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あ　い　さ　つ

　

感染症発生動向調査事業は、「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」( 以下、「感
染症法」という。) に基づいて実施されており、感染症の発生状況を把握し、その分析を行い、情報を
公表することによって、感染症の発生及びまん延を防止することを目的としています。

平成 25 年においても、本事業を一般社団法人大阪府医師会、定点医療機関の先生方をはじめとす
る関係各位の多大なるご尽力とご協力により円滑に進めることができましたことに厚くお礼申し上げ
ます。

さて、平成 25 年 3 月に中国で、これまで人への感染が知られていなかった鳥インフルエンザ（H7N9）
の患者が確認され、その後感染が拡大しました。こうした中、日本国内への侵入に備え、同年 4 月 13
日には、予定を早めて新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行され、さらに同年 5 月 6 日には鳥
インフルエンザ（H7N9）を指定感染症として定める等の政令が施行されました。今のところ、人か
ら人への持続的な感染は確認されておりませんが、今後、大流行を引き起こす新型インフルエンザに
変化する恐れもあり、引き続き警戒が必要なことから、本府における大阪府新型インフルエンザ等対
策行動計画の策定に引き続き、市町村においても行動計画の策定を進める等、府内の事前準備を推進
しております。

また、国内では全国的に風しんが流行し、平成 25 年の本府の風しん患者報告数は 3,000 名を超え、
全数把握疾患となった平成 20 年以降最多となりました。こうした風しんの流行により先天性風しん
症候群（CRS）の報告数も増加しました。本府としては、平成 25 年 5 月に「風しん流行緊急事態宣言」
を行い、市町村に対する風しん予防接種助成事業への補助制度を創設する等、CRS の発生防止対策に
取り組んで参りました。風しんの流行は数年持続することが懸念されることから、平成 26 年度から 5
ヶ年計画で妊娠を希望する女性とその配偶者等を対象とした風しん抗体検査の実施、抗体価が不十分
な方への予防接種助成事業への補助を行うと共に、平成 26 年 4 月 1 日に施行された「風しんに関す
る特定感染症予防指針」に沿って的確に対応していく所存です。医療機関を始めとする関係機関にお
かれましては、引き続き本府感染症対策の推進にご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

このたび、平成 25 年の事業報告書（第 32 報）を発行する運びとなりました。今後も感染症を取り
巻く状況は多様に変化していくことと思われますが、関係各位におかれましては、本事業の趣旨をご
理解いただき、より一層のご協力を賜りますようお願いいたしますとともに、感染症対策の資料として、
また府民の健康増進の一助として、本報告書をご活用いただければ幸いに存じます。

最後になりましたが、本報告書の発行にあたり、感染症発生動向審議会の委員の先生方並びに関係
各位の多大なるご尽力に対し深く感謝の意を表しますとともに、今後とも一層のご協力を賜りますよ
う、お願い申し上げます。

平成 26 年 6 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府健康医療部長　　上家　和子 
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あ い さ つ

大阪市における感染症発生動向調査事業は、昭和 57 年に大阪府との連携により調査事業を開始し
て以来、現在では、大阪府、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市との密接な連携のもと、大阪府医師会、
定点医療機関の先生方をはじめとする関係各位の御尽力と御協力により同事業を行ってまいりました。
ここに円滑に進めることができましたことを厚くお礼申し上げます。
　さて、昨年は成人男性を中心とする風しんが全国で大流行したことから、早期に先天性風しん症候
群の発生をなくすとともに、平成 32 年度までに風しんの排除を達成することを目標とする「風しん
に関する特定感染症予防指針」が本年 3 月に策定されました。本市においては昨年、1,388 件の風し
ん患者の報告があり、その影響による先天性風しん症候群の児の出生も報告されています。本市では、
昨年度、先天性風しん症候群を予防するための対策として、風しんワクチン接種費用助成事業を実施
しましたが、今年度も引き続き同予防対策のため、新たに本年度から風しん抗体検査を実施し、検査
の結果、風しん抗体価が十分でない場合はワクチン接種を勧奨し、風しんワクチン接種費用の助成を
行っています。また、今年に入っては、麻しん患者が全国で増加し、厚生労働省より「麻しん患者の
増加について」の事務連絡があり、「麻しんに関する特定感染症予防指針」に基づく、麻しんの定期予
防接種の対象者への積極的な勧奨や、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 15
条に規定する感染経路の把握等の調査を迅速に実施する等麻しんに対する一層の対策を実施するよう
依頼がありました。

また、平成24年5月に新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特別措置法」という）が制定され、
平成 25 年 4 月 13 日に施行されています。特別措置法では、国、都道府県、市町村に対し新型インフ
ルエンザ対策行動計画を作成することなどが定められており、今年 1 月、国、大阪府が作成した行動
計画を踏まえた大阪市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました。今年度は、同行動計画に
基づくガイドライン及びマニュアルを策定することとしています。
　本市では、今後もこれらを含めた感染症の発生情報を正確に把握・分析し、その結果を市民や医療
機関の方へ的確に提供・公開することによって、感染症のまん延の防止を図ってまいります。
　このたびは、平成 25 年の事業報告書（第 32 報）を発刊する運びとなりましたが、今後の感染症対
策の資料として関係各位に御活用いただければ幸いに存じます。
　最後になりましたが、本報告書の発刊にあたり、各自治体の感染症発生動向調査委員会の委員の先
生方並びに関係各位の多大な御尽力に対し厚くお礼申し上げますとともに、一層の御協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

　平成 26 年 6 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪市健康局長　　　上平　康晴



iii

あ い さ つ

　堺市感染症発生動向調査事業は、平成 11 年衛生研究所において感染症情報センターを開設して以来、
大阪府、大阪市、東大阪市、高槻市、豊中市との連携のもと順調にその責務を全うしてまいりました。
これもひとえに、大阪府医師会、堺市医師会並びに定点医療機関、関係各位の多大なご尽力とご協力、
ご指導の賜物であり、ここに厚くお礼申し上げます。
　さて平成 25 年は、関西圏で風しん大流行の年となりました。堺市における１年間の患者報告数は
309 例と前年に比し 7 倍の報告数となりました。流行期には、各医療機関のご協力により衛生研究所
で数多くの遺伝子検査を行うことができ、流行実態の把握をし各医療機関の先生方に還元することが
出来ました。そして、当市では風しん緊急対策として予防接種費用の一部助成を実施し、各保健セン
ターにおいては来年 3 月まで風しん抗体検査を実施するなど、今後とも感染拡大の防止と「先天性風
しん症候群」の発生防止に向けて努力する所存でございます。
　平成 26 年には大阪府内で海外帰国者の麻しん発症、さらには患者家族や接触者への感染拡大が見
られました。今後も海外からの輸入麻しんの発生が考えられるところであり、府内各自治体における
感染症の発生状況の情報を共有し、連携して対処する必要性が求められています。
　さらには、平成 25 年には重症熱性血小板減少症候群が四類感染症に指定されるなど、新たな疾患
が感染症発生動向調査に追加されています。質の高い情報提供を行うため、感染症発生動向調査事業
はますます充実していくことが求められています。

堺市感染症情報センターでは、大阪府感染症情報センター等関係機関との連携を図りながら、本市
における感染症発生状況及び病原微生物情報の把握、分析と迅速な情報提供をモットーに、今後とも
市民生活の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考えております。
　この度、平成 25 年版第 32 報の感染症発生動向調査事業報告書を発刊する運びとなりました。今後
の感染症対策の資料として、関係各位にご活用いただければ幸いに存じます。
　最後になりましたが本報告書の発行にあたり、ご尽力を賜りました感染症発生動向調査委員会の委
員の先生方並びに関係各位のご支援に厚くお礼申し上げます。
　今後とも一層のご協力・ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

　平成 26 年 6 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堺市健康福祉局長　　中野　博文
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　東大阪市における感染症発生動向調査事業は、平成 17 年東大阪市の中核市移行に伴い開始されて
から早くも 9 年目を迎えます。この間、感染症対策における発生動向調査の重要性をふまえ、さまざ
まな感染症情報とともに市内における学級閉鎖情報や感染性胃腸炎の発生状況などの動向をリアルタ
イムに市民に提供してまいりました。また、感染症予防、早期対策の観点から保健所、保健センター
の専門相談にて HIV をはじめとして性器クラミジア感染症、肝炎検査などの検査を実施するのみでな
く感染症予防の知識普及に努めてまいりました。さらに、集団感染の早期対応を図るため、市内各機
関と連携して感染症対策に取り組んでおり、施設や、学校などの集団生活の場において必要な感染症
の知識や感染症発生時の報告、保健所の相談体制についても紹介してまいりました。

平成 25 年は風しんが流行し、東大阪市においても 275 人と平成 24 年の 16 人に比較し、ほぼ 17
倍の発生状況でした。内訳は男性 211 人（76.7％）、女性 64 人（23.3％）と男性が女性の 3 倍以上
であり、他地域と同様 20 歳代～ 40 歳代と定期接種の機会を逃してきた若い世代に集中しました。東
大阪市では 5 月 24 日から接種機会を逃した若い世代に任意風しん • 麻しん混合予防接種事業を開始
し、9 月 30 日の終了時までに約 3,200 人が接種を受けられました。このことは、社会的な関心の高
まりとともに、早い時期にワクチン接種事業を開始できた結果と考えております。

風しんは先天性風疹症候群という次世代に重大な影響を及ぼす感染症であることから、ＭＲワクチ
ン定期接種の接種率が高い状況で維持されることが必要です。東大阪市は平成 22 年より東大阪市 3
医師会合同でＭＲワクチン接種率検討委員会が開催され、東大阪市健康部保健所、教育委員会、こど
もすこやか部が参加し、ワクチンチェックシートの活用、接種率調査（年 2 回）等効果的な啓発方法
について検討しております。その結果、ＭＲワクチン 2 期接種率が平成 21 年度において 83.6％より
平成 24 年度には 91.5％と大きく上昇いたしました。平成 25 年度においては未接種児への個別通知
　（11 月実施）　、1 歳 6 カ月児健診時、接種確認および未接種児への接種勧奨、就学前健診時、保育所、
幼稚園を通じた啓発チラシの配布などによりワクチン接種率の向上を図ってきました。今後も、関係
機関の協力を得て、感染症対策を充実してまいりたいと考えております。
　このたび、平成 25 年の事業報告書を発行する運びとなりましたが、今後の感染症対策の資料として、
関係各位に有効に活用していただければ幸いに存じます。
　最後になりましたが、本報告書発行にあたり、感染症発生動向調査委員会の委員並びに関係各位の
ご支援に感謝申し上げますとともに、今後とも一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　平成 26 年 6 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東大阪市健康部長　河内　俊之
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　高槻市の感染症発生動向調査事業は、本市が平成 15 年 4 月に中核市に移行して以来、高槻市医師
会ほか関係医療機関のご協力をいただきながら実施しております。この間、大阪府・大阪市・堺市・
東大阪市・豊中市と府医師会及び定点医療機関の多大のご協力とご理解によりまして、円滑に事業が
実施できましたことに厚くお礼申し上げます。
　さて、平成 24 年 5 月には新型インフルエンザ等対策特別措置法が公布され、25 年 6 月に政府行動
計画が発表されました。本市では高槻市医師会や主要医療機関からなる「高槻市保健医療審議会（新
型インフルエンザ等）」を立ち上げ、専門家のご意見を伺ったうえで、11 月に高槻市の「行動計画」
を策定しました。
　また、全国で平成 25 年初めより届出数の増加した風しんですが、本市でも平成 23 年は 3 名、24
年は 17 名、25 年 1 月から 3 月は 4 名の届出でしたが、4 月に入り 15 日間で 15 名と急増しました。
この時点で風しんの感染拡大、先天性風しん症候群（ＣＲＳ）の予防のため、妊娠希望の女性やその
配偶者等に予防接種が必要と判断しました。大阪府が半額助成を開始した 5 月 13 日の翌週には、本
市でも事業を開始、予防接種の全額助成を 9 月 30 日まで実施し、計 1962 名に助成いたしました。流
行は秋には終息し、平成 25 年の届出総数は 115 名でした。本市でのＣＲＳの発生は報告されていま
せん。
　12 月には市内病院より多剤耐性緑膿菌感染者の集団発生の報告がありました。直ちに国立感染症研
究所の FETP チームに疫学解析を依頼し、北摂四医師会感染対策ネットワークの協力を得て対策を開
始いたしました。課題を抽出し解決策を講じていく中で、26 年 4 月に無事対応終了となったことをご
報告いたします。

本市といたしましては、今後も大阪府、大阪市、堺市、東大阪市、豊中市と新たに保健所設置市と
なった枚方市との連携を強化し、感染症発生動向調査事業体制の推進に努める中で、正確な情報を収
集し、必要に応じて、ホームページ等で周知してまいりたいと考えております。

この度、平成 25 年版第 32 報の感染症発生動向調査事業報告書を発刊する運びとなりましたが、今
後の感染症対策の資料として、関係各位にご活用いただければ幸いに存じます。

最後に本報告書発刊にあたりまして、ご尽力を賜りました感染症発生動向調査委員会の委員並びに
高槻市医師会等関係各位のご支援に厚くお礼を申し上げますとともに、今後とも一層のご協力を賜り
ますようにお願い申し上げます。

　平成 26 年 6 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高槻市健康福祉部長　　西岡　博史
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　豊中市は平成 24 年 4 月、中核市移行と同時に保健所を設置いたしまして 2 年が経過いたしました。
　感染症発生動向調査につきましては、大阪府、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市との連携の下、府
医師会及び定点医療機関のご協力とご理解によりまして、本市も円滑に事業が実施できましたことを
厚くお礼申し上げます。
　平成 25 年における本市の感染症発生状況ですが、1 月～ 4 月と 11 月以降年末にかけて感染性胃
腸炎が流行し、保育所、学校、施設等より多数の感染の報告がありましたが、死亡や重症例の報告は
ありませんでした。
　麻しんにつきましては、4 件の発生届を受理しました。大阪府立公衆衛生研究所にてＰＣＲ検査を
実施し、うち 1 件が海外からの帰国者の接触者で、陽性（D8 型）が判明しました。風しん対策につ
きましては、診断確定例が府内の傾向と同じく増加しておりますので、平成 25 年度を「風しん対策
強化年度」と位置づけて平成 25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月末までの 1 年間において、風しん予防接
種費用助成事業を実施いたしました。
さらに、平成 25 年 4 月の新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行されたことにともない、市の
行動計画を策定するとともに全庁的な取り組みとして発生時のマニュアル作成にも着手しております。
さらに、帰国者接触者外来の開設等に当たっては、市医師会のご協力を得て順調に準備を進めており
ます。また、院内感染対策としましては、市内の 6 病院合同で行われる感染防止対策加算カンファレ
ンスが 5 月から開催し、感染症対策の状況について情報交換をしているところです。
　今後とも、医療機関はじめ各行政機関のご協力を得ながら、この事業の遂行に努めてまいりたいと
考えています。
　この度、平成 25 年版第 32 報の感染症発生動向調査事業報告書を発刊する運びとなりました。つき
ましては、今後の感染症対策を進める上での資料としてご活用いただければ幸いに存じます。
　最後になりましたが、本報告書発刊にあたりまして、感染症発生動向調査委員会の委員の先生方並
びに関係者の皆様のご支援に感謝申し上げますとともに、今後とも一層のご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

　平成 26 年 6 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊中市健康福祉部長　長内　繁樹
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事　業　概　要

　感染症発生動向調査事業は、大阪府内の医療機関等の協力のもと、昭和 57年から大阪

府と大阪市において実施しており、平成 11 年からは堺市と東大阪市、平成 15 年からは

高槻市、平成 24 年からは豊中市においても実施され、現在、6自治体が協力して本事業

を行っている。

　平成 25年 10 月 14 日に一部改正された「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」( 以下「感染症法」という。) では、一類から五類感染症（全数把握と定

点把握）、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症の 109 感染症を対象感染症とし、

情報の収集、分析、提供・公開を行っている。

　本事業で定点把握対象の五類感染症の発生状況を届け出る「指定届出機関（定点）」は、

インフルエンザ定点、小児科定点、眼科定点、STD定点および基幹定点からなっている。

また、平成 20年 4月 1日より感染症法第 14条第 1項に規定する厚生労働省令で定める

疑似症について、疑似症定点からの報告を受けている。

　平成 25 年 12 月末の指定数は、インフルエンザ定点 309、小児科定点 200、眼科定点

52、STD定点 66、基幹定点 18、疑似症定点 482 である。

1　患者情報の収集

　ファクシミリ等の活用により、医療機関からの患者情報を、全数把握対象感染症は直ち

に（五類感染症にあっては 7日以内に）、定点把握対象感染症は週報（一部月報）で収集

している。さらに、収集した情報はコンピュータオンラインシステムにより国立感染症研

究所（中央感染症情報センター）に報告している。

2　情報の解析・評価

　学識経験者、医療関係団体・医療施設等の代表者、関係行政機関の職員等により構成さ

れる感染症発生動向調査に係る委員会（各自治体において設置）において、収集した情報

の解析・評価を毎週行っている。
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3　情報の提供・公開

　大阪府・大阪市・堺市・東大阪市・高槻市・豊中市（地方感染症情報センター）は、委

員会から報告された情報を全国情報と併せて週報とし、各定点医療機関、社団法人大阪府

医師会、保健所、各市町村及び学校等関係機関に広く情報を提供している。また、大阪府・

大阪市・堺市のホームページにも感染症情報を掲載している。

4　病原体情報の収集

　患者定点の中から病原体定点を選定し、これらの病原体定点から提供される検体につい

てウイルス検査、細菌検査を大阪府立公衆衛生研究所等地方衛生研究所において行ってい

る。併せて病院などが行なった検査の情報収集を図っている。


