（略）
（隔離）

２

第二条第一号に掲げる感染症又はコレラの患者を隔離し、又

ことができる。
一
（略）

は検疫官をして隔離させること。
二～七
（略）
（隔離）

療機関をいう。以下同じ。）に入院を委託して行う。ただし、緊

第一種感染症指定医療機関（同法に規定する第一種感染症指定医

律に規定する特定感染症指定医療機関をいう。以下同じ。）又は

療機関（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

以下同じ。）に、コレラの患者については、特定感染症指定医療

定医療機関（同法に規定する第一種感染症指定医療機関をいう。

定感染症指定医療機関をいう。以下同じ。）又は第一種感染症指

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特

げる感染症の患者については、特定感染症指定医療機関（感染症

前条第一項第一号に規定する隔離は、第二条第一号に掲

急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機

機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関

第十五条

関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であ

（同法に規定する第二種感染症指定医療機関をいう。以下この項

前条第一項第一号に規定する隔離は、特定感染症指定医

つて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うこと

において同じ。）に入院を委託して行う。ただし、緊急その他や

むを得ない理由があるときは、同号に掲げる感染症の患者につい

ては、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機

関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに

、コレラの患者については、特定感染症指定医療機関、第一種感

染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関以外の病院

又は診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委
託して行うことができる。

検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、第二条第一号

に掲げる感染症の患者については当該感染症の病原体を保有して

２

に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有して

いないことが確認されたとき、コレラの患者についてはその病原

検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、第二条第一号
いないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者

体を保有していないこと又はその症状が消失したことが確認され

第一項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、前条第一項

ならない。

たときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解かなければ

の隔離を解かなければならない。

第一項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、前条第一項

３

ができる。

第十五条

２

３
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認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。

の患者について、当該感染症の病原体を保有していないことを確

第一号の規定により隔離されている第二条第一号に掲げる感染症

いことを確認したとき、コレラの患者についてはその病原体を保

げる感染症の患者については当該感染症の病原体を保有していな

第一号の規定により隔離されている者のうち、第二条第一号に掲

有していないこと又はその症状が消失したことを確認したときは
（略）

４

検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該隔離

（略）

、検疫所長にその旨を通知しなければならない。
４
５

されている者のうち、第二条第一号に掲げる感染症の患者につい

検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該隔離
されている第二条第一号に掲げる感染症の患者について、当該感

ては当該感染症の病原体を保有しているかどうか、コレラの患者

５
染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならな

についてはその病原体を保有しているかどうか又はその症状が消

（都道府県知事等との連携）

失したかどうかの確認をしなければならない。

い。

（都道府県知事等との連携）

る法律第六条第二項から第五項まで又は第七項に規定する感染症

を受けた者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

十六条第一項又は前条に規定する診察の結果に基づき、当該診察

の病原体を保有していることが明らかになつた場合には、当該者

る法律第六条第二項から第五項まで又は第七項に規定する感染症

を受けた者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

十六条第一項又は前条に規定する診察の結果に基づき、当該診察

検疫所長は、第十三条第一項、第二十四条、第二

の病原体を保有していることが明らかになつた場合には、厚生労

の居住地（居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地）

第二十六条の三

働省令で定める場合を除き、当該者の居住地（居住地がないか、

を管轄する都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を通知しな

検疫所長は、第十三条第一項、第二十四条、第二

又は明らかでないときは、現在地）を管轄する都道府県知事に厚

ければならない。

第二十六条の三

生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

（新感染症に係る隔離）

前条第二項の規定により検疫所長が実施する第十

（新感染症に係る隔離）

第三十四条の三

四条第一項第一号に規定する隔離は、特定感染症指定医療機関に

前条第三項の規定により検疫所長が実施する第十

四条第一項第一号に規定する隔離は、特定感染症指定医療機関に

入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があ

第三十四条の三

入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があ

（略）

るときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であつて当該検疫
２

第一項の委託を受けた病院の管理者は、前条第二項の規定によ

るときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であつて当該検疫
（略）

３

所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。

２

第一項の委託を受けた病院の管理者は、前条第三項の規定によ

所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
３
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４

症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることがで

り隔離されている者について、検疫所長に当該隔離に係る新感染
きる。

症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることがで

り隔離されている者について、検疫所長に当該隔離に係る新感染

前条第二項の規定により隔離されている者又はその保護者は、

きる。
４

検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求め

前条第三項の規定により隔離されている者又はその保護者は、
検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求め

（略）

（新感染症に係る停留）

５・６

ることができる。

（略）

ることができる。
５・６
（新感染症に係る停留）

第三十四条の二第二項の規定により検疫所長が実

施する第十四条第一項第二号に規定する停留は、特定感染症指定

第三十四条の四

施する第十四条第一項第二号に規定する停留は、特定感染症指定

医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得な

第三十四条の二第三項の規定により検疫所長が実

医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得な

い理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であつ

第三十四条の四

い理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であつ

て当該検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うこ
（略）

て当該検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うこ
２

とができる。

（略）

とができる。
２

第一項の委託を受けた病院の管理者は、第三十四条の二第二項

の規定により停留されている者について、検疫所長に当該停留に

３

の規定により停留されている者について、検疫所長に当該停留に

係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べ

第一項の委託を受けた病院の管理者は、第三十四条の二第三項
係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べ

ることができる。

第三十四条の二第二項の規定により停留されている者又はその

ることができる。
第三十四条の二第三項の規定により停留されている者又はその

４

３

４

保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解く
（略）

保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解く

５・６

ことを求めることができる。

（略）

ことを求めることができる。
５・６
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正

○地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）
（附則第十三条関係）
改

案

現

事務

行

（傍線の部分は改正部分）

第一号法定受託事務（第二条関係）

法律

（略）

別表第一

事務

（略）

第一号法定受託事務（第二条関係）

法律
（略）

一

別表第一
（略）

結核予防

法律第九

二十六年

法（昭和

る事務（第十一条第一項の規定により処理すること

を設置する市又は特別区が処理することとされてい

び第六十六条第四項の規定により都道府県、保健所

する場合を含む。）、第十四条、第四章、第五章及

第五条、第十一条第一項（第二十条において準用

（削除） （削除）

十六号）

とされている事務については第五条の定期外の健康

診断に係るものに限り、第二十条において準用する

第十一条第一項の規定により処理することとされて

いる事務については第十四条の定期外の予防接種に
係るものに限る。）

第二十一条の二第一項並びに同条第二項において

患者に対 び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条

感染症の 第十六条の二を除く。）、第四章（第十八条第五項及

予防及び る同条第二項及び第三項、第十四条、第十六条並びに

感染症の 第三章（第十二条第四項、同条第五項において準用す

（略）

する医療

患者に対

感染症の

予防及び

感染症の

（略）

（第五十条第五項及び第五十一条第四項において準用

を除く。）、第三十八条（第一項を除く。）、第七章

項（第五十条第七項において準用する場合を含む。）

三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二

三十五条第四項において準用する同条第一項並びに第

第三章、第四章（第二十四条を除く。）、第五章（第

（略）

二

準用する予防接種法第十四条及び第十五条第一項の

する医療 第六項及び第八項（第二十六条においてこれらの規定

に関する

する同条第一項から第三項までを除く。）及び第八章

規定により市町村が処理することとされている事務

に関する を準用する場合を含む。）、第二十四条並びに第二十

法律（平

（略）

法律（平 四条の二（第二十六条及び第四十九条の二において準
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律第百十 十三条、第三十八条第二項（第一種感染症指定医療機

成十年法 用する場合を含む。）を除く。）、第三十二条、第三
律第百十

成十年法

項及び第二十八条第二項に規定する措置、第二十九条

区が処理することとされている事務（第二十七条第二

の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別

第二項の消毒並びに第三十一条第二項に規定する措置

関に係る部分に限る。）及び第五項、同条第八項及び
第九項（第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る

を除く。）

（略）

。）、第七章（第四十六条第五項及び第七項、第五十
条第五項、同条第七項において準用する第三十六条第
四項において準用する同条第一項及び第二項並びに第
五十一条第四項において準用する同条第一項から第三
項までを除く。）並びに第八章の規定により都道府県
、保健所を設置する市又は特別区が処理することとさ
れている事務
（略）

（略）

四号）

四号）

（略）
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○地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）
（附則第十四条関係）
案

現

（傍線の部分は改正部分）

行

（国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなけれ

正

（国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなけれ

ばならない事務に要する経費）

改

ばならない事務に要する経費）

地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事

務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のう

第十条

務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のう

ち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を

地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事

ち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を

負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費

第十条

負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費

の全部又は一部を負担する。
（略）
（略）

結核及び感染症の予防に要する経費
六～二十八

五

一～四

の全部又は一部を負担する。
（略）
（略）

感染症の予防に要する経費

一～四
五
六～二十八
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正

案

○社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）
（附則第十五条関係）
改
（略）

第十五条

現
（略）

（傍線の部分は改正部分）

行

四項（第二十条第三項において準用する場合を含む。）、原子爆

害者福祉法第十九条の五第四項、戦傷病者特別援護法第十五条第

きは、意見を述べ、また、生活保護法第五十三条第四項、身体障

指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたと

爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護

規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被

四号）第十四条第二項又は障害者自立支援法第七十三条第四項の

条第三項、石綿による健康被害に関する法律（平成十八年法律第

療及び観察等に関する法律（平成十五年法律第百十号）第八十四

十条第五項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医

患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第四

五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症の予防及び感染症の

爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）第十

（第二十条第三項において準用する場合を含む。）、原子爆弾被

者特別援護法（昭和三十八年法律第百六十八号）第十五条第三項

一号）第二十条第六項において準用する場合を含む。）、戦傷病

第二十一条の九第九項及び母子保健法（昭和四十年法律第百四十

（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十一条の三第三項（同法

二十四年法律第二百八十三号）第十九条の五第三項、児童福祉法

法律第百四十四号）第五十三条第三項、身体障害者福祉法（昭和

四項（第二十条第三項において準用する場合を含む。）、原子爆

害者福祉法第十九条の五第四項、戦傷病者特別援護法第十五条第

きは、意見を述べ、また、生活保護法第五十三条第四項、身体障

指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたと

爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護

規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被

四号）第十四条第二項又は障害者自立支援法第七十三条第四項の

条第三項、石綿による健康被害に関する法律（平成十八年法律第

療及び観察等に関する法律（平成十五年法律第百十号）第八十四

十条第五項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医

患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第四

法律第九十六号）第三十八条第五項、感染症の予防及び感染症の

五条第三項若しくは第二十条第一項、結核予防法（昭和二十六年

爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）第十

（第二十条第三項において準用する場合を含む。）、原子爆弾被

者特別援護法（昭和三十八年法律第百六十八号）第十五条第三項

一号）第二十条第六項において準用する場合を含む。）、戦傷病

第二十一条の九第九項及び母子保健法（昭和四十年法律第百四十

（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十一条の三第三項（同法

二十四年法律第二百八十三号）第十九条の五第三項、児童福祉法

法律第百四十四号）第五十三条第三項、身体障害者福祉法（昭和

基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法（昭和二十五年

弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二

弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二

２

十条第二項、児童福祉法第二十一条の三第四項（同法第二十一条

十条第二項、児童福祉法第二十一条の三第四項（同法第二十一条

基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法（昭和二十五年

第十五条
２

の九第九項及び母子保健法第二十条第六項において準用する場合
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る審査、額の算定又は診療報酬若しくは老人訪問看護療養費の支

法第四十六条の五の二第十項の規定により、これらの条に規定す

三第九項及び第十項において準用する場合を含む。）若しくは同

二十九条第三項（同法第三十一条の二第十項並びに第三十一条の

五十八条の十五又は老人保健法（昭和五十七年法律第八十号）第

の七、麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第

福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第二十九条

に関する事務を委託されたとき、並びに精神保健及び精神障害者

できる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払

項の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することが

関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）第二十二条第三

支払に必要な事務を行うことができる。防衛庁の職員の給与等に

療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その

により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医

行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項の規定

る法律第四十条第六項又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を

を含む。）、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

する場合を含む。）若しくは同法第四十六条の五の二第十項の規

の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用

昭和五十七年法律第八十号）第二十九条第三項（同法第三十一条

昭和二十八年法律第十四号）第五十八条の十五又は老人保健法（

法律第百二十三号）第二十九条の七、麻薬及び向精神薬取締法（

並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年

る事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたとき、

者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関す

二百六十六号）第二十二条第三項の規定により、療養を担当する

きる。防衛庁の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第

事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うことがで

又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する

る法律第八十四条第四項の規定により医療機関に対する診療報酬

失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関す

染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項又は心神喪

を含む。）、結核予防法第三十八条第六項、感染症の予防及び感

の九第九項及び母子保健法第二十条第六項において準用する場合

３・４

（略）

においても、同様とする。

しくは老人訪問看護療養費の支払に関する事務を委託されたとき

定により、これらの条に規定する審査、額の算定又は診療報酬若

（略）

払に関する事務を委託されたときにおいても、同様とする。

３・４
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正

○医療法（昭和二十三年法律第二百五号）
（附則第十六条関係）
改
（略）

案
第七条

現
（略）

（傍線の部分は改正部分）

行

以下「病床の種別」という。）その他厚生労働省令で定める事項

を変更しようとするとき、又は臨床研修修了医師及び臨床研修修

以下「病床の種別」という。）その他厚生労働省令で定める事項

病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別（

を変更しようとするとき、又は臨床研修修了医師及び臨床研修修

了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でな

２

歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない

い者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定

病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別（

第七条
２

者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定め

める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合
（略）

る事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を

一

を除き、前項と同様とする。

（略）

除き、前項と同様とする。
一

患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第

感染症病床（病院の病床のうち、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（平成十年法律第百十四号）第

六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類

二

六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類

感染症及び同条第八項に規定する新感染症の患者を入院させる

感染症病床（病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の

感染症（結核を除く。）及び同条第七項に規定する指定感染症

ためのものをいう。以下同じ。）

結核病床（病院の病床のうち、結核の患者を入院させるため

（同法第七条の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を
準用するものに限る。）の患者（同法第八条（同法第七条にお
いて準用する場合を含む。）の規定により一類感染症、二類感
染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。）並びに同
法第六条第八項に規定する新感染症の所見がある者を入院させ
るためのものをいう。以下同じ。）
結核病床（病院の病床のうち、結核の患者を入院させるため

（略）

（略）

のものをいう。以下同じ。）
３～５

四・五

三

二

三

（略）

（略）

のものをいう。以下同じ。）
四・五
３～５
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正

案

第一条

現

（傍線の部分は改正部分）

行

この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理

（目的）

○保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法（昭和三十九年法律第百五十五号）

改

（附則第十七条関係）

（目的）
この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理

事務の合理化に資するため、次に掲げる国の負担金及び補助金に

第一条
事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対

ついて、その経理に関する特例を設けることを目的とする。

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（

平成十年法律第百十四号）第五十八条第一号から第九号までの

規定により都道府県（同法第六十四条第一項の規定により読み

替えられる場合にあつては、保健所を設置する市又は特別区）

が支弁する費用のうち政令で定める費用に対する同法第六十一

条第三項の規定に基づく負担金

結核予防法（昭和二十六年法律第九十六号）第五十一条第二

号から第六号まで（これらの規定が同法第六十七条において読

み替えられる場合を含む。）の費用に対する同法第五十七条第
二号の規定に基づく補助金
（経理に関する特例）

二

一

する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第五十八条第
一号から第九号まで及び第十四号の規定により都道府県（同法第
六十四条第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保
健所を設置する市又は特別区）が支弁する費用のうち政令で定め
る費用に対する同法第六十一条第三項の規定に基づく負担金につ
いて、その経理に関する特例を設けることを目的とする。
（削除）

（削除）

（経理に関する特例）

前条各号に掲げる負担金及び補助金に関しては、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七

第二条

執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第十

十九号）第十四条の規定による実績報告（事務又は事業の廃止に

前条に規定する負担金に関しては、補助金等に係る予算の

四条の規定による実績報告（事務又は事業の廃止に係るものを除

係るものを除く。）は、当該負担金又は補助金の交付の対象たる

第二条

く。）は、当該負担金の交付の対象たる事務又は事業ごとに行う
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２

ることをもつて足りるものとする。

額の確定は、これらの負担金として交付すべき額の総額を確定す

ことを要しないものとし、同法第十五条の規定による交付すべき

として交付すべき額の総額を確定することをもつて足りるものと

の規定による交付すべき額の確定は、これらの負担金及び補助金

事務又は事業ごとに行うことを要しないものとし、同法第十五条

する。

された場合においても、その使用がこれらの負担金の交付の対象

象たる事務又は事業に要する費用に充てること以外の用途に使用

正化に関する法律の適用については、当該負担金がその交付の対

らの負担金又は補助金の交付の対象たる事務又は事業のいずれか

ること以外の用途に使用された場合においても、その使用がこれ

は補助金がその交付の対象たる事務又は事業に要する費用に充て

算の執行の適正化に関する法律の適用については、当該負担金又

前条各号に掲げる負担金及び補助金に関する補助金等に係る予

たる事務又は事業のいずれかに要する費用に充てるためのもので

に要する費用に充てるためのものであるときは、当該負担金又は

２

あるときは、当該負担金の他の用途への使用をしたことにならな

補助金の他の用途への使用をしたことにならないものとする。

前条に規定する負担金に関する補助金等に係る予算の執行の適

いものとする。
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正

○構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）
（附則第十九条関係）
改

案

（刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律等の特例）

現

（傍線の部分は改正部分）

行

（刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律等の特例）

矯正管区長」という。）の登録を受けた法人（当該構造改革特別

設の所在地を管轄する矯正管区の長（以下この条において「管轄

当該認定の日以後は、当該特定刑事施設の長は、当該特定刑事施

認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、

間事業者の能力を活用した運営が促進されることが必要であると

において当該構造改革特別区域内に事務所又は事業所を有する民

会の増大その他地域経済の活性化を図るため、当該特定刑事施設

じ。）が所在し、かつ、当該構造改革特別区域内における雇用機

件に該当するものをいう。以下この条及び別表第一号において同

わたるその安定的な運営に資するものとして法務大臣が定める要

を及ぼすおそれがなく、かつ、これを促進することにより将来に

による被収容者の収容及び処遇に関する事務の適正な遂行に支障

等に関する法律（平成十七年法律第五十号）その他の法律の規定

事業者の能力を活用することとしても刑事施設及び受刑者の処遇

保されていることその他の事情を勘案し、その施設の運営に民間

改革特別区域内にある関係機関及び関係団体との緊密な連携が確

代用されるものを除く。次条において同じ。）のうち、当該構造

関スル法律（明治四十一年法律第二十八号）第二条の規定により

定刑事施設（刑事施設（刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ

区域内に事務所又は事業所を有するものに限る。）に、当該特定

矯正管区長」という。）の登録を受けた法人（当該構造改革特別

設の所在地を管轄する矯正管区の長（以下この条において「管轄

当該認定の日以後は、当該特定刑事施設の長は、当該特定刑事施

認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、

間事業者の能力を活用した運営が促進されることが必要であると

において当該構造改革特別区域内に事務所又は事業所を有する民

会の増大その他地域経済の活性化を図るため、当該特定刑事施設

じ。）が所在し、かつ、当該構造改革特別区域内における雇用機

件に該当するものをいう。以下この条及び別表第一号において同

わたるその安定的な運営に資するものとして法務大臣が定める要

を及ぼすおそれがなく、かつ、これを促進することにより将来に

による被収容者の収容及び処遇に関する事務の適正な遂行に支障

等に関する法律（平成十七年法律第五十号）その他の法律の規定

事業者の能力を活用することとしても刑事施設及び受刑者の処遇

保されていることその他の事情を勘案し、その施設の運営に民間

改革特別区域内にある関係機関及び関係団体との緊密な連携が確

代用されるものを除く。次条において同じ。）のうち、当該構造

関スル法律（明治四十一年法律第二十八号）第二条の規定により

定刑事施設（刑事施設（刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内に特

区域内に事務所又は事業所を有するものに限る。）に、当該特定

刑事施設並びにこれに附置された労役場及び監置場における事務

第十一条

刑事施設並びにこれに附置された労役場及び監置場における事務

のうち、次に掲げるものの全部又は一部を委託して行うことがで

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内に特

のうち、次に掲げるものの全部又は一部を委託して行うことがで

きる。

第十一条

きる。
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一

収容の開始に際して行う被収容者の着衣及び所持品の検査、

健康診断（結核予防法（昭和二十六年法律第九十六号）第四条

一

健康診断（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

第一項の規定によるものを含む。第四号において同じ。）、写

収容の開始に際して行う被収容者の着衣及び所持品の検査、
る法律（平成十年法律第百十四号）第五十三条の二第一項の規

真の撮影並びに指紋の採取の実施

（略）

（略）

定によるものを含む。第四号において同じ。）、写真の撮影並
びに指紋の採取の実施
二～十
２～
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（略）
（略）

11

二～十
２～
11

正

案

２
一

現

（略）

（傍線の部分は改正部分）

行

その者の医薬品の副作用による疾病、障害又は死亡が予防接

れかに該当する場合は、行わない。

副作用救済給付は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいず

第十六条

（副作用救済給付）

○独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四年法律第百九十二号）
（附則第二十条関係）
改
（副作用救済給付）
（略）

その者の医薬品の副作用による疾病、障害又は死亡が予防接

種法（昭和二十三年法律第六十八号）又は結核予防法（昭和二

（略）

二・三

（略）

よるものである場合

種法（昭和二十三年法律第六十八号）の規定による予防接種を

（略）

十六年法律第九十六号）の規定による予防接種を受けたことに

３

受けたことによるものである場合

（略）

二・三

一

れかに該当する場合は、行わない。

副作用救済給付は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいず

第十六条
２

３
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正

案

現
第百二十一条

（略）

○武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年法律第百十二号）

（略）

（附則第二十二条関係）
改
第百二十一条

（傍線の部分は改正部分）

行

（略）

感染性の疾病（予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第二

２

感染性の疾病（予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第二

条第二項の一類疾病（以下この項において「一類疾病」という。

（略）

条第二項の一類疾病（以下この項において「一類疾病」という。

）及び同条第三項の二類疾病を除く。）が発生し、又は発生する

２

）及び同条第三項の二類疾病を除く。）が発生し、又は発生する

おそれがある場合において、その発生及びまん延を予防するため

厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って

おそれがある場合において、その発生及びまん延を予防するため

特に予防接種を行う必要があると認めるときは、同条第二項第八

３

特に予防接種を行う必要があると認めるときは、同条第二項第九

号の規定にかかわらず、当該疾病を一類疾病として指定すること

厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って

号の規定にかかわらず、当該疾病を一類疾病として指定すること

ができる。

３

ができる。
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正

案

○健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第

則

改

（附則第二十三条関係）

附

号）

次に掲げる法律の規定中「老人保健法」を「高齢者の

（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部改正）
第百三十条

附

現
則

（傍線の部分は改正部分）

行

次に掲げる法律の規定中「老人保健法」を「高齢者の

（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部改正）
第百三十条

医療の確保に関する法律」に改める。
（略）

医療の確保に関する法律」に改める。

一

（略）

一

結核予防法（昭和二十六年法律第九十六号）第三十七条第一
（略）

二
三

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（

（削除）
（略）

四

項
二

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（

平成十年法律第百十四号）第三十九条

三
平成十年法律第百十四号）第三十九条第一項
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