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サーベイランスの定義

系統的に情報を収集し、

解析および解釈を継続して行い、

その情報を対策をとる人々

および多くの人に伝えること

発生動向調査（サーベイランス）

《語源》 Surveillance：super(over)＋
videre(see)＝見渡す



感染症サーベイランスの原理

医師・医療機関 公衆衛生当局

患者発生 データ
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対策

決定･判断
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麻しんのサーベイランス-①

どうして？

定点（シルエット）から全数（全身、顔がわかる映像）へ



麻しんのサーベイランス-②

小児科定点（約3,000）、基幹定点（約500）からの報告では、
以下のような特徴を正確に把握しえなかった。

流行の規模

年齢（10代、20代の発生状況）
ワクチン接種歴

2012年を目標に麻しん排除計画始動！
発生状況の正確な把握が必要→排除の確認のためにも

1例の患者発生から開始される対策が必要（可能な限り24時
間以内の届出）→拡大をできるだけ早く防ぐため

予防接種効果の把握が必要（ワクチン接種歴の追加）



医師の届出ガイドライン

1.届出対象

2.届出時期

3.検査診断の実施

4.届出様式記載時の注意点・お願い・記載方法

5.病原体サーベイランスへの協力

+届出受理時の保健所の対応・コンピュターシステム
（NESID）入力について



■届出のために必要な要件

ア 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
イ 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
ウ 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

■届出に必要な臨床症状

■届出に必要な病原体診断

検査方法 検体

分離・同定による病原体の検出 咽頭拭い液、血液、髄液

検体から直接のPCR法による病原体遺伝子の検出
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）

血清

ア 麻しんに特徴的な発疹

イ 発熱

ウ 咳嗽、鼻汁、結膜充血などのカタル症状

１．届出対象-①
・届出基準に合致した症例の届出



病型： 1） 麻しん（検査診断例）
2） 麻しん（臨床診断例）
3） 修飾麻しん（検査診断例）

届出基準を満たさない例
例１：検査診断された麻しん症例と接触歴があり、症状は発疹のみ、検査診断なし
→症状に発熱、カタル症状もあれば、麻しん（臨床診断例）
検査診断されれば、修飾麻しん（検査診断例）
両方あれば麻しん（検査診断例）

例２：症状が発熱、カタル症状、コプリック斑、検査診断なし
→ 症状として発疹があれば麻しん（臨床診断例）
検査診断されれば、修飾麻しん（検査診断例）
両方とも加われば、麻しん（検査診断例）

１．届出対象-②

◎発生動向調査の対象は、臨床現場で診断された症例と
必ずしも一致しない。

写真：IDWR 2003年第3週号より



臨床上の診断基準と届出基準の違い

臨床上の診断基準

患者1人1人への
適切な治療・

個々の集団発生事例への
対策

診療のツール（個人が対象）

公衆衛生のツール（集団が対象）

サーベイランス上の
届出基準

より大きな集団への適切な
対策・介入

（例：麻しん排除計画）

１．届出対象-③



・脳炎合併例は急性脳炎の届出も併せて必要

肺炎とともに麻しんによる死亡の二大原因
• 小児の死亡原因の多くは肺炎、

• 成人の死亡原因の多くは急性脳炎

• 脳炎は、1000例に0.5～1例の割合で合併。

• 患者の約60％は完全に回復するが、20～40％に中枢神
経系の後遺症を残し、致死率は約15％。

• 届出後に合併した場合にも報告する。

・急性脳炎・脳症は病原体の種類や原因を問わず、すべて届出対象

（ただし、ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、
日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフトバレー熱を除く。）

１．届出対象-④



考えられる保健所の対応

届出基準の確認
・記載内容は、届出基準を満たしているか（病型はあっているかを含む）を確認する。
・医師に対して、臨床上の診断基準とサーベイランス上の届出基準の違い、サーベイラ
ンス上の届出基準の必要性を説明し、理解を得る。
・届出基準を満たさない疑い段階であっても、必要に応じて情報提供していただくようお
願いする。

・基準を満たしていない場合には保留とし、追加情報が得られ、基準に合致した場合に、
NESIDに登録する。（すでに登録済みの場合は修正する。）
・追加情報が得られず、届出基準を満たさない場合は、削除理由（発疹出現せず、また
検査診断実施もないため、削除等）を備考欄に入力した後、削除する。
※削除症例数も、WHOの報告事項となる。

脳炎等の合併症の把握
・症状欄に脳炎の記載があり急性脳炎の届出がない場合には、医師に届出を依頼する。
・合併症は届出後に出現することが予想されるので、そのような場合には報告いただくよ
う、あらかじめ周知しておく。

１．届出対象-⑤



・診断後24時間以内を目途に保健所に届出
麻しんに対する、より迅速な行政対応に資するため。

臨床の現場に早く状況を伝えるため

２．届出時期

考えられる保健所の対応

積極的疫学調査（集団発生調査、症例調査、接触者調査）の必要性を

検討し、必要な調査を実施する。



・臨床診断例については、可能な限り検査診断を実施し、
その結果について保健所に報告

• 変更後の病型、診断方法（検査方法）及び結果、検査診断
の年月日を報告する。

• 検査診断により、麻しんではないことが判断した場合にも、
保健所に連絡し、届出を取り下げる（お願い）。

なお、現時点においては、臨床診断例も届出対象であるが、今後、我が国に

おける麻しん患者数が減少してきた場合には、検査診断で確定診断した症

例のみを報告することになる。

＊WHOはすでに、各国に対して検査診断を求めています

３．検査診断の実施-①



考えられる保健所の対応

臨床診断例の報告を受理した場合
可能な限り検査診断実施の有無を問い合わせ、検査結果の得られる日
に再度確認する。（あるいは、報告をお願いする。）
自治体において検査実施体制が整備されている自治体においては、そ
の旨を届出医に伝え、検体提供を依頼する。

「臨床診断例」から「検査診断例」へのNESID上の修正
病型を麻しん（臨床診断例）→麻しん（検査診断例）
検査診断の方法・結果を新たに入力し、臨床決定の項
のチェックをはずす。
備考欄に、「○月○日に臨床診断例から病型変更」と入力 する。

３．検査診断の実施-②



・診断方法の記載
・診断の根拠となる結果が得られた場合に記載する。

・検査中のもの、陰性であったものは記載しない。

・分離・同定
・血清IgM抗体の検出 ※注１

・ペア血清での抗体の検出
結果：抗体陽転・抗体価の有意上昇 ※注２

検査方法：EIA・HI・NT・PA・その他（ ） ※注３
・その他の検査方法 ※注４

・臨床決定

注１：発疹出現後4日以内に採血された場合には、陰性になる場合があるので、麻しんの可能性が
高い場合などでは、日を改めて再度検査、さらにペア血清での抗体検査を合わせて実施すること
が望ましい。

注２：EIA法では抗体陽転のみ（抗体価の有意上昇はない）

注３：抗体検査方法のその他としては、CFが考えられる。

注４：様式には、「その他の検査方法」とあるが、これが選択されている場合は、原則として、届出
基準を満たさない。

麻しん（検査診断例）

修飾麻しん（検査診断例）

麻しん（臨床診断例）

４．届出様式記載時の注意点-①



・各種年月日の記載
• 初診年月日は、麻しんとしての初診日とする。
• 感染推定日、発病日は、感染伝播の状況を把握する上で重要なので、
特定できない場合には、わかっている範囲で記載する。

・感染源患者や感染拡大に関する情報提供
• 感染源に関する情報、集団発生の疑い、患者の職業・職種、
その他保健所への有用な情報と考えられる事項などの積極的な情報
提供を依頼する。

・積極的疫学調査への協力
• 保健所が積極的疫学調査の実施が必要と判断した場合に、患者の氏
名・住所などの情報提供が必要になることがある。その際には、患者
（保護者）の了解を得て、可能な限り調査に協力するように依頼する。

４．届出様式記載時の注意点-②



・検体提供の協力
• 麻しんは病原体サーベイランスの対象疾患。
保健所から検体の提供を求められた場合に、協力する。

地方衛生研究所や国立感染症研究所で、ウイルス分離、遺伝子解析な

どの詳細な病原体検査が行われ、麻しん対策上重要な情報となる。

５．病原体サーベイランスへの協力

写真：東京都健康安全研究センターより
http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/measles/measles-photo.html



都道府県別累積麻しん報告数
（第1-7週、n=2,119）

2月17日診断分まで、2月21日現在



積極的疫学調査

☆麻しんの積極的疫学調査は、感染症法第15条に基づいて保健所が
実施すべきものであり、都道府県等は必要に応じて国立感染症研究所
等の専門家に対する技術的な助言や調査・対応等の支援を要請するこ
とが可能である



2．調査の目的

（1）流行の阻止と他地域への伝播防止
麻しんの発生状況を迅速に把握することに加えて、患者との接触歴を有
する感受性者を迅速に抽出し、麻しん含有ワクチンを接種する等の適切
な感染拡大防止策を実施する

（2）感染源・感染伝播経路・感染拡大における危険因子の特定

（3）正確かつ迅速な情報の伝達
調査を行うことで得られた情報を、国・他の自治体・医療機関・教育機関
・集団生活施設等の関係各機関や住民に、迅速かつ効果的に還元する
ことは調査の重要な一部である

麻しん積極的疫学調査ガイドライン



3．調査の原則
（１）調査実施主体： 実施主体は、都道府県・保健所を設置する市又は特
別区における保健所等を含んだ公衆衛生機関である。本疫学調査は、
感染症法第15条に基づいて実施される

（２）調査実施基準： 本調査は地域もしくは施設内において1例の麻しん患
者が発生したときに迅速に開始すべきである

（３）調査対象者： 調査の対象者は、①麻しん発症者（患者）、②患者との接
触者、③患者の感染源と推定される者である

（４）情報の共有： 麻しんはその感染力の強さ及び潜伏期間から、遠隔地で
の流行が続発することが知られている。疫学調査の結果は、関係各機関
においても可能な限り広く共有されるべきであり、そのためには調査方法
や調査票等の統一化が重要である

（５）人権への配慮： 調査対象者に対して調査の必要性、公衆衛生学的意
義を説明し、理解を得た上で、対応を行うべきである。発症者及びその周
囲にいる感染を受けた者の両者の人権に配慮する必要がある

麻しん積極的疫学調査ガイドライン



麻しん積極的疫学調査（概要）

医療機関からの麻しん患者発生の届出もしくは学校・会社施設等より麻しん患者発
生の通報あり

集団発生（アウトブレイク）調査
①麻しんが集団で発生しているか否かの確認
②原因疾患が麻しんであることを確認

↓
症例定義を作成して調査を実施
記述疫学（時・場所・人）
インパクトの評価
ワクチン有効性の評価

対策の実施
①接触者の麻しん感受性の
判定と対策
②接触者と特定されなかった
者への感受性者対策
③集団発生後の経過観察

症例調査
①症例基本・臨床情報調査
②症例行動調査
③感染源調査

接触者調査
①分類に従って接触者をリストアップ
②接触者の麻しん感受性者判定
③感受性のある接触者の発病予防
④感受性のある接触者の健康観察
⑤有症状時の外出自粛と医療機関受
診時の指導
⑥その他の感受性者対策

集
団
発
生
調
査
の
み
の
場
合

症例調査・接触者調査に移行する場合



4．調査の実際

• 麻しんの積極的疫学調査は（１）集団発生調査、（２）症例調
査、（３）接触者調査からなる

• 患者が多く発生している状況においては（１）「集団発生（ア
ウトブレイク）調査」のみの実施が現実的な対応策となる

• 麻しん排除に向けた取り組みが進むと、（２）「症例調査」を行
った上で、各症例に関連した（３）「接触者調査」がより重要な
調査として実行されるべきである

• 本疫学調査は、保健所において医学的知識を有する専門職
者が中心になって担当し、かつ調査に携わる者全員が麻し
んに対する免疫を有する者であることが必須である

麻しん積極的疫学調査ガイドライン



4．調査の実際－（1）麻しん集団発生（アウトブレイク）調査

1）集団発生の確認：
①集団発生の有無の確認、②検査室診断の利用による原因疾患の確認

2）調査の実施：
症例定義（確定患者、疑い患者）を作成し、定義に基づいた調査を行う

3）記述疫学の実施：
①時間（流行曲線）、②場所（スポットマップ）、③人（患者の特徴；年齢、
ワクチン接種歴等）

4）集団発生のインパクトの評価：
確定患者中の①入院患者数、②合併症発生者数、③死亡者数

5）予防接種の有効性に関する評価：
☆VE=（ARU-ARV）/ARU
VE：ワクチン効果、ARU：ワクチン未接種者中の罹患率、ARV：ワクチン
既接種者中の罹患率

麻しん積極的疫学調査ガイドライン



4．調査の実際－（2）症例調査

1）症例基本情報・臨床情報調査：
保健所は、麻しん患者発生の届出を受けた場合、直ちに調査票に基づ
いた調査を開始する

2）症例行動調査：
感染可能期間内の患者の行動を調査し、期間内に接触した者をリストア
ップする

3）感染源調査：
潜伏期間内の他の麻しん患者との接触歴に関する調査。感染源特定不
能例が複数例存在する場合は、地域内の麻しんの蔓延を示唆

麻しん積極的疫学調査ガイドライン



1 診断分類 ： １）麻しん（検査診断例）　２）麻しん（臨床診断例）　３）修飾麻しん（検査診断例）

2 調査者氏名：

3 調査日時　：　　　年　　月　　日　　　時 調査方法　：□面接　□電話　□その他 (　　　 )

4 調査回答者：□本人　□本人以外→氏名（　　　　　　　　　　）本人との関係（　  　　　　　）

　調査回答者連絡先：自宅電話：　　　－　　　－ 携帯電話：　　　－　　　－

5 感染症発生届受理番号： 6 患者居住地保健所：

7 届出医療機関名　　： 8 届出医療機関主治医名：

9 届出医療機関所在地： 10 届出医療機関電話番号：　　　－　　－

11 届出受理日時：平成　　（西暦　　　）年 12 届出受理自治体：

月　　日　　　時　　分 　　　都・道・府・県・市

13 届出受理保健所： 14 届出受理担当者：

15 患者氏名： 16 性別： 男 ・  女 17 生年月日：　　　年　　月　　日（　　歳）

18 患者住所：

19 患者電話番号： 自宅：　　　　－　　　－ 携帯：　　　　－　　　－

20 職業・業種・学校（幼稚園・保育園等を含む）：

最終勤務・出席日（　　年　　月　　日）（＊児童・生徒の場合所属クラス等詳細に記入すること）

21 勤務先／学校名　　：

勤務先／学校所在地：

22 勤務先／学校電話番号：　　　　　－　　　－

23 届出受理日現在の患者の主たる所在場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□医療機関　□自宅　□勤務先・学校　□その他（　　　　　）　□不明

所在地電話番号：　　　　－　　　－

24 同居者 (氏名) (続柄) (生年月日) 25 所属施設（職場や幼稚園、学校など）

　① 　年　月　日(　歳 )   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　② 　年　月　日(　歳 )   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　③ 　年　月　日(　歳 )   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　④ 　年　月　日(　歳 )   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　⑤ 　年　月　日(　歳 )   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　⑥ 　年　月　日(　歳 )   （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

26 本人以外（保護者等）の連絡先

　氏名： 　本人との関係：

　住所：

　自宅：　　　　－　　　－ 　携帯：　　　　－　　　－

 
麻しん症例 基本情報 ・臨床情報調査票 （案）

調査担当保健所名：

症
例
基
本
情
報
・
臨
床
情
報
調
査
票
①



4．調査の実際－（3）接触者調査①

接触者の定義：

感染可能期間内（麻しん発症1日前より解熱後3日間まで）に麻しん患者
と直接接触した者、飛沫感染可能な範囲内（患者から2m以内）で患者の
咳、くしゃみ、もしくは会話等によって飛沫をあびた可能性のある者、さら
には患者から離れていても密閉された空間を共有した者

接触者調査の意義：

①麻しんに対する感受性者を把握し、直ちにワクチン接種を行うこと

②感受性のある接触者に対する観察を行うこと（曝露後2週間）
③感受性のある接触者に対して出来るだけ他の人との接触を避けること

麻しん積極的疫学調査ガイドライン



4．調査の実際－（3）接触者調査②
1）接触者の分類：以下の分類に従ってリストアップし、調査を行う。優先度
は①→③の順とする

①世帯内接触者

症例と同居している者

②直接対面接触者

手で触れること、会話することが可能な距離（2 m以内）で、上記患者と
対面で会話や挨拶等の接触のあった者（医療機関、勤務先、学校等）

③閉鎖空間の共有者

患者とは直接的な接触はなかったものの、所属する施設等の比較的閉
鎖された空間内において空間を共有した者。

※接触者の調査としては、まず上記①および②のグループを重点的に、確
実に行い、その上で③としては、当面は学校・企業など患者の所属する
機関内の施設や医療機関等、迅速に把握が可能でありかつ調査の必要
性が高い接触者の把握に努める

麻しん積極的疫学調査ガイドライン



4．調査の実際－（3）接触者調査③
2）接触者調査の実際：
①接触者のリストアップ：
接触者の分類に該当する接触者についてリストアップし、調査の対象とする。

②麻しん感受性者の推定：
リストアップされた接触者全員について、麻しん既往歴の有無、麻しん関を含むワ
クチンの接種歴に関する調査を行い、麻しん感受性者であるか否かの推定を行う

③感受性者と推定された接触者の発症予防：
感受性者と推定され、緊急ワクチン接種やガンマグロブリンの投与が発症阻止に
有効であると判断される場合、かかりつけ医等の医療機関を受診し、相談するよ
うに奨める

④麻しん感受性者と推定された接触者の健康観察及び追跡調査：
麻しん感受性者と推定された接触者については、発症患者との接触状況に関す
る調査を十分に行い、最終曝露日を0日として14日目に至るまで毎日の健康観察
を実施する

麻しん積極的疫学調査ガイドライン



4．調査の実際－（3）接触者調査④

2）接触者調査の実際：
⑤有症状者に対する外出の自粛・医療機関受診時の指導：
曝露後5日目以降に麻しんを疑わせる症状が出現した場合、外出を控え
、保健所に相談するかあるいは前もって受診することを伝えた上で医療
機関を受診するように指導する

⑥その他の感受性者対策：
麻しん患者が発生した施設内での接触者ではない感受性者に対する麻
しん含有ワクチンの接種の推奨と、地域単位での緊急ワクチン接種キャ
ンペーン等

⑦接触者調査の一時中止：
保健所は患者発生数が多数となり、調査容量を超えていると判断された
時点で、接触者調査を一旦中止して、集団発生調査、地域における感受
性者対策（特に未接種未罹患者へのワクチン接種）に主たる努力を傾注
することを検討する

麻しん積極的疫学調査ガイドライン



接
触
者
調
査
票
（
表
）

1 調査者氏名：

調査日時：　　　年　　月　　日　　　時 調査方法：□面接　□電話　□その他(　　　)

2 接触者番号： 3 接触者居住地保健所：

4 接触患者発生届受理番号： 5 患者居住地保健所：

回答者情報

6 調査回答者：□本人　□本人以外→本人との関係（　　　　　　　）

7 回答者氏名：

8 回答者住所：

9 回答者電話番号： 自宅：　　　　－　　　－ 携帯：　　　　－　　　－

接触者詳細

10 氏名　　： 11 性別： 12 患者との関係：

13 生年月日：ＭＴＳＨ　　　年　　月　　日 14 年齢：

15 住所　　：

16 電話番号： 自宅：　　　　－　　　－ 携帯：　　　　－　　　－

17 職業(勤務先)：

18 麻疹罹患歴（母子健康手帳等の記録による確認が望ましい）

　　　　□なし　□不明　　母子手帳による確認：　□あり　□なし　

　□あり　年齢：　　歳、診断日：　　　年　　月　　日、医療機関名

19 麻しん含有ワクチン接種歴（母子健康手帳等の記録による確認が望ましい)

1回目　有（　　歳） ・  無  ・  不明
ワクチンの種類（ 麻しん単抗原 ・ MR ・  MMR ・ 不明 ）
接種年月日（　S・ H　　年　　月　　日 ・ 不明 ）

製造会社 / Lot番号（　　　　　　　/　　　　　　　・ 不明）
2回目　有（　　歳） ・  無  ・  不明

ワクチンの種類（ 麻しん単抗原 ・ MR ・  MMR ・ 不明 ）
接種年月日（　S・ H　　年　　月　　日・不明）

製造会社 / Lot番号（　　　　　　　/　　　　　　　・ 不明）

20 患者との接触状況（日付、場所、接触内容を記載）

接触者の調査時の状態（必須記載）

21 体温：（　　　　℃）→　37.5℃以上の発熱　□なし　□あり

22 カタル症状：　□なし　□あり：咳嗽・鼻汁・結膜充血・その他（　　　　　　　　　　　　　）　

23 発疹：　□なし　□あり：頭部・体部・四肢・全身　

24 上記以外の症状：　□なし　□あり

　　　　　　症状（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

医療機関受診　　□なし

　□あり　医療機関名（　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　）　主治医（　　　　　　）

診断名

検査： □なし　□あり： ウイルス培養・血液検査

                                                            （添付３）

麻疹接触者調査票（案）
調査担当保健所名：



接
触
者
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
票
（
裏
）

接触者番号： 氏名：

麻疹患者との最終接触日時：　　　　年　　　月　　　日　　　時ごろ

０日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

１日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

２日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

３日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

４日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

５日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

６日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

７日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

８日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

９日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

１０日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

１１日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

１２日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

１３日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

１４日 ／ ：
なし・咳嗽・鼻汁・結膜充

血
なし・頭部・体部・四肢・全身

連絡先： 自宅：　　　　－　　　－ 担当者名：

携帯：　　　　－　　　－

発疹 確認者日付

　
麻疹接触者モニタリング票（案）

最終接触
より

連絡
手段

体温 カタル症状測定時間



体
温
記
録
用
紙

接触者番号： 住所：

氏名： 自宅電話：　　　－　　－　　　　携帯電話：　　　－　　－　　

麻疹患者との最終接触日時：　　　　年　　　月　　　日　　　時ごろ

０日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

１日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

２日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

３日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

４日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

５日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

６日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

７日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

８日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

９日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

１０日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

１１日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

１２日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

１３日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

１４日 　月　日 ：
　□なし
　□あり（　　　　　　　　　　　）

保健所名： 担当者：

　所在地　：

　電話番号：　　　－　　　－　　　　ＦＡＸ：　　　－　　　－

                                                              （添付４）
体　温　記　録　用　紙 (案）

＊麻疹の潜伏期間はおおむね 14日以内、最長でも３週間といわれています。
＊本記録用紙は、接触があった日から14日間以内の発熱、カタル症状（咳・鼻汁・目の充血）、発疹（頭・体・手
　足）などの症状と健康状態を自己チェックしていただくために作成いたしました。
＊毎朝、自宅を出る前などに体温測定と、カタル症状や発疹の有無などのチェックをお願いします。
＊無症状であれば、接触があった日から 14日間についても平常通りの生活が可能です。ただし、できるだけ
　外出などは控えていただき、注意深くご自身の健康チェックを行っていただくことをお願いいたします。もし気
　になる症状が現れたときには、速やかに最寄りの保健所・保健センターあるいは医療機関へご連絡ください。

問い合わせ・連絡先

症状（咳・鼻汁・目の充血・ 発疹等） 備考欄（行先等）日付
最終接 触
より

測定時間 体温 (℃)



麻しん積極的疫学調査（概要）

医療機関からの麻しん患者発生の届出もしくは学校・会社施設等より麻しん患者発
生の通報あり

集団発生（アウトブレイク）調査
①麻しんが集団で発生しているか否かの確認
②原因疾患が麻しんであることを確認

↓
症例定義を作成して調査を実施
記述疫学（時・場所・人）
インパクトの評価
ワクチン有効性の評価

対策の実施
①接触者の麻しん感受性の
判定と対策
②接触者と特定されなかった
者への感受性者対策
③集団発生後の経過観察

症例調査
①症例基本・臨床情報調査
②症例行動調査
③感染源調査

接触者調査
①分類に従って接触者をリストアップ
②接触者の麻しん感受性者判定
③感受性のある接触者の発病予防
④感受性のある接触者の健康観察
⑤有症状時の外出自粛と医療機関受
診時の指導
⑥その他の感受性者対策

集
団
発
生
調
査
の
み
の
場
合

症例調査・接触者調査に移行する場合



予防接種後副反応調査

予防接種後健康状況調査



麻しん風しん混合ワクチンの副反応
主な症状
• 接種後４～１４日にでる発熱(接種を受けた人の２２．３～２７．３％：予防
接種と子どもの健康より)

• 発熱と同じ頃にみられる発しん(赤いぶつぶつ)(接種を受けた人の８．６
～１２．２％：予防接種と子どもの健康より)

比較的頻度の少ないもの
• 接種してすぐあるいは数日中に過敏症状（アレルギー反応）と考えられる
発熱、発しん、かゆみなどがでることがありますが、通常１～３日でなおり
ます（予防接種と子どもの健康より）

• けいれん(低年齢の子どもに接種すると、熱とともにけいれんがみられる
ことがあります）

極めてまれなもの
• 血小板減少性紫斑病
• アナフィラキシーという重症のアレルギー反応
• 脳炎(100万～150万接種に1人以下）

麻しんあるいは風しんにかかった場合は、アレルギー反応を除いて、その何
倍もの頻度でこれらの病気が合併します。



麻しん風しん混合ワクチン接種後健康状況調査

3日
以内

6日
以内

総計
37.5℃
未満

37.5℃
以上

計
1日
以内

13日
以内

総計
6日
以内

7-13日
以内

総計
リンパ
節腫脹

関節痛

麻しん 2005 3850 1.2% 1.5% 2.9% 0.0% 0.4% 0.4% 2.8% 0.3% 3.3% 2.8% 5.8% 9.8%

風しん 2005 4375 0.9% 1.0% 1.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.8% 0.2% 1.1% 1.0% 0.5% 2.5% 0.4% 0.2%

Ⅰ期MR 2006 5018 0.8% 1.1% 1.8% 0.0% 0.2% 0.2% 2.3% 0.3% 3.0% 2.2% 2.8% 6.6% 0.6% 0.1%

Ⅱ期MR 2006 3338 2.4% 2.5% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.1% 0.9% 0.7% 0.4% 1.7% 0.4% 1.2%

表1．予防接種後健康状況調査－麻しん（武田、北里、微研）、風しん（武田、北里、微研、化血）、MR（武田、微研）

けいれん 蕁麻疹 発疹 その他

ワクチン
接種年
度

対象者
数

局所反応

37.5℃以上
38.5℃未満

38.5℃
以上

小計
37.5℃以上
38.5℃未満

38.5℃
以上

小計

麻しん 2005 3850 8.8% 14.2% 23.0% 3.2% 5.0% 8.2% 4.1% 5.5% 9.5%

風しん 2005 4375 3.9% 7.1% 11.0% 1.9% 2.5% 4.5% 1.0% 1.9% 2.9%

Ⅰ期MR 2006 5018 8.6% 13.4% 22.0% 3.2% 4.9% 8.1% 3.6% 5.4% 9.0%

Ⅱ期MR 2006 3338 3.4% 4.5% 8.0% 1.2% 1.8% 3.0% 1.0% 1.2% 2.2%

表2．予防接種後健康状況調査発熱状況－麻しん、風しん、MR

ワクチン 接種年度 対象者数 37.5℃以上
38.5℃未満

38.5℃
以上

総計

発熱

6日まで 7-13日

・MRⅠ期の副反応発生率は、麻しん単抗原ワクチンおよび風疹単抗原ワクチンと同等
・MRⅡ期での発熱、発疹発生率は、麻しん単抗原およびMRⅠ期よりも低い



麻しんおよび風疹関
連ワクチンで報告す
べき重篤な副反応





（１）市区町村長は、あらかじめ様式第五の予防接種後副反応報告書（（２）から（４）までにおい
て「報告書」という。）及び別表の予防接種後副反応報告書報告基準を管内の医療機関に
配布し、医師が予防接種後の副反応を診断した場合に、保護者の同意を得て、直ちに当該
被接種者が予防接種を受けた際の居住区域を管轄する市区町村長へ報告するよう協力を
求めること。

（２）市区町村長は、医師から副反応の報告を受けた場合は、保護者の同意を得て、報告書を
都道府県知事に提出すること。

（３）市区町村長は、保護者から報告書により副反応の報告を受けた場合は、保護者の同意を
得て、報告書を都道府県知事に提出すること。

（４） 市区町村長は、報告書中の予後欄において、「１ 死亡」、「２ 重篤（死
亡の危険あり）」、「３ 入院」に該当する事案の報告を受けた場合は、保
護者の同意を得て、報告書の写しを厚生労働大臣あてに直ちに提出す
ること。

（５）都道府県知事は、市区町村長から副反応の報告を受けた場合は、保護者の同意を得て厚
生労働大臣あてに報告書の写しを提出すること。

（６）厚生労働大臣が報告事項に関して検討を加えた結果については、都道府県知事を通じて
市区町村長あて通知することがあるので、この場合においては、市区町村長は、管内の関
係機関への周知を図ること。

（７）（１）から（５）までにおいて、保護者の同意が得られない場合は、個人情報を除く事項をそ
れぞれ報告すること。

接種後の副反応報告

定期（一類疾病）の予防接種実施要領より



予防接種率調査



新たな予防接種管理システム構築の試み

今後電子化を検討される自治体へ無償提供、サポ
ートを検討中

特に第3期、第4期の接種率の迅速な把握のために
構築

外部ネットワークには接続しないシステム

考えられる機能
接種対象者の把握（未接種者リストの作成）

個人別予防接種状況の把握

リアルタイムな接種率の自動的な算定

接種歴情報の提供



住民情報システム
（住基ではありません） 予防接種記録

データベース

住民情報のインポート

予防接種実施状況の入力・参照

出生・死亡・転入・転出の届け

市区町村窓口

接種医療機関

予診表

予防接種

事務担当部局

システム概要（案）

接種率の自動的な算定、未接種者への勧奨、接種歴情報の提供が可能に



メインメニュー画面（案）




