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愛知県衛生対策審議会 議事録 

 

１ 日時 

  平成 29年 12月 25日（月） 午後 1時 50分から午後 2時 40分 

 

２ 場所 

  愛知県自治センター6階 602・603会議室 

 

３ 出席者 

  委員総数 14名中 11名 

 

 （出席委員） 

  岩月進委員、内堀典保委員、浦田士郎委員、五藤隆夫委員、清水綾子委員、 

土井まつ子委員、長谷川好規委員、舟橋左門委員、柵木充明委員、山田久子委員、 

吉田典子委員 

 

 （事務局） 

  健康福祉部保健医療局長ほか 

 

４ 議事等 

 

（医療福祉計画課 田中課長） 

ただいまから、愛知県衛生対策審議会を開催させていただきます。 

開会に当たりまして、愛知県健康福祉部保健医療局の松本局長からごあいさつを申し上

げます。 

 

（松本保健医療局長） 

本日は皆様には年末で大変お忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございま

す。 

 また、日頃から皆様には、愛知県の健康福祉行政の推進に対しまして、格別の御理解と

御協力をいただきまして、誠にありがとうございます。重ねて厚く御礼申し上げます。 

 本日の愛知県衛生対策審議会は、平成 24 年以来久しぶりの開催でございます。本日の

議題であります、愛知県感染症予防計画に関する審議につきましては、平成 19年以来 10

年ぶりとなっております。 

 この審議会は、条例に基づき県の附属機関として設置されておりまして、衛生に関する

重要事項について御審議をいただくものでございます。 

 本日の議題であります、愛知県感染症予防計画の一部改正につきましては、「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」、いわゆる感染症法に基づきまして、
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厚生労働大臣が定めました「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」が

本年３月に一部改正されましたことから、その改正内容に即して、本県の感染症予防計画

を再検討し改正するものでございます。 

本日は限られた時間ではございますが、忌憚のない御意見を賜りますよう、よろしくお

願いいたします。 

 いずれにいたしましても、日頃から私申しておりますが、今日御出席の皆様の共通の願

いというのは、県民の皆様の健康・安全・安心だと思います。こうした共通の願いに向か

って、ともに考えともに行動していきたいと考えておりますので、今後とも御支援のほど

よろしくお願いいたしまして、開会にあたっての私からの御挨拶とさせていただきます。 

本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（医療福祉計画課 田中課長） 

今回は、新たに委員を委嘱させていただきました初の審議会でありますので、委員の皆

様の御紹介をさせていただきます。 

愛知県薬剤師会会長 岩月 進 委員でございます。 

 愛知県歯科医師会会長 内堀 典保 委員でございます。 

 愛知県病院協会会長 浦田 士郎 委員でございます。 

 愛知県食品衛生協会会長 五藤 隆夫 委員でございます。 

 弁護士 清水 綾子 委員でございます。 

一宮研伸大学学長 土井 まつ子 委員でございます。 

 名古屋大学教授 長谷川 好規  委員でございます。 

愛知県生活衛生同業組合連合会会長 舟橋 左門委員でございます。 

愛知県医師会会長 柵木 充明 委員でございます。 

愛知県地域婦人団体連絡協議会参与 山田 久子 委員でございます。 

愛知消費者協会会長 吉田 典子 委員でございます。 

なお、 

愛知県市長会社会文教部会長 伊藤 太 委員 

愛知県町村会行財政部長会会長 神谷 明彦 委員 

愛知県看護協会会長 鈴木 正子 委員におかれましては、所用により御欠席との御連

絡をいただいております。 

また、本日は１１名の委員に御出席をいただいており、定足数である委員半数の７名を

上回っておりますので、本日の会議は有効に成立しております。 

また、本日の会議は、すべて公開となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

次に、お手元に配布させていただきました資料の御確認をお願いいたします。 

【次第 配布資料一覧により確認】 

それでは、議事に入りたいと思います。 

まず「会長の選出について」でございます。 

先程申し上げましたように今回は新しい委員で構成する初の審議会ですので、会長の選
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出を行いたいと思います。 

会長は、愛知県衛生対策審議会条例第４条第１項の規定により、委員による互選となっ

ておりますが、どなたか御意見はございますでしょうか。 

 

（内堀委員） 

名古屋大学の長谷川委員にお願いしたらいかがでしょうか。 

 

（医療福祉計画課 田中課長） 

ありがとうございます。ただいま長谷川委員にとの御推薦をいただきましたが、他の委

員の皆様はいかがでしょうか。 

 

（全委員） 

異議なし。 

 

（医療福祉計画課 田中課長） 

ありがとうございます。それでは、委員の皆様の総意ということで、会長を名古屋大学

教授の長谷川委員にお願いしたいと思います。 

それでは長谷川委員、お手数ですが会長席へお移りいただきたいと思います。 

以後の進行は会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（長谷川会長） 

 長谷川でございます。それでは御指名でございますので会長を務めさせていただきます。 

先ほどお話にございましたとおり、この会議は衛生に関する重要な事項を審議する会議

でございます。 

インフルエンザをはじめ MERS、SARSと感染症が脅威を増しているわけですが、国が改正

を適時行っておりますので、県の方もその計画に従って改正をしていく、見直しをしてい

く会議であります。１時間程度を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは早速始めさせていただきます。まず、職務代理者を決定したいと思います。職

務代理者は愛知県衛生対策審議会条例第４条第３項に基づき、あらかじめ会長が指名する

こととなっております。私といたしましては土井委員を指名したいと思います。土井委員

よろしくお願いいたします。 

 

（土井委員） 

 【了承】 

（長谷川会長） 

続きまして、議事録署名人を決定させていただきたいと思います。２名を御指名させて

いただきたいと思います。本日は、内堀県歯科医師会会長と岩月県薬剤師会会長にお願い

したいと思いますがよろしいでしょうか。 
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（内堀委員、岩月委員） 

【了承】 

 

（長谷川会長） 

それでは議題に入りたいと思います。愛知県感染症予防計画の一部改正について事務局

から御説明をお願いいたします。 

 

（健康対策課 長尾主幹） 

 健康福祉部保健医療局健康対策課感染症対策主幹の長尾と申します。私の方からは、資

料により感染症予防計画の一部改正の概要等につきまして御説明をさせていただきます。

すいませんが、着座にて御説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、最初に資料１により、愛知県感染症予防計画の一部改正の概要について説明

いたします。資料１を御覧いただきたいと思います。愛知県感染症予防計画は、「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」、通称「感染症法」と呼んでおりますけ

れども、この法律の規定に基づくものであり、厚生労働大臣が定める「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」これを略して「基本指針」と呼ばれておりますけ

れども、この基本指針に即して都道府県が作成するもので、本県予防計画は平成 11年に策

定しております。 

このたび、感染症法等の一部改正が平成 28年４月に全面施行されまして、主要な改正点

はここの四角で囲まれた４点となっております。 

まず１点目ですけれども、季節性インフルエンザの患者検体をあらかじめ指定した医療

機関から提出していただく指定提出機関制度が創設されたこと。それから２つ目としまし

て、感染症患者等からの検体の採取等に関する措置対応が明文化されたこと。３つ目とし

まして、地方衛生研究所等の検査機関における病原体等の検査体制等の整備について明文

化されたこと。４点目としまして、麻しん、侵襲性髄膜炎菌感染症に係る医師の届出につ

いて、以前は７日以内の届出だったのが直ちに届出することになったこと。 

この４点を含めまして、国の基本指針が平成 29年３月に一部改正されたことから、その

内容に即して今回、本県予防計画の見直しを行うものでございます。 

資料の右側を御覧いただきたいと思います。本県予防計画のこれまでの一部改正の経緯

ですけれども、平成 11年に策定後、今回が５回目の改正となります。また、今回の一部改

正にあたるスケジュールですけれども、本年８月に関係団体、それから市町村等へ意見照

会しました。そのほとんどは文章の書きぶりに関するものでした。意見照会後の最終原案

が本日皆様のお手元の資料となります。本日、御審議をいただき、年度内のできるだけ早

い時期に愛知県公報に登載したいと考えております。 

なお、資料の右下の部分に、予防計画に係る感染症法の適用条文を参考までに記載して

おりますが、第 10条におきまして、都道府県は国の基本指針に即して計画を定めることに

なっており、計画を変更する場合も同様とされておるところでございます。資料１の感染

症予防計画の一部改正に係る概略は以上のとおりです。 
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それでは、続きまして、資料２、資料３、資料４と、参考資料１により、愛知県感染症

予防計画の改正内容について御説明いたします。 

まず、資料２が「予防計画の改正内容とその理由」について、資料３が「新旧対照表」、

それから資料４が「予防計画の改正案(全文)」、それから参考資料１が「今回の予防計画の

主要な改正ポイントの具体的内容」となっておりますが、ここからは、資料２と参考資料

１により御説明させていただきたいと思います。 

では、資料２の１ページをご覧いただきたいと思います。先ほど、「予防計画の一部改正

の概要」で御説明しましたとおり、予防計画改正のポイントとしましては、感染症法等の

一部改正が平成 28年４月に全面施行されたことに伴いまして、改正感染症法に新たに規定

されたここに記載されている４点になります。この４点を含めまして、国の基本指針の改

正内容に即して、本県予防計画の見直しを行いました。 

 では、具体的に予防計画の改正部分について、抜粋して御説明したいと思います。 

まず、「第１ 愛知県感染症予防計画の基本理念」についてですが、「３の 感染症の予防

の推進の基本的な方向」の「(1)事前対応型行政の構築」の部分について、文言の修正を行

いました。これは、国の基本指針に即して、従来の「事後対応型の行政から事前対応型の

行政に転換する」趣旨から、新たに感染症法等の一部改正で加わった「感染症に関する情

報取集、分析並びに県民及び医師等医療関係者への公表」という文言を加え、事前対応型

の行政として取り組んでいくという趣旨に文言の修正をしたものになります。 

 次に、「（2）県民個人個人に対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策」について

は、国の基本指針の改正に即して、「従来の集団防衛に重点を置いた考え方から」の文言を

削除しまして、末尾を「予防の推進に転換する」から「予防を推進する」に文言修正しま

した。 

「（3）人権の尊重」につきましても、国の基本指針の改正に即して、「感染症の患者等を

社会から切り離すといった視点ではなく、」の文言を削除いたしました。 

資料右側へ移っていただきまして、「（5）結核対策」につきましては、愛知県結核対策プ

ランの改訂に伴う時点修正した内容に文言の修正を行っております。  

「４ 県及び市町村の果たすべき役割」については、適切かつ迅速な感染症対策を行う

ため、「国との連携」に係る記載を新たに追加いたしました。 

次に、「第２ 感染症の発生の予防のための施策に関する事項」の「１ 感染症発生予防

のための施策に関する考え方」では、「６に定める感染症対策」という文言を加えました。

これは、「６ 検疫所との連携」の規定を新たに追加したことに伴う文言の修正であり、「６ 

検疫所との連携」の項目については、後ほど御説明いたします。 

「２ 感染症発生動向調査」の「（1）」については、国の基本指針の改正に即して、文言

の修正を行い、この修正で、新型インフルエンザ等感染症に係る記載を新たに追加してお

ります。この「新型インフルエンザ等感染症に係る記載の追加」に関しましては、平成 19

年に国の基本指針の一部改正があり、その後平成 20年５月に感染症法に新型インフルエン

ザ等感染症が追加されまして、今回、国の基本指針の改正に合わせまして、「新型インフル

エンザ等感染症」の文言が追加されました。 
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 ２ページに移っていただきまして、「（2）」については、四角枠で囲った「改正理由」に

記載しましたとおり、予防計画改正のポイント１にあります「五類感染症（季節性インフ

ルエンザ）患者の検体等を提出する指定提出機関制度の創設」に伴う改正になりますけれ

ども、その内容については、参考資料１「主要な改正ポイントの具体的内容について」を

御覧いただきたいと思います。参考資料１の１ページの左側上の「五類感染症（季節性イ

ンフルエンザ）患者の検体等を提出する指定提出機関制度の創設」の「１ 概要」なんで

すけれども、感染症法第 14条の２の規定に基づき知事の指定を受けた医療機関等、これが

「指定提出機関」にあたりますけれども、医療機関等から定期的に検体の提出を求め、現

在、流行している季節性インフルエンザの発生状況について把握し、疫学調査の強化・充

実を図ることを目的とした制度であり、今回その制度を追加した改定内容になっておりま

す。制度の具体的な内容についての説明は割愛しますが、詳細は「２」の「内容」を御覧

いただければと思います。 

資料２の２ページの左側に戻っていただきまして、「（4）」については、改正理由の四角

枠内を御覧いただきますと、先ほどと同じ新型インフルエンザ等感染症に係る記載を新た

に追加した改正とポイント２にあります「一部の五類感染症（麻しん、侵襲性髄膜炎菌感

染症）に係る医師の届出について、７日以内から直ちに全数を把握するものとしたことを

規定」に伴う改正になります。こちらも、参考資料１の１ページ、左側の下の「一部の五

類感染症に係る医師の届出について、直ちに全数を把握するものとしたことを規定」の「１ 

概要」にもありますとおり、感染症法第 12 条第１項及び第 14 条第２項に基づく届出の基

準等が、平成 27 年５月 12 日付けで改正され、一部の五類感染症（侵襲性髄膜炎菌感染症

及び麻しん）の届出基準及び届出事項が改められ、それに伴う今回の改正になります。 

次に、資料２の２ページの左側下の「（6）」は、感染症の病原体の迅速かつ正確な特定に

ついて、県衛生研究所と名古屋市衛生研究所を中心として病原体収集体制を構築するとい

う現行の病原体収集体制を踏まえた文言の修正になります。 

「（7）」は、２ページ右側の一番上の四角の枠内に記載のとおり「組織名変更に伴う文言の

修正」になります。 

資料２ページ右側の「（8）」は、新型インフルエンザウイルスが出現した場合の健康危機

管理体制についてなんですけれども、新型インフルエンザの侵入が予想される中部国際空

港を持つ本県といたしまして、検疫所との連携が重要であることから、「検疫所との連携」

に係る記載を新たに追加いたしました。 

それから、「（9）」は、新型インフルエンザウイルスを始めとした感染症に関する情報収

集につきまして、国内においても情報収集を行っていることから、「国内」の感染症の発生

状況の収集に係る記載を新たに追加いたしました。 

 それから、「３」の「結核に係る定期の健康診断」では、国の基本指針の改正に即して、

文言の修正を行いました。 

 「６」の「感染症の予防のための対策と検疫所との連携」については、「（1）」と、ページ

をはねていただきました３ページの「（2）」を今回新設しました。先ほどもお話しましたと

おり中部国際空港を持つ本県として、国際的な脅威となる感染症発生に備えた対応として、
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国の基本指針に即して、検疫所との連携に係る記載を新たに追加しました。 

次の「第３ 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項」では、四角の枠内に記

載のありますとおり「予防計画改正のポイント３」の、「感染症患者等からの検体の採取等

措置について規定」されたことによる改正になります。 

この措置の内容につきましても、参考資料１の１ページ右側を御覧いただきたいと思い

ます。 

「感染症患者等からの検体の採取等措置」として、一類から五類感染症、新型インフル

エンザ等感染症、新感染症の患者等に対して、検体又は感染症の病原体の提出、又は検体

の採取に応じるよう求めることができる旨が感染症法に規定されまして、求めに応じない

場合には、強制的に検体を採取する措置を行える旨が規定されました。具体的な手順等に

つきましては、「２」の「対応フロー」を御参考にしていただければと思います。今回、こ

の措置の内容を踏まえまして、国の基本指針の改正内容に即して、県の予防計画を改正し

ました。 

資料２の３ページの左側中央部分に戻っていただきまして、「５ 積極的疫学調査」では、

先ほどもありましたとおり新型インフルエンザ等感染症に係る記載を、国の基本指針の改

正に即して、新たに追加しました。 

それから、「10 患者発生後の対応時における検疫所との連携」では、先ほど説明しまし

た「６の感染症の予防のための対策と検疫所との連携」と同様に、国際的脅威となる感染

症発生に備えた対応として、検疫所との連携に係る記載を新たに追加しました。 

 以上が予防計画の第１から第３の改正部分の説明になります。 

ここで一旦、質疑応答をはさませていただいた後、「第４」以降の説明をさせていただき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（長谷川会長） 

はい、ありがとうございました。ただいま、第１から第３までの部分を説明いただきま

した。事前対応型の行政への転換ということで、できるだけサンプルとか情報収集などな

かなかできなかったところを法律で規定して、積極的に情報を集め、それを基に対策を瞬

時に取っていくという大きな転換だと思います。御質問や御意見いただきたいと思います。

どうでしょうか。 

 もし無ければ、次にいかせていただいて、また後で御質疑を受けたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。それでは、続きまして第４以降の変更について御説明お願いします。 

  

（健康対策課 長尾主幹） 

それでは、続きまして資料２の３ページ右側の「第４ 感染症に係る医療を提供する体

制の確保に関する事項」から説明を再開させていただきます。 

第４の「１ 感染症に係る医療提供の考え方」の「(1)」については、国の基本指針の改

正に即しまして、資料に記載のとおり伝染病予防法に係る部分の文言を削除し、末尾を修

正しております。 
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 「(2)」と「(3)」については、本県におきまして、平成 28年１月４日付けで常滑市民病

院が特定感染症指定医療機関に指定されたことに伴いまして、国の基本指針に合わせて、

「特定感染症指定医療機関」の文言を追加しております。なお、特定感染症指定医療機関

とは、新感染症の所見がある患者、一類感染症、二類感染症、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、厚生労働大臣が指定した病院のことで、全

国で４か所指定されております。 

「２」の「 県における感染症に係る医療を提供する体制」の「(1)」は、国の基本指針

の改正に即して、新型インフルエンザ等感染症に係る記載を新たに追加しております。 

 資料２、４ページに移りまして、左側一番上の「(2)」については、(1)と同様に、新型

インフルエンザ等感染症に係る記載を新たに追加するとともに、第二種感染症指定医療機

関に医療法人豊田会刈谷豊田総合病院を平成 25年４月に指定したことから、第二種感染症

指定医療機関を 12か所から 13か所に修正しております。 

「(3)」は、医療法の二次医療圏に係る文言の修正と、それから(1)、(2)と同様に新型イ

ンフルエンザ等感染症に係る記載を新たに追加した改正になります。 

「(5)」と「(6)」については、現在の結核の医療体制を踏まえまして、国の基本指針が

改正されたことに伴い、(5)と(6)は削除しております。 

 次に、(5)、(6)が削除されましたので、今まで「(8)」だった項目が「(6)」になります。

４ページ一番下の「(6)」については、国の基本指針の改正に伴う文言の修正になります。 

４ページ右側に移っていただきまして、「(7)」については、(6)と同じく国の基本指針の

改正に伴う文言の修正と、新型インフルエンザ等感染症などの汎流行に備え、国の基本指

針の改正に即して、「予防」という文言を加え、予防に必要な医薬品の備蓄または確保にも

努める旨を規定しました。 

「３」の「その他感染症に係る医療の提供のための体制」の「(1)」と「４ 関係各機関

及び関係団体との連携」の「(1)」については、新型インフルエンザ等感染症に係る記載を

新たに追加しました。どちらも先ほど説明しましたとおり、国の基本指針の改正に即した

修正となっております。 

「第５」の「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」では、「１」の「感

染症及び病原体等に関する調査及び研究に関する基本的な考え方」につきまして、現行の

調査及び研究体制を踏まえまして、「共同研究・共同実施等の形で」という文言を追加いた

しました。 

資料２の５ページに移りまして、左側上の「３ 関係各機関及び関係団体との連携」で

は、国の基本指針の改正に即して、国立国際医療センターが国立国際医療研究センターと

名称を変えたことに伴う文言の修正とともに、関係機関の中に、日本医療研究開発機構を

新たに追加しております。 

「第６」の「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」の

「１ 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」で

は、現在の検査体制と国の基本指針の改正に即して、文言の削除を行うとともに、四角の

枠内の記載にあります「ポイント４」の「感染症法の改正に伴う、地方衛生研究所をはじ
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めとする各検査機関における病原体等の検査体制等の整備」について規定しております。

その内容については、参考資料１の２ページの左上を御覧いただきたいと思います。「病原

体等の検査体制等の整備」の「１の概要」のところですけれども、感染症法等の一部改正

が平成 28 年４月に全面施行されたことに伴い、法第 15 条第３項等の規定により提出を受

けた検体若しくは感染症の病原体について検査を実施する場合には、省令で定めるところ

により適切な体制を整備して、検査を実施しなければならないとされました。本県の具体

的な病原体等検査体制については、「２」以降を御参照いただければと思います。今回の予

防計画の改正は、その内容を国の基本指針の改正に即して改正したものになります。 

資料２の５ページの左側に戻っていただきまして、「第６」の「２ 県等における感染症

の病原体等の検査の推進」の「(1)」については、県衛生研究所及び名古屋市衛生研究所の

現行の検査体制を踏まえた文言の修正をしております。 

「３ 県等における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構築

並びに関係団体等との連携」については、題名を以下の説明内容に即して「体制構築」と

文言修正を行い、加えて、「国立国際医療センター」が平成 22 年４月に組織改編による名

称の変更を行ったため、「国立国際医療研究センター」に名称を修正しております。また、

関係団体との連携について、「他の地方衛生研究所」との連携に係る記載を新たに追加しま

した。 

５ページ右側の「第７ 感染症の予防に関する人材の養成に関する事項」の「１ 人材の

養成に関する基本的な考え方」では、国の基本指針の改正に即して、文言を追加しており

ます。 

「２」の「県等における感染症に関する人材の養成」では、従来の養成の内容に加え、

養成後の人材の活用に係る記載を新たに追加しました。 

「第９」の「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

ための施策に関する事項」では、国の基本指針の改正に即して、SARSや痘そうに関する記

述を削除しております。 

 以上で、予防計画の第４から第９の改正部分の説明を終わります。 

 

（長谷川会長） 

はい、ありがとうございました。これで、改正のポイントについて御説明いただいた訳

ですが、御質問や御意見をいただきたいと思います。 

私は名古屋大学で呼吸器内科を専門としておりますので、県としても結核対策推進会議

とか新型インフルエンザに関わらせていただいております。結核は日本において減少して

いますが、世界の中では今でも中蔓延国と位置付けられています。結核罹患率は先進国は

１ケタで、10 万人に対して４～５人になっておりますが、我が国では 14～15 人と高い数

字です。高齢者が多いのですが、今一番問題となっているのが、海外からの若者、アジア

からの若者の結核が問題となっておりまして、そういう方達が結核に免疫のない世代の中

に入っていきますと、一挙に広がるということがございます。結核は、まだまだ重要な疾

患であるということです。 
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インフルエンザに関しては、まだ中国で、鳥インフルエンザがヒトに感染しております

ので、国の方も大変注意深くインフルエンザの体制を内閣府の中に規定して動いています。

今年７月に愛知県のインフルエンザの取り組みが評価されて、全国の市町村の会議の中で

愛知県の御紹介を内閣府でさせていただきました。国も注意深く絶えず対策をとっておら

れて、今回の規定の改正を適時すすめられていると理解しております。こういったような

状況であるということで、感染症については、変わらず注意を払っていただければと思い

ます。全体を通じて何か御質問とか御意見ございましたらよろしくお願いします。 

 

（五藤委員） 

食品衛生協会の五藤と申します。現在、感染症である O157やノロウイルスの予防対策に

大変困っている現状でございます。 

本年も残念ながらノロウイルスにて 87 名と 126 名の患者を出す大きな食中毒が管内に

て発生いたしました。 

ただいま、鳥インフルエンザについてお話がございましたが、海外では鳥から人に伝染

し死亡事故が報告され、私共も大変危惧しております。と申しますのは、にわとりは国内

産は僅か 30％前後で、海外より大量に輸入しているのが現状でございます。 

現在、愛知県食品衛生協会には食品衛生指導員が 1,500 名在籍し、手洗いマイスター制

度を設けて事故防止に懸命になっている状況でございます。ここにご臨席の医師や皆様に

は大変お世話になっていますが、これらの感染症に対し予防の良い方法があれば是非お教

え願います。 

 

（長谷川会長） 

大変重要な指摘でございます。大学病院に勤務しておりますが、時にノロウイルスの感

染等ございます。対策には気を遣いますが、今回、大きな規定の転換では、事前に行政が

介入できるということが重要です。特にサンプリングです。サンプルをきちっと評価して、

遺伝子を解析すると同じタイプの病原菌かどうか分かりますので、それがどのように伝播

するのかということを調べることができる体制を県も整えたいということです。どうやっ

て事前に予測していくかは本当に重要な課題で、研究を進めるべきところだと思います。 

行政の方からございますでしょうか。 

 

（健康対策課 長尾主幹） 

ありがとうございます。ちょっと視点がずれるかもしれませんが、この感染症予防計画

の資料４の中でですね、改正案なんですけれども、資料４の５ページにございますけれど

も、「４ 感染症の予防のための対策と食品保健対策の連携」というところがございまして、

こういったことを適切に実施するということで、この具体策はまたそれぞれあるかと思い

ますけれども、感染症予防計画の中では、こういう風に規定付けさせていただいておりま

すので、御協力の方をよろしくお願いしたいということでお願いいたします。 
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（長谷川会長） 

はい、ありがとうございました。貴重な御意見ありがとうございました。 

その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、現在御説明いただいた内容で、今後計画の修正、改正を進めていただければ

と思います。それでは議題はこれで終了となりますので、事務局にマイクをお返しいたし

ます。よろしくお願いします。 

 

（医療福祉計画課 田中課長） 

どうもありがとうございました。本日の議事録につきましては、後日、御発言いただき

ました委員の方に内容の確認をさせていただいた上で、会議冒頭で会長から御指名のあり

ましたお二人の署名人、内堀委員と岩月委員にご署名いただくことにしておりますので、

事務局から依頼がありましたら御協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

（長谷川会長） 

それではこれで衛生対策審議会を終了させていただきたいと思います。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

以上 

 

 

 


