
麻疹退治

○きん物
・房事 ・入湯 ・酒 ・きう ・そば
・川魚 ・梅干 ・ねぎ ・牛蒡
・とうなす ・ そら豆 ・里いも
・しいたけ ・からき物 ・こんにゃく

○よき物
・かんぴょう ・にんじん ・ゆり

被害にあった職業の人々が、麻疹の神
を懲らしめている。（1862文久2）

・かんぴょう ・にんじん ・ゆり
・とうかん ・大こん ・どぜう
・うんとん ・ふ ・あづき ・さとう
・びハ ・いんげん ・たくハん
・ゆば ・なし
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松戸健康福祉センター(松戸保健所）

感染症担当



１ 全国の麻しん発生状況

２ 千葉県の麻しん発生状況

３ 松戸保健所管内の麻しん発生状況３ 松戸保健所管内の麻しん発生状況



１ 全国の麻しん発生状況





麻しん累積報告数の推移
2009～2014年(第1～24週）



週別麻しん報告数

2014年第1～24週（Ｎ＝375）



都道府県別病型別累積報告数
2014年第1～24週（Ｎ＝375）

6月18日現在



都道府県別接種歴別麻しん累積報告数
2014年第1～24週（Ｎ＝375）

6月18日現在



年齢群別麻しん累積報告数割合
2014年 第1～23週（Ｎ＝368）



月別麻しんウイルス分離・検出報告数
2010年1月～2014年6月



２ 千葉県の麻しん発生状況２ 千葉県の麻しん発生状況





○ 2014 年25 週には届出がなく、2014 年1～25 週の累計は25 例のままだっ
た（2014 年6 月25 現在）。

○ 保健所別では、松戸19 例、市川2 例、野田2 例、習志野2 例だった。

○ 性別は、男性12 例、女性13 例だった。

○ 年齢群別は、5 歳未満が11 例、5～9 歳が3 例、10 代が5 例、20 代が4 例、
30 代が2 例だった。

千葉県内における麻しん情報 2014 年25 週(N=25)

30 代が2 例だった。

○ 病型は全例検査診断例だった。

○ 予防接種歴は、2 回接種有りが3 例、1 回接種有りが4 例、無しあるいは
不明が18 例だった。

○ 推定感染地域では、国内が22 例、国外は3 例でフィリピンだった。

○ 全国では、第24 週に7 例の届出があり、2014 年1～24 週の累計は375 例
となった（2014 年6 月18日現在）。近隣都県では、東京都4 例、神奈川県1 
例の届出があった。



千葉県麻しん年別・週別麻しん累積届出数

(2009～2014年23週）



千葉県麻しん保健所別年別累計届出数



千葉県麻しん対応指針・マニュアル



千葉県麻しん対応指針
１ 目的

本指針は、県内関係機関が連携を図り、麻しん患者発生の情報を共有し、効果的な対策を講
ずることにより、国の「２０１２年麻しん排除」に向け、「県内麻しん患者０ｾﾞﾛ」を目指すことを目的
とする。

２ 基本方針
(1) 関係機関は、平常時から麻しんに関する知識の普及に努め、定期予防接種を推進する。

(2) 医療機関は、麻しん患者の早期発見に努め、患者を診断した医師は健康福祉センター（保健
所）へ発生届を提出する。

(3) 学校等は、平常時から未罹患で麻しん予防接種の未接種者を把握するとともに、麻しん患者(3) 学校等は、平常時から未罹患で麻しん予防接種の未接種者を把握するとともに、麻しん患者
が発生した時は関係機関と連携し、自ら感染拡大防止に努める。

(4) 健康福祉センター（保健所）は、学校等からの麻しん患者発生情報を受け、感染拡大防止の
ための指導・助言を行う。

(5) 市町村は、麻しんの定期予防接種の推進に努める。

(6) 健康福祉部は、県医師会と連携を図り、定期予防接種率の向上と、県内における麻しん患者
の発生状況を把握し、関係機関に情報提供する。

(7) 本指針に基づき得られた情報は、麻しん対策にのみ用いられるものであり、関係機関は、個
人情報の保護と患者への偏見等、患者等に対する不利益が生じないよう努める。

(8) 本指針に基づく各機関における具体的な対応は、マニュアル等で別に定める。



千葉県麻しん対応マニュアル（Ｖｏｌ ３）
目次

１．医療機関……
麻しん患者を診断した医師は、保健所発生届を提出すると
ともにすべての症例について検査診断のための検体を採
取する。
患者の早期診断及び院内感染防止に努める。
予防接種を推進する。
患者（保護者）に指導する。

２．学校等……
予防接種を勧奨（推奨）する。
児童等の健康状態を把握する。

＜参考資料＞

※１ 麻しんの臨床症状
※２ 修飾麻しん
※３ 定期予防接種
※４ 麻しん届出基準
※５ 麻しん発生届
※６ 健康福祉センター（保健所）一覧

（町村）内の学校等で感染が認められた場合に助言する。

児童等の健康状態を把握する。
麻しん患者が発生したら保健所に連絡する。

学校医・保健所と相談・連絡し、早期に対策会議を開催す
る。

３．保健所……
麻しんに関する広報を実施する。
医師からの発生届により患者発生状況を把握する。

学校等からの報告により感染拡大防止のための指導を行
う。
保健所管内対策会議を開催する。

４．市町村……
定期予防接種率の向上を図る。
麻しんに関する広報を実施する。
市（町村）内の学校等で感染が認められた場合に助言する。

※６ 健康福祉センター（保健所）一覧
※７ 出席停止
※８ 学校等の報告用紙（例示）
※９ 千葉県内定期予防接種相互乗り

入れ制度
※10 各種ガイドライン
※11 麻しん検査票
※12 検査診断フローチャート





検査診断フローチャート
検査は全て、千葉県衛生研究所で実施します。（無料）
検査結果は、搬送日数を含め、おおよそ１週間後に報告します。

検体（血液、咽頭又は鼻腔ぬぐい液、尿）

ＰＣＲ検査を実施

陽性 陰性

麻しん麻しん麻しん麻しん 他疾患の疑い

パルボウイルスＢ19 等、流行の状況に応じて他のウイルスのPCR 検査を実施

他のウイルスが検出 他のウイルスが不検出

他疾患の疑い ※ご希望があれば、ペア血清によるIgG 抗体価の上昇の有無を
検査します。

※ ２週間後の採血を予定してください。

急性期と回復期のIgG 抗体価を測定

有意な上昇なし 有意な上昇あり

麻しん麻しん麻しん麻しん他疾患の疑い



麻しん発生時の対応
１名の麻しん患者（または疑い）の発生

１．関係機関への連絡
園医・学校医、監督部署（教育委員会・保育課等）、保健所等

２．感染拡大防止策の検討、決定、実行→対策会議
情報収集、児童生徒及び保護者への情報提供
ワクチン未接種者への対応ワクチン未接種者への対応
児童生徒の出席停止、行事の縮小・停止
学校の閉鎖措置等の検討

３．健康観察
「最後の麻しん患者と児童生徒及び職員との最終接触から
４週間、新たな麻しん患者の発生がみられないこと」

終息宣言



学校における麻しん対策ガイドライン

本ガイドラインにおいて

学校
＝学校教育法における学校

幼稚園、小学校、中学校、
中等教育学校、高等学校、中等教育学校、高等学校、
特別支援学校、大学等

児童生徒
＝幼児、児童、生徒、学生

職員
＝常勤職員、非常勤職員を含む



３ 松戸保健所管内の麻しん発生状況３ 松戸保健所管内の麻しん発生状況



PCR陰性



患者状況

麻しんＩｇＧ上昇：１事例

陰性 18事例

Ｂ３：16事例
Ａ型 １事例

（ワクチン株）

陽性 18事例

麻しん ＰＣＲ検査 36事例

麻しんＩｇＧ上昇：１事例
16

不明：1事例
（ワクチン株）

患者患者1818名名



患者１８名

年齢区分

性別 男：１０名 女：８名

1歳未満：１名

1～6歳：９名 7～12歳：４名 20～30歳：４名

2回接種：２名

管轄保健所

集団所属

予防接種歴

小学生：４名

1回接種：４名未接種者：１１名

松戸：１３名

保育園児：４名

習志野：３名

渋谷区：１名

柏市：１名

不明：１名幼稚園児：１名



麻しん発生経過表
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感染症情報配信



麻しん対策会議開催状況

• 2月12日 小学校にて開催
• 2月26日 保育園にて開催
• 2月26日 保育園にて開催

☆2月27日 松戸保健所にて開催

• 3月19日 保育所にて開催

☆習志野保健所管内でも開催あり



松戸保健所感染症情報

ココ



松戸保健所感染症情報ネットワークシステム 登録者の皆様

＜麻しん発生情報＞

麻しんの発生がありました。情報提供いたします。

2014年第4週(1/20～26)までに県内で2例（松戸保健所管内1例、市川

保健所管内1例）の報告がありました。

その後、松戸保健所管内では2例の報告があり、2014年の報告数は3例と

なりました。

全国では、第3週(1/13～19)に5例の報告があり、累計25例となっています。

1981 年以降定点把握疾患であった麻しんは、2007 年の全国的な流行を

受け、2008 年1 月1 日から全数把握疾患に変更されています。

5類感染症であるため、診断を行った医師は7日以内に届出をしていただく

松戸保健所感染症情報 臨時号 麻しん発生情報 （1月31日配信）

≪麻しん発生状況≫
○千葉県感染症情報センター

http://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/
○国立感染所研究所

http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/ma/655-measles/idsc/575-
measles-doko.html

≪麻しん発生届・届出基準≫
○厚生労働省・麻しん発生届(PDF)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/pdf/01-
05-14-03b.pdf
○厚生労働省・麻しん届出基準

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-
14-03.html

≪千葉県麻しん対応指針・マニュアル≫
http://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/mashin-shishin.html

こととなっておりますが、麻しんに対する感染拡大防止策を迅速に実施する

ため、麻しんを診断（臨床診断を含む）した医師は、24時間以内を目途に

保健所への届出を行っていただくようお願いします。

また、麻しんが疑われる患者を診察した場合・麻しんと診断した場合には、

全数PCR検査を実施することとなりますので、併せて検体採取をお願いしま

す。検体は検査票と合わせて御用意ください。

「最近の知見に基づく麻疹の検査診断の考え方(国立感染症研究所麻疹

対策技術支援チーム作成」アルゴリズムＰＤＦを添付いたしますので

御参照ください。

該当例があった場合には、保健所まで御連絡をお願いいたします。

麻しんの感染力の強さを考慮し、麻しんが疑われる患者が来院した場合の

外来でのトリアージ等、十分御配慮頂けますよう併せてお願いいたします。

http://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/mashin-shishin.html
○麻しん検体採取について(PDF)
http://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/documents/sankou12.pdf
○麻しん検査票(PDF)
http://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/documents/sankou11.pdf



松戸保健所感染症情報 2月号
麻しん特集 (2月12日配信）



松戸保健所感染症情報
臨時号

麻しん対策会議の開催
（2月28日配信）



松戸保健所感染症情報 3月号
（3月13日配信）



松戸保健所感染症情報 臨時号 （4月9日配信）

松戸保健所感染症情報ネットワークシステム 登録者(医療機関)の皆様

いつもお世話になっております。

松戸保健所感染症情報 平成26年4月臨時号（麻しん）を配信いたします。

☆トピックス☆

松戸保健所管内において、最後の麻しん発生は、3月17日保育施設に

属する園児でした。

施設内での最終接触から4週間経過をみましたが、新たな麻しんの

発生を認めず、4月3日に終息としました。

県内の麻しん発生について（13週時点）

県内の麻しんの発生については、感染症情報（麻しん情報）に随時掲載

されていますが、累積22件となっています。

推定感染地域では、国内が19例、国外は3例ですべてフィリピンでした。

松戸保健所管内の麻しん発生について

松戸保健所管内における麻しんの発生報告数は、1月20日の診断を１例目とし
て、3月17日に18例目の発生がありました。
それ以降、麻しんの発生報告はありません。

施設内発生としては、学校１件・保育施設2件の計3施設で麻しんの発生があり、
各施設で麻しん対策会議が開催され、保健所では、2月27日に『麻しん対策会

議』を開催し、教育関係者や医師会の先生方に御参加いただき地域の麻しん対
策について検討しました。
これらの集団については、各施設ごとに終息を確認しています。

管内最後の麻しん発生は、3月17日に診断された事例であり、保育施設に所属
していました。
この保育施設に関しても、最終登園から4週間新たな麻しん患者の発生は無く、
4月3日に終息としました。

また、この事例以降他からの発生報告もなく、今回の一連の麻しん発生に関して
は一段落したのかと思われます。

推定感染地域では、国内が19例、国外は3例ですべてフィリピンでした。

千葉県衛生研究所で実施したＰＣＲは、1例を除き全て陽性であり、

遺伝子株は20例がＢ３でした。ＰＣＲ検査が陰性であったものについては、

ペア血清により検査診断されていました。

http://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/documents/1413measles.pdf

は一段落したのかと思われます。

○ＩＤＳＣ 国立感染症研究所から抜粋

＜速報＞フィリピン渡航者からのD9型麻しんウイルスの検出―福岡市2014
年04月01日

http://www.nih.go.jp/niid/ja/2014-02-19-09-27-24/658-disease-
based/ma/measles/idsc/iasr-news/4531-pr4111.html
麻しんの検査診断アルゴリズム2014年04月01日

http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/pdf01/arugor
izumu2014.pdf
感染症発生動向調査（IDWR）麻しん 12週

http://www0.nih.go.jp/niid/idsc/idwr/diseases/measles/measles2014/
meas14-12.pdf
○ＦＯＲＴＨ

2014年01月30日更新 東アジアと東南アジアにおける麻しんの流行状況に
ついて
http://www.forth.go.jp/topics/2014/01301635.html

松戸保健所感染症情報、感染症発生動向調査グラフについて、松戸保健所
ホームページに掲載しております。
バックナンバーも掲載しています。
ご覧ください。



松戸保健所感染症情報
4月号（4月10日配信）



地域における麻しん対策

予防接種予防接種→→22回接種を完了させること回接種を完了させること

定期予防接種の実施の徹底定期予防接種の実施の徹底

施設では利用者や職員の予防接種状況施設では利用者や職員の予防接種状況

予防接種予防接種→→22回接種を完了させること回接種を完了させること

定期予防接種の実施の徹底定期予防接種の実施の徹底

施設では利用者や職員の予防接種状況施設では利用者や職員の予防接種状況

予予 防防

施設では利用者や職員の予防接種状況施設では利用者や職員の予防接種状況
把握把握
施設では利用者や職員の予防接種状況施設では利用者や職員の予防接種状況
把握把握

院内感染院内感染対策対策

施設内の施設内の対策対策

院内感染院内感染対策対策

施設内の施設内の対策対策

拡大防止拡大防止


