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巻 頭 言 

奈良県における感染症発生動向調査事業は、昭和 53年 10月から開始され、昭和 57年に厚生省

の全国ネットに加わり、昭和 62年１月には保健所・県・厚生省がオンライン化された。平成 9年 7

月には奈良県感染症サーベイランス解析企画委員会が設置され、全国に先駆けてインターネットを

利用した「集計・解析・還元システム」を設立し、奈良県医師会ホームページへの週報掲載をはじ

め、FAX網を通じて定点と県医療機関に情報を還元する体制が整えられた。平成 11年 4月、感染

症新法制定により、79定点医療機関（インフルエンザ定点 20、小児科定点 35、眼科定点 9、STD

定点 9、基幹定点6）からなる体制に整備され、同時に、この年からSTD定点からの報告が月報に

追加されることになった。平成 13年度には奈良県感染症情報センターが設置（現奈良県保健研究セ

ンター内）され、保健所医師が解析業務に参画した。これより、医療圏解析状況と解析評価小委員

会委員による外来状況が併記され、現在の週報の形式が整った。平成14年度に奈良市が中核市とな

り、平成 15年度奈良県では 2次医療圏の見直しで、3医療圏から 5医療圏へ変更されたが、発生動

向調査事業においては、北部、中部、南部と名称のみの変更とし、過去のデータ活用上支障がない

よう配慮された。また、同年から月報が奈良県医師新報（月 1回発行）の感染症発生動向調査情報

の欄に「今月のひとこと」とともに掲載されることとなった。医療圏解析状況と外来情報を併記し

た現在の週報形式は、感染症診療の現場を生き生きと伝え、また流行の兆しをいち早く捉え、貴重

な感染源情報として高く評価されている。 

1976年にコンゴ民主共和国で280名の死者を出して以来、中央アフリカで毎年のように数名から

200 名程度の死者を出し続けていたエボラ出血熱が、今年３月以降、ギニアを中心とした西アフリ

カにおいて流行中で、すでに 1229名が亡くなっており（8月16日現在）、さらに増加の傾向にある。

エボラウイルスに感染して発病した患者の体液や、感染した野生動物に触れることがなければ感染

することはないため、現時点ではわが国内で流行する可能性は少ないようだが、潜伏期が比較的長

い（～21日）ため、流行地やその周辺国などで経済活動などをしていた邦人や旅行者が日本国内へ

ウイルスを持ち帰る可能性はある。 

 交通機関が発達し、手軽に、短時間で世界のどこにでも行けるようになった現在、エボラ出血

熱だけではなく、重症呼吸器症候群（SARS）、中東呼吸器症候群（MERS）など致死率の高い新興

感染症の日本国内への侵攻にも注意を払っておく必要がある。国内でも、致死率の高い重症熱性血

小板減少症（SFTS）や、昨年の風疹の大流行など、新旧の感染症が問題になっている。また、今年

初めから春にかけてはフィリピンなどから輸入された麻疹の国内流行もあった。 

これら感染症の国内発生動向をできるだけ早く的確に捉え、俊敏な対応をするために、本事業が

非常に有益である。公衆衛生的にも臨床的にも非常に重要な本事業の推進にあたり、日々、大変な

ご努力、ご尽力をいただいている関係各位に心より感謝の意を表すとともに、本年報が皆様方のお

役に立つことを祈りつつ、巻頭言とする。 

 

平成 26年9月 

 

奈良県感染症発生動向調査企画委員会 

会長  春日 宏友    



地区※定点名 　　　　　　　　　保健所対象感染症 奈良市 郡山 計 桜井 葛城 計 内吉野 吉野 計 総計（小児科） 7 10 17 7 7 14 1 2 3 34（内科） 4 6 10 4 4 8 1 1 2 20ＲＳウイルス感染症咽頭結膜熱Ａ群溶連菌咽頭炎感染性胃腸炎水痘手足口病伝染性紅斑突発性発しん百日咳ヘルパンギーナ流行性耳下腺炎急性出血性結膜炎流行性角結膜炎細菌性髄膜炎無菌性髄膜炎マイコプラズマ肺炎クラミジア肺炎メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症ペニシリン耐性肺炎球菌感染症薬剤耐性緑膿菌感染症薬剤耐性アシネトバクター感染症性器クラジミア感染症性器ヘルペス尖圭コンジローマ淋菌感染症※地区： 平成15年度、奈良県では二次保健医療圏が見直され、それまでの3医療圏（北和・中和・南和）から5医療圏（奈良・西和・東和・中和・南和）に変更されました。しかし、発生動向調査事業においては、過去のデータ活用上、3地区のまま、北部・中部・南部と名称のみの変更として、集計しています。
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平成25年12月現在小児科定点（兼インフルエンザ定点）　34機関保健所 医療機関名 所在地 電話番号 報告医師 病原体定点 疑似症定点クレヨン小児科 奈良市三松1-2-8-101 0742-52-5023 薗田　典明 ○矢追医院 奈良市高畑町1112 0742-22-2225 矢追　公一 ○ ○(医)ありまこどもクリニック 奈良市北登美ヶ丘4-1-18 0742-43-2174 有馬　純 ○ ○田中小児科医院 奈良市右京4-14-14 0742-71-6660 田中　輝房 ○ ○村嶋小児科医院 奈良市芝辻町2-11-7　大島ビル2F 0742-35-3327 村嶋　徳昭 ○にいのみ小児科 奈良市藤ノ木台3-4-17 0742-52-3370 新家　　興 ○済生会奈良病院 奈良市八条町4-643 0742-36-1881 森本　広之 ○ ○奈良社会保険病院 大和郡山市朝日町1-62 0743-53-1111 嶌原　康行 ○ ○黒田小児科 大和郡山市野垣内町2-2　公団７号棟 0743-53-7888 黒田　敏彦 ○岸田小児科 大和郡山市南郡山町520-1 0743-54-9911 岸田　喜美子 ○井上医院 天理市川原城町347-8 0743-62-0664 井上　恵祥 ○天理市立病院 天理市富堂町300-11 0743-63-1821 仲川　昌之 ○天理よろづ相談所病院 天理市三島町200 0743-63-5611 南部　光彦 ○ ○松岡こどもクリニック 生駒市谷田町870-2　中谷ビル3F 0743-75-8712 松岡　宏明 ○松井小児科 生駒市西旭ケ丘13-18 0743-74-2705 松井　賀世子 ○竹内小児科医院 生駒市東生駒1-77-2 0743-75-5147 竹内　大志 ○植田医院 生駒郡斑鳩町興留8-2-4 0745-75-5590 植田　眞永 ○岡本内科こどもクリニック 桜井市戒重206 0744-42-4152 岡本　和美 ○ ○殿村医院 磯城郡田原本町新町30-1 0744-33-5420 殿村　吉正 ○国保中央病院 磯城郡田原本町宮古404-1 0744-32-8800 阪井　利幸 ○ ○宇陀市立病院 宇陀市榛原萩原815 0745-82-0381 林　　　需 ○ ○橋本小児科 橿原市木原町3-4 0744-23-9500 橋本　憲治 ○金田小児科医院 橿原市和田町13-2 0744-28-0943 金田　美喜夫 ○山下医院 高市郡明日香村岡1143-3 0744-54-3079 山下　昭夫 ○土庫こども診療所 大和高田市日之出町13-3 0745-23-1682 石丸　敏博 ○ ○中谷診療所 大和高田市春日町2-1-60 0745-52-2166 中谷　真士 ○まみ小児科 香芝市真美ヶ丘6-7-13 0745-78-5422 松本　哲夫 ○むらかみ小児科 北葛城郡河合町広瀬台3-3-6　丸陽ビル１Ｆ 0745-73-3115 村上　義樹 ○ ○庄田クリニック 葛城市北花内732-1 0745-69-3511 庄田　博至 ○山下医院 御所市三室110-1 0745-65-1033 山下　和雄 ○済生会御所病院 御所市三室20 0745-62-3585 松永　健司 ○ ○内吉野 県立五條病院 五條市野原西5-2-59 0747-22-1112 寺田　茂紀 ○ ○黒滝村国保診療所 吉野郡黒滝村寺戸182 0747-62-2747 紙谷　直毅 ○ ○町立大淀病院 吉野郡大淀町下渕353-1 0747-52-8801 森近　省吾 ○ ○インフルエンザ定点(内科)　20機関保健所 医療機関名 所          在          地 電話番号 報告医師氏名 病原体定点 疑似症定点江崎内科外科医院 奈良市神功3-7-29 0742-71-3336 江崎　友通 ○喜多野西大寺診療所 奈良市西大寺新田町1-12 0742-46-6347 喜多野　三夫 ○ ○坂口医院 奈良市瓦堂町6-1 0742-22-4514 坂口　嘉一 ○松尾医院 奈良市学園大和町1-26 0742-46-3381 松尾　　宏 ○牧浦内科 大和郡山市額田部北町479-3 0743-57-6595 牧浦　宏男 ○田北医院 大和郡山市柳3-35 0743-52-5001 田北　雅夫 ○高宮病院 天理市柳本町1102 0743-67-1605 高宮　晋一 ○山下医院 天理市櫟本町1435 0743-65-3618 山下　英年 ○米田医院 生駒市鹿ノ台東2-4-8 0743-78-6332 米田　孝彰 ○友岡診療所 生駒市辻町397-8　東生駒8番館2F 0743-73-1881 友岡　俊夫 ○木下医院 桜井市阿部550 0744-42-4053 木下　國浩 ○宇陀市立病院 宇陀市榛原萩原815 0745-82-0381 林　　　需 ○ ○佐々木内科 橿原市小綱町5-36 0744-29-2828 佐々木嘉彦 ○おおすみ内科医院 橿原市石原田町160-6 0744-20-1108 大隈　教之 ○ ○長澤内科外科医院 大和高田市東三倉堂町8-12 0745-53-3320 長澤　幸子 ○香芝村尾クリニック 香芝市磯壁3-40-1 0745-78-5810 村尾　吉規 ○山下内科クリニック 北葛城郡河合町大字穴闇525-5 0745-56-6888 山下　宜繁 ○沢田医院 御所市180-14 0745-62-0801 沢田　　泉 ○内吉野槇野医院 五條市新町2-3-8 0747-22-2004 槇野　久春 ○吉　野 ますだクリニック北野 吉野郡大淀町北野123-10 0746-32-8787 増田　大徳 ○桜　井葛　城
吉　野奈良市郡  山

奈良県感染症発生動向調査定点医療機関奈良市郡　山桜　井葛　城



眼科定点　9機関保健所 医療機関名 所在地 電話番号 報告医師 病原体定点 疑似症定点奈良市 松島眼科医院 奈良市右京4-14-21 0742-71-2227 松島　圭子大沢眼科 大和郡山市柳町170-1 0743-53-5067 大澤　英一平井眼科 天理市川原城町327 0743-63-4146 平井　宏明山地眼科 生駒市谷田町870-2　中谷ﾋﾞﾙ3F　 0743-74-9818 山地　真三郎近藤医院 桜井市桜井40 0744-42-2069 近藤　欣二 ○野島眼科 橿原市久米町589-1 0744-28-0114 野島　誠一池田眼科 大和高田市南本町2-8 0745-52-2202 池田　定嗣くまがい眼科 北葛城郡王寺町王寺2-8-20 0745-31-0191 熊谷　映治吉　野 山岸眼科医院 吉野郡下市町新住120 0747-52-2013 山岸　直矢性感染症（ＳＴＤ）定点　9機関保健所 医療機関名 所在地 電話番号 報告医師 病原体定点 疑似症定点西奈良中央病院 奈良市百楽園5-2-6 0742-43-3333 永吉　純一柏井クリニック 奈良市芝辻町4-13-3 0742-34-5451 柏井　浩希県立奈良病院産婦人科 奈良市平松1-30-1 0742-46-6001 喜多　恒和ひらた泌尿器科クリニック 大和郡山市柳町128-9　カイチビル　4F 0743-53-1000 平田　直也辻産婦人科 生駒市壱分町83-55 0743-20-0245 辻　　祥雅内藤医院 桜井市桜井996 0744-42-2138 内藤　和郎吉江医院 桜井市東新堂83-1 0744-46-3340 吉江　　貫藤田産婦人科内科 香芝市逢坂7-130 0745-78-4103 藤田　正之大和高田市立病院泌尿器科 大和高田市礒野新町1-1 0745-53-2901 仲川　嘉紀基幹定点　6機関保健所 医療機関名 所在地 電話番号 報告医師 病原体定点 疑似症定点奈良市 県立奈良病院 奈良市平松1-30-1 0742-46-6001 福田　和由 ○ ○天理よろづ相談所病院 天理市三島町200 0743-63-5611 南部　光彦 ○ ○県立三室病院 生駒郡三郷町三室1-14-16 0745-32-0505 櫻井　嘉彦 ○ ○桜　井 県立医科大学附属病院 橿原市四条町840 0744-22-3051 三笠　桂一 ○ ○葛　城 大和高田市立病院 大和高田市礒野北町1-1 0745-53-2901 砂川　晶生 ○ ○内吉野 県立五條病院 五條市野原西5-2-59 0747-22-1112 寺田　茂紀 ○ ○

郡　山桜　井葛　城
郡　山
奈良市郡　山桜　井葛　城



平成25年12月現在
企画委員会企画委員会企画委員会企画委員会

所　　属 氏　　名

1 奈良県医師会理事　春日医院（会長） 春　日　宏　友

2 元奈良県赤十字血液センター所長 足　立　豊　彦

3 矢追医院 矢　追　公　一

4 岡本内科こどもクリニック 岡　本　和　美

5 奈良県立五條病院　小児科部長 寺　田　茂　紀

6 平井眼科 平　井　宏　明

7 奈良県立三室病院　副院長 西　野　正　人

8 奈良県立奈良病院　泌尿器科部長 三　馬　省　二

9 奈良県立医科大学教授（細菌学） 喜　多　英　二

10 奈良県保健所長会　会長 山　田　全　啓

企画小委員会企画小委員会企画小委員会企画小委員会

所　　属 氏　　名

1 元奈良県赤十字血液センター所長（総括） 足　立　豊　彦

2 矢追医院 矢　追　公　一

3 岡本内科こどもクリニック 岡　本　和　美

4 奈良県立五條病院　小児科部長 寺　田　茂　紀

企画委員会・企画小委員会事務局企画委員会・企画小委員会事務局企画委員会・企画小委員会事務局企画委員会・企画小委員会事務局

所　　属 氏　　名

1 奈良県保健研究センター所長 常　岡　秀　好

2 郡山保健所長 根　津　智　子

3 葛城保健所長兼桜井保健所長 山　田　全　啓

4

葛城保健所主幹兼桜井保健所主幹

（精神保健福祉センター所長）

村　井　孝　行

5 吉野保健所長 柳　生　善　彦

6 奈良市保健所保健予防課主幹 有　山　洋　二

7 県保健予防課長 前　野　孝　久

奈良県感染症発生動向調査　委員名簿奈良県感染症発生動向調査　委員名簿奈良県感染症発生動向調査　委員名簿奈良県感染症発生動向調査　委員名簿
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