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感染症に関する法政策と人権
－ 新型インフルエンザを中心に －

同志社大学 法学部　教授　川本哲郎

 　1. はじめに

　2014 年の夏に、西アフリカでエボラ出血熱が
流行しました。エボラ出血熱とは、人獣共通感染
症、つまり、人間に伝染する動物感染症のことで
あり、宿主としてはコウモリが有力視されていま
す (1)。また、特効薬や予防注射がなく、致死率が
高いのが特徴です。空気感染はなく、接触感染の
ため、感染率は低く、その潜伏期間は最長 21日
とされています。

　アメリカ合衆国では、2014 年の秋に、西アフ
リカでエボラ出血熱の医療支援に当たった後に帰
国した看護師に対して、居住地のメーン州が 21
日間の自宅待機を求めたため、看護師は裁判所に
訴えました。これに対して、裁判所は、発症の徴
候がないとして、看護師の自由な外出を容認する
決定を下しました。このときの看護師の要求は、
「自分は健康であり、感染の徴候もないので、外
出禁止は人権侵害である」というものでした。
　2015 年の夏には、韓国でMERS（中東呼吸器
症候群）が流行しました。MERS とは、2012 年
に確認されたウイルス性感染症のことで、飛沫感
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染し、感染力はインフルエンザよりも弱いのです
が、致死率は高くなっています。6月中旬の時点
で、韓国では、感染者が 150 名を超え、死者も
19 人に達しています。休講措置をとった学校も
多く、隔離対象者も数千人に登っているという状
況です。

　我が国の状況を見ても、たとえば、2009 年の
新型インフルエンザ流行の際には、カナダに修学
旅行に行った高校生が罹患したことから、高校に
対する非難が起きましたし、航空機の中で、患者
の周囲に座っていた人たちに対する外出自粛が要
請されました。1996 年に大阪府堺市で発生した
O157 に関しては、堺市の住民が旅行した際に
宿泊を断られたことが報告されています。また、
2009 年には、医療関係者や行政関係者の方々が、
新型インフルエンザの治療について、その遅れや
不平等性を国民から非難されるという事態が生じ
ました。
　このように、感染症に対する防止策を立てると
きには、患者を中心とした関係者の人権が侵害さ
れるおそれがあります。そのことについて、以下
では詳しくみていきたいと思います。

 　2. 感染症防止の法政策 (2)

　2009 年の新型インフルエンザのパンデミック
の際には、様々な政策が採用されましたが、国民
の人権侵害という観点から、重要なものを取り上
げると、第 1に、学校閉鎖という問題があります。

　大学の学生寮で新型インフルエンザが蔓延した
場合には、外出制限や隔離などの措置が取られる
ことになります。そして、それ以外にも、様々な
形で、自由の制限される事態が生じます。たしか
に、学校閉鎖を延長することによって、感染爆発
の規模を13-17％縮小できるとする研究結果があ
ります。また、このことによって、ワクチンを製
造するまでの時間をかせぐことができるという利
点も存在します。しかし、2009 年には、学校閉
鎖の基準の明確化を求める声が地方自治体から上
がりました。また、その効果についても、外国で
は異論も見られます。さらに、学校閉鎖が行われ
る際の弊害も取り上げられています。学校が 12
週間閉鎖されれば、GDP は 6％減少するとの意
見があります。働いている親たちは、自己の休業
に加えて、子どもに対して、別の保育手段を考え
なければならなくなる、というわけです。そして、
学校の従業員の休職に関しては、労働契約の内容
次第では、休業補償が問題となります。
　何よりも大きいのは、学校を閉鎖すれば、教育
機関としては、その間の教育をどのように行うの
かという問題に直面することです。学校閉鎖が数
日ならば、それ程大きな問題にはなりませんが、
数週間以上ということになると、補講やインター
ネットによる教育などの対策が必要になります。
　アメリカ合衆国では、これについての議論が行
われていますが、我が国では、そのような動きは
ほとんど見られません。危機管理対策が甘いとし
か言いようのない状況です。国と学校関係者によ
る早急な検討が必要であると思われます。
　第 2は、医療従事者に対するケアです。医療
従事者が診療で感染して重症化したり、休業せざ
るを得なかったりした場合に、その補償はどうな
るのでしょうか。この問題も、2009 年のパンデ
ミックの後に行われた報道機関によるアンケート
で明らかになったことです。医療従事者の診察時
の二次感染や、自己の医療施設において診察を受
けている他の患者への感染防止、さらに、医療機
関内に感染者が立ち入ったことによる休業ないし
患者の減少といった諸問題が解決されない限り、
医療現場での混乱は回避できないと思われます。
　とくに、医療従事者に対する補償は重要な課題
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でしょう。実際に、医療従事者からは、「もし新
型インフルエンザが高致死率で、厳戒期が長期に
わたり、感染への補償など医療従事者保護に何の
配慮もなければ、医療従事者は燃えつきるか欠勤
せざるを得なくなり、医療システムは機能不全に
陥るのではなかろうか」(3) という不安も表明され
ています。
　第 3は、ワクチンの優先順位です。これが明
確でなければ、国民は大きな不平等感を味わうこ
とになります。
　2009 年のパンデミック時には、アメリカ合衆
国とイギリスの案が示された後で、政府も素案を
発表しましたが、アメリカ合衆国は感染拡大の防
止に重点を置いているのに対して、イギリスは重
病と死亡とを防止することに主眼を置いている
ために、基準に違いが生じました。これをどの
ように解決するかは非常に悩ましい問題であり、
2012 年に制定された新型インフルエンザ等対策
特別措置法のガイドラインでは、①基礎疾患を有
する者と妊婦（ハイリスク者）、②小児、③成人・
若年者、④高齢者で重症化リスクの高い者、と
いう 4群に分類することは提示されていますが、
最終的な案は示されていません。
　ガイドラインでは、「接種順位については、新

型インフルエンザによる重
症化、死亡を可能な限り抑
えることに重点を置いた考
え方を原則とするが、我が
国の将来を守ることに重点
を置いた考え方や、これら
の考え方を併せた考え方も
あることから、こうした考
え方を踏まえ判断するべき
である」とされて、3種類
の案が提示されているだけ
です。
　したがって、この問題に
ついても、早急に議論を開
始すべきでしょう。実際に、
2009 年には、医師が受験
生の孫にワクチンを接種し
たことや、大学受験の浪人

生と現役高校生の扱いに差が生じたことなどが報
道され、国民の中には、優先順位の決定に不信を
抱いた者も出たのですから、今から、有事に備え
ておくべきだと思われます。
　その他にも、医師の応召義務の問題や、予防接
種の副作用による被害の救済、風評被害、精神科
病院や刑事施設などの閉鎖施設の問題など、パン
デミックの際に考えておかなければならない問
題は山積しています。(4)   一応、2012 年に新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法が成立し、その 1
年後にガイドラインが制定されたとはいえ、これ
らの諸問題への十分な対策を準備することを急ぐ
べきでしょう。

 　3. 感染症と人権 (5)

　感染症のパンデミックの際の法政策の立案・実
行については、前章で述べたように、国民の人権
に配慮することが要求されているのですが、次に、
感染症予防法や新型インフルエンザ等対策特別措
置法において、どのような人権が制限されている
のか、そして、人権侵害防止のために、どのよう
な配慮がされているのかを見てみましょう。
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出典：内閣府のホームページ

　人権とは、人間の権利であり、自由権や参政権、
社会権などがあります。2009 年の新型インフル
エンザのパンデミックのときに、イギリス政府が
公表した文書では、国民の権利に関して、とくに、
患者の自己決定権と情報提供、平等の重要性が指
摘されていました。パンデミックの際には、強制
的に入院や隔離、外出禁止などが命じられるので、
国民の自由が制限されることになるからです。
　たとえば、感染症予防法は、感染症の蔓延を防
止するために、国民の自由を制限する強制的介入
として、健康診断、就業制限と入院勧告および強
制入院を定めており、就業禁止違反については、
罰則（77 条［50 万円以下の罰金］）が規定され
ています。
　健康診断について、感染症予防法 17条は、感
染症のまん延を防止するため必要があると認める
ときは、当該感染症にかかっていると疑うに足り
る正当な理由のある者に対し、医師の健康診断を
受けることを勧告し、勧告に従わないときは、健
康診断を行わせることができる、と定めています。
就業制限について、同法 18条は、以下のように
規定しています。「都道府県知事は、1類感染症
の患者及び 2類感染症、3類感染症又は新型イン
フルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有
者」について、医師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
又はその保護者に対し、当
該届出の内容その他の・・・
事項を書面により通知する
ことができる」、と定め、
さらに、「通知を受けた場
合には、感染症を公衆にま
ん延させるおそれがある業
務として感染症ごとに厚生
労働省令で定める業務に、
そのおそれがなくなるまで
の期間として感染症ごとに
厚生労働省令で定める期間
従事してはならない」とし
ています。

　具体的な業務としては、飲食物の製造、販売、
調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
及び他者の身体に直接接触する業務や、接客業そ
の他の多数の者に接触する業務が挙げられており
（感染症予防法施行規則 11条 2項）、期間として
は、「病原体を保有しなくなるまでの期間」とさ
れていますが、重症急性呼吸器症候群及び鳥イン
フルエンザ（H5N1）については、「病原体を保
有しなくなるまでの期間又はその症状が消失する
までの期間」（同 11条 3項）とされています。
　最後の強制入院について、入院勧告を行う場合
には、「当該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、その理解を得るように努
めなければならない」（感染症予防法 19条 2項）
のですが、「勧告を受けた者が当該勧告に従わな
いときは」、患者を入院させることができる、と
しています（19 条 3 項）。そして、入院の期間
は 72時間を超えてはならないとされていますが
（19 条 4 項）、10 日間の延長と再延長が可能で
す（20条 2項、4項）。
　また、2012 年に制定された新型インフルエン
ザ等対策特別措置法 45条 2項は、パンデミック
のときに、「・・・学校、社会福祉施設、興行場
その他の政令で定める多数の者が利用する施設を
管理する者又は当該施設を使用して催物を開催す
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る者に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止
又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で
定める措置を講ずるよう要請することができる」
と規定し、3項では、「・・・正当な理由がない
のに・・・要請に応じないときは、・・・知事は、
新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の
生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民
経済の混乱を回避するため特に必要があると認め
るときに限り、・・・措置を講ずべきことを指示
することができる」としています。
　このように国民の自由を制限することが認めら
れる根拠は、患者本人の治療と感染（他人に対す
る危害）防止ということに求められるのですが、
強制的介入は、患者の人権を侵害するものになる
ことがあるので、人権侵害防止のための方策が
必要となります。第１に挙げられるのは、「最小
限度の措置の原則」です。感染症予防法 2条は、
法の基本理念として、「国及び地方公共団体が講
ずる施策は、・・・患者等・・・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」を掲
げており、健康診断、就業制限、強制入院の措置
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」（同法 22条の 2）としています。
　第２は、国民に対する聴聞・告知という手続で
す。国民の意思に反する入院などは不利益処分で
すから、国民に対して、告知と聴聞を行い、不服
申し立てを認めるという制度が必要になるので
す。それを審議する機関として、地方自治体には、
感染症審査協議会が設置されています（同法 24
条）。
　次に、患者の自己決定権が大事であるのは言う
までもありませんが、現在では、患者の自己決定
＝意思が、本当に、合理的であるのか、真意に基
づくものであるのかが問われるようになっていま
す。十分な情報を得て、合理的決定を下す訓練を
受けた者が、冷静な状態で意思決定を行った場合
はともかく、一般には、この問題について、判定
を下すのは簡単なことではありません。したがっ
て、今後も議論の動向を注視する必要があると思

います。
　それ以外にも、患者の氏名公表が妥当かどうか
というプライバシーの問題や、高齢者や障害者の
方などへの配慮、多剤耐性菌の問題などがありま
すが、最後に、人権侵害を防止するためのコミュ
ニケーションの重要性を取り上げてみたいと思い
ます。様々な場面でコミュニケーションが効果的
に図られることが、延いては、国民の人権侵害防
止に役立つからです。
　これからの感染症予防対策にとって重要なの
は、関係機関等の連携です。医療の現場でも、随
分以前から、チーム医療が中心的な役割を果たす
ようになっていますので、チーム内での良好なコ
ミュニケーションが大事なのは言うまでもありま
せん。さらに、関係機関の連携も必要です。国や
地方自治体（都道府県と市町村、保健所）という
行政機関と、病院・診療所などの医療機関、マス
コミなどの報道機関が連携して、感染症予防に当
たることが重要になると思います。我が国におけ
る「縦割りの弊害」は以前から指摘されているこ
とですが、感染症の予防に当たっては、これを克
服することが大きな課題になります。実際に、そ
のことを考慮して、新型インフルエンザ等対策特
別措置法は、厚生労働省ではなく、内閣府の管轄
となっています。そして、様々な分野で「連携の
重要性」は語られているのですが、これまでの経
緯を見ると、「言うは易く、行うは難し」です。
　効果的な連携を実現するためには、その方策を
検討する必要があるのかもしれません。
　最後に、今後の課題として、既に取り上げたも
のもありますが、2012 年 4月の新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法案に対する参議院内閣委員
会の附帯決議の中から、本稿に関するものを紹介
しておきたいと思います。
　それらは、①患者のプライバシーへの配慮、②
風評被害の防止、③透明性の確保された手続の制
定、④予防接種の優先順位の設定、⑤不服申し立
て制度の整備、⑤社会的弱者への配慮、です。先
に述べたように、この法律については、成立後に
1年間をかけて、有識者会議において検討を行
い、ガイドラインが作成されたのですが、上記の
ものについての取り組みは不十分なままです。や
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はり、感染症については、まず最初に、感染症の
蔓延を防止し、感染者に対して適切な治療を行う
ことが優先されるため、国民の人権保護という問
題は、どうしても後回しになってしまうのだと思
います。しかし、このような事態において国民の
人権が守られているかどうかを見れば、その国の
人権保障のレベルが分かるのです。その点で、こ
の問題は、我が国の人権感覚をはかる試金石であ
り、関係者の一層の努力が要請されると思ってい
ます。

 　4. おわりに

　これまでに、感染症に関する法政策と人権に関
する諸問題を見てきました。法律の世界では、こ
の問題を専門に研究している者が少ない、という
のが現状です。
　行政に目を転じると、既に触れたとおり、新型
インフルエンザ等対策特別措置法については、内
閣府がガイドラインを作成し、それに基づいて地
方自治体が地域ごとのガイドラインを作成すると
いう体制になっています。したがって、国の意思
が、どれだけ正確に地方自治体に伝わっているか
を検証する必要があります。実際に、感染症のパ
ンデミックが起きたときに、その予防と治療にあ
たるのは、市町村の保健所と病院等の治療機関で
あり、国民の不満が直接ぶつけられるのは、これ
らの機関です。したがって、これらの間のコミュ
ニケーションが適切に図られるかどうかが極めて
重要な課題になると思います。「法律とは紛争解
決の手段である」と言われますが、紛争を引き起
こすのがコミュニケーションの不足というのは、
よく見られることです。説明が不適切・不十分な
場合や、あるいは、聞き手の理解が足りない場合
には、紛争になることが多く、そのときには、法
律の出番ということになるのです。もっとも、法
律さえ有れば紛争が解決するということにはなり
ません。法の適切な運用がなければ、法の効果は
十分に発揮されないからです。関係者が法を適切
に理解し、適用することが大事なのです。感染症
パンデミックの際の人権侵害を防止するために
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は、それに向けての努力と教育・広報を、さらに
促進することが必要でしょう。
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