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■麻しん報告数（全国） 2018年第１～42週（ｎ＝239）

４月末からの沖縄県での流行（99例）が
ピークを作っている
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平成30年11月２日現在



■都道府県別麻しん累積報告数
2018年 第１～42週（ｎ＝239）

平成30年11月２日現在
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■麻しん 早期診断に向けて

【臨床症状】
① 麻しんに特徴的な発疹 ② 発熱 ③ カタル症状（＊）
＊咳嗽、鼻汁、結膜充血など
※修飾麻しんの場合、典型的な麻しんの症状を示さない場合も。

【行動歴】
発症前１か月間（特に5-21日前）の渡航歴、旅行歴、行動歴を問診
・海外への渡航
・国内外問わず麻しん集団発生地域への旅行
・麻しん患者の発生状況と行動歴が一致し、接触が疑われる

【予防接種歴と罹患歴】
・１歳以上で２回の予防接種の記録なし
・検査診断された麻しんの罹患歴なし
・発症予防に十分な麻しん抗体価なし

⇒これらは麻しんを疑う重要所見となる。 4



■麻しん 届出基準

病型

麻しん
（検査診断例）

届出に必要な臨床症状の３つすべてを満たし、かつ、
届出に必要な病原体診断のいずれかを満たすもの。

麻しん
（臨床診断例）

届出に必要な臨床症状の３つすべてを満たすもの。

修飾麻しん
（検査診断例）

届出に必要な臨床症状の１つ以上を満たし、かつ、
届出に必要な病原体診断のいずれかを満たすもの。

病原体
診断

咽頭拭い液、
血液、髄液、尿

分離・同定による病原体の検出

検体から直接のＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出

血清
抗体の検出（ＩｇＭ抗体の検出、ペア血清での抗体陽転
又は抗体価の有意の上昇

【届出に必要な臨床症状】

①麻しんに特徴的な発疹、②発熱、③カタル症状（咳嗽、鼻汁、結膜充血など）

⇒ 症状・行動歴から麻しんを疑う場合は、保健所に相談・届出を！
保健所にて行政検査（遺伝子検査）を実施します。
【参考】国立感染症研究所感染症疫学センター 「医師による麻しん届出ガイドライン 第五版」 （補足資料Ⅰ）
https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/guideline03_20160309.pdf
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■麻しん 行政検査

【届出基準（臨床診断例）】
発熱、発疹、カタル症状の３つ全てを認める

（１） 保健所感染症総合対策課（TEL:011-622-5199）まで連絡
（２） 保健所が実施するウイルス遺伝子検査のため、以下の検体の
少なくとも２種類以上を採取（冷蔵保存）
① 血液：５mL （クエン酸NaまたはEDTA添加）
② 咽頭拭い液（スワブ採取スティックで咽頭あるいは鼻腔
粘膜をぬぐい、 １～３mL程度の生理食塩水に浸したもの）

③ 尿：１０mL
（３） 抗体検査の実施
※発疹出現後４～28日目が検体採取に望ましい
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■麻しん（疑い）患者への対応

感染拡大防止の点から、伝えていただきたいこと

①周囲への感染可能期間において、可能な限り、他者との
接触は避け、公共交通機関の使用や不特定多数が
利用する施設の利用を避けること

②感染症発生動向調査のため、保健所職員から連絡が
あること

－保健所にて患者に対し、疫学調査を実施し、医療機関及び市民に対し
注意喚起を行います

※周囲への感染可能期間＝発病日１日前から解熱後３日間
発 病 日：37.5度以上の発熱、カタル症状、発疹のいずれかの症状

が初めて出現した日
解熱後３日間：解熱した当日を０日、翌日を１日目として数え、３日目まで
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■麻しん 院内感染防止対策 ①

○職員（・実習生）の予防接種歴、罹患歴、抗体価の把握

○麻しんが発生した場合に備えた院内マニュアルの作成／充実
－受付における発熱・発疹患者の探知、トリアージ

【平常時】

【麻しん（疑い）患者発生時】

【参考】国立感染症研究所 感染症疫学センター 「医療機関での麻疹対応ガイドライン 第７版」 （補足資料Ⅱ）
https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/medical_201805.pdf

○外来での誘導・トリアージ・問診

○海外渡航歴がある場合や道内（地域）で麻しん発生がある場合
は掲示等により、患者からの申し出を促す

○抗体価確認済みスタッフによる対応、入院の場合は個室（可能な
場合は陰圧）隔離

○保健所への連絡・届出、検査の実施

○予防接種の実施
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■麻しん 院内感染防止対策 ②

【参考】国立感染症研究所 感染症疫学センター 「医療機関での麻疹対応ガイドライン 第７版」 （補足資料Ⅱ）
https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/medical_201805.pdf

【接触者対応】
○接触者のリストアップ
－院内において、手で触れること、会話することが可能な距離 （２ｍ以内）で、
麻しん患者と対面での会話等の接触があった者。事務職員を含む医療機関
職員、待合室等で同室となった患者などであり、接触時間は問わない。

－空調が共通の空間に麻しん患者と同時に、若しくは麻しん患者がその空間
から離れた後、少なくとも１時間（最大２時間）以内にその空間に滞在した者。

○接触者の連絡・発症予防策・健康観察
－緊急予防接種（曝露後７２時間以内）、ヒト免疫グロブリン製剤（曝露後６日
以内）の投与の検討

－接触者への（原則として）電話での連絡
－接触から５～２１日間の健康観察
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■ 7月に市内で発生した麻しん患者に対する主な
行政対応（１）

7月23日（月）

・市立札幌病院より麻しん（疑い）患者の相談
・札幌市保健所にて発生届（臨床診断例）の受理
・市立札幌病院より患者に対し、外出自粛を要請
・札幌市衛生研究所において遺伝子検査
⇒麻しん確定

7月24日（火）

・患者に対し、疫学調査を実施、外出自粛を要請
・クリニック・イン・ザ・モーニング及び市立札幌病院に対し、患者の
動きの確認、職員の抗体保有状況の確認、接触者（受診患者）に
対する注意喚起を依頼
・麻しん患者発生について報道発表

7月25日（水）
・継続調査の結果、新たな利用施設が判明したため、追加で
報道発表
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■ 7月に市内で発生した麻しん患者に対する主な
行政対応（２）

7月30日（月）
・同居者２名対し、感染症拡大防止と健康観察期間見積りのため、
抗体価検査を実施

8月2日（木）

・抗体価検査結果の判明

⇒同居者①（予防接種歴１回）
IgM 陰性
IgG 陽性（抗体価15.9）

同居者②（予防接種歴・罹患歴なし）
IgM 陰性
IgG 陰性

8月16日（木） ・同居者２名について健康観察期間終了 ⇒終息宣言

【今回の麻しん患者について】
直前に海外渡航歴があったことから、麻しん輸入症例であった。
幸い２次感染はみられなかったが、同居者②については、抗体陰性であったにも関わらず
感染しなかったこと、患者の利用施設（２つの医療機関及び大型スーパー）にて２次感染
が発生しなかったことから、修飾麻しんであった可能性も？ 11

■麻しん 検査診断の考え方
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（参考）風しんについて

13

■風しん報告数（全国）2018年第１～42週（ｎ＝1486）

平成30年11月２日現在
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■都道府県別風しん累積報告数
2018年 第１～42週（ｎ＝1486）

平成30年11月２日現在
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■風しん 行政検査

【届出基準（臨床診断例）】
全身性の小紅斑や紅色丘疹、発熱、リンパ節腫脹
の３つ全てを認める

（１） 保健所感染症総合対策課（TEL:011-622-5199）まで連絡
（２） 保健所が実施するウイルス遺伝子検査のため、以下の検体の
少なくとも２種類以上を採取（冷蔵保存）
① 血液：５mL （クエン酸NaまたはEDTA添加）
② 咽頭拭い液（スワブ採取スティックで咽頭あるいは鼻腔
粘膜をぬぐい、 １～３mL程度の生理食塩水に浸したもの）

③ 尿：１０mL
（３） 抗体検査の実施
※発疹出現後４日目以降が検体採取に望ましい
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■保健所からの感染症情報発信

Ⅰ．感染症
⇒各感染症について解説。発生及び流行情報等も掲載。
ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康（からだ・こころ） > 感染症・予防接種 > 感染症
URL:http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/kansen.html

Ⅱ．医療従事者（医師・獣医師等）の皆様へ

⇒発生動向や厚生労働症からの通知など医療機関向けの情報を掲載。
ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康（からだ・こころ） > 感染症・予防接種 > 感染症
> 医療従事者（医師・獣医師等）の皆様へ
URL:http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/f27todokede.html

Ⅲ．札幌市における主な感染症の発生動向

⇒全数報告感染症及び定点報告感染症について週ごとの発生数を掲載。
ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所
> 札幌市における主な感染症の発生動向
http://www.city.sapporo.jp/eiken/infect/index.html
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御清聴ありがとうございました
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歌川芳藤（1828ｰ1889）
麻疹退治（はしかたいじ）1862年（文久2年）7月
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