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2018 年第 35 週に県内医療機関から 11 例の風しんの届 

出がありました。2018 年の累計は 95 例となりましたが、

うち 92 例は第 27 週以降に届け出られた症例であり、第 30 

週に届出数急増後、週当たりの届出数は非常に多い状態が 

続いています。 

 

 

 

 

 

 

 
千葉県感染症情報センターＨＰ 

https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/ 
 

風しんとは 風しんは、風しんウイルスによって引き起こ 

される急性の発疹性感染症です。 

感染経路 飛沫感染、接触感染 

潜伏期間 14～21 日間 

症状 発熱や発疹、リンパ節の腫れなどの症状が現れます。 

風しんの症状は子どもでは比較的軽いのですが、まれ 

に脳炎、血小板減少性紫斑病などを合併し、入院を要 

することがあります。また、大人がかかると、発熱や 

発疹の期間が子どもに比べて長く、関節痛がひどいこ 

とが多いとされています。また、風しんに感受性のあ 

る妊娠 20 週頃までの妊婦が風しんウイルスに感染す 

ると、出生児が先天性風しん症候群を発症する可能性 

があります。 
 

★風しんを疑う症状が現れた場合 

風しんを疑う症状が現れた場合は、周囲への感染を防ぐ

ため、必ず事前に医療機関に電話連絡でその旨を伝え、医

療機関の指示に従って受診してください。 

 なお、受診時は公共交通機関等の利用を避けるとともに、

妊婦との接触を避けてください。 
 

風しん抗体検査について 
千葉県が委託した病院や診療所で、風しん抗体検査を無料で受

けることができます。次の（１）から（５）の全てを満たすこと

が要件となります。 

（１）千葉県内市町村に居住地（千葉市・船橋市・柏市を除く） 

を有している 

（２）妊娠を希望する女性（19 歳以下で未婚の方は保護者の同意 

が必要です） 

（３）過去に風しん抗体検査を受けたことがない 

（４）過去に風しんの予防接種をうけたことがない 

（５）過去に風しんにかかったことがない 
 

申込方法等詳細については、千葉県ＨＰ参照してください。 
https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/fuushinkoutaikensa
.html 

 

 

注目疾患 風しん！ 予防接種等を検討してください 

 30 代から 50 代の男性においては、

風しんの抗体価が低い方が 2 割程度存

在していることがわかっています。 

30 代から 50 代の男性、妊娠を希望

される女性、抗体を保有しない妊婦と

同居されている方、妊婦と接触する機

会の多い方（医療関係者等）のうち、

予防接種を2 回受けていない方や予防

接種歴及び罹患歴が不明な方は、かか

りつけ医などに相談の上、抗体検査や

予防接種を検討してください。 

医療関係者の皆様へ 

１ 医療関係者等は風しんに罹患すると重症化しやすい者

や妊婦と接触する機会が多いため、罹患歴又は予防接種歴

を確認の上、予防接種等を検討してください。 

２ 発熱や発疹を呈する患者を診察した際は、風しんにかか

っている可能性を念頭に置き、最近の海外渡航歴や国内旅

行歴を聴取し、風しんの罹患歴や予防接種歴を確認するな

ど、風しんを意識した診療を行ってください。 

３ 臨床症状等、風しん又は麻しんの届出基準を満たした場

合は、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 条の規定に基づき、直ちに保健所へ届出をお

願いします。 

 なお、保健所において、感染症法に基づく疫学調査を実

施しますので、患者（保護者）に診断名を告知する際には、

当該調査に同意を得ていただくようご配慮願います。 

４ 風しん又は麻しん患者（いずれも強く疑うものを含む）

を診察した場合は、両ウイルスの遺伝子検査を同時に実施

いたしますので、検体採取及び 5 類感染症検査票（又は麻

しん検査票）に記載の上、速やかに保健所へ御連絡くださ

い。以下の検体のうち 2 種類以上(可能ならば 3 種類)採取

をお願いします。1 種類でも検査は行えますが、最も検出

感度の高い血液を優先的に採取願います。  
 
 
 
 
 
  

なお、本県での検査は、原則、PCR 検査のみであるため、 

風しん特異的 IgM 抗体検査については、民間検査機関等 

を御利用願います。 
 

・麻しん発生届（厚生労働省ＨＰ） 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-
14-03.html 

・風しん発生届（厚生労働省ＨＰ） 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-1
4-02.html 

・5 類感染症（風しん）検査票（野田保健所ＨＰ）
https://www.pref.chiba.lg.jp/kf-noda/kansenshou/documents/kensa-5
rui.pdf 

・麻しん検査票（千葉県ＨＰ） 
https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/tebiki/documents
/sankou11.pdf 

 

採取する検体の種類 

(1) 血液(2~5ml)：密閉できる EDTA またはクエン酸入り 

試験管(※ヘパリン入り試験管は不可) 

(2) 尿(10ml 程度)：密封できる滅菌スピッツ 

(3) 咽頭ぬぐい液(綿棒 1 本)：密封できる滅菌スピッツ 

国立感染症研究所ＨＰ 



 
 

  

 
 

レジオネラ症は、レジオネラ属菌による細菌感染症です。 

レジオネラ属菌とは、自然界（河川、湖水、温泉や土壌など）

に生息している細菌で、感染するとレジオネラ症を引き起こ

します。レジオネラ症は、感染法上の四類感染症に分類され

ております。 

症状 

 レジオネラ症の主な病型として、重症の肺炎を引き起こす

「レジオネラ肺炎」と一過性で自然に改善する「ポンティア

ック熱」があります。「レジオネラ肺炎」は、全身倦怠感、

頭痛、食欲不振、筋肉痛などの症状に始まり、咳や 38℃以

上の高熱、寒気、胸痛、呼吸困難がみられるようになります。

傾眠、昏睡、幻覚、四肢の振せんなどの中枢神経系の症状や

下痢が見られるのも特徴です。適切な治療がなされなかった

場合には急速に症状が進行することがあり、命に関わること

もあります。「ポンティアック熱」は、突然の発熱、悪寒、

筋肉痛などの症状がみられますが、それらは一過性のもの

で、自然に治癒します。 

感染経路 

 レジオネラ症は、主にレジオネラ属菌に汚染されたエアロ

ゾル（細かい霧やしぶき）の吸入などによって、細菌が感染

して発症します。代表的なエアロゾル感染源としては、冷却

塔水、加湿器や循環式浴槽などが報告されています。レジオ

ネラ属菌はヒトからヒトへ感染することはありません。 

感染リスク 

 高齢者や新生児は肺炎を起こす危険性が通常より高いの

で、注意が必要です。また、大酒家、喫煙者、透析患者、移

植患者や免疫機能が低下している人は、レジオネラ肺炎のリ

スクが高いとされています。 
レジオネラ症 Ｑ＆Ａ（厚生労働省） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00393.html 

 

 

レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上

の指針の一部改正について 
 

 高齢者施設において、加湿器内の汚染水のエアロゾルを吸

入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報

告されたことを踏まえ、加湿器の衛生上の措置について明記

するため、平成 30 年 8 月 3 日付けで指針の一部改正がされ

ました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/rezionerashishin.pdf 

（厚生労働省ＨＰ） 
 

主な改正内容として、新たに加湿器による衛生上の措置に

関する項目を設け、エアロゾルを発生させる加湿器の衛生上

の措置に関する基本的な考え方、構造設備上の措置及び維持

管理上の措置について定めています。 

加湿器では、タンク内等において生物膜（細菌で形成され

る「ぬめり」）が生成されることによって、レジオネラ属菌

をはじめとする微生物が繁殖しやすくなります。そのため、

加湿器のタンク内等に付着する生物膜の生成を抑制し、その

除去を行うことが必要です。 

 維持管理上の措置の項目において、「家庭用加湿器のタン

クの水は、毎日完全に換えるとともに、タンク内を清掃する

こと」とされております。 

 加湿器を使用する際には、指針を参考に適切な管理を行っ

てください。 

 
 

百日咳は2018年1月1日より定点把握疾患から全数把握疾

患となり、届出も臨床診断例から原則として検査診断例が対

象となり、検査方法、感染源や予防接種歴の情報も含まれる

ようになりました。全数把握疾患としてサーベイランス開始

後、第33週までに届け出られた213例についてまとめると、

届出は第2週を除き、すべての週で届出を認めましたが、週

当たりの届出数は0～30例と大きく異なります。第25週以降

は週当たり10例以上となる週を認め、その後も届出が多い状

態が続いています（図1）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

百日咳の発生は明確な季節性はなく、一年を通して発生し 

ますが、夏～秋に多くなることがあるため、今後の動向に注

意が必要です。患者の性別は女性123例（57.7%）、男性90

例（42.3%）と女性が多く、患者の年齢は6歳が最も多く、

15歳以下が163例と全体の届出の76.5%を占めました（図

2）。0歳の届出が7例ありましたが、特に重症化のリスクの

高い6ヵ月未満の届出が4例でした。 

記載された症状として脳症や肺炎を呈する届出はありま

せんでしたが、痙攣が1例、無呼吸発作が2例、チアノーゼが

2例に記載がありました。推定感染源（重複あり）が家族で

あった届出において、その感染源は同胞が24例、母親7例、

父親6例、祖父母1例、その他（自由記載においていとこ、息

子、娘等）22例、不明47例でした。流行の有無に関する情

報として、2例が幼稚園、47例が学校、4例が職場と記載が

ありました。ワクチン接種歴は124例（58.2%）が4回接種

済みでした。検査方法（重複あり）は分離・同定によるもの

が6例、LAMP法によるものが134例、抗体の検出によるもの

が77例でした。 

百日咳のサーベイランスが原則として検査診断による全

数報告に変更されたことにより、成人の百日咳症例や、診断

方法、予防接種歴等に関する情報が得られるようになりまし

た。今後は明らかとなった国内における百日咳の発生動向を

受け、必要な対策の検討が期待されます。 

 

レジオネラ症 百日咳 

◆全数報告疾患（ 2018 年第 31 週～第 35 週報告 ） 

2 類感染症 結核 3 件(17 件) 

3 類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 1 件(3 件) 

5 類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 2 件(3 件) 

侵襲性肺炎球菌感染症 1 件(5 件) 

百日咳 2 件(3 件) 

※（ ）内は、2018 年第 1 週からの累計届出数 
 

◆定点報告疾患（ 2018 年第 35 週の状況 ） 

詳細は、次ページのグラフを御参照ください。 
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図1：県内医療機関から届出られた百日咳の届出数推移
2018年第32週までn=213
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