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1. 検疫所の業務紹介 【第 6 回 感染症の情報提供業務】
平成 30 年度の本誌は、検疫所の業務を 1 年間 12 回に分けてご紹介するページを掲載しています。
第 6 回目となる今号では、海外の感染症に関する情報提供をご紹介いたします。
前号までご紹介してきたとおり、検疫所は検疫感染症が国内に侵入することを防止する業務を行ってい
ます。そのためには、海外渡航者や入国者をはじめ、幅広い方々に検疫感染症の発生状況などを知ってい
ただくことも大切です。そのための情報提供は検疫所の義務であると検疫法第 27 条の 2 に規定されてい
ます。では、中部国際空港ではどのように情報提供を行っているのか、以下にご紹介いたします。
出国や入国しようとする方に対する情報提供としては、


国際線の保安検査場の隣にある「CIQ 広報展示室（C:Customs 税関、I:Immigration 出入国管理、
Q:Quarantine 検疫）」でリーフレット配架



出国審査後の免税店エリアに海外感染症情報ブースを設置し、ディスプレイ表示、ポスター掲示およ
びリーフレット配架



入国前の検疫ブースでのディスプレイ表示、ポスター掲示および検疫官による声かけ



手荷物受取所の一角のスペースでの感染症情報の展示

を行っております。
また、当中部空港検疫所支所では、黄熱予防接種を実施しており、予防接種実施日は待合室内に感染
症予防に関するポスターやリーフレットの掲示、DVD 上映、渡航前の注意喚起や予防対策等の周知（蚊媒
介感染症の紹介や、虫除け剤の効果的な使用方法および渡航先で気をつけるべき感染症等の紹介）を行
っております。
さらに全検疫所でインターネット上に「FORTH」と名付けた詳細な情報提供サイトを開設し、海外での感染
症の発生状況をリアルタイムで情報提供しています。

FORTH ウェブサイト https://www.forth.go.jp/index.htm
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「FORTH」は、FOR Traveler’s Health の略で、海外で健康に過ごしていただくためのウェブサイトです。
日本出国前に必要な予防対策をとっていただき、また、日本帰国後（入国後）も健康であり続けていただくた
めに、海外の感染症の最新の流行状況や、予防方法などの情報を掲載しています。
本誌「感染症情報」も、名古屋検疫所が独自に行う情報提供業務の一環です。名古屋検疫所および管内
の支所・出張所と関係が深い行政や医療機関や事業所の皆さま向けに、検疫感染症及びその他注意が必
要な感染症について最新の情報をお届けしたいとの願いから、発行しております。
名古屋検疫所のウェブサイトでは、バックナンバーも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

名古屋検疫所ウェブサイト

当空港・海外感染症情報コーナーに

https://www.forth.go.jp/keneki/nagoya/kansensho.html

設置しているリーフレット類

皆さまにご活用いただける情報のご提供ができるよう、今後も WHO や CDC や各国行政 HP で最新の正
確な情報を収集して参ります。
さらに、海外渡航前や渡航後の一般市民の方からの電話相談にも多数対応しております。
「今度○○国に渡航するが、感染症はどんなことに気を付ければよいか」
「海外渡航にあたってワクチンを受けたいが、何を選べばよいか」
「帰国した後で体調不良になったが、どんな病気がありうるか」
など、海外での感染症に関するご相談に積極的に乗っておりますので、いつでもお電話ください。
今年度 12 回シリーズで検疫所の業務紹介をしておりますが本号で半分となりました。ご覧いただきまし
て、ありがとうございます。これまでは検疫業務を紹介してきましたが、次号は衛生業務を紹介する予定で
す。
皆さまには馴染みの少ない検疫所の業務をこうしてご紹介することで、平常時や有事の際のますますの
連携につなげていけたらと願っております。今後ともよろしくお願いします。
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2. 検疫感染症とは
検疫法は、「国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止す
る」ことを目的としています（検疫法第 1 条）。
「国内に常在しない感染症」は、検疫法第 2 条及び検疫法施行令第 1 条で具体的に定められています。
これらの感染症を「検疫感染症」と呼びます。
この他に、同法第 34 条に基づいて「検疫感染症以外で、国内に侵入するおそれのある重大な感染症」
が、同法第 34 条の 2 に基づいて「未知の新しい感染症」が、検疫所で水際対策する感染症としてそれぞれ
指定される場合があります。
またこれらの感染症は同時に、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（感染症法）
においても取り扱いが指定・分類されています。
検疫所は、検疫感染症が国内に侵入しないよう監視するとともに、海外での検疫感染症の発生動向に常
に注目しています。
本誌「中部空港検疫所支所 感染症情報」は、名古屋検疫所及びその支所・出張所と関係が深い事業所
の皆さま向けに、検疫感染症及びその他注意が必要な感染症について最新の情報をお届けします。

【検疫感染症の一覧】（平成 30 年 9 月 18 日時点）
検疫法の条項

第2条 第1号

第2条 第2号

感染症の種類
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、
マールブルグ病、南米出血熱、ラッサ熱
新型インフルエンザ等感染症（※1）
鳥インフルエンザ A（H5N1）、鳥インフルエンザ A（H7N9）、

第2条 第3号
施行令第 1 条

第 34 条
第 34 条の 2

中東呼吸器症候群（MERS）
ジカウイルス感染症、チクングニア熱、デング熱、マラリア
検疫感染症以外の感染症で、
国内に侵入するおそれのある重大な感染症（※2）
未知の新たな感染症（※3）

感染症法上の
分類
一類感染症
新型インフルエ
ンザ等感染症
二類感染症
四類感染症
-----新感染症

赤字は今号で取り上げている感染症
（※1、2、3 いずれも平成 30 年 9 月 18 日時点で指定なし）
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3. 名古屋検疫所管内における検疫感染症の発見状況
検疫所には、外国から来航した人のうち検疫感染症が疑われる者に対し、病原体検査を行う権限があり
ます（検疫法第 13 条）。
中部空港検疫所支所における病原体検査および病原体発見の状況を随時お知らせいたします。
【中部空港検疫所支所における月別の病原体検査の実施および病原体発見の状況（2018 年 8 月現在）】
中部空港検疫所支所 （管轄：中部国際空港）

2018 年

検査人数

病原体発見数

病原体の内訳

1月

5人

0件

2月

1人

0件

3月

9人

1 件 デングウイルス 2 型 1 件

4月

4人

0件

5月

4人

1 件 デングウイルス 3 型 1 件

6月

6人

0件

7月

4人

0件

8月

5人

0件

38

2

9月
10 月
11 月
12 月
計

（単位：人）
【2017 年 中部空港検疫所支所における病原体検査の実施および病原体発見の状況】
検査人数
2017 年

44

病原体発見数

7

病原体の内訳
デングウイルス 6
チクングニアウイルス 1
（単位：人）
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4. 検疫感染症の発生状況
(1) エボラ出血熱 【コンゴ民主共和国】
【ポイント】


エボラ出血熱は、エボラウイルスが引き起こす、致死率が高い極めて危険な感染症です。



コンゴ民主共和国では、2018 年 8 月 1 日付けで、10 回目のエボラ出血熱の流行発生が
発表されました。9 月 5 日時点で 129 人の患者が確認され、うち 86 人が死亡しています。



流行宣言以降、発生地区が徐々に拡大し、患者数も増加しております。



医療従事者からも患者が発生し、死亡者も出ています。

世界保健機関（WHO）の 2018 年 9 月 7 日および同 14 日付けの発表によりますと、コンゴ民主共和国で
のエボラ出血熱の流行は、全体的な傾向としてはピークを過ぎたと考えられます。
患者の検知が速やかにできるようになったことと、適切な感染予防や治療が実施されるようになったこと
は喜ばしい傾向です。しかし、この流行は、さらに拡大していく可能性があります。医療へのアクセスが困難
な地区へ拡大すると、エボラ治療センター（ETCｓ：Ebola treatment centres）への受診も遅れ、それが更なる
感染拡大につながってしまうためです。
9 月 5 日までの時点で、患者は北キヴ州(North Kivu 州)の 7 つの地区（Beni 地区、Butembo 地区、
Kalunguta 地区、Mabalako 地区、Masereka 地区、Musienene 地区、Oicha 地区）と隣接するイトゥリ州（Ituri
州）の 1 つの地区（Mandima 地区）の合計 8 地区から患者が報告されています。前号の 8 月号では合計 6
地区で、患者の大半は北キヴ州の Mabalako 地区からでしたので、患者発生地区が徐々に拡大しているこ
とがうかがえます。9 月 5 日時点で累積総患者数 129 人（うち確定例 98 人、可能性例 31 人）が報告され、
そのうち死亡が 86 人（うち確定例 55 人、可能性例 31 人）で、致死率は 67%です。これらの患者数には 17
人の医療従事者（うち 2 人死亡）も含まれています。

2018 年 9 月 5 日時点でのコンゴ民主共和国でのエボラ出血熱確定例および可能性例
（横軸の週はそれぞれの患者の発症日が基準）
確定例

可能性例
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20180905

【出典】
WHO Disease Outbreak News | Ebola virus disease - Democratic Republic of the Congo | 14 September 2018
http://www.who.int/csr/don/14-september-2018-ebola-drc/en/
WHO Disease Outbreak News | Ebola virus disease - Democratic Republic of the Congo | 7 September 2018
http://www.who.int/csr/don/7-september-2018-ebola-drc/en/
WHO Disease Outbreak News | Ebola virus disease - Democratic Republic of the Congo | 9 August 2018
http://www.who.int/csr/don/9-august-2018-ebola-drc/en/
WHO Ebola virus disease - Ebola situation reports: Democratic Republic of the Congo
http://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/
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エボラ出血熱は、エボラウイルスによる致死率が高い極めて危険な感染症です。
●感染経路
エボラウイルスに感染し、症状が出ている患者の体液等（血液、分泌物、吐物、排泄
物）や患者の体液等に汚染された物質（注射針など）に十分な防護なしに触れた際、
ウイルスが傷口や粘膜から侵入することで感染します。一般的に症状のない患者から
は感染しません。空気感染もしません。
エボラウイルスは、オオコウモリ（果実を餌とする大型のコウモリ）、サル、アンテロー
プ（ウシ科の動物）などの野生動物にも感染します。流行地では、それらの感染動物の死体や生肉（ブッシ
ュミート）に直接触れた人がエボラウイルスに感染することで、自然界から人間社会にエボラウイルスが持
ち込まれていると考えられています。
なお WHO は、流行地では以下のような集団がエボラ出血熱に感染するリスクが高いとしています。


医療従事者



患者の家族・近親者



埋葬時の儀式の一環として、遺体に直接触れる参列者

病気に関する知識を持ち、しっかりした対策を行うことで感染を防ぐことができます。
●症状
エボラウイルスに感染すると、2～21 日（通常は 7～10 日）の潜伏期の後、突然の発熱、頭痛、倦怠感、
筋肉痛、咽頭痛等の症状を呈します。次いで、嘔吐、下痢、胸部痛、出血（吐血、下血）等の症状が現れま
す。
●治療法
現在、エボラ出血熱に対するワクチンや特異的な治療法はないため、患者の症状に応じた治療（対症療
法）を行うことになります。
補液による初期の支持療法、対症療法は生存率を向上させます。まだ、エボラ出血熱に対して使用でき
る承認された治療法はありませんが、ある種の血液療法、免疫療法、薬物療法は、現在、評価の段階にあ
ります。
●予防法
承認されたワクチンはありませんが、有望なワクチンが臨床での安全性評価の段階にあります。

【出典】
厚生労働省 エボラ出血熱に関する Q&A
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1970 年代以降、中央アフリカ諸国（コンゴ民主共和国、スーダン、コンゴ共和国、ウガンダ、ガボン等）で、
しばしば流行が確認されています。2014 年に、初めて、西アフリカでの流行、アフリカ大陸以外（スペイン、
米国、イタリア、英国）での発生が確認されました。

発生年

国名

患者数

死亡者数

致死率

2018

コンゴ民主共和国

54

31

61%

2017

コンゴ民主共和国

8

4

50%

2014-2016

ギニア、リベリア、シエラレオネ（※）

28,616

11,310

40%

2014

コンゴ民主共和国

66

49

74%

2012

コンゴ民主共和国

57

29

51%

2012

ウガンダ

7

4

57%

2012

ウガンダ

24

17

71%

2011

ウガンダ

1

1

100%

2008

コンゴ民主共和国

32

14

44%

2007

ウガンダ

149

37

25%

2007

コンゴ民主共和国

264

187

71%

2005

コンゴ

12

10

83%

2004

スーダン

.17

7

41%

2003

コンゴ

35

29

83%

2003

コンゴ

143

128

90%

2001-2002

コンゴ

59

44

75%

2001-2002

ガボン

65

53

82%

2000

ウガンダ

425

224

53%

1996

南アフリカ（ガボンからの輸入症例）

1

1

100%

1996

ガボン

60

45

75%

1996

ガボン

31

21

68%

1995

コンゴ民主共和国

315

254

81%

1994

コートジボアール

1

0

0%

1994

ガボン

52

31

60%

1979

スーダン

34

22

65%

1977

コンゴ民主共和国

1

1

100%

1976

スーダン

284

151

53%

1976

コンゴ民主共和国

318

280

88%

※症例数は 3 カ国の合計です。この他、マリ、ナイジェリア、セネガル、スペイン、アメリカ、イギリス、イタリア
でも限定的な感染が確認されました。
【出典】 厚生労働省 エボラ出血熱に関する Q&A
WHO | Ebola outbreak 2014-2015 http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
WHO Disease Outbreak News | Ebola virus disease - Democratic Republic of the Congo | 25 July 2018
http://www.who.int/csr/don/25-july-2018-ebola-drc/en/
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(2) 中東呼吸器症候群 【イギリス、韓国】
【ポイント】


中東呼吸器症候群（MERS）は 2012 年以降、サウジアラビアを中心に、中東の複数の国・
地域で発生しています。また、中東渡航者からの輸入例も散発しています。



2018 年 8 月にイギリスで、同 9 月に韓国で、それぞれ中東渡航者による輸入例が報告さ
れました。



原因ウイルス（MERS-CoV）をラクダが持っていることがわかっており、ラクダとの濃厚接
触で感染すると考えられています。また、患者から医療従事者へのような濃厚接触で感染
することもわかっています。サウジアラビアでは医療機関などでの集団感染事例も複数報
告されています。ただし、ヒトからヒトへ広く感染しやすい状態にはなっていません。



中東地域へ渡航する際には、ラクダや呼吸器症状のある患者との接触に十分注意する必
要があります。

世界保健機関（WHO）の 2018 年 8 月 22 日および 9 月 12 日付けの発表、ならびに韓国疾病対策予防セ
ンター（KCDC）の 2018 年 9 月 10 日～15 日の一連の発表によると、イギリスではサウジアラビアからの輸
入例 1 人、韓国ではクウェートからの輸入例 1 人の、中東呼吸器症候群（MERS）患者の報告がありまし
た。
【イギリス】
患者はサウジアラビア在住の 80 代男性で、慢性疾患があり、発症した状態で 8 月 16 日にサウジアラビ
アからイギリスのマンチェスター市に飛行機で来航しました。その後同国リーズ市に自動車で移動していま
す。リーズで受診した後にリバプール市の感染症専門機関に隔離され、検査の結果 MERS と診断されまし
た。イギリスの WHO 連絡窓口から 8 月 22 日付けで WHO に MERS 発生が報告されています。
イギリスの保健当局は接触者調査を進めています。飛行機で患者の近傍 3 列以内に着席していた乗客
およびイギリス国内での患者との接触者に連絡を取り、健康状態の観察が行われています。
またサウジアラビア保健当局は患者の家族に検査を行い、全員の陰性が確認されています。
イギリスでの MERS 輸入例は 2013 年以来で、今回の患者で累計 5 人目となりました。
【韓国】
患者は 61 歳男性の韓国人で、8 月 16 日～9 月 6 日にクウェートに滞在していました。
滞在中の 8 月 28 日に下痢を発症。症状が悪化したため 9 月 4 日および 6 日に現地の病院を受診。6
日現地発の飛行機で翌 7 日に韓国へ帰国し、帰国直後にソウル市内の病院に入院。肺炎も発症しており、
翌 8 日の検査にて MERS が確定されました。
韓国の保健当局は患者を隔離し、家族および航空機内で近傍に着席していた乗客等の濃厚接触者の追
跡調査を行っています。9 月 17 日時点で接触者からの新規の発症はありません。
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【出典】
WHO Disease Outbreak News | Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) - United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland | 31 August 2018 http://www.who.int/csr/don/31-august-2018-mers-united-kingdom/en/
WHO Disease Outbreak News | Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) infection - Republic of Korea | 12
September 2018 http://www.who.int/csr/don/12-september-2018-mers-republic-of-korea/en/
KCDC Press Release | MERS Patient Confirmed in ROK [8.Sep.2018]
http://www.cdc.go.kr/CDC/eng/info/CdcKPress.jsp?menuIds=HOME002-MNU0576MNU0586&fid=8652&q_type=&q_value=&cid=140627&pageNum=
KCDC Press Release | [KCDC] MERS Daily Report (Sept. 17. Press Release)
http://www.cdc.go.kr/CDC/cms/cmsFileDownload.jsp?fid=8652&cid=140759&fieldName=attach1&index=1
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中東呼吸器症候群（MERS, Middle East Respiratory Syndrome 「マーズ」）は、
2012 年に初めて確認されたウイルス性の感染症です。原因となるウイルスは
MERS コロナウイルス（MERS-CoV）と呼ばれています。2003 年に流行した重症
急性呼吸器症候群（SARS；サーズ）の原因となった病原体もコロナウイルスの仲
間ですが、SARS と MERS は異なる病気です。
●感染経路
ヒト以外からヒトへの感染
ヒトがどのようにして MERS に感染するかは、まだ正確には分かっていません。
患者から分離された MERS-CoV と同じウイルスが中東のヒトコブラクダから分離さ
れていることなどから、現在、ヒトコブラクダが MERS-CoV の感染源動物として最も
有力視されています。
ヒトからヒトへの感染
家族間や医療機関における患者間、患者－医療従事者間など、濃厚接触者間での感染も報告されてい
ます。感染者に防護対策をとらずに治療に当たる、などの無防備な濃厚接触さえなければ、ウイルスはヒト
からヒトへ簡単に感染するとはみられていません。感染予防や感染制御対策が十分でない医療施設で患
者が集団発生しています。これまでのところ、持続的な地域社会での感染流行は報告されていません。
●症状
感染してから 2～14 日後に、発熱、せき、息切れなどを引き起こします。下痢などの消化器症状を伴う場
合もあります。MERS に感染しても、症状が現れない人や、軽症の人もいますが、特に高齢の方や糖尿病、
慢性肺疾患、免疫不全などの基礎疾患のある人で重症化する傾向があります。報告された MERS 患者の
約 36％が死亡しています。
●治療法
特別な治療法はなく、症状に応じた治療が行われます。
●予防法
ワクチンや予防する薬はありません。
●その他
このウイルスは、主にサウジアラビアで症例の大多数（>85%）が報告されており、アラビア半島全体に循
環しているようです。何例かは中東以外でも報告されています。これらの感染者はほとんどが中東で感染
し、この地域の外に感染輸出されたと考えられています。2015 年韓国で発生した集団感染は中東以外では
最大の規模です。懸念はありますが、韓国でヒトーヒト感染が持続していたという証拠はありません。その
他の感染輸出された国では全て、二次感染が報告されていないか、限定的な二次感染の報告のみです。
【出典】
FORTH |お役立ち情報 中東呼吸器症候群
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●渡航前の注意
これまでの MERS 患者の殆どはサウジアラビアで発生していますが、他にレバノン、カタール、アラブ首
長国連邦、オマーンなど、他の中東諸国でも報告がありました。中東地域への渡航に際しては、これらの国
に限らず中東地域全体の発生状況に注意してください。
糖尿病、腎不全、慢性肺疾患、免疫不全などの基礎疾患がある場合は通常よりも感染しやすいと考えら
れていることに留意してください。
●渡航中の注意
渡航中には衛生対策を続けましょう。
また、ラクダが MERS ウイルスを持っていることが分かっています。ラクダは興奮したり怒ると唾液を吐き
かける癖があります。旅行中にラクダと接触する機会がある場合（ラクダに乗るなど）にはくれぐれも注意し
てください。
特に下記の点に注意してください。


加熱殺菌していないラクダの乳（生乳）は決して飲まない



十分加熱していない（生焼けの）ラクダの肉は決して食べない



その他の加熱していない肉や不衛生な環境で調理された食品も食べない



果実や野菜は料理する前に清潔な水で洗う



農場の動物、家きん、野生動物に不用意に触らない



ラクダは威嚇行動でツバを吐くことがあるため、ラグダの周辺に近寄った時には、石けんと水で手を
しっかり洗う。水がないときにはやむを得ず消毒用ジェルなどで手を消毒する

●渡航中に MERS が疑われる症状が出たら
渡航中に咳や発熱などの症状が現れ、MERS ウイルスとの接触の可能性があるならば、直ちに医療機
関へ受診してください。早めの診断、早めの治療が極めて重要です。
他人への感染を避けるために、他人との接触は最低限にしましょう。
マスクは必須です。またマスクをしていても、咳やくしゃみをする時には可能な限り口と鼻を覆う対策を取
り、唾液や痰が付着した物品、衣類などはできるだけ他人に触れさせないようにする心がけが大切です。
海外で医療施設を訪れる機会（病人の見舞い、見学も含む）があったときには、出来るだけ詳しい情報を
残すことに努めて下さい。
●渡航後の注意
中東地域から日本に帰国・入国する際に発熱、咳などの症状がある場合には、検疫所にご相談くださ
い。
渡航先で MERS 感染者と接触した可能性がある場合は、直ちにその旨を検疫所に報告してください。
中東地域からの帰国後 2 週間以内に発熱、咳などの症状が現れた場合には、速やかに電話にて最寄りの
保健所にご連絡ください。その上で受診などについて保健所の指示に従ってください。
診断が確定するまでは、不必要に人と接触しないことを心がけてください。
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2012 年 9 月の最初の報告から現在までの MERS 発生例は、ほとんどがサウジアラビアからの報告で
す。
2015 年には韓国で輸入例による国内流行が生じましたが、完全に終息しました。
【国内発生例が報告されている国】
サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ヨルダン、カタール、オマ
ーン、クウェート、イエメン
【輸入例が報告されている国】
アルジェリア、オーストリア、バーレーン、中国、エジプト、フラン
ス、ドイツ、ギリシャ、イラン、イタリア、レバノン、マレーシア、オ
ランダ、フィリピン、韓国、タイ、チュニジア、トルコ、英国、米国

【出典】
厚生労働省| 中東呼吸器症候群（MERS）について http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkakukansenshou19/mers.html
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(3) 鳥インフルエンザ A(H7N9) 【中国】
【ポイント】


鳥（ニワトリや野鳥など）に感染する鳥インフルエンザ A（H7N9）が、ヒトにも感染して発病
するケースが、2013 年以降、中国を中心に発生しています。



現在は 6 回目の流行の波ですが、過去 5 回の波と異なり、これまでに新たに 3 人の患者
発生に留まっています。



ごく限定的なヒトからヒトへの感染が報告されていますが、ヒトからヒトへ広く感染すること
はまだ確認されていません。そのため「新型インフルエンザ」にはあたりません。発生地へ
の渡航も制限されていません。



中国など発生地へ渡航する際には、家きんに近づかない注意や、衛生習慣の維持が必
要です。

世界保健機関（WHO）の 2018 年 9 月 5 日付けの各発表によると、鳥インフルエンザ A（H7N9）は 2017
年 10 月から同日までの間に、中国で新たに 3 人の患者が報告されました。
2013 年に最初の患者が報告されて以降、2017 年 9 月までに大きな流行の波が 5 回あり、その間に計
1,564 人の患者が報告されました。しかし直近の 2017 年 10 月以降の波では、上述のとおり、わずか 3 人
の患者が新たに報告されたに留まります。この 3 人を合わせて、これまでのところ累計 1,567 人の患者が
報告され、うち 615 人が死亡しています（致死率 39.2%）。1,567 人のうち、台湾、マレーシア、カナダで各 1
人ずつ報告されたものを除くすべての患者が、中国本土、香港特別行政区およびマカオ特別行政区での
発生です。
2018 年 8 月 31 日までの確定患者数の推移

週数
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中国本土および香港特別行政区からの報告によると、家きんや野生鳥の調査においても鳥インフルエン
ザ A(H7N9)の検出数は減少しています。しかし、鳥類からの検出数が減少しても、新たなヒト患者が発生す
る可能性はまだあります。

【出典】
WHO Disease Outbreak News | Human infection with avian influenza A(H7N9) virus - China: Update | 5 September 2018
http://www.who.int/csr/don/05-september-2018-ah7n9-china/en/
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東京都感染症情報センターの集計によると、2013 年～2018 年 2 月の間に感染者が発生した地域は、下
図のとおりです。

2013 年～2018 年 2 月の鳥インフルエンザ A（H7N9）感染者報告地

報告があった地域

※中国本土、香港特別行政区およびマカオ特別行政区以外では、台湾、マレーシアおよびカナダから各 1
人ずつ報告があります。いずれも中国国内で感染した輸入例と考えられます。

【出典】
東京都感染症情報センター｜鳥インフルエンザ (H7N9)（ヒト）の発生状況 http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/avianflu/h7n9_china/
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Q：鳥インフルエンザ A（H7N9）とは何ですか？
A：2013 年 3 月末から中国での発生が報告されている、A 型インフルエンザウ
イルス（H7N9）によるヒトへの感染症のことです。A 型インフルエンザウイルスは
さらに細かく分類されており、H と N のそれぞれに番号を付ける形で区別してい
ます。鳥類が感染する A 型インフルエンザウイルスを一般的に鳥インフルエン
ザウイルスと呼んでおり、今回発生が報告されている鳥インフルエンザウイル
スは、H7N9 と分類されます。
Q：ヒトが鳥インフルエンザ A（H7N9）に感染すると、どのような症状が出るのですか？
A：これまでに海外で報告されたところでは、多くの患者で発熱や咳、息切れに加え、重
症の肺炎が見られました。ただし、この病気についてはまだ限られた情報しかありませ
ん。
Q：鳥インフルエンザと新型インフルエンザは、どのような関連があるのですか？
A：「鳥インフルエンザ」＝「新型インフルエンザ」ではありません。
鳥インフルエンザは、一般的に鳥類がかかる病気です。今回のようにヒトが鳥インフルエンザウイルスに感
染することはありますが、その患者から別のヒトに病気がうつることは、通常ありません。しかし、ウイルスが
特殊な遺伝子変異を起こしてヒトからヒトへと感染する能力を獲得し、ヒト－ヒト間で持続的な感染が起こる
ようになった場合、新型インフルエンザと呼ばれるようになります。
Q：ヒトからヒトへの感染事例はあったのですか？
A：現在のところ、ヒトからヒトへ持続的に感染した事例は確認されていません。ただし、一部、家族間での
感染が疑われる事例が報告されています。なお、他のタイプの鳥インフルエンザ（例えば、鳥インフルエンザ
（H5N1））でも、家族など濃厚接触者間のみでの限定的なヒト－ヒト感染は報告されています。
Q：鳥インフルエンザ A（H7N9）ウイルスは、ヒトに感染しやすくなっていると聞きましたが本当ですか？
A：通常、鳥インフルエンザなどの動物のインフルエンザウイルスがヒトに感染することは稀です。今回中国
の患者から検出された鳥インフルエンザ A(H7N9)ウイルスの遺伝子情報を解析したところ、鳥類だけではな
く、ヒト（哺乳類）にも感染しやすくなるような性質を示す遺伝子配列が一部見つかっています。実際にヒトに
感染を起こしやすくなっているかどうかについては現在調査中です。
Q：ワクチンはありますか？
A：現在、鳥インフルエンザ A(H7N9)ウイルスに有効なワクチンはありません。WHO（世界保健機関）や国立
感染症研究所などで、ワクチン製造に最適なウイルス株の選定を行い、必要な場合にワクチンが製造でき
るように準備が進められています。
【出典】
厚生労働省|鳥インフルエンザ A（H7N9）に関する Q&A http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakukansenshou/infulenza/h7n9_qa.html
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世界保健機関（WHO）による鳥インフルエンザ A（H7N9）のリスク評価とアドバイス
鳥インフルエンザ A（H7N9）ウイルスのヒトへの感染は、引き続き、稀なできごとです。疫学状況を詳細に
観察し、直近のヒト感染ウイルスの特性をさらに解析することが、リスク評価とリスク管理対策の調整を遅滞
なく行うために必須です。
ヒト症例のほとんどは、感染した家きんとの接触か、生家きん市場のようなウイルス汚染環境との接触を
通じて、鳥インフルエンザ A（H7N9）ウイルスに曝露されています。このウイルスが動物や環境中で検出さ
れ続け、生きた家きんが取引され続けていることから、ヒト症例はさらに発生することが予想されます。ヒト
－ヒト感染の小規模な発生は同一病棟入院者での発生も含めて散発はしていますが、現在の疫学的・ウイ
ルス学的な根拠からは、このウイルスは持続的にヒト－ヒト感染する能力は未だ獲得していないことが示唆
されています。そのため、地域レベルで感染が拡がる可能性は低いと考えられます。
WHO は既知の鳥インフルエンザ発生地域への渡航者に対して、可能であれば、家きん飼育場への立ち
入りや生家きん市場での鳥・動物接触、家きんの屠殺場への立ち入り、鳥や動物の糞で汚染された場所へ
の立ち入りなどを避けるよう推奨しています。また渡航者は、流水と石けんによる手洗いを頻繁に行い、安
全な食生活や衛生的な行動をとるべきです。


養鶏場への立ち入りを避ける



生きた家きん類をさばく市場での動物との接触を避ける



家きんを解体する場所への立ち入りを避ける



家きんや動物の排泄物で汚染されているとみられるあらゆる物品との接触を避ける



石鹸と水で手をよく洗い、食品の安全と衛生習慣の維持に努める

WHO は本件に関して、いかなる入境地点においても特別な検査等を行ったり渡航・交易を制限すること
を推奨しません。また常のごとく、鳥インフルエンザが懸念される地域からの帰還者が重篤な急性呼吸器症
状を呈した場合は、鳥インフルエンザウイルス感染を鑑別として考慮すべきです。
中国に滞在される方は、今後も情報に注意していただくとともに、手洗いや咳エチケットをこころがけてく
ださい。また、鳥に直接触ったり、病気の鳥や死んだ鳥に近寄ったりしないようにしてください。入国の際に
発熱、咳、喉の痛みなどの症状がある場合には検疫所に相談してください。
【出典】
FORTH 更新情報 2017 年 06 月 30 日更新｜鳥インフルエンザ A(H7N9)の発生状況 （更新 18）
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(4) デング熱 【アジア・太平洋地域】
【ポイント】


デング熱は、デングウイルスが蚊の媒介によってヒトに感染することで発症します。



デング熱に感染すると一部の人が発症し、発熱・痛み・発疹などの症状を生じます。1 週
間ほどで自然に治ります。しかし、4 つあるウイルス型の 2 つ目以降に感染すると、デング
出血熱という重い状態になることがあり、稀に死亡することもあります。



デング熱は世界の熱帯・亜熱帯地域で広く発生しています。



流行地域へ渡航する場合には、蚊に刺されないことが重要な予防法です。

世界保健機関（WHO）の西太平洋事務局（WPRO）の 2018 年 8 月 30 日付け発表、ならびに台湾 CDC、
タイ保健省およびインド保健家族福祉省のそれぞれの最新の発表によりますと、アジアの 2018 年初以降
のデング熱発生状況は以下の通りです。これらの国・地域ではデング熱が恒常的に発生しています。

患者報告数

患者報告数の集計期間
（2018 年）

備考

参考：
およその人口

中国

451 人

1 月 1 日～7 月 31 日まで

台湾

236 人

1 月 1 日～9 月 1 日まで

輸入例を含む

フィリピン

20,108 人

1 月 1 日～3 月 10 日まで

※情報更新なし

ベトナム

39,692 人

1 月 1 日～8 月 4 日まで

死亡 9 人

カンボジア

5,436 人

1 月 1 日～8 月 18 日まで

ラオス

3,586 人

1 月 1 日～8 月 11 日まで

死亡 12 人

680 万人

タイ

52,670 人

1 月 1 日～9 月 3 日まで

死亡 69 人

6,700 万人

マレーシア

46,544 人

1 月 1 日～8 月 18 日まで

死亡 76 人

2,930 万人

1,579 人

1 月 1 日～7 月 28 日まで

14,233 人

1 月 1 日～7 月 22 日まで

オーストラリア

492 人

1 月 1 日～8 月 28 日まで

仏領ポリネシア

17 人

シンガポール
インド

ニューカレドニア

1,792 人

13 億 7,000 万人

1 億人
9,270 万人
1,500 万人

560 万人
死亡 30 人

13 億 1,000 万人
2,400 万人

7 月 15 日～2 週間
1 月 1 日～8 月 3 日まで

2,350 万人

28 万人
死亡 2 人

27 万人

【出典】
WPRO | Dengue Situation Update Number 550, 30 August 2018 http://www.wpro.who.int/entity/emergencies/dengue_20180830.pdf?ua=1
台湾 CDC | Taiwan National Infectious Disease Statistics System | Dengue fever
https://www.cdc.gov.tw/english/list.aspx?treeid=00ED75D6C887BB27&nowtreeid=60D9FD2AB1F99B63
Thailand MoPH | Bureau of Epidemiology | National disease surveillance (Report 506)
http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/506wk/y61/en/d262766_3461_en.pdf
India | Ministry of Health & Family Welfare | National Vector Borne Disease Control Programme
http://nvbdcp.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=431&lid=3715
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この疾患はデングウイルスによる感染症です。ヤブ蚊によってヒトに感染します。
●感染経路
デングウイルスは、ウイルスを持っているヤブ蚊（ジカウイルスやチクングニアウイルスを媒介するのと同
じ蚊）に刺されることで感染します。
デングウイルスに感染しているヒトをヤブ蚊が刺す（吸血する）と、蚊の体内にウイルスが入り、1 週間か
ら 10 日ほどかけて蚊の体内でウイルスが増殖します。その蚊がまたヒトを刺すと、今度はヒトの体内にウイ
ルスが侵入し、ヒトがデングウイルスに感染します。
代表的なヤブ蚊にはヒトスジシマカやネッタイシマカがありますが、このうちヒトスジシマカは日本にも多
数生息しています。2014 年 8 月から 9 月にかけて東京・代々木公園を発端に日本国内に一時的に拡がっ
たデング熱は、ヒトスジシマカが媒介したと考えられています。
デングウイルスはヒトからヒトへ直接感染することはありません。
●症状
蚊に刺されてウイルスがヒトの体内に侵入してから 2～15 日の潜伏期間の後（通常は 3～7 日後）、2～4
割の人が発症します。症状は、38～40℃の発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、眼窩痛などが現れます。
頭痛や関節痛などの痛みは激しく、英語では break bone fever（骨が折れたかのような痛みが出る熱）とも
呼ばれています。発症 3～4 日後から全身に発疹が出現します。
これらの症状は 1 週間程度で自然に治り、後遺症はありません。
デング熱を起こすウイルスには 4 種類あります（1 型～4 型）。1 つの型に感染した後はその型に対する
免疫が生涯続きますが、他の型への免疫は一時的に（数か月）しか続きません。他の型のウイルスに感染
したときに（2 回目以降の感染で）、デング出血熱と呼ばれる重い病状になることがあります。デング出血熱
は稀に死亡することがあります。
●治療法
特異的な治療法はなく、発熱や痛みに対する対症療法、補液程度のみです。ただし、デング熱では血小
板が減少して出血を起こしやすくなるので、同じく血小板に影響するサリチル酸系と呼ばれる解熱鎮痛薬
（アスピリンなど）は使用できません。
●予防法
流行地へ渡航する場合は、蚊に刺されないよう充分な予防策をとりましょう。→31 ページの「蚊に刺され
ないようにするには」を参照
【出典】
FORTH お役立ち情報 | デング熱 Dengue Fever 2016 年 8 月更新
国立感染症研究所 | デング熱とは https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/238-dengue-info.html
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デング熱は世界の熱帯・亜熱帯地域で広く発生しています。

デング熱の地域別発生リスク（2012 年）

デング熱の危険性
高い
低い
発生していない

【出典】
WHO | GLOBAL STRATEGY FOR DENGUE PREVENTION AND CONTROL 2012-2020
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75303/1/9789241504034_eng.pdf?ua=1
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5. 検疫感染症以外の感染症の発生状況
(1) 黄熱 【仏領ギアナ、コンゴ共和国】
【ポイント】


黄熱はアフリカおよび南アメリカの熱帯・亜熱帯地域の風土病として知られてきました。



黄熱は蚊を介して黄熱ウイルスに感染することで発病します。ヒトと、森林に住む霊長類
の双方に感染します。一方で、効果の高いワクチン（黄熱ワクチン）が普及しています。



仏領ギアナとコンゴ共和国のそれぞれから、新たに 1 人ずつの黄熱患者が報告されまし
た。本誌編集時点ではそれ以上の感染拡大は認められていません。両国とも黄熱発生
国・地域です。



黄熱が発生する国・地域へ入国・入域する際には、事前に黄熱ワクチンを接種し、接種し
たことを証明する国際証明書（イエローカード）を提示することを要求される場合がありま
す。

世界保健機関（WHO）の 2018 年 8 月 24 日および 9 月 7 日付発表によりますと、フランス領ギアナ（以
下、仏領ギアナ）およびコンゴ共和国でそれぞれ 1 人ずつ黄熱患者の発生が報告されました。
【仏領ギアナ】
仏領ギアナでの黄熱患者 1 人は 2018 年 8 月 14 日に WHO に報告されました。
患者は仏領ギアナ在住の 47 歳スイス人男性で、同国ロウラ地区の森林地帯に居住していました。男性
は黄熱ワクチンの接種歴がありませんでした。
8 月 4 日にインフルエンザ様症状を発症し、同 8 日に劇症肝炎で首都カイエンヌの病院に入院。翌 9 日
に本国フランスのパリに移送され、肝移植手術を受けています。患者の検体は同 10 日に仏領ギアナで検
査され、RT-PCR 検査によって黄熱が確定されました。
追跡調査が行われ、男性の周辺には同様の患者や霊長類の異常な死亡例は発見されませんでした。
仏領ギアナは黄熱流行地域であり、入境に際しては黄熱予防接種証明書（イエローカード）の提示が必
須です。
【コンゴ共和国】 （※現在エボラ出血熱が発生しているコンゴ民主共和国とは異なります）
コンゴ共和国での患者 1 人は、同国ポワント・ノワール市ビソンゴ地区に居住する 20 歳男性です。男性
は黄熱ワクチンの接種歴がありませんでした。
2018 年 7 月 4 日に発熱で発症、翌 5 日に同市の病院を受診。同 9 日に黄疸と持続する発熱のため再
診。出血症状はありませんでした。同 10 日に血液検体が隣国コンゴ民主共和国の検査センターに送付さ
れ、黄熱の血清診断が陽性となりました。さらに検体は同 30 日セネガルの検査センターに送付され、8 月
21 日までかけて行われた黄熱の精密検査により診断が確定されています。
男性は発症の 2 週間前に、アンゴラ国境沿いの僻地チアンバ・ンザッシ地区に旅行しています。
診断確定を受けて、追跡調査が行われました。ポワント・ノワール市の 16 の医療機関から症例定義に合
致する疑い患者が 2018 年中で 69 人報告されました（うち 2 人はアンゴラ在住）。このうち 43 人分の検体で
24
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疑い患者が居住する地域の蚊の調査を行ったところ、都市部で黄熱を媒介するネッタイシマカ（後述）が
高密度に生息していることが確認されました。これはネッタイシマカによって都市部でヒトからヒトへと急激に
黄熱の感染が拡大する危険性があることを示しています。同じく疑い患者の住宅の周辺でネッタイシマカの
産卵が確認され、雨期の到来によって状況が悪化することが予想されます。
同国の保健人口省は 8 月 22 日付けでポワント・ノワール市での黄熱アウトブレイクを宣言しました。
WHO の支援を得て、120 万人の人口があるポワント・ノワール市での黄熱予防接種キャンペーンをはじめと
する黄熱予防策を展開しています。
コンゴ共和国は黄熱流行地域であり、入国に際しては黄熱予防接種証明書（イエローカード）の提示が
必須です。

【出典】
WHO Disease Outbreak News | Yellow fever - France - French Guiana | 24 August 2018
http://www.who.int/csr/don/24-august-2018-yellow-fever-french-guiana/en/
WHO Disease Outbreak News | Yellow fever - Republic of the Congo | 7 September 2018
http://www.who.int/csr/don/7-september-2018-yellow-fever-congo/en/

25

中部空港検疫所支所 感染症情報 106 号
６０６０
黄熱とは

平成 30 年 9 月 18 日発行

●原因・病原体
黄熱は黄熱ウイルスにより引き起こされる、急性の出血性疾患です。“イエロー（黄色）”の名称は、患者
の一部で黄疸を来すことに由来しています。
黄熱ウイルスをもった蚊に刺されることで、伝播・感染します。黄熱ウイルスはヒトだけでなく、熱帯雨林な
どの森林に住むサル（霊長類）にも感染し、森林の蚊とサルの間で黄熱ウイルスが維持されています。森林
にヒトが立ち入り、ウイルスを持った蚊に刺されることで、ヒトも感染します。熱帯地域の都市部にだけ生息
するネッタイシマカも黄熱ウイルスを媒介します。森林でウイルスに感染したヒトが都市部に移動すると、都
市部のネッタイシマカがヒトからヒトへ黄熱ウイルスを伝播し、都市の人口密集地域で急激に感染が拡大
し、黄熱の大流行が発生します。
●流行地域
以前から黄熱が風土病となっている国・地域が世界に 47 ヶ国（アフリカ 34 ヶ国、ラテンアメリカ 13 ヶ国）
あります。例として、アフリカ全体では 2013 年の 1 年間で、黄熱による重症患者が 84,000-17 万人、死亡
者が 29,000-60,000 人、それぞれ発生したと推定されています。
●症状
主な症状は、発熱、頭痛、黄疸、筋肉痛、吐き気、嘔吐および疲労感です。
蚊に刺されるなどして黄熱ウイルスが体内に侵入すると、3-6 日間の潜伏期間の後で、発熱、背部の強
い筋肉痛、頭痛、悪寒、食欲減退、嘔気、嘔吐などの症状が出現します。ほとんどの患者は、3-4 日後には
自然に回復します。
しかし、一部の患者では、発症 24 時間以内にさらに毒性の高い第 2 期に移行します。再び高熱となり、
肝臓や腎臓などのいくつかの臓器が障害されます。この段階では、黄疸、黒っぽい尿、腹痛と嘔吐などが
現れます。第 2 期に入った患者の半数は 7-10 日以内に死亡します。
●診断
黄熱診断は血液検査で行います。しかし実際の診断は特に初期のうちは困難で、重篤になっても他の疾
患（重症マラリア、レプトスピラ症、ウイルス性肝炎（特に劇症型）、他の出血熱、他のフラビウイルス、中毒
等）との区別が重要になります。
日本では国立感染症研究所で血液（血清）による黄熱診断を行うことができます（2017 年 2 月時点）。
●治療と予防
黄熱ウイルスに対する特別な薬はありません。症状を和らげ生命を維持するための対症療法・支持療法
が中心となります。
予防接種は黄熱を防ぐ最も重要な方法です（何らかの理由で予防接種が受けられない場合には、蚊に
刺されないことが唯一の予防法です）。

【出典】
FORTH |黄熱について（ファクトシート） 2016 年 05 月 26 日更新 http://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2016/05261430.html
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黄熱の予防には、黄熱ワクチンの接種は黄熱を防ぐ最も重要な方法です。何らかの理由で予防接種が
受けられない場合には、蚊に刺されないような対策が必要です（※詳しくは 31 ページの「蚊に刺されないよ
うにするには」を参照）。
黄熱の発生リスクがある国・地域（黄熱リスク国・地域）へ日本から渡航する際には、黄熱ワクチンの接
種が必要です。
●黄熱ワクチンの効果
黄熱ワクチンの予防効果（免疫）は、接種から 10 日目の時点で 80-100%
程度、接種から 30 日後には 99%の予防効果が得られます。免疫は一生涯
に渡って持続するため、追加接種などは不要です。
●黄熱ワクチンの副反応
接種部位の腫れや発熱などの副反応が時々生じますが、基本的に自然に回復します。
重篤な副反応の報告は稀です。ワクチンが肝臓、腎臓、中枢神経に障害を引き起こし、入院や生命の危
険につながるようなワクチン接種後の有害事象の発生率は、100 万人あたり 0.4 から 0.8 です。
●黄熱ワクチンの接種可能年齢
生後 9 ヶ月から接種可能となります。年齢の上限はありませんが、60 歳以上では重篤な副反応の可能
性が高くなります。妊婦は接種できません。授乳中の場合は、母子が同時に接種する場合を除き、授乳の
一時的な中断が必要です。鶏卵やゼラチンへのアレルギーがある場合も接種できないことがあります。そ
の他、基礎疾患や投薬内容によって接種が制限される場合もあります。高齢者や基礎疾患がある場合の
接種は、接種による利益と危険性を慎重に判断して個別に決定します。
●黄熱ワクチンの接種機関
黄熱ワクチン接種は日本国内では全国の検疫所および一部の指定医療機関で行っています。検疫所の
ウェブサイト「FORTH 海外で健康に過ごすために」内に接種機関の一覧表があります。
FORTH｜黄熱の予防接種機関一覧 http://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html#list

※黄熱ワクチンのその他の情報については 34 ページの「黄熱の予防接種について」をご参照ください。
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(2) 麻しん 【中部国際空港の利用客】
【ポイント】


麻しん（はしか）は非常に感染性の高いウイルス性疾患です。安全で効果的なワクチンが
あるにもかかわらず、世界の青少年の主要な死亡原因の一つとなっています。



アジアの広範囲の国々、アフリカおよびヨーロッパの各地で、麻しんが持続的に発生して
います。特に日本からの渡航者が多い中国や東南アジアでの発生が多く、ワクチン接種
による予防が重要です。



日本は 2015 年に麻しんの排除状態にあることが認定されました。しかし、海外から感染
者が入国（帰国）し感染が拡大する事例が、各地で発生しています。最近の日本では、麻
しん患者は 0～1 歳と 20 歳以上の成人に多く発生しています。



8 月下旬～9 月上旬にベトナム、フィリピンおよびタイから中部国際空港に発病した状態で
到着した乗客 3 人が、日本入国後に麻しんと診断されました。

日本は 2015 年に麻しん（はしか）の排除状態（土着のウイルスが検出されなくなった状態）にあることが
世界保健機関（WHO）によって認定されましたが、その後も海外からの輸入例が相次いでいます。麻しんは
非常に感染力が強く、深刻な合併症もあるため、十分な注意とワクチンによる予防が重要です。
8 月 23 日にベトナム航空 346 便で中部国際空港に到着した三重県鈴鹿市の女性、8 月 28 日にセブパ
シフィック航空 5038 便で当空港に到着した愛知県岡崎市の女児、およびタイ国際航空 644 便で 9 月 14 日
に当空港に到着した静岡県静岡市の男性が、いずれも日本帰国または入国後に麻しんと診断されました。
それぞれ三重県、岡崎市および静岡市から公表されると同時に、中部国際空港株式会社も公式サイトで公
表しました。
また、岡崎市で 9 月 6 日に、三重県で 9 月 11 日に、それぞれ麻しんの二次感染も発生しています。
【三重県鈴鹿市の女性】
患者は三重県鈴鹿市在住の 20 代外国籍女性です。
ベトナム滞在中の 8 月 19 日に発熱し、症状が持続したまま、ベトナム航空 346 便で 8 月 23 日に中部国
際空港へ到着。入国後の同 25 日、26 日、27 日に鈴鹿市内の医療機関を計 3 か所受診し。同 31 日に 3
か所目の医療機関を通じて検査を行い、麻しんが確定されました。
さらにこの患者の接触者調査を保健所が行ったところ、9 月 11 日に接触者の中から新たに 1 人の麻し
ん患者が発生し検査で確定されました。
三重県はさらなる接触者調査を実施し、報道およびウェブサイトを通じて市民へ注意喚起を行っていま
す。
【愛知県岡崎市の女児】
患者は愛知県岡崎市在住の 1 歳日本人女児です。
8 月 16 日にフィリピンへ渡航し、現地滞在中の 8 月 26 日に発熱、症状が持続したまま、セブパシフィック
航空 5038 便で 8 月 28 日に中部国際空港へ到着。帰国後の同 29 日、30 日に岡崎市内の医療機関を計 2
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か所受診し、同 31 日に 2 か所目の医療機関を通じて検査を行い、麻しんが確定されました。
さらにこの患者の接触者調査を保健所が行ったところ、9 月 6 日に接触者の中から新たに 1 人の麻しん
患者が発生し検査で確定されました。
岡崎市はさらなる接触者調査を実施し、報道およびウェブサイトを通じて市民へ注意喚起を行っていま
す。
【静岡県静岡市の男性】
患者は静岡県静岡市在住の 40 代日本人男性です。
9 月 14 日にタイからタイ国際航空 644 便で中部国際空港へ到着。名鉄電車、新幹線を利用して静岡市
の自宅へ移動し、同日中に静岡市内の医療機関を受診。翌 15 日に別の医療機関を通じて検査を行い、麻
しんが確定されました。
麻しんの患者接触から発症までの潜伏期間は最長で 21 日間です。当該便を利用した、患者に接触した
可能性がある、等のご相談はそれぞれ、三重県、岡崎市または静岡市にご連絡ください。
麻しんは検疫感染症ではないため、検疫所で法に基づく措置を行うことはありません。しかし、極めて感
染力が強い重大な疾患であるため、麻しんが疑われる有症者に対しては、公共交通機関の利用を避け、事
前に医療機関に電話連絡した上でその指示に従って早急に受診するよう、個別の注意喚起を十二分に行
っています。

【出典】
中部国際空港公式サイト | 麻しん（はしか）患者の発生について | 2018 年 9 月 15 日更新
http://www.centrair.jp/whatsnew/1204607_1429.html
三重県 | 麻しん（はしか）患者の発生について
http://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000016.htm
岡崎市政ニュース
http://webhp.city.okazaki.lg.jp/appli/06/wp06_news.asp
※「担当部署・件名から検索」のキーワードに「麻しん」を入力して検索、検索結果から「麻しん（はしか）の患者が発生しました」のう
ち「2018/08/31 19:30」および「2018/09/07 17:00」を参照
静岡市 | 静岡市内で麻しん患者が発生しました
http://www.city.shizuoka.jp/388_000071.html
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麻しんは麻しんウイルスによって起こる病気です。その感染力はウイルスの中で最も強く、麻しんを発症
している人と同じ部屋にいるだけで感染する（空気感染）ことがあります。感染力はインフルエンザの 6～8
倍強いともいわれています。
麻しん予防には、予防接種がもっとも有効です！！一方で、空気感染し感染力も強
いことから、手洗いやマスクのみで予防することはできません。予防接種を受けていな
い人は、海外旅行の流行地でかかる可能性が高いです。
●感染経路
ウイルスに感染した患者に直接さわったり、患者の吐いた息や咳に含まれる唾液などから感染します。
●症状
感染して 10～12 日の潜伏期間を経て、高熱、咳、鼻水が数日間持続し、口の中に小さな（約 1mm）白い
発疹（コプリック斑）ができます。熱は一度下がりますが再び上昇し、再上昇と同時に体中に赤い発疹がで
きます。別の病気に同時にかからなければ、7～10 日後に回復します。
肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者 1,000 人に 1 人の割合で脳炎が発症すると言われています。死亡す
る割合は先進国であっても 1,000 人に 1 人といわれています。
その他の合併症として、10 万人に１人程度と頻度は高くないものの、麻しんウイルスに感染後、特に学童
期に亜急性硬化性全脳炎（SSPE）と呼ばれる中枢神経疾患を発症することもあります。

口腔内にみられるコプリック斑

顔面にみられる発疹

●治療法
特別な治療法はなく、症状に応じた治療が行われます。中耳炎や肺炎などの別の病気に同時にかかっ
てしまった場合には、抗菌剤を投与する必要があります。
●予防法
予防接種が有効です。予防効果を確実にするためには、2 回の接種が必要です。予防接種を受けたこと
がなく、麻しんにかかったこともない場合には、予防接種を受けることをお勧めします。
※麻しんの患者さんに接触した場合、72 時間以内に麻しんワクチンの予防接種をすることも効果的である
と考えられています。接触後 5、6 日以内であればγ
-グロブリンの注射で発症を抑えることができる可能性
がありますが、安易にとれる方法ではありません。詳しくは、かかりつけの医師とご相談ください。
【出典】
FORTH お役立ち情報 | 麻しん（はしか） Measles
FORTH 2017 年のニュース | 麻疹について （ファクトシート）
国立感染症研究所 麻疹とは http://www.niid.go.jp/niid/ja/encycropedia/392-encyclopedia/518-measles.html
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6. 海外へ渡航されるみなさまへ
(1) 蚊に刺されないようにするには
蚊は「1 年あたりで最もたくさんヒトを殺している生き物」と言われています。
ジカウイルス感染症、デング熱、チクングニア熱、マラリア、黄熱などは蚊が媒介する感染症です。
ワクチンや治療法があるのはこれらの感染症の一部だけであり、これらに対する最も重要な予防法は蚊
に刺されないようにすることです。
防蚊（ぼうぶん）対策について以下に説明します。
●服装
長袖のシャツ、ズボンを着て、できるだけゆったりとしたものにすると良いでしょう。皮膚の露出部を少なく
するようにしてください。

●宿泊施設について
可能な限り、しっかりと網戸がとりつけられているか、エアコンが備
わっている、または、蚊をしっかりと駆除しているホテルやリゾートに
滞在してください。蚊取り線香やその他の殺虫剤用噴霧器も有効で
す。
睡眠時には殺虫剤で処理された蚊帳の使用が良い予防方法で
す。
●虫除け剤の使用
流行地域では、屋外に出かける場合、網戸が備わっていない建物にいる場合などには、「ディート
（DEET）」または「イカリジン」という有効成分が含まれている虫よけ剤を皮膚の露出部または衣類につけて
ください。ただし、目の周囲や粘膜、傷口には使用しないでください。顔に塗る際には一度手のひらにつけて
伸ばしてから塗りましょう。
どちらの成分も濃度が重要です。
日本ではディート（DEET）は 6％～30％のものが販売されています。濃度が高い方が持続時間が長くな

31

中部空港検疫所支所 感染症情報 106 号
平成 30 年 9 月 18 日発行
６０６０
り、30%で有効時間は約 5-8 時間程度です。濃度が低いと頻繁に塗り直す必要があるため、日本で最も濃
いディート 30%のものをお勧めします。外国製の虫除け剤にはディート（DEET）濃度が更に高いものもありま
すが、濃度がさらに高いものは皮膚に対する刺激が強くなるので注意が必要です。使用する場合には、必
ず添付文書に記載されている使用法を守ってください。
イカリジンはディート（DEET）と同じく高い虫除け効果があり、日本では 15%までのものが販売されていま
す。同じく最も濃いイカリジン 15%のものをお勧めします。
流行地域で虫除け剤が入手困難な事態も考えられますので、日本から虫除け剤を持参しましょう。その
上で、長期の滞在の場合には現地での購入も考えましょう。
日焼け止めを使用する場合には、先に日焼け止めを塗ってから、その上に虫除け剤を塗ってください。
●子供への虫除け剤の使用
子供、とくに乳児への虫よけ剤の使用については、小児科医にご相談ください。虫よけ剤が使用できない
場合、ベビーカーにぴったりと合う蚊帳でベビーカーを覆ってください。
●蚊の行動パターンを知りましょう
病気を運ぶ蚊が活動する時間帯には、特に虫除け対策を徹底し、野外活動を自粛しましょう


日中に活動しやすい蚊が運ぶ病気：デング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症、黄熱



夜間に活動しやすい蚊が運ぶ病気：マラリア

【出典】
FORTH｜お役立ち情報｜虫除け対策をしよう
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(2) 食べ物・水にご注意を
旅行先での病気の多くが、食べ物・水からうつります。
●手洗いをこまめにしましょう
病原微生物は、土の中、水の中、動物や人の体など、あらゆるところにい
て、食べ物についたり、手についたりして、口に入ります。
手洗いはこまめに行い、特に食事の前には必ず石けんと水道水で手を洗
いましょう。きれいな水が使えない場合には、手洗い後にアルコールハンド
ジェルを使用することも考えましょう（ハンドジェルのみの使用では不十分な
こともあります）。
●生水を飲まないようにしましょう
飲料水が汚染されていると、病原微生物に感染してしまいます。清潔か
どうか疑わしい場合には飲まないようにしてください。しっかりと蓋が封印
されたボトル入りの水・清涼飲料水が最も安全です。
水道水の場合、最低 1 分間しっかりと沸騰させます（標高 2000 メート
ル以上では 3 分間）。水を沸騰させるための器具がない場合は、飲料水
消毒用薬剤を購入して使用することを考えましょう（各国で入手可能です。
あらかじめ品名を調べておくとよいでしょう）。
歯みがき、うがいの水にもボトル入りの水か沸騰した水を使いましょう。
ジュースや乳製品は信頼のできる店で飲みましょう。
●氷を避けるようにしましょう
氷は生水から作られている可能性があります。ボトル入りの水を使って自分で作るようにしましょう。
●完全に火の通った食べ物を食べてください
適切な加熱調理をすれば、ほとんどの病原微生物が殺菌されます。加熱の際には、食べ物の全ての部
分に完全に火が通っていることが大切です。
料理は完全に火が通っているものを、湯気が立っているうちに食べましょう。特に、生の魚介類、赤みが
残ってピンクの肉汁が出ているような鳥肉、生の部分が残るミンチ肉やバーガーは避けてください。
屋台やホテル・レストランのビュッフェを利用する場合、調理済みの料理が生の食べ物に接して置かれてい
ないことを確認しましょう。
調理済みの料理を何時間も室温に置くと、病原微生物を増殖させ、感染の原因になります。ビュッフェや
マーケット、レストランや屋台では、高温で保存されているか、冷蔵されている食べ物を食べましょう。
●サラダや生の野菜は避けましょう
野菜類は生水を用いて処理されている可能性があります。
野菜やフルーツなどは、自分で皮をむいて用意できるもの以外は食べないようにしましょう。
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7. 検疫所からのお知らせ
黄熱の予防接種について
中部空港検疫所支所では、黄熱の予防接種及び黄熱予防接種国際証明書（通称イエローカード）の交
付を行っています。
（※現在名古屋検疫所では予防接種を行っておりません。東海地方で黄熱予防接種を行っているのは中部
空港検疫所支所のみです。）

接種日時

予約について

予約専用電話番号

毎週火曜日 13 時 00 分から
※祝日・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除きます

完全予約制です
予約の受付は電話のみです

0569-38-8205

（聴覚に障害をお持ち等の方は FAX 0569-38-8194）

接種希望日の 1 か月前の同日から接種希望日の前日までの、
予約受付日時

平日朝 8 時 30 分～17 時 00 分まで（ただし、希望日前日は昼 12 時 00 分で〆
切）
※祝日・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除きます


電話予約時に健康状態やアレルギー、治療中の病気などについて詳しく問
診するため、電話予約に 15 分程度の時間がかかります



接種日ごとに予約数の上限があり、時期によっては予約が早期に満数に達
することもあります

予約時の注意点



黄熱以外の予防接種も予定されている場合は、予防接種同士の間隔（1 週
間もしくは 4 週間）を調整する必要があるため、希望日に予約できないことも
あります



治療中の病気がある場合は、ご自身で主治医の先生に接種の可否を相談
していただくことがあります



渡航・旅行が決まり次第、お早めに予約をお願いします



黄熱予防接種国際証明書（通称イエローカード）は接種当日に交付いたしま

黄熱予防接種
国際証明書

す


姓名（ローマ字）、性別、生年月日、署名をパスポートと完全に一致させる必
要があるため、電話予約時にパスポートの記載内容をお尋ねいたします

料金



料金は 11,180 円です（国際証明書の交付手数料を含む）



料金は収入印紙で納めていただきます（※現金、クレジットカード等はお取り
扱いできません）



収入印紙は郵便局などで購入できます
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外国から入国する渡航者に、黄熱の予防接種を要求する国があります。それらの国では、入国時に「黄
熱予防接種国際証明書（通称イエローカード）」を提示する必要があります。
要求国は 2 種類に分けられます。


どの国・地域からの入国者に対しても要求する国




例：ガーナ（アフリカ）、フランス領ギアナ（南米）など

黄熱の発生リスクがある国・地域からの入国者に対して要求する国


例：ペルーからボリビアへの入国、ブラジルからタイへの入国など

国・地域別の黄熱ワクチン要求状況は下記の FORTH サイト内で確認できます。
FORTH｜黄熱予防接種 国際証明書 要求状況
http://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html#a

WHO は 2018 年 6 月 14 日付けで黄熱ワクチンの推奨及び要求状況を更新しました。
海外渡航の際には、渡航先が国際証明書（イエローカード）を要求するのか否かを詳細にご確認くださ
い。ご不明の点は検疫所へ個別にお問い合わせください。
国・地域によっては、WHO や検疫所が提供する情報以外に、大使館等にも確認が必要な場合がありま
す。
●黄熱予防接種証明書の有効期限の変更について
WHO（世界保健機関）の方針変更を踏まえ、日本でも平成 28 年（2016 年）7 月 11 日から黄熱予防接種
証明書（イエローカード）の有効期限が「生涯有効」へと変更されました。
平成 28 年（2016 年）7 月 10 日以前に取得済みのイエローカードも、平成 28 年（2016 年）7 月 11 日より
自動的に有効期限が生涯有効となりました。
発行から 10 年以上が経過して書面上は無効になっているイエローカードであっても、そのまま有効な証
明書として入国・入域の際に提示できます。更新手続きなどは必要ありません。
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