
3　感染性廃棄物
3―1　感染性廃棄物の定義
感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物をあわせて、感染性廃棄物と呼ぶ。
感染性廃棄物とは、医療関係機関等から生じた、人が感染し、又は感染するおそれのあ
る病原体（これを「感染性病原体」という。）が含まれ、若しくは付着している廃棄物又
はこれらのおそれのある廃棄物をいう（法第2条第3項、第5項、施行令第1条第8号及び第2
条の4第4号）。
一般廃棄物であって感染性廃棄物に該当するものが感染性一般廃棄物であり、特別管理
一般廃棄物とされる。産業廃棄物であって感染性廃棄物に該当するものが感染性産業廃棄
物であり、特別管理産業廃棄物とされる。
次の施設が医療関係機関等に該当する（施行令別表第1及び施行規則第1条第5項）。
①　病院
②　診療所
③　衛生検査所
④　介護老人保健施設
⑤　助産所
⑥　動物の診療施設
⑦　国又は地方公共団体の試験研究機関（医学、歯学、薬学及び獣医学に係るもの）
⑧　大学及びその附属試験研究機関（医学、歯学、薬学及び獣医学に係るもの）
⑨　⑦及び⑧以外の、学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明
に係る試験研究を行う研究所（医学、歯学、薬学及び獣医学に係るもの）
感染性廃棄物に該当するものであっても、環境大臣が定める方法による施設内処理を行
い、感染性を失わせた場合は、普通の一般廃棄物又は産業廃棄物となる。

普通の一般廃棄物
（特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物）

普通の産業廃棄物
（特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物）

廃  棄  物

産
業
廃
棄
物
（
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
棄
物
：
20
種
類
）

特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち

爆発性・毒性・感染性その他人の健康又は
生活環境に係る被害を生ずる恐れのあるもの

・PCB廃棄物
・廃水銀等及びその処理物
・廃石綿等
・有害金属等を含むもの

一
般
廃
棄
物

（
産
業
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
）

特別管理一般廃棄物
一般廃棄物のうち

爆発性・毒性・感染性その他人の健康又は
生活環境に係る被害を生ずる恐れのあるもの

①廃家電製品のPCBを使用し
た部品

②廃水銀及びその処理物
③ごみ処理施設から排出された
ばいじん等

④感染性一般廃棄物

①燃焼性の廃油
②腐食性の廃酸、廃アルカリ
③感染性産業廃棄物
④特定有害産業廃棄物

●図2. 3　産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の関係図
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3―2　感染性廃棄物の判断基準
「感染性廃棄物処理マニュアル」では、感染性廃棄物の具体的な判断は、「形状の観点」、
「排出場所の観点」及び「感染症の種類の観点」から客観的に行うことが基本である。院
内処理で、高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）、乾熱滅菌、肝炎ウイルスに有効な薬剤又は
加熱によって消毒する方法により不活性化して、非感染性廃棄物にしたものは、それぞれ
産業廃棄物又は一般廃棄物となるので、注意する必要がある（資料編 P374「資料35感染
性廃棄物処理マニュアル」参照）。
感染性廃棄物の具体的な判断に当たっては、次によるものとする。これらに該当するも
のが感染性廃棄物となる。
（１ ）　形状の観点
① 　血液、血清、血漿及び体液（精液を含む）（以下「血液等」という。）

　血液製剤については、それ自体には感染性がないことから感染性廃棄物ではないが、外見上血
液と見分けがつかない輸血用血液製剤（全血製剤、血液成分製剤）等は血液等に該当するものと
する。

② 　手術等に伴って発生する病理廃棄物（摘出又は切除された臓器、組織、郭
かく

清
せい

に伴う
皮膚等）
③ 　血液等が付着した鋭利なもの
④ 　病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの

（２ ）　排出場所の観点
感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室（以下「感染症病
床等」という。）において、治療、検査等に使用された後、排出されたもの

　感染症病床とは感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感染症（結核を除く）、新型
インフルエンザ当感染症、指定感染症及び新感染症の患者に係る病床をいう。感染症病床等のう
ち、検査室とは採血を行う室、透析室及び微生物や病理学等に関する臨床検査室（検体検査を行
う室）等をいう。

（３ ）　感染症の種類の観点
① 　感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及
び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
② 　感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器
材、ディスポーザブル製品、衛生材料等（ただし、紙おむつについては、特定の感染
症に係るもの等に限る。）

　感染症法の四類及び五類感染症の治療又は検査等から排出される感染性廃棄物としては、以下
のものが挙げられる。
　ア 　医療器材…注射針、メス、ガラス製器材（試験管、シャーレ、アンプル、バイアル等）
　イ 　ディスポーザブル製品…ピンセット、ハサミ、トロッカー、注射器、カテーテル類、透析
等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バッグ、リネン類等

　ウ 　衛生材料…ガーゼ、脱脂綿、マスク等
　エ 　その他…紙おむつ（感染症の種類等により感染性廃棄物とする）、検体標本等
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　医療器材としての注射針、メス、ガラス製品（破損したもの）等については、メカニカルハザー
ドについて十分に配慮する必要があるため、感染性廃棄物と同様の取扱いとする。また、鋭利な
ものについては、未使用のもの、血液が付着していないもの又は消毒等により感染性を失わせた
ものであっても、感染性廃棄物と同様の取扱いとする。

　透析等回路（ダイアライザー、チューブ等）については、これらに含まれている血液等が分離
されず一体的に使用されていることから、感染性廃棄物に該当する。また、輸液点滴セット（バッ
クを除く）については、血液等が付着している針が分離されず一体的に使用されていることから、
感染性に該当する。

（１）の形状に該当する廃棄物は直ちに感染性廃棄物とされ、（１）に該当しない廃棄物
でも（２）の場所で排出された場合は感染性廃棄物とされる。また、（２）以外の場所で
感染症の治療、検査等が行われた場合は、（３）により、感染症の治療、検査等に使用さ
れた廃棄物が感染性廃棄物となる。
通常、医療関係機関等から排出される廃棄物は「形状」、「排出場所」及び「感染症の種
類」の観点から感染性廃棄物に該当するか否かを判断できるが、判断できない場合は、付
着した廃棄物の形状、性状、付着の程度の違いにより、専門知識を有する者（医師、歯科
医師及び獣医師）によって、感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。

　感染性廃棄物は、人に関する診療行為や医療関係の研究活動だけでなく、人畜共通感染症にり患又
は感染した動物に関する診療行為や研究活動から発生することもある。
　動物の血液等については、人の血液等と比較して、人に感染症を生じさせる危険性が低いことから、
血液等を介して人に感染する人畜共通感染症にり患又は感染している場合を除き、感染性廃棄物とし
て取り扱う必要はない。なお、人畜共通感染症は、り患又は感染している動物の血液等からのみ感染
するわけではないことに注意が必要である。

3―3　医療関係機関等から発生する主な廃棄物
医療関係機関等から発生する主な廃棄物の種類とその具体例は表3. 1のとおりである。
　 これらの廃棄物のうち、次のものは、「形状の観点」から、直ちに感染性産業廃棄物と
なり、又は感染性産業廃棄物と同等の取扱いが必要となる。
①　血液（凝固していない状態のもの及び凝固したもの）及び血液検査廃液
②　注射針、その他の金属製機械器具で鋭利なもの及びガラス性の器具等で破損した
もの
③　ビニルチューブ、透析膜その他の合成樹脂製の器具等で、透析等回路又は輸液点滴
セット中に使用されるもの
 　これ以外のものは、「排出場所の観点」又は「感染症の種類の観点」に該当する場合
に、又は医師、歯科医師、獣医師により感染性を有すると判断される場合に、感染性一
般廃棄物又は感染性産業廃棄物となる。
　 　感染性廃棄物となる場合以外に、特別管理産業廃棄物となる場合があることに注意す
る必要がある。主なものは次のとおりである（「本章４　感染性産業廃棄物以外の特別
管理産業廃棄物」を参照）。
①　廃油：灯油、ガソリン等の燃焼性廃油
②　廃酸又は廃アルカリ：水素イオン濃度指数（pH）の値が2. 0以下の腐食性廃酸又は
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（６）　施設内における中間処理
感染性廃棄物は、原則として、医療関係機関等の施設内の焼却設備で焼却、溶融設備で
溶融、滅菌装置で滅菌又は肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱による方法で消毒（感染症
法その他の法律に指定されている疾患に係る感染症廃棄物にあっては、当該法律に基づく
消毒）するものとする
　（参照）  特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環

境大臣が定める方法（平成4年厚生省告示第194号）
① 　医療関係機関等は、発生した感染性廃棄物を自ら中間処理する場合には、次の方
法により、廃棄物の感染性を失わせなければならない。（感染性を失った処理残さ
等は、非感染性廃棄物として処理できることとなる。）
　ア 　焼却設備を用いて焼却する方法
　イ 　溶融設備を用いて溶融する方法
　ウ 　高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）装置を用いて滅菌する方法（さらに破砕する
等滅菌したことを明らかにすること。）

　エ 　乾熱滅菌装置を用いて滅菌する方法（さらに破砕する等滅菌したことを明らか
にすること。）

　オ 　消毒する方法（肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱による方法とし、さらに破
砕する等滅菌したことを明らかにすること。資料35中の「ウイルス肝炎感染対策
ガイドライン」（参考3）、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」（参考7）及び
「感染性廃棄物の処理において有効であることの確認方法について」（参考8）参
照。ただし、感染症法及び家畜伝染病予防法に規定する疾患に係る感染性廃棄物
にあっては、当該法律に基づく消毒）

　　 　消毒において肝炎ウイルスに効果のある方法としたのは、肝炎ウイルスの一つ
の B型肝炎ウイルスが最も消毒薬に対して抵抗性の強い病原微生物の一つであ
ることから、肝炎ウイルスに効果のある方法で消毒すれば、ほとんどすべての病
原微生物は不活化されると考えられるためである。

② 　なお、①のアからオのほか、感染性廃棄物の処分方法として適切であると環境大
臣が認めるものについては、順次追加することとしている。
③ 　医療関係機関等において廃棄物処理施設を設置する場合は、廃棄物の種類若しく
は施設の種類又は規模により、都道府県知事等の許可が必要となる。
④ 　医療関係機関等は、焼却設備、溶融設備、滅菌装置を有していない場合、消毒を
行うことのできない場合、焼却設備を有しているが焼却炉の性能等から効果的な処
理が期待できない場合、完全に感染性を失わせる処理が行われていない場合、周辺
の生活環境の保全上焼却設備を稼働することが好ましくないと判断される場合等に
は、特別管理産業廃棄物処分業者等に委託して処理しなければならない。

1―3　産業廃棄物の処理基準
排出事業者が行う産業廃棄物の収集・運搬及び処分の基準（処理基準）は、施行令第6
条に定められている。法第14条第12項（特別管理産業廃棄物は法第14条の4第12項）の規
定により産業廃棄物処理業者の行う産業は廃棄物の収集・運搬及び処分についても同一の

130　第３章　廃棄物の処理と管理

5

10

15

20

25

30

35

40

hp-user
長方形



処理基準が適用される。
排出事業者が自ら処理する場合はもちろん、処理を委託する場合でも、排出事業者とし
て、その事業活動によって生じた廃棄物を適正に処理する責任を果たすためには、処理基
準の内容を十分理解していなければならない。
以下に、産業廃棄物の処理基準の主な内容を述べる。

（１）　産業廃棄物の収集運搬基準
産業廃棄物の収集・運搬に当たっては、次の基準に従って行わなければならない。
①　産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
　　収集又は運搬するときには産業廃棄物が飛散・流出しないように容器に収納したり、
荷台にシートをかけるなどの必要がある。さらに、積込み方法の検討や産業廃棄物の
種類によっては専用の運搬車両が必要になる。
②　収集・運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないよ
うに必要な措置を講ずること。
③　産業廃棄物の収集・運搬のための積替保管施設を設置する場合には、生活環境の保
全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
　　積替作業及び保管に伴う騒音や振動の発生、悪臭の発散又は粉じんの飛散、さらに
産業廃棄物が野積みされ、放置されること等により生活環境の保全上支障が生ずるこ
とのないように必要な措置を講じなければならない。
④　運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、
並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
　　産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れるおそれのある変形して蓋の閉まらな
い容器などを使用してはならない。
⑤　運搬車を用いて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合は、運搬車の車体の両側面に
「産業廃棄物収集運搬車」、排出事業者（自己運搬の場合）又は収集運搬業者（委託の
場合）の名称等を表示し、かつ、その運搬車に所定の書面を備え付けること。
　　運搬車への表示は、車体の両側面に、識別しやすい色の文字で鮮明に表示しなけれ
ばならない。表示事項のうち、名称については、原則として登記簿上の名称と同じも
のを表示することとし、登記簿上の名称が容易に想像できないような略号や屋号単独
による表示等は認められない（図1. 3参照）。
　　表示事項と備え付ける書面は、排出事業者と収集運搬業者とで異なっている。詳細
は表1. 1を参照されたい（資料編 P235「資料11産業廃棄物の収集運搬基準」参照）。
⑥　石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の収集・運搬を行う場合は、石綿
含有産業廃棄物等が破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合
するおそれのないように他の物と区分して、収集・運搬すること。
⑦　産業廃棄物の収集・運搬の途中で積替保管を行う場合は、次の基準に従って行うこ
と。
　ア　保管は、積替えを伴う場合を除き行なってはならないこと。
　イ 　積替えを行う場合には、あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められてい
ること。

　ウ　搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
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　エ 　搬入された産業廃棄物の量が、積替保管の場所において適切に保管できる量であ
り、かつ、1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数量（保管上限）を超
えないようにすること。

　　 　ただし、船舶を用いる場合であって、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が
当該産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るとき、あるいは使用済自動
車等を保管する場合は、この保管上限を適用しない。

　オ 　石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の積替保管を行う場合は、他の
物と混合するおそれのないように、積替保管の場所に仕切りを設ける等必要な措置
を講ずること。

　 　なお、積替保管の場所に関しては「本章1-1（ 1 ）　（特別管理）産業廃棄物の保管
基準」とほぼ同様の基準が規定されている。

●表1. 1　車体に表示する事項及び備え付ける書面（施行規則第7条の2の2）

排出事業者 産業廃棄物収集運搬業者

車体への
表示事項

① 　産業廃棄物の収集運搬車両である
こと
②　氏名又は名称

①　産業廃棄物の収集運搬車両であること
②　氏名又は名称
③　許可番号（下6桁）

文字の大
きさ

上記①　　→140ポイント（おおむね縦横50㎜）以上の大きさの文字及び数字
上記②、③→90ポイント（おおむね縦横30㎜）以上の大きさの文字及び数字

備え付け
る書面

以下の内容を記載した書面

・氏名又は名称及び住所
・ 運搬する産業廃棄物の種類及び数
量
・積載日
・ 積載した事業場の名称、所在地、
連絡先
・ 運搬先の事業場の名称、所在地、
連絡先

①　許可証の写し
②　以下の書類のいずれか
　ア　紙マニフェストの場合
　　　→交付されたマニフェスト
　イ　電子マニフェストの場合
　　　→・電子マニフェストの使用証の写し
　　　　　（施行規則第8条の31）
　　　　・ 以下の内容を記載した書面あるいは

電子データ（内容を容易に表示でき
ること。通信による方法も可）

　　　　　・ 運搬する産業廃棄物の種類及び
数量

　　　　　・委託者の氏名又は名称
　　　　　・積載日
　　　　　・積載した事業場の名称、連絡先
　　　　　・運搬先の事業場の名称、連絡先
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　④ 　PCB廃棄物を埋立処分する場合は、あらかじめ、 PCBを分解除去し、又は焼
却設備を用いた焼却などを行うこと。

　⑤　廃石綿等の埋立処分を行う場合
　　ア 　大気中に飛散しないように、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他こ

れらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重梱包すること。
　　イ 　設置許可を受けた最終処分場（安定型最終処分場を除く）のうちの一定の場所

において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。
　　ウ 　埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面

を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
　⑥　廃水銀等を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合
　　ア　埋立判定基準を満たさない場合は、遮断型最終処分場で処分すること。
　　イ 　埋立判定基準を満たす場合は、処分場の一定の場所において、かつ、埋め立て

る処理物が分散しないような措置等の追加的措置を講じた上で処分すること。
　なお、特別管理産業廃棄物は海洋投入処分することができない。

1―5　感染性廃棄物の処理に関する留意事項
感染性廃棄物処理マニュアルは、感染性廃棄物の適正な処理を確保するために必要な手
順を具体的に解説している。以下、同マニュアルに基づき、感染性廃棄物の収集・運搬、
中間処理に関する主な留意事項を述べる（資料編 P374「資料35感染性廃棄物処理マニュ
アル」参照）。
なお、法は、感染性廃棄物は埋立処分を行ってはならないと規定しており、感染性を失
わせるための中間処理をした後、処理残さを埋立処分することになる（施行令第4条の2第
3号、第4号、第6条の5第3号ト及び第4号）。
（１）　収集・運搬
感染性廃棄物の収集・運搬を委託する場合は、受託業者は基準やマニュアルに従って収
集・運搬を行わなければならず、医療関係機関等自らがこれらの基準やマニュアルの遵守
を義務付けられるわけではない。しかし、この場合でも、排出事業者として、処理の状況
を確認し、最終処分まで適正に行われるよう必要な措置を取るという責務を果たすために
は、基準やマニュアルの内容を十分理解する必要がある。
感染性廃棄物の収集・運搬を医療関係機関等が自ら行う場合は、これまで述べてきたよ
うに、特別管理産業廃棄物収集運搬基準に従って行わなければならないとともに、①以下
の点に留意する必要がある。
①　感染性廃棄物の収集・運搬に当たっては、感染性廃棄物の飛散・流出の防止、収
集・運搬に伴う悪臭・騒音・振動の発生防止など、感染性廃棄物による人の健康又
は生活環境に係る被害が生じないように行うこと。
②　感染性廃棄物の収集・運搬を行う場合は、感染性廃棄物の種類、取り扱う際に注
意すべき事項を記載した文書を作成し携帯すること、又は運搬容器に当該事項を表
示すること。
③　感染性廃棄物は、必ず容器に収納して収集・運搬すること。容器は、密閉でき、
収納しやすく、損傷しにくい構造を有するものでなければならない。
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④　感染性廃棄物は、他の物と混載しないこと。ただし、感染性廃棄物と同時に生ず
る他の廃棄物を感染性廃棄物と同等の取扱いをする場合は、この限りでない。
⑤　感染性廃棄物の運搬車両には、排出事業者の名称等を表示するとともに、法が定
める事項を記載した書面を備え付けること。
⑥　感染性廃棄物はその性状から、処理の経路が複雑にならないようにする必要があ
り、原則として、収集後、直接廃棄物焼却施設等へ運搬すること。
　　焼却施設等が遠距離にある、あるいは、収集量が少なく輸送効率が著しく悪い等
の場合は、積替えを行ってもよい。
⑦　感染性廃棄物の積替え又はこれに伴う保管を行う場合は、冷蔵する、容器に入れ
密閉する等腐敗防止のために必要な措置を講ずることのほか、産業廃棄物の収集・
運搬の積替保管基準が適用される。なお、搬入された感染性廃棄物は腐敗しないう
ちに搬出すること。
⑧　容器に入った感染性廃棄物を他の容器に移し替えることは、飛散・流出の防止の
観点から好ましくないので、原則として行わないこと。やむを得ず他の容器に移し
替える場合は、飛散・流出の防止の措置を講じるとともに、作業員の安全にも十分
に配慮しなければならない。
⑨　荷積み又は荷卸しに当たっては、感染性廃棄物による作業員への事故を防止する
ために、作業中は保護具（エプロン、ゴム手袋又はプラスチック製の手袋、膝あて、
保護メガネや保護マスク等）を着用することが望ましい。また、緊急時における連
絡体制等を備えておくことも必要である。
⑩　排出事業者（収集・運搬を委託した場合は、受託した収集運搬業者）は、帳簿を
備え付け、処理実績等を記載し、1年ごとに閉鎖するとともに、閉鎖後5年間事業場
ごとに保存すること。

（２）　中間処理
医療関係機関等が施設内で焼却、溶融、滅菌、消毒を行わず、これらの処理を委託する
場合には、受託業者は特別管理産業廃棄物中間処理基準や感染性廃棄物処理マニュアルに
従って中間処理を行わなければならない。しかし、この場合でも、収集・運搬を委託する
場合と同様、排出事業者としての責務を果たすためには、医療関係機関等も基準やマニュ
アルの内容を十分理解する必要がある。
１） 　感染性廃棄物は、焼却設備等によって処分しなければならない。
２） 　焼却設備で焼却する場合又は溶融設備で溶融する場合は、梱包されたままの状態
で行うものとする。

　　（参考）  特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として
環境大臣が定める方法（平成4年厚生省告示第194号）

①　感染性廃棄物の処分業者（自ら処理の場合は排出事業者）は、最終処分を行う前
に次の焼却等の方法により感染性を失わせなければならない。
　ア 　焼却設備を用いて焼却する方法
　イ 　溶融設備を用いて溶融する方法
　ウ 　高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）装置を用いて滅菌する方法（さらに破砕する
等滅菌したことを明らかにすること）
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　エ 　乾熱滅菌装置を用いて滅菌する方法（さらに破砕する等滅菌したことを明らか
にすること）

　オ 　消毒する方法（肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱による方法とし、さらに破
砕する等滅菌したことを明らかにすること。「ウイルス肝炎感染対策ガイドライ
ン」、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」又は「感染性廃棄物の処理におい
て有効であることの確認方法について」参照。ただし、感染症法及び家畜伝染病
予防法に規定する疾患に係る感染性廃棄物にあっては、当該法律に基づく消毒）

　② 　上記①のウ～オの処理を行う場合には、滅菌又は消毒が完全に行われるように
破砕すること等とし、感染性病原体が飛散するおそれがないように行うことので
きる施設で行うこと。また、滅菌の場合には、滅菌が完全に行われるよう、滅菌
時間及び滅菌温度の調節を適切に行うことができる者が行うこととし、消毒の場
合には、消毒を完全に行うため、必要な消毒能力のある消毒用薬剤又は加熱装置
を用い、かつ、消毒用薬剤の濃度や量、加熱温度や時間の調節等の管理ができる
者が行うこととする。

　③ 　感染性廃棄物を処理施設に投入する場合は、作業中の感染の危険性を避けるた
め、梱包された状態のままで行う等衛生的に行うこと。

　④ 　処理に直接従事する職員が、取り扱う感染性廃棄物により感染症にり患しない
よう、安全に作業を行うとともに、健康管理に留意すること。

　⑤ 　焼却又は溶融を行う設備については、焼却又は溶融を完全に行うことのできる
ものを使用し、かつ、当該設備から排出される排ガスにより、生活環境の保全上
支障が生じないようにしなければならない。

　⑥ 　焼却設備のうち、法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設（廃プラス
チック類の焼却施設であって処理能力が100㎏／日を超えるもの、汚泥の焼却施
設であって処理能力が5㎥／日を超えるもの又は200㎏／時以上のもの等）に該当
するものの構造及び維持管理は、基準を満たすものでなければならない。

　⑦ 　上記⑥の産業廃棄物処理施設を用いて焼却する場合には、当該施設の維持管理
に関する事項について記録し、作成した翌月の末日までに施設又は最寄りの事務
所に3年間備え置いて、インターネットの利用その他の適切な方法により、公表
しなければならない。

　⑧ 　上記⑥の産業廃棄物処理施設に該当しない場合にあっても、感染性廃棄物を焼
却する場合は、構造や処理基準を遵守しなければならない。

　⑨ 　処分業者は、帳簿を備え付け、処理実績等を記録し、5年間保存すること。
　⑩ 　中間処理後の処理残さは、その種類に応じて定められた埋立処分方法で最終処
分すること。処理物の種類によっては再生利用も可能であるが、感染のおそれが
なく、安全性が確実に確保される方法で再生利用されることが必要である。なお、
処分後の処理物のうち液状のものは、埋立処分できないので、排水処理施設で処
理すること等により適正に処理しなければならない。
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