
No 御意見 回　答

1
在外邦人への抗インフルエンザウイルス薬処方を明確
に記載していただきたい。

海外で新型インフルエンザに感染したまたはそのおそれがある場合には、現地の医
療機関を受診し、現地の医師の判断により抗インフルエンザウイルス薬の処方を含
む診療を受けることとなる。ただし、現地で医療機関が対応能力を喪失した場合、
抗インフルエンザウイルス薬が底をついた等の緊急・特例的状況下において、他に
代替措置がない場合に、適切な治療を受けられない邦人に対し在外公館から抗イン
フルエンザウイルス薬を授与等することを検討することとしており、その旨第３章
（３）に記述がある。

2
停留場所の確保について、確保の困難な場合が十分予
想され、船内停留が原則と明記しておくべきではない
か。

船舶での停留も手段の一つとして検討しており、客船の活用についてガイドライン
に記載しているところ。

1
ＰＣＲ検査以外の検査法についての情報も明記すべき

である。
診断検査方法については、専門家による検討を踏まえ、感度・特異度が一定水準程
度あると考えられているＰＣＲ検査で行うことを現段階では考えている。

2

ライフラインに関する原料等の荷揚げについては、検
疫港以外の港においても、感染拡大の防止に配慮しつ
つ荷揚げが可能となるような特別な措置をお願いした
い。

公衆衛生上の観点から、原則検疫港において検疫することとしているところである
が、ライフライン保持の重要性から、ライフラインに影響する場合は、別途協議す
ることとしているところである。
現在、本船に新型インフルエンザを疑う有症者がいた場合も含め、ライフラインに
関係する船舶の取扱いについては、関係機関と対応を調整しているところである。

3

有症者がいる又はその可能性がある船舶に水先人が乗
船しなければならない場合には感染の可能性が高いこ
とから、できる限り水先人乗船前の検疫実施をお願い

したい。

検疫所は、新型インフルエンザ疑いの有症者が乗船している事がわかった船舶につ
いて、水先人への十分な情報提供、船舶に対する感染防止策の指示を行うこととし
ており、水先人には、指示事項(検疫に関するガイドライン（別添））の遵守をお
願いいたしたい。
　水先人乗船前の検疫は困難であることからも、具体的な感染防止策について、事
前に検疫所において防護服の着脱等指導を要請いただければ調整して参りたい。さ
らに検疫所毎の訓練実施の際には水先人も参加いただく等、日頃からの連携をお願
いしたい。

水際対策に関するガイドラインに寄せられた主な御意見とその回答

検疫に関するガイドラインに寄せられた主な御意見とその回答

（別紙２）

No 御意見 回　答



4
検疫強化と燃料のタイムリーな調達とが両立できるよ
うな取り決めとその運用について、必要 低限の時間
で実施されるべき

公衆衛生上の観点から、原則検疫港において検疫することとしているところである
が、ライフライン保持の重要性から、ライフラインに影響する場合は、別途協議す
ることとしているところである。
現在、本船に新型インフルエンザを疑う有症者がいた場合も含め、ライフラインに
関係する船舶の取扱いについては、関係機関と対応を調整しているところである。

5

症状がなくても、一旦、流行が確認された国からの出
入国者には、咽頭ぬぐい液などを使用したスクリーニ
ングにて感染を 大限チェックできる手法を確立す
る。

熱や咳など何らかの健康状態に異状を呈する者は疫学情報等を勘案し隔離措置を実
施することとしている。また、発熱等がなくても、濃厚接触者に対しては停留措置
がとられるほか、その他の同乗者に対しても、健康監視を実施し、都道府県との連
携強化のもと、健康状態に異状を来した場合は、迅速な対応をとることとしてい
る。

No 御意見 回　答

1
学校等や各事業者において「新型インフルエンザ行動
計画」の作成とその進捗状況の報告を義務付けるべ
き。

各事業者においては、事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン
を参考に事業継続計画の策定を促しているところ。
また、学校に対しては、今までも事業継続計画の策定を促してきたところである
が、さらに、新型インフルエンザ対策に関する文部科学省行動計画や上記ガイドラ
イン等を踏まえ、事業継続計画の策定等を促すこととしたい。

2
学校の臨時休業について、学業の遅れ等に対する対応
も明記すべき。

新型インフルエンザ対策に関する文部科学省行動計画において、臨時休業期間が長
期にわたることにより、児童・生徒・学生の就学に支障が生じる場合、文部科学省
から教育委員会や大学等に対し、授業等の履修上の取り扱いについて要請すること
等を記載する方向で検討したい。

3
まん延期における感染症法第４４条の３に基づく外出
自粛の要請等の措置についての記載は削除するべき。

法に基づき要請する場合もあるため、ご意見を踏まえ、文言を修正した。

4
人口密度の少ない地域以外での公共交通機関の自粛要
請等について記載すべきである。

地域封じ込めの実施のための要件を満たさないような都市部における公共交通機関
の運行については、社会機能維持の観点から、適切な感染防止対策を講じつつ、で
きる限り輸送力の確保に努めるよう要請することを検討している。

5
新型インフルエンザ対策における保健所の役割を明確
化すべき。

各都道府県の保健所の役割については、厚生労働省において保健所長会に研究委託
をしているところであり、本研究結果を踏まえ、具体的な役割分担について示した
い。

6
集会の制限については政府・自治体により強制するな
ど、実効性のある方法とするべき。

集会に参加した場合、感染の危険性があることを、十分に国民に啓発していきた
い。

感染拡大防止に関するガイドラインに寄せられた主な御意見とその回答



7
公共交通機関の使用は行政介入により制限すべきであ
る。

国内で新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞが発生した場合の公共交通機関の運行については、社会機能維
持の観点から、適切な感染防止対策を講じつつ、できる限り輸送力の確保に努める
よう事業者へ要請することを検討している。また、感染を回避するため、公共交通
機関の利用を自粛するよう、十分に国民に周知していきたい。

8
学校での休業については、行政の命令とすべきであ
る。

学校の臨時休業は、都道府県からの要請で十分であると考えられる。

9
罰則のない外出禁止令を出せるよう法整備をすべきで
ある。

外出自粛が感染防止のための 善の方策であることについて、十分に国民や企業に
啓発していきたい。

10
県内患者第１例発見だけで学校を休業させるのは、や
り過ぎである。学校の休業中の対応についての考え方
を示すべきである。

専門家等の意見を踏まえ、基本的な考え方を示したものであり、地域の実情に応じ
て学校の休業については判断していただきたい。
休業中の教育については、新型インフルエンザ対策に関する文部科学省行動計画等
において、考え方等を盛り込む方向で検討したい。

11
学校の臨時休業について、私立の学校等に対して指導
できる法整備が必要。また、学校の休業時における共
働き家庭等に対する対策について検討すべき。

学校の臨時休業は、学校の設置者が決定するものである。都道府県は公立・私立を
問わず、要請を行う。
個人、家庭及び地域における新型インフルエンザ対策ガイドラインにおいて、子の
通学する学校等が長期に休校になった場合等には、どのように家庭内で役割を分担
し生活を維持していくか等について、各家庭で検討しておくことが必要である。ま
た、職場においても、学校休業を織り込んだ上で事業継続計画を作成すべきであ
る。

No 御意見 回　答

1
発熱相談センターの対応は電話方式とすることを明記
していただきたい。

ご意見を踏まえ、「電話等により極力対面を避けて」と修正する。

2

慢性疾患等を有する定期受診患者だけでなく社会機能
維持に関わる者についてもファクシミリ等によるによ
り抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんの発行及
び服薬指導等を行うことができるようにすべき。

慢性疾患等を有する定期受診患者については、かかりつけの医師が日頃から患者の
病状等を把握しており、電話による診療が可能な場合もあるが、かかりつけの医師
を持たない者に対する電話による診療は、一度も対面したことがない診療となる等
患者に関する情報が不十分であるため診断が困難であり、かつ、抗インフルエンザ
ウイルス薬を多数の医師から処方してもらう者が出る可能性があるため、原文どお
りとする。

医療体制に関するガイドラインに寄せられた主な御意見とその回答



3

入院の基準について示すとともに、自宅療養にされた
結果、予後不良になった場合に刑事訴追の免除等につ
いて法整備に向けた検討を行うことについて明記して
いただきたい

「入院の基準」については、ガイドライン運用にあたっての課題であり、引き続き
検討する。

4
「電話による処方せんの発行」の内容について具体的
に記載していただきたい

医療機関を受診した患者について、受診した疾患に係る電話による診療、処方せん
の発行等を行う趣旨であるため、文言を修正する。

5

国、都道府県、市、感染症指定病院、協力病院、発熱
相談センターに関して、備蓄薬の配分や、段階別の役
割分担の概要をフローチャートとして図示してほし
い。

ご指摘を踏まえ、対策の概要を示す図を追加する。

6
慢性疾患等を有する定期受診患者について、新型イン
フルエンザかどうかを電話で判断するのは難しいので
はないか。

慢性疾患等を有する定期受診患者については、かかりつけの医師により病状等の把
握がされており、家族歴等を手がかりに新型インフルエンザの診断ができる場合が
あると考えられる。

7

新型インフルエンザ流行時には平時よりも資源不足で
緊縮した医療しか提供できないことを前提とした、病
院運営の指針を策定するよう、ガイドラインに記載し
ていただきたい

新型インフルエンザ流行時における医療機関の診療継続計画については、研究等を
通じて検討をしているところであり、別途、お示しすることとする。

8

新型インフルエンザ患者の入院は総合病院が行い、単
科病院や有床診療所は普段総合病院に入院している人
を受け入れて治療するなどの連携をとる方が実践的で
はないか。

既に病病連携について示しており、今後、地域の特性に応じて検討を進めていただ
くこととしている。

9
新型インフルエンザの治療に携わる医療従事者に万が
一、感染し、死亡する等のことがあった時の手厚い保
障制度をつくるべき。

医療従事者が安心して新型インフルエンザ対策に従事できるよう、感染症指定医療
機関におけるマスクやゴーグルなどの個人防護具の整備への支援や、プレパンデ
ミックワクチンの接種、研修の実施、二次感染防止に係るガイドラインの策定等の
感染リスクに対する支援を進めているところである。また、勤務医が業務上新型イ
ンフルエンザに罹患した際には、労災保険の適用がある。

10
発熱外来や発熱センターでのトリアージ法について、
地域の医師、看護師、保健師等に対して具体的な講習
会を開いてほしい。

ご意見を踏まえ、今後検討してまいりたい。

11
発熱外来における想定外の事態への対処についても考
えておくべき。

行動計画において、医療機関・薬局及びその周辺において、混乱による不測の事態
の防止を図るため、必要に応じた警戒活動等を行うこととしている。



No
御意見 回　答

1
タミフル、リレンザといった抗インフルエンザウイル
ス薬の個人備蓄が出来るようにすべき

抗インフルエンザウイルス薬は罹患想定を踏まえ国全体として十分な備蓄量を確保
することとしている。

2
抗インフルエンザウイルス薬について、企業の備蓄機
能、医療機能、処方機能を国として積極的に利用すべ
き

従来、医療機関及び薬局における備蓄を目的とした同薬の購入は原則行わないよう
指導していたが、昨年12月の厚生労働省からの通知により、今年度の通常のインフ
ルエンザの流行時期終了後、企業内に設置された診療所を含む医療機関、薬局にお
ける備蓄を目的とした購入については、次年度の供給計画に支障を来すことのない
よう、卸売販売業者等と調整したうえで行うことと、考え方が示されたところであ
る。

3
「リレンザは吸入薬のため内服薬と比較して使用しに
くく、また、生産や国内流通が少ない」という記載は
削除いただきたい

リレンザについては、新型インフルエンザウイルスがタミフル耐性を獲得している
可能性もあることから、平成20年度に追加備蓄を行ったところである。表現につい
てはご指摘を踏まえ修正を行うこととする。

4
予防投与の方法など、小児に適用する薬剤の確保を国
が推進していくことを明記すべきである。

小児に対する薬剤投与等の対応方針については、厚生労働省において、ガイドライ
ンと別途周知する予定である。

5
タミフルを摂取し、何らかの健康被害が起こったとき
の補償制度を作るべき

医薬品等による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基
づく医薬品副作用被害救済制度により救済給付を行っている。
新型インフルエンザ発生時にタミフルを使用し健康被害を受けた場合には、その使
用が薬事法の承認を受けた適応の範囲内であるなど適正な使用と認められるか、健
康被害との因果関係が認められるか等医学的、薬学的な事項について薬事・食品衛
生審議会の意見を聴いて判定を行い、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が救済
給付の決定を行うこととしている。

No
御意見 回　答

1
新型インフルエンザの流行による社会・経済的な損失
を提示すべき

社会・経済的な損失を試算については、参考資料において民間機関の算定例等を示
している。

2

欠勤率２０％から４０％との平均の想定が示されてい
るが、特定の職場に感染者が集中する可能性も高いこ
となどの注意点を併記して欲しい

ご指摘を踏まえ、記載を修正した。

事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドラインに寄せられた主な御意見とその回答

抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドラインに寄せられた主な御意見とその回答



3
罹患時の症状について、詳細に記載して欲しい。特に
潜伏期間にも感染の可能性がある点について明示すべ
き

今後の科学的知見の蓄積等を踏まえ、必要に応じ、Ｑ＆Ａ等で対応していきたい。

4
個別の場面（業態別、日常生活など）に対応した感染
リスクやその低減方法について記載して欲しい

想定される場面が多様であるため、今後、要望が多いものについては必要に応じて
Q&A等で対応していきたい。

5
医療現場以外は空気感染の心配はないという記載は、
一般の事業者に誤解を招く表現ではないか

ご意見を踏まえ、文言の修正を行った。

6

発症者の外出自粛のみでなく、家族が発症した者も濃
厚接触者として外出自粛にすべきではないか

感染症法において発症者及び感染が疑われる者に対して外出自粛要請がなされる
が、ご指摘を踏まえ、同居者等濃厚接触の可能性が高いと判断される者について
は、保健所から外出自粛等を要請される場合があることを記載した。

7
事業所が事業を自粛した場合に生じる損失に対する補
償について記載して欲しい

事業者が自粛したことに対して、国が個別に補償することは想定していない。

8
企業の安全配慮義務について明確化して欲しい

労働契約上の付随義務とされる安全配慮義務に基づき事業者が講ずべき措置につい
ては、具体的な事情に応じて必要な配慮をすることが求められるものであり、個別
具体的な状況に応じて判断される必要があると考えているが、各事業所において
は、本ガイドラインを参考に必要な感染防止策を講じていただきたい。

9
社会機能の維持に関わる者が職責を全うすることで罹
患、死亡した場合の補償について明示して欲しい

社会機能の維持に関わる事業者に対しては、新型インフルエンザ発生後、感染リス
クがある中で社会的使命や職責を果たすことが求められることから、プレパンデ
ミックワクチンの接種やパンデミックワクチンの先行的な接種をすることとしてい
る。また、労働者が業務上新型インフルエンザに罹患した際には、労災保険の適用
がある。

10
従業員の安否確認について、何をすべきか方法等を具
体的に記載して欲しい

ご意見を踏まえ、確認内容についての例（発熱の有無や発症者との接触可能性）を
追記するとともに「従業員の健康状態の確認等」という表題とした。

11 個別の感染予防策（消毒、入場制限の方法、保護具の
取り扱い等）について、より分かりやすくして欲しい

ご指摘を踏まえ、可能な範囲で記載を修正した。

12
発生時の医療体制について、より具体的に説明して欲
しい。（例：発熱相談センターへの連絡や搬送方法等
について）

ご意見を踏まえ、発生時の医療体制については、「医療体制ガイドライン」を参照
する旨を追記した。

13
政府は、事業者が事業縮小・休止、又は再開するタイ
ミングを示して欲しい。特に小康期に以降するタイミ
ングは必要である。

事業者の業務縮小や感染防止策の開始、業務再開の時期の目安となる新型インフル
エンザの発生段階（前段階（未発生期）、第一段階（海外発生期）、第二段階（国
内発生早期）、第三段階（感染拡大期・まん延期・回復期）、第四段階（小康
期））の各段階の移行について、国が判断し、周知することとしている。



14

不特定多数の者が集まる場や機会を提供している事業
者として、自粛要請される可能性のある業態につい
て、具体的に明示して欲しい

国としては、感染拡大防止の観点から、社会機能の維持に関わる事業以外の事業に
ついては、可能な限り縮小していただくことが望ましいと考えている。その中で、
不特定多数の者が集まる場や機会を提供している事業者として、特に自粛が要請さ
れる可能性のある事業者の例をガイドラインに示しているところであるが、そのほ
かにも、地方自治体の判断で自粛が要請される事業者もある。

15
地方の行政機関が維持すべき必要 小限の行政手続や
機能の維持について、具体的に方針を示すべき

各省庁における業務継続計画を今後策定することとしており、こうした計画を参考
に、地方自治体に対して、業務継続計画の策定を求めていくこととしている。

16
プレパンデミックワクチンを打った者でも発病のリス
クが抜本的に下がるとは限らないことを留意点を記載
すべき

ご意見を踏まえ、文言の修正を行った。

17
事業所で着用が推奨されるマスクについて、明記すべ
き。N95など高機能のマスクの使用を推奨すべきではな
いか

専門家の意見を踏まえて、事業所で使用するマスクの考え方について示した。

18

公共交通機関を利用する限り、ヒト－ヒト間で２ｍの
距離の確保は困難であり、記述内容に矛盾があるので
はないか。

感染拡大防止の観点からは、できる限り対人距離をとることが望ましく、国民に対
し、感染を回避するため、通勤方法の見直しや不要不急の外出自粛の徹底など、社
会全体として旅客需要の低減を図っていく必要があると考えている。

19
従業員が国内発生の早期段階で濃厚接触者と判断さ
れ、自宅待機を要請された場合の詳細を記載すべき

ご指摘を踏まえて、加筆・修正した。

No
御意見 回　答

1 在宅介護の継続について具体案を示してほしい。
各市区町村において、新型インフルエンザの流行により孤立化し、生活に支障を来
す恐れがある高齢者世帯、障害者世帯等の把握に努め、発生後速やかに必要な支援
が行えるよう促したい。

2 食料品の備蓄量を具体的に明示すべきである。
農林水産省において、現在、個人で備蓄すべき食料品の量等の目安を示す資料を作
成しているところ。

個人、家庭及び地域における新型インフルエンザ対策ガイドラインに
寄せられた主な御意見とその回答



3
「個人での備品物品の例」の食料品の例の中に、「ビ
タミンB1及びビタミンCを含有する総合ビタミン錠」及
び「サラダ油」を追加すべきである。

「個人での備品物品の例」の食料品の例については、専門家の意見を踏まえ、例示
的に示したものであり、その他の食料品については、個人の判断により備蓄された
い。なお、｢サラダ油｣は、既に記載されている｢各種調味料｣に含まれている。

4
日持ちする商品は、多めに在庫させるよう、小売店に
も協力依頼していただきたい

パンデミック時に想定される需要動向等を考慮し、小売業界とも相談しつつ、今後
の対応方向について検討してまいりたい。

5
新型インフルエンザ発生後、１回・１世帯当たりの物
品の購入数を制限するよう小売店に指導し、そのこと
について一般市民に事前に周知すべきである。

食料品・生活必需品等の製造・販売事業者については、新型インフルエンザ発生時
においても事業の継続を要請する方針である。一方で流通、物流の停滞等により食
料品、生活必需品等の入手が困難になる可能性もあり、小売業者に対しては、一人
当たり販売量を工夫するなど、消費者による買いだめ、買い急ぎ行為に適切に対応
するよう要請してまいりたい。

6
社会的弱者の支援の計画を、しっかりと作るべきであ
る。

各市区町村において、新型インフルエンザの流行により孤立化し、生活に支障を来
す恐れがある高齢者世帯、障害者世帯等の把握に努め、発生後速やかに必要な支援
を行えるよう、厚生労働省において地方自治体の意見を聞きつつ、検討を進めるこ
ととしている。

7

相当な件数の問い合わせがあることを想定し、発熱相
談窓口の体制確保をすることが重要ではないか。ま
た、事前に綿密な打合せや訓練を行っておく必要があ
るのではないか。

ご意見を踏まえ、今後、発熱相談窓口における効率的な運用のあり方について、検
討してまいりたい。

8
国の行動計画案の段階区分（感染拡大期、まん延期、
回復期）に沿って、行動計画案と整合した記述とすべ
きである。

ご指摘を踏まえ、表現を追加する。

9
対策を通して、保健所が住民からの相談には十分に応
ずることができない事態は想定されていないのではな
いか。

ご意見を踏まえ、今後、相談窓口における情報提供のあり方について、検討をして
まいりたい。

No 御意見 回　答

1
新型インフルエンザ関連情報の発信をメディアの義務
とすべき。また、備蓄推進のTVCMを流すなど民間メ
ディアの活用方法について検討すべき。

国において必要な情報提供を行うとともに、発生前からメディアとの情報共有を行
うなど相互理解の下で的確な情報提供を進めることとする。民間メディアとの協力
は可能な限り図っていくこととしている。

2 相談受付関連の用語について整理をすべき 意見を踏まえ修正する。

情報提供・共有（リスクコミュニケーション）に関するガイドラインに
寄せられた主な御意見とその回答



3
広報予算を確保し、具体的な感染予防方法や自宅療
養、食料品・生活必需品等の備蓄にういて、全国一律
の啓発を行うべきである。

新型インフルエンザ対策は、国民ひとりひとりが新型インフルエンザに関する正し
い知識を得て、行動することが重要であり、今後とも普及啓発を強化してまいりた
い。

4
必要な情報が一元的に得られるポータルホームページ
の整備すべき

厚生労働省等関係省庁のホームページに必要な情報を掲載しているところである
が、今後とも情報提供体制の充実を図ってまいりたい。

5 市区町村レベルの情報収集体制整備を行うべき。 地方自治体と相互に連携しながら情報提供を行うこととしている。

No 御意見 回　答

1

埋火葬における市区町村と都道府県の役割を明確にし
て欲しい。また、各地域の事情や住民の状況などを詳
しく把握しているのは市区町村をガイドライン（案）
における各項目の実施主体にすべきではないか。

  ガイドラインにおいては、市区町村が、域内における火葬の適切な実施を図り、
個別の埋火葬に係る対応及び遺体の保存対策等を講ずる主体的な役割を担い、都道
府県は、市区町村の行う個別の埋火葬に係る対応及び遺体の保存対策等について物
資や情報の面などでを広域的な視点から支援・調整する役割を担うこととしてい
る。

2

新型インフルエンザで死亡された遺体の取り扱い及び
搬送についての具体的業務内容等について、国・地方
自治体がどのようにこれらの事業者に対して、指導・
講習・研修等を行い、かつ周知徹底を図られるのか、
また、どのような形で指示がなされるのか明記してい
ただきたい。

関係省庁において、地方自治体の協力を得ながら関係業者に対し普及啓発を行うこ
ととしている。

埋火葬の円滑な実施に関するガイドラインに寄せられた主な御意見とその回答



3

埋火葬について本件行動計画（改定案）では主に火葬
場経営者を市区町村として記述されている。しかしな
がら東京都内、特に人口7割の集中部である23区では火
葬場9施設の内7施設が当社を含む民間企業2社の経営で
あるがためにこの現状を踏まえた行政当局と民間火葬
場経営者との密接な協力体制の構築が急務であると判
断している。
　しかるに民間火葬場は民間企業である為に社会機能
維持事業者（重要業務）でありながら具体的対策検討
に加わる事が出来無く憂慮しているが、自主的な対策
案を急ぎ策定している中、不明瞭な点を下記お尋ねし
たい。
①第一段階よりの警戒態勢が必要ではないか（平時よ
り大量火葬中の為）
②柩又は、板との記述があるが焼骨収納容器は誰が準
備するのか
③戸籍課との調整とあるが火葬許可書様式はいかに統
一されるのか
④搬送事業者との協定とあるが搬送事業者とは誰か
⑤火葬炉を可能な限り稼働とあるがどの程度を想定し
ているのか
⑥24時間以内の火葬が出来るとあるが誰が同時間内の
火葬を求め誰がこれを許可するのか又、遺族が長期安
置を望む場合の対応方法はいかに
⑦遺体袋のまま火葬に努めるとあるが遺族が開封を望
む場合制限可能か
⑧外出制限下新型インフルエンザ以外の死因遺体に関
して遺族が葬儀施行を望む場合（不特定多数の会葬者
が集まる）いかように対応したらよいのか。又、汚染
遺体火葬との分別はどの様に行うのか。

①について　御提案の警戒態勢の内容が明確でないが、ガイドラインにおいては、
未発生期（前段階）からまん延期に備えた対応を示しているところである。

②について　基本的には焼骨収納容器は、各事業者で準備していただきたい。

③について　平時と同様に墓地、埋葬等に関する法律施行規則で定められた様式を
使用すると考えている。

④について　「遺体搬送業者」とは、ある地点から別の地点まで遺体を運ぶことを
行う業と考えている。遺体の搬送業務を行うことを業とする者又は団体と想定して
おり、「霊柩自動車運送事業者」のみを指すものではない。
⑤について　遺体の保存状況並びに火葬及び遺体搬送に従事することが可能な人員
数等を総合的に考慮し、判断されるものと考えている。

⑥から⑧について　新型インフルエンザに感染した遺体の24時間以内の火葬は市町
村長が許可する。なお、許可申請者については限定されていない。新型インフルエ
ンザに感染した遺体の埋火葬に当たっては、感染拡大防止の観点から一定の制約が
課されることとなるが、地域の葬送文化や宗教的感情にも配慮することも必要であ
り、具体的な方法は、ご意見を踏まえ検討する。

4
対策に使用した個人防護具の処分方法について教示い
ただきたい。

事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドラインにおいて、個人防護具
の廃棄方法については示しているところ。なお、製品の添付文書にも留意された
い。

5
死亡診断書には「新型インフルエンザによる死亡」
等、病名が明確に記載されるのか。

基本的に、「医師が新型インフルエンザに感染し、それが原因で死亡した」と診断
できた場合には、死亡診断書に新型インフルエンザの病名が記載されるものと考え
ている。

6

新型インフルエンザで死亡された遺体の非透過性納体
袋への収納は、医師あるいは看護師が行うこととする
指導が徹底されることが重要ではないか。

遺体の収納を行う者を特定することは考えていないが、個々の医療機関等と相談し
ていただきたい。



7

遺体搬送従事者が搬送業務等に従事したことが原因
で、新型インフルエンザに感染・死亡したことが証明
された場合の補償等の取り扱いについて、予め検討し
ていただきたい。

労働者である遺体搬送従事者が業務上新型インフルエンザに感染・死亡した際に
は、労災保険の適用がある。

8
遺体搬送業者が遺体を搬送する際に、その遺体が感染
症に感染した遺体であるかどうか、知った上で搬送業
務が行えるよう配慮いただきたい。

遺体搬送業者に対する必要な情報提供のあり方について、ご意見を踏まえて修正す
る。
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