
第８章 健康危機管理体制の構築

第１節 健康危機管理体制

（現状及び課題）

○ 全国的に感染症、食中毒、医薬品、飲料水などの原因により、地域住民の生命

と健康を脅かす事案が発生しています。海外で発生流行したＭＥＲＳ・エボラ出

血熱は、交通網の発達により国内に入り、感染拡大する可能性が高くなりました。

また、地震や豪雨による災害も発生し、被害住民の健康維持のため、避難所に

おける衛生・健康対策が重要な業務として求められています。

このため、これらの事案が発生した際には、保健所、衛生環境研究センター、

医療機関等と連携し迅速に対応できるよう、健康危機管理体制の整備を行う必要

があります。

◇県内における健康危機管理事案の発生状況 （単位：人）

疾患等の名称 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年

コレラ

細菌性赤痢 1 2
腸 管 出 血 性 大 腸 菌 感 染 症 40 27 21 22 55
腸チフス 1
食中毒 172 604 156 64 298

資料：「大分県健康づくり支援課、食品・生活衛生課調べ」

○ 県では、「大分県健康危機管理基本指針」を策定し、健康危機管理対策調整会

議を設置するとともに、様々な健康危機に対応するための実施体制やマニュアル

等をまとめた「健康危機管理の手引き」（平成 26年 3月改訂）を作成するなど、
健康危機の発生に備えています。

○ ＭＥＲＳやエボラ出血熱等の患者が発生した場合に備え、患者移送車を車いす

にも対応できるものに更新し、新型インフルエンザ発生時の訓練や、各保健所で

行う様々な健康危機発生を想定したシミュレーションに活用しています。

○ 県は、健康危機発生時に迅速に対応できるよう、機器や資材及び人的支援のチ

ームを整備しています。

・防護服、除染用シャワー、感染症患者搬送用の陰圧アイソレーター及び搬送

車 、陰圧エアーテントを配備

・各保健所に所内即応チーム、健康づくり支援課に初動対応チームを設置

・大規模自然災害発生時に、被災地で地区災害対策本部保健所班が行う公衆衛

生活動の支援のため、災害時公衆衛生対策チームを設置

・県外の災害発生時に対応するため災害時健康危機管理支援チーム養成研修を

実施

○ 平成 29 年九州北部豪雨災害等の発生を受け、保健所災害時対応マニュアルを
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見直すとともに、災害時公衆衛生対策チームの活動要領を作成し、保健所の災害

に備える体制整備に努めています。

（今後の施策）

（１） 地域における健康危機管理体制の確保

○ 健康危機の発生予防や発生時の対応に備え、平常時から消防・警察等の関係

機関や医師会等の関係団体との協力・連携体制を確立することにより、地域に

おける健康危機管理体制の確保を図ります。
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（２） 関係職員の資質向上

○ 保健所職員等を対象にした健康危機管理研修会の実施や、国が実施する健康

危機管理研修会への保健所長等の派遣を通じて、職員の資質の向上に努めます。

（３） 知見の集積とシミュレーションの実施

○ 健康危機管理に必要な情報の整理、専門的知識の習得、健康危機に関する調

査研究、健康危機管理事例の収集等に努めます。また、発生予測のつかない健

康危機に対し、保健所の迅速かつ適切な対応能力を高めるため、管内を対象と

するシミュレーションを実施します。また、県境を管内に持つ保健所にあって

は、隣県の保健所等の関係機関との連携が重要になることから、広域連携型の

シミュレーションを実施します。

(４） 健康危機管理対策本部の設置

○ 重大な健康被害が発生した場合若しくは発生のおそれがある場合は、健康危
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機管理対策本部を設置し、発生状況や患者の収容状況等の情報収集を行い、対

応策を検討するとともに、受け入れ医療機関の調整や関係機関との情報交換・

提供等を行います。

（５） 健康危機による被害の回復

○ 健康危機の被害回復に向け、医療機関や市町村と連携しながら、被害住民に

対する健康相談や心のケア、飲食物の安定確保などの対策を講じます。

（６） 健康危機管理情報の収集と提供

○ 国内及び国外のあらゆる機関から健康危機管理に関する情報収集に努め、県

民に必要な情報を適宜適切に提供します。

（７） 九州各県との広域連携

○ 広域的に対応を要する感染症の発生について、「九州・山口九県における感

染症に対する広域連携に関する協定書」に基づき、派遣の受入れ及び支援要請

を行い、広域的な連携を図ります。
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（８） 新型インフルエンザ対策に係る危機管理組織

○ 新型インフルエンザの発生・流行に対応するため、発生段階に応じた危機管

理組織を整備します。

（９） 新型インフルエンザ対策に係る医療体制

○ 新型インフルエンザの国内での発生早期においては、医療の提供が患者の治

療とともに感染拡大防止策としても有効である可能性があることから、感染症

法に基づき、新型インフルエンザ患者等を感染症指定医療機関等に入院させる

こととします。

○ 新型インフルエンザに感染している可能性がより高い、発生国からの帰国者

や国内感染者の濃厚接触者の診療のために、海外発生期（海外で新型インフル

エンザが発生した状態）以降は、初診対応医療機関（15カ所）に設置した「帰

国者・接触者外来」（発生国からの帰国者や国内感染者の濃厚接触者であって、

発熱・呼吸器症状等を有する者を対象とした外来）を確保して診療を行います。

○ 県は、発生国からの帰国者や国内感染者の濃厚接触者であって、発熱・呼吸

器症状等を有する者から電話で相談を受け、「帰国者・接触者外来」の紹介を

行うための相談センター（帰国者・接触者相談センター）を設置し、その周知

を図ります。

○ 帰国者・接触者外来以外の医療機関でも患者が診られるようになった場合や

帰国者・接触者外来の診療能力を超える患者が発生した場合等には、国との協

議等により帰国者・接触者外来を指定しての診療体制から一般の医療機関（内

科・小児科等、通常、インフルエンザの診療を行う全ての医療機関）で診療す

る体制に切り替えます。

○ 患者数が大幅に増加した場合は、重症者は入院、軽症者は在宅医療に振り分

けるとともに、入院患者は、感染症指定医療機関及び「協力医療機関」（40 カ
所）において対応します。まん延期には、県内で一日最大 940人の患者が入院
すると推計されますが（新型インフルエンザの毒性が中等度の場合）、それを

超える入院患者が発生した場合には、入院病床を有する全ての医療機関で対応

するものとします。

○ いずれの発生段階においても、院内感染を防止することが重要であり、「新

型インフルエンザ等対策ガイドライン」（平成 29 年 9 月 25 日一部改定）に沿
って、院内感染対策を強化します。
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◇新型インフルエンザ等対策体制図（発生前）

◇新型インフルエンザ等対策体制図（発生後）

議長：福祉保健部長
（福祉保健部・生活環境部）

対応：情報の集約、共有、分析
危機管理委員会幹事会開催等の検討

健康危機管理対策調整会議

幹事長：防災局危機管理監
（庁内関係各課室長１５名）

対応：新型インフルエンザ行動計画及び
各部局対応計画に基づく対応の確認
情報の共有

大分県危機管理委員会幹事会

本部長:知事

副本部長:副知事、教育長、県警本部長

本部員：各部局長、防災局危機管理監

役割

①感染拡大防止及び予防対策 ④関係機関との連絡調整

②適切な医療の提供 ⑤県民への広報、啓発

③社会機能の維持対策 等の協議

地域対策本部（大分市を含む７保健所に設置）

対策部長

（各部局長）

事務局

（各主管課）

役割

・部局対応計画

の実施

（社会機能の維

持対応等）

各部局対策部

本部会議

統括部長：福祉保健部長

室 長：健康づくり支援課長

副室長：福祉保健企画課長

事務局：健康づくり支援課

室 員：福祉保健部各課職員

役割 ①感染者への支援

②感染拡大防止措置

③相談窓口（予防、治療）

室 長：防災局危機管理監

副室長：防災局防災危機管理課長

事務局：防災局防災危機管理課

室 員：各部局危機管理担当者

防災局防災危機管理課職員

役割 ①情報の収集・提供

②報道対応

③総合相談窓口

総合情報室健康危機管理対策室

統括会議

各市町村対策本部

大分県新型インフルエンザ等対策本部

-181-



第２節 医薬品等の安全対策

１ 医薬品等の有効性・安全性の確保

（現状及び課題）

○ 本格的な高齢化社会の到来に伴う疾病構造の変化や医療技術の進歩により、医

薬品等が使用される機会が増加しています。また、医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下、「薬機法」という。）で規制され

ている医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器（以下、「医薬品等」という。）

は、人体に直接使用するものであるため、安全で有効なものでなければなりませ

ん。

そのため、医薬品等の有効性と安全性の確保を目的に、医薬品等製造販売業者

に対してはＧＶＰ省令（製造販売後安全管理基準）及びＧＱＰ省令（品質管理基

準）の遵守、医薬品等製造業者に対してはＧＭＰ／ＱＭＳ省令（製造管理及び品

質管理基準）の遵守について監視指導を行っています。

また、医薬品等の流通における適正な管理を期するため、薬局や医薬品等販売

業者に対しても立入調査を行っています。

○ 県民の健康志向が高まる中、無承認無許可医薬品の摂取による健康被害が発生

したことにより、医薬品や健康食品の安全な使用等に関して、県民が気軽に相談

できる電話相談窓口を大分県薬剤師会に設置しています。

◇年度別相談件数の推移

資料：「大分県薬務室調べ」

○ 小学生を対象とした親子お薬教室の開催、「薬と健康の週間」における街頭広

報等を通して、医薬品に対する正しい知識の普及啓発を行っています。

○ 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、日常医療現場においてみられる医

薬品又は医療機器の使用によって発生する健康被害等の情報を薬機法の規定に基

づき、医療関係者から直接厚生労働大臣に報告する制度です。

報告された情報は、専門的観点から分析評価を行い、厚生労働省から都道府県

168

137

102

152

119

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

年度別相談件数の推移相談件数

-182-



に提供されます。それを受けて必要な安全対策が講じられるよう医療関係者に対

して情報のフィードバックを行っています。

○ また、平成 24 年 3 月、医薬品によって生じた副作用を患者又はその家族がイ
ンターネットを介して報告できる、患者副作用報告システムの運用を、独立行政

法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）が試行的に開始しました。収集された

情報は、個人情報を除き、ＰＭＤＡから厚生労働省及びその医薬品を供給する製

造販売業者へ提供する等、医薬品の安全対策を進める目的で利用されます。

○ 県民の健康を守るために健康食品を買上げ、医薬品成分が含有されていないか

検査を行っています。

また、健康食品の広告やインターネット上の監視指導を行い、無承認無許可医

薬品の発見と排除に努めています。

○ 毒物劇物による危害の発生を未然に防止するために、県内の製造業者及び販売

業者（以下、「毒物劇物営業者」という）、業務上取扱者等に対して毒物劇物の保

管管理の徹底や危害防止規定の作成等の監視指導を行っています。また、毒物劇

物の保管・貯蔵・運搬状況及び事故発生時の協力が可能な事業所を把握し、危機

管理体制の整備に努めています。

（今後の施策）

（１） 薬事監視の充実強化

○ 医薬品等製造販売業者及び製造業者、薬局及び医薬品等販売業者に対して、

厳正な監視を行い、安全性及び品質の確保を図ります。

○ 医薬品の製造は今や世界中で行われていることから、日本での医薬品製造に

おける製造管理及び品質管理についても国際整合化が求められています。その

ため、医薬品製造業者だけでなく、その製造業者に対して立入調査を実施する

調査員も知識や技術を向上させる必要があることから、定期的な研修会の開催

等により調査員の教育訓練を図ります。

○ 平成 28 年度に偽造医薬品の流通が発覚した事案を踏まえ、医療用医薬品の
適正な流通を確保するため、薬局や医薬品卸売販売業等を対象とした監視指導

を強化します。

（２） 薬事情報の収集と伝達

○ 国内の医療機関や薬局の医療関係者を対象とした「医薬品等安全性情報報告

制度」の活用により健康被害情報の伝達促進を図ります。

○ 無承認無許可医薬品等により健康被害が発生した場合は、関係部署と連携の

上調査、公表を行い健康被害の拡大防止に努めます。

（３） 毒物劇物危機管理体制の整備

○ 毒物劇物による危害の発生を防止するために、毒物劇物営業者及び業務上取

扱者に対する監視取締の徹底を図るとともに、テロによる危害の発生を防止す

るため、関係機関と連携し県民の安全・安心を確保します。

（４） 医薬品の適正使用に関する知識の普及啓発

○ 医薬品の適正使用について、県民への正しい知識の普及を図るとともに、無
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承認無許可医薬品の使用防止を図ります。

２ 薬物乱用防止対策の推進

（現状及び課題）

○ 今日、薬物乱用問題は全世界的な広がりを見せ、人間の生命はもとより、社会

の安定を脅かす最も深刻な社会問題の一つとなっています。従来の覚せい剤や大

麻等に加え、錠剤型合成麻薬である MDMA や麻薬と似た作用が疑われる段階で
薬機法で規制された指定薬物、麻薬と類似した幻覚や興奮作用などがある危険ド

ラッグなど新たな薬物の乱用が若年層をはじめ、幅広く拡大しています。

○ 覚せい剤事犯の検挙者は横ばい傾向ではあるものの、高い水準で推移しており、

依然として大きな社会的関心事となっています。

○ 大麻事犯の検挙者が増加しています。特に、平成 28 年には、営利目的で大麻
を山中で栽培していたとして、大麻取締法違反で逮捕者が出ました。自宅から押

収された乾燥大麻の量は約 9.3 ㎏で、統計のある平成 6 年以降、県内では最多の
押収量です。

◇大分県の薬物関係検挙人員（単位：人）

薬物 平成 26年 平成 27年 平成 28年
覚せい剤 75 71 66
大麻 5 12 24
麻薬等 1 0 0
危険ドラッグ (1) 7 2
総数 81 90 92
資料：「大分県警本部調べ」

危険ドラッグについては平成 27 年から計上（平成 26 年の(1)については外数）

○ 薬物乱用防止指導員は保護司会など 6団体 440名に委嘱しています。それぞれ
が所属する団体の本来の活動の中で、地域住民と接する機会を利用して、指導員

の研修会で得た知識、各地区協議会事務局から配布された啓発資料などを用いて、

薬物乱用防止活動を行っています。

◇平成 29年度薬物乱用防止指導員委嘱状況
保護司 防犯協会 少年警察 公民館連合会 学校薬剤師 PTA 計

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

109 27 102 52 69 81 440
資料：「大分県薬務室調べ」

○ 毎年 6月 20日からの 1ヶ月間を「ダメ。ゼッタイ。」普及運動月間とし、県内
各地で薬物乱用防止ヤング街頭キャンペーンや国連支援募金活動を行っていま

す。
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○ 県教育庁、県警察本部との緊密な連携のもとに、中学校、高等学校等の学校現

場において薬物乱用防止講座を開催するとともに、大学や短大等においても積極

的に薬物乱用防止講座を開催し、薬物乱用防止についての啓発を行っています。

◇平成28年度薬物乱用防止講座開講状況

小学校 中学校 高等学校 大学等 その他 計

講習回数 17 31 17 13 15 93
人 数 693 3,025 7,810 1,785 654 13,967

資料：「大分県薬務室調べ」

○ 薬物乱用者が中毒から立ち直る手助けとして、医師が治療の視点から中毒者本

人や家族からの相談を受ける薬物乱用防止個別相談を大分県こころとからだの相

談支援センターで実施しています。

○ 各保健所に薬物乱用防止相談窓口を設置し、シンナーや覚せい剤など薬物乱用

防止の普及啓発を行っています。また、不正栽培されているけしや大麻の撲滅を

図っています。

○ 平成 24年度から指定薬物の迅速な指定を可能とするため、「包括指定」が活用
されており、これにより未規制物質を幅広く迅速に規制することが可能となりま

した。

（今後の施策）

○ 薬物乱用防止指導員と連携し、地域で開催される各種行事等の機会を利用し、

薬物乱用防止啓発活動の充実強化を図ります。

○ 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動、「麻薬・覚せい剤乱用防止運動」等を通じて、

薬物乱用の有害性・危険性を啓発し、薬物乱用を許さない環境づくりの醸成を推

進します。

○ 若年層への啓発が重要となってきており、薬物乱用防止教室を県内の大学生、

短大生及び専門学校にまで拡大して実施していきます。

○ 危険ドラッグや指定薬物の取締りを強化し、市場からの排除に努めます。
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第３節 食品の安全衛生対策

１ 食品・添加物の衛生対策

（現状及び課題）

○ ユッケや白菜の浅漬けによる腸管出血性大腸菌食中毒事件の発生や食品工場

での農薬混入事件など、県民の食の安全・安心に対する不安・不信が高まって

います。

さらに、食品流通の国際化に伴い、指定外添加物の混入や輸入野菜からの残

留農薬の検出など輸入食品等の安全性を確保する必要があります。

○ 平成 26～ 28年の大分県内（大分市含む）の食中毒平均発生件数は 6件、患
者数は 172.6人でした。
また、病因物質別の発生件数ではノロウイルス、テトロドトキシン、黄色ブ

ドウ球菌の順に多く発生していることから、これらの防止対策が重要となって

います。

○ 平成 15年度に設置し、毎年度開催している「大分県食品安全推進県民会議」
等において、消費者から放射能汚染や残留農薬、遺伝子組換え食品の安全性等

に対しての不安に関する意見が多く寄せられました。これらに対処するため、

食品等の監視指導や試験検査体制の充実強化とともに、リスクコミュニケーシ

ョンが重要な課題となっています。

○ 本県では、庁内関係部局が連携して、食品の安全と安心の確保を図るため、

平成 17 年 4 月に「大分県食の安全・安心推進条例」を施行し、また、条例に
基づく具体的な行動指針として「大分県食品安全行動計画」を策定し、生産か

ら流通・消費における包括的な食の安全確保を推進しています。

また、平成 16年度からは、「大分県食品衛生監視指導計画」に基づき、リス
ク分析に基づく監視指導や食品の収去検査の実施、行政処分等の情報公開の推

進及び生産部局との連携強化による実効性のある食品衛生行政を推進していま

す。

○ 食品の安全確保を図る上で、営業者の自主的な衛生管理が重要であることか

ら、食品関係団体等の自主管理体制の整備強化が必要です。

○ 食の多様化や健康志向の高まりに対応するため、飲食店等において調理業務

に従事する調理師の資質の向上を図る必要があります。

（今後の施策）

（１） 消費者意見の反映と情報提供の推進

○ 消費者等に対して食品衛生行政や食に関する情報提供と意見交換（リスクコ

ミュニケーション）を図るために、食品安全推進県民会議や意見交換会を実施

するとともに、広報誌・ホームページ等により積極的な情報提供に努めます。
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（２） 食中毒防止対策の強化

○ 近年増加しているノロウイルス食中毒の発生を防止するため、一年を通じて

の食中毒防止対策が必要となっていることから、一斉取締りや啓発活動等の取

組を一層強化します。

○ また、食中毒が発生した場合には、迅速かつ的確に対応することとし、発生

時の調査、被害の拡大・再発防止対策を徹底します。

（３） 食品衛生監視指導の強化

○ 食品の健康危害発生の可能性等重要度に応じた計画的かつ効果的な監視指導

を実施するとともに、総合衛生管理製造過程の導入など高度化する食品製造業

者等に対応するため、食品衛生監視機動班を活用し、ＨＡＣＣＰ(注 1)の概念
を取り入れ、科学的な根拠に基づき適切な助言指導を行います。

(注 1) 安全な食品をつくるための新しい高度な衛生管理手法のこと。食品の製造加工工程

において発生する可能性のある危害を予め分析し（Hazard Analysis）、この結果を基に

衛生管理をするとともに、その中で特に重点的に監視する必要がある重要管理点

（Critical Control Point）を定め、その工程を連続的に管理することにより製品の安全

性を保証する方法。

（４） 食品・添加物の試験検査体制の充実強化

○ 違反食品の排除及び食品事故防止を図るため、消費者意見の反映に考慮する

とともに、リスクの高い食品・施設を対象に重点的に収去検査を実施します。

○ また、食品の検査において、検査成績の信頼性を確保するため精度管理を行

います。

（５） 自主管理体制の推進の支援

○ 食品営業者、生産団体等に対して、食品の安全確保に関する自主管理体制の

整備に必要な情報の提供や指導を行うとともに、ＨＡＣＣＰの考え方に基づく

自主管理の確立を支援します。
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２ 食肉等の衛生対策

（現状及び課題）

○ 平成 13 年の国内でのＢＳＥ発生や平成 22 年県内での鳥インフルエンザ発
生、平成 23 年福島第一原子力発電所事故により汚染された稲わらを給餌され
た牛の肉から基準値を超える放射性物質が検出されたこと等により、消費者は

食肉、食鳥肉等の安全性に対して不安を抱いています。

○ 食生活の欧米化に伴う食肉・食鳥肉の需要増加や生食嗜好が進む中で、平成

23 年に食肉（牛肉）の生食による食中毒で死者が発生したことを受け、牛の
肝臓及び豚の食肉の生食が禁止されました。しかしながら、依然として加熱不

十分の食肉による食中毒が発生しており、引き続き、と畜場等の食肉・食鳥肉

関連施設の微生物汚染防止対策の強化が必要です。

○ 衛生的な食肉・食鳥肉を消費者へ提供するため、関係法令に基づく、衛生管

理体制の強化が必要です。

○ 家畜・家禽の飼育形態の変化等による疾病様相の変化、海外からの家畜・家

禽疾病の進入、疾病予防や治療に用いた抗菌性物質等の残留問題、畜産食品中

におけるホルモン剤や内部寄生虫用剤等の残留問題に対処するため、と畜検査

・食鳥検査体制の一層の充実強化が必要です。

○ 消費者等への適切な食肉衛生情報の提供及び正しい食肉衛生知識の普及啓発

が必要です。

（今後の施策）

（１） と畜場・食鳥処理場の衛生管理の強化

○ 食肉・食鳥肉の微生物汚染防止を図るため、と畜場・食鳥処理場における構

造設備基準の確認及びＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の導入を推進するととも

に、枝肉等の微生物学的評価及び関係者に対する衛生教育を実施し、衛生管理

体制を強化します。

（２） と畜検査・食鳥検査体制の充実強化

○ 消費者の食肉等に対する不安を解消するため、食肉衛生検査所において起立

不能牛等のＢＳＥスクリーニング検査（エライザ検査）を実施し、牛肉の安全

確保に努めるとともに、特定部位の確実な排除及び汚染防止を徹底します。ま

た、ホームページ等を活用した積極的な情報提供・公開を推進します。

○ 残留有害物質や微生物検査等に対応するため、検査体制の整備を行うととも

に、試験検査の信頼性を確保します。

○ 鳥インフルエンザ等の新しい疾病に対する検査体制を迅速に整備し、り患し

た家畜・家禽の排除に努めます。

○ 食肉・食鳥肉由来の食中毒や衛生確保及び残留有害物質等に関する調査研究

の充実を図ります。

○ 家畜保健衛生所と食肉衛生検査所との定期的な連絡会等を開催し、動物用医

薬品等の使用実態、家畜・家禽の疾病の発生状況に関する情報の共有化を図る
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等、関係部局との連携を強化し、食肉の安全確保に努めます。

（３） 食肉衛生に係る情報提供の推進

○ ホームページ等による食肉衛生情報の提供に努めるとともに、消費者等に対

する講習会を通じて食肉に対する正しい知識の普及とリスクコミュニケーショ

ンを推進します。
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第４節 生活衛生対策

（現状及び課題）

○ 旅館、興行場、公衆浴場、理容所、美容所及びクリーニング所における衛生水

準の維持向上と利用者の安全を図るため、関係法令に基づき営業の許可、確認及

び施設の監視指導を行っています。

○ 営業施設の衛生確保を図る上で、営業者の自主的な衛生管理体制を確立するた

め、生活衛生関係団体との連携強化が必要です。

○ 平成 12 年 3 月に静岡県掛川市の入浴施設で、レジオネラ属菌によるレジオネ
ラ症患者が集団発生し、その後、茨城県石岡市及び宮崎県日向市等全国的にも多

発しました。

全国でも有数の温泉地を有する本県において、レジオネラ属菌による事故の発

生を未然に防止するため、平成 15 年 4 月に旅館業法施行条例及び大分県公衆浴
場法施行条例を改正し、衛生措置の基準として、原湯を貯留する貯湯槽の清掃及

び消毒や浴槽水の完全換水等を定めました。

また、営業者によるレジオネラ属菌の自主的な水質検査の実施と保健所長への

報告を義務付けました。

レジオネラ属菌の水質検査結果の判定については時間を要すため、短期間で判

定できる迅速検査法の確立が必要です。

また、入浴施設等の利用者がレジオネラ症を発症した場合に、原因施設を究明

するため、患者の喀痰の確保等に関して医療機関との連携が必要です。

○ エステサロンにおけるまつ毛パーマ、まつ毛エクステンションによる健康被害

が近年増加しています。

○ インターネット上の宿泊仲介サイトを利用した宿泊施設の提供及び利用が近年

増加しています。

（今後の施策）

（１） 営業者の自主管理体制の確立の推進

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和 32年法律第 164
号）に基づく各生活衛生同業組合への営業者の加入促進を行うとともに、当組合

が自主的に開催する講習会を通じて、営業施設の衛生確保に関する啓発を行う等

の方法により、営業者の自主管理体制の確立を推進します。

（２） 公衆浴場等の入浴施設を原因とするレジオネラ症の発生防止

○ 営業者が自主的に衛生措置を講じるよう継続的に立入指導を実施し、営業者

による水質検査の確実な実施と報告等、条例の遵守徹底を図ります。

○ 入浴施設等の利用者がレジオネラ症を発症した場合には、医療機関等と連携

し、迅速な原因究明を行い、施設の改善を指導するとともに、再発の防止に努

めます。

（３） まつ毛パーマ等の施術に関する指導

まつ毛パーマやまつげエクステンションは美容行為に該当することから、美容
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師が美容所で施術を行うよう指導を徹底します。

（４） 住宅宿泊事業法の周知

宿泊料を受けて人を宿泊させるには、旅館業の営業許可もしくは、住宅宿泊事

業の届出が必要であることを周知し、無許可、無届出で事業を行うことがないよ

う指導を徹底します。
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