
改   正   後  現     行 

第１～４（現行のとおり） 

 

第５ 事業の実施 

１ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１の

７５、８５及び８６に掲げるもの）、新型インフルエンザ等感染症及び指定

感染症 

（１）調査単位及び実施方法 

ア 診断した医師 

一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１

の７５、８５及び８６に掲げるもの）、新型インフルエンザ等感染症及び指

定感染症を「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第12

条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」（平成18年3月8日

付健感発第0308001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知、令和2年2月3日

最終改正。以下「届出基準」という。）に基づき診断した場合は、本要綱の

別記様式８から９、及び１１から７５を用いて、直ちに最寄りの保健所に届

出を行う。 

イ、ウ （現行のとおり） 

 ２～６（現行のとおり） 

 

附 則 

（現行のとおり） 

 

 附 則 

この実施要綱は、令和２年２月３日から施行する。 

 

 

第１～４（略） 

 

第５ 事業の実施 

１ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１の

７５、８５及び８６に掲げるもの）、新型インフルエンザ等感染症及び指定

感染症 

（１）調査単位及び実施方法 

ア 診断した医師 

一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１

の７５、８５及び８６に掲げるもの）、新型インフルエンザ等感染症及び指

定感染症を「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第12

条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」（平成18年3月8日

付健感発第0308001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知、平成31年2月21

日最終改正。以下「届出基準」という。）に基づき診断した場合は、本要綱

の別記様式８から９、及び１１から７４を用いて、直ちに最寄りの保健所に

届出を行う。 

イ、ウ （略） 

 ２～６（略） 

 

附 則 

（略） 

 

 

 

 

 

東京都感染症発生動向調査事業実施要綱新旧対照表 



 

別表１ 

 １ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症及び指定感染症 

 

 

（削除） 

 

 

 ２～５ （現行のとおり） 

 

別表２～３ （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 

 １ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症及び指定感染症 

 

 

 

 

 

※令和元年12月4日現在、政令に基づく指定感染症なし。 

 

 

 ２～５ （略） 

 

別表２～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患　者
疑似症
患　者

無症状
病原体
保有者

届　出
種　別

時　期

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータ
コロナウイルス属のコロナウイルス（令和２
年１月に、中華人民共和国から世界保健機関
に対して、人に伝染する能力を有することが
新たに報告されたものに限る。）であるもの
に限る。）

〇 〇 〇 全数 直ちに指定感染症

疾　　患　　名

届 出 対 象 者 届 出 方 法



別記様式一覧  

 

別記様式一覧 

 

番号 件名等

別記様式１ 感染症発生動向調査病原体定点検査票

別記様式２ 五類感染症（定点把握対象）小児科患者定点報告票

別記様式３ 五類感染症（定点把握対象）インフルエンザ患者定点報告票

別記様式４ 五類感染症（定点把握対象）眼科患者定点報告票

別記様式５ 五類感染症（定点把握対象）性感染症患者定点報告票

別記様式６－１、６－２ 五類感染症（定点把握対象）基幹患者定点報告票（週報告分）

別記様式７ 五類感染症（定点把握対象）基幹患者定点報告票（月報告分）

別記様式８ 麻しん発生届

別記様式９ 結核発生届

別記様式１０ 梅毒発生届

別記様式１１ 風しん発生届

別記様式１２ エボラ出血熱発生届

別記様式１３ クリミア・コンゴ出血熱発生届

別記様式１４ 痘そう発生届

別記様式１５ 南米出血熱発生届

別記様式１６ ペスト発生届

別記様式１７ マールブルグ病発生届

別記様式１８ ラッサ熱発生届

別記様式１９ 急性灰白髄炎発生届

別記様式２０ ジフテリア発生届

別記様式一覧表

番号 件名等

別記様式１ 感染症発生動向調査病原体定点検査票

別記様式２ 五類感染症（定点把握対象）小児科患者定点報告票

別記様式３ 五類感染症（定点把握対象）インフルエンザ患者定点報告票

別記様式４ 五類感染症（定点把握対象）眼科患者定点報告票

別記様式５ 五類感染症（定点把握対象）性感染症患者定点報告票

別記様式６－１、６－２ 五類感染症（定点把握対象）基幹患者定点報告票（週報告分）

別記様式７ 五類感染症（定点把握対象）基幹患者定点報告票（月報告分）

別記様式８ 麻しん発生届

別記様式９ 結核発生届

別記様式１０ 梅毒発生届

別記様式１１ 風しん発生届

別記様式１２ エボラ出血熱発生届

別記様式１３ クリミア・コンゴ出血熱発生届

別記様式１４ 痘そう発生届

別記様式１５ 南米出血熱発生届

別記様式１６ ペスト発生届

別記様式１７ マールブルグ病発生届

別記様式１８ ラッサ熱発生届

別記様式１９ 急性灰白髄炎発生届

別記様式２０ ジフテリア発生届

別記様式一覧表



 

 

 

別記様式４１ コクシジオイデス症発生届

別記様式４２ サル痘発生届

別記様式４３ ジカウイルス感染症発生届

別記様式４４
重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属ＳＦＴＳウイル
スであるものに限る。）発生届

別記様式４５ 腎症候性出血熱（HFRS）発生届

別記様式４６ 西部ウマ脳炎発生届

別記様式４７ ダニ媒介脳炎発生届

別記様式４８ 炭疽発生届

別記様式４９ チクングニア熱発生届

別記様式５０ つつが虫病発生届

別記様式５１ デング熱発生届

別記様式５２ 東部ウマ脳炎発生届

別記様式５３
鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。）発生
届

別記様式５４ ニパウイルス感染症発生届

別記様式５５ 日本紅斑熱発生届

別記様式５６ 日本脳炎発生届

別記様式５７ ハンタウイルス肺症候群（HPS）発生届

別記様式５８ Ｂウイルス病発生届

別記様式５９ 鼻疽発生届

別記様式６０ ブルセラ症発生届

別記様式４１ コクシジオイデス症発生届

別記様式４２ サル痘発生届

別記様式４３ ジカウイルス感染症発生届

別記様式４４
重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属ＳＦＴＳウイル
スであるものに限る。）発生届

別記様式４５ 腎症候性出血熱（HFRS）発生届

別記様式４６ 西部ウマ脳炎発生届

別記様式４７ ダニ媒介脳炎発生届

別記様式４８ 炭疽発生届

別記様式４９ チクングニア熱発生届

別記様式５０ つつが虫病発生届

別記様式５１ デング熱発生届

別記様式５２ 東部ウマ脳炎発生届

別記様式５３
鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。）発生
届

別記様式５４ ニパウイルス感染症発生届

別記様式５５ 日本紅斑熱発生届

別記様式５６ 日本脳炎発生届

別記様式５７ ハンタウイルス肺症候群（HPS）発生届

別記様式５８ Ｂウイルス病発生届

別記様式５９ 鼻疽発生届

別記様式６０ ブルセラ症発生届



 
 

 

別記様式１～７４ （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式１～７４ （略） 

 

 

別記様式６１ ベネズエラウマ脳炎発生届

別記様式６２ ヘンドラウイルス感染症発生届

別記様式６３ 発しんチフス発生届

別記様式６４ ボツリヌス症発生届

別記様式６５ マラリア発生届

別記様式６６ 野兎病発生届

別記様式６７ ライム病発生届

別記様式６８ リッサウイルス感染症発生届

別記様式６９ リフトバレー熱発生届

別記様式７０ 類鼻疽発生届

別記様式７１ レジオネラ症発生届

別記様式７２ レプトスピラ症発生届

別記様式７３ ロッキー山紅斑熱発生届

別記様式７４ 侵襲性髄膜炎菌感染症発生届

別記様式７５ 新型コロナウイルス感染症

別記様式６１ ベネズエラウマ脳炎発生届

別記様式６２ ヘンドラウイルス感染症発生届

別記様式６３ 発しんチフス発生届

別記様式６４ ボツリヌス症発生届

別記様式６５ マラリア発生届

別記様式６６ 野兎病発生届

別記様式６７ ライム病発生届

別記様式６８ リッサウイルス感染症発生届

別記様式６９ リフトバレー熱発生届

別記様式７０ 類鼻疽発生届

別記様式７１ レジオネラ症発生届

別記様式７２ レプトスピラ症発生届

別記様式７３ ロッキー山紅斑熱発生届

別記様式７４ 侵襲性髄膜炎菌感染症発生届



別記様式７５ 

 

 


