
平成30年度　愛知県における麻しん患者（平成31年1月29日現在）

No 年齢 性別 居住地 予防接種歴 行動歴等 備考 公表日

48 20歳代 男性 瀬戸市 2回

1月19日（土）　　ショッピングセンターA利用。帰宅後発熱
1月21日（月〉　　発疹出現。医療機関（瀬戸市）及び
　　　　　　　　　　 医療機関（名古屋市）受診
1月22日（火）　　医療機関（名古屋市）受診、入院

・平成3１年1月29日(火)愛知県公表
・大学生（三重県）
・感染経路不明

平成31年1月29日
愛知県公表

47 30歳代 男性 知立市 1回 ・感染経路不明

46 10歳代 女性 市内 無し

1月18日（金）　　自宅
1月19日（土）　　発熱
1月20日（日）　　医療機関（南区）受診
1月21日（月〉　　自宅
1月22日（火）　　医療機関（南区）隔離受診

・12/22～1/12にフィリピンに渡航
・No.45の家族

45 10歳 女性 市内 無し 麻しん（はしか）患者の発生について（1月22日公表）参照 ・12/22～1/12にフィリピンに渡航 平成31年1月22日

44 20歳代 男性 瑞穂区 無し 麻しん（はしか）患者の発生について（1月22日公表）参照 ・No.38の家族 平成31年1月22日

43 30歳代 女性 長久手市 不明 ・感染経路不明

42 20歳代 女性 知立市 1回

1月 9日(水)　　 職場
1月10日(木)　　発熱
1月11日(金)　　医療機関（知立市）受診
1月13日(日)　　医療機関（刈谷市)受診

・平成3１年1月16日(水)愛知県公表
・感染経路不明

平成31年1月16日
愛知県公表

41 10歳代 女性 春日井市 無し ・感染経路不明

40 20歳代 女性 一宮市 無し ・感染経路不明

39 10歳代 女性 一宮市 無し ・感染経路不明

38 20歳代 男性 瑞穂区 無し 麻しん（はしか）患者の発生について（1月11日公表）参照 ・12/25～12/29に三重県津市で開催された研修会に参加 平成31年1月11日

37 7歳 女性 市内 無し 麻しん（はしか）患者の発生について（1月10日公表）参照 ・感染経路不明 平成31年1月10日

36 40歳代 男性 岡崎市 1回 ・感染経路不明

35 20歳代 男性 中区 不明 麻しん（はしか）患者の発生について（10月23日公表）参照 ・感染経路不明 平成30年10月23日

34 3歳 女性 名東区 1回 麻しん（はしか）患者の発生について（10月１7日公表）参照・感染経路不明 平成30年10月17日

33 20歳代 男性 東区 2回 麻しん（はしか）患者の発生について（10月１7日公表）参照
・No31の患者と同じ職場
・10月1日に職場で患者No31と接触した可能性あり

平成30年10月17日



平成30年度　愛知県における麻しん患者（平成31年1月29日現在）

No 年齢 性別 居住地 予防接種歴 行動歴等 備考 公表日

32 20歳代 女性 中川区 2回 麻しん（はしか）患者の発生について（10月１2日公表）参照
・10月5日～9日、フランスに旅行
・患者No30の家族

平成30年10月12日

31 20歳代 男性 中区 不明 麻しん（はしか）患者の発生について（10月5日公表）参照
・9月10日～14日、タイに旅行
・帰国の際、9月15日静岡市公表の麻しん（はしか）患者と同じ
　飛行機を利用

平成30年10月5日

30 20歳代 女性 中川区 無 麻しん（はしか）患者の発生について（9月27日公表）参照
・9月10日～14日、タイに旅行
・帰国の際、9月15日静岡市公表の麻しん（はしか）患者と同じ
　飛行機を利用

平成30年9月27日

29 2歳 男性 春日井市 1回 ・感染経路不明

28 40歳代 男性 豊橋市 不明 ・感染経路不明

27 9歳 女性 岡崎市 無 ・感染経路不明

26 1歳 女性 岡崎市 無 ・感染経路不明

25 20歳代 男性 昭和区 3回 麻しん（はしか）患者の発生について（第10報）参照 ・感染経路不明 平成30年6月11日

24 30歳代 男性 瀬戸市 1回

5月11日(金)　　　　　 職場 (みよし市 ・運送業)
5月12日(土)　　　　　 発熱(40℃台)
5月12又は13日(日)  瀬戸市スーパー利用
5月14～17日(木)　　 職場 (みよし市)
5月17日(木)　　　　　 発疹出現、みよし市診療所及び
　　　　　　　　　　　　  病院を受診

・平成30年5月19日(土)愛知県公表
・感染経路不明
・市内運送先企業において麻しん患者と接触した可能性
　のある方については、名古屋市保健所が健康観察実施

平成30年5月19日
愛知県公表

23 20歳代 男性 守山区 不明 麻しん（はしか）患者の発生について（第9報）参照 ・患者No12の配偶者であり、患者No19の父親 平成30年5月14日

22 10歳代 女性 市内 無 麻しん（はしか）患者の発生について（第9報）参照 ・患者No21の姉 平成30年5月14日

21 10歳代 女性 市内 無 麻しん（はしか）患者の発生について（第9報）参照 ・4月１７日～19日に中学校で患者No3と接触あり 平成30年5月14日

20 30歳代 男性 名東区 1回 麻しん（はしか）患者の発生について（第8報）参照 ・感染経路不明 平成30年5月12日

19 2歳 男性 守山区 無 麻しん（はしか）患者の発生について（第8報）参照
・4月23日に患者No9と接触した可能性あり
・患者N012の子供

平成30年5月12日

18 20歳代 女性 守山区 1回 麻しん（はしか）患者の発生について（第8報）参照
・4月23日に医療機関Bで患者No9と接触した
　可能性あり

平成30年5月12日

17 30歳代 女性 東郷町 1回 ・患者No5の母親
平成30年5月6日

愛知県公表

16 10歳代 男性 市内 1回 麻しん（はしか）患者の発生について（第7報）参照
・4月１７日～19日に中学校で患者No3と接触した
　可能性あり

平成30年5月6日



平成30年度　愛知県における麻しん患者（平成31年1月29日現在）

No 年齢 性別 居住地 予防接種歴 行動歴等 備考 公表日

15 10歳代 男性 市内 2回 麻しん（はしか）患者の発生について（第7報）参照 ・4月１７日～19日に中学校で患者No3と接触あり 平成30年5月6日

14 20歳代 女性 天白区 無 麻しん（はしか）患者の発生について（第6報）参照 ・4月14日～16日にタイ旅行 平成30年5月1日

13 30歳代 女性
三重県
桑名市

1回※
（4月23日に
接種あり）

麻しん（はしか）患者の発生について（第6報）参照
・4月9日に患者No1、4月17日および20日に患者No2と
　名古屋第二赤十字病院で接触した可能性あり
・名古屋第二赤十字病院職員（医療事務）

平成30年5月1日

12 20歳代 女性 守山区 不明 麻しん（はしか）患者の発生について（第6報）参照 ・4月20日および23日に患者No9と接触あり 平成30年5月1日

11 20歳代 女性 守山区 1回 麻しん（はしか）患者の発生について（第6報）参照 ・4月19日に患者No9と接触あり 平成30年5月1日

10 30歳代 女性 東郷町 不明 麻しん（はしか）患者の発生について（第5報）参照
・4月10日に医療機関Ａで患者No1と接触した
　可能性あり

平成30年4月26日

9 30歳代 女性 守山区 不明 麻しん（はしか）患者の発生について（第5報）参照
・4月9日に名古屋第二赤十字病院で患者No1と
　接触した可能性あり

平成30年4月26日

8 20歳代 女性 瀬戸市 1回 麻しん（はしか）患者の発生について（第4報）参照
・4月9日に名古屋第二赤十字病院で患者No1と
　接触した可能性あり

平成30年4月25日

7 30歳代 女性 昭和区 1回 麻しん（はしか）患者の発生について（第4報）参照
・4月12日に名古屋第二赤十字病院で患者No1と
　接触した可能性あり
・名古屋第二赤十字病院職員（看護助手）

平成30年4月25日

6 20歳代 女性 昭和区 1回 麻しん（はしか）患者の発生について（第4報）参照
・4月9日に名古屋第二赤十字病院で患者No1と
　接触した可能性あり
・名古屋第二赤十字病院職員（医療事務）

平成30年4月25日

5 1歳 女性 東郷町
無※

（4月11日に
接種あり）

・4月10日に医療機関Ａで患者No1と接触した
　可能性あり

4 10歳代 女性 市内 無 麻しん（はしか）患者の発生について（第3報）参照
・4月9日に名古屋第二赤十字病院で患者No1と
　接触した可能性あり

平成30年4月24日

3 10歳代 女性 市内 無 麻しん（はしか）患者の発生について（第3報）参照
・4月9日に名古屋第二赤十字病院で患者No1と
　接触した可能性あり

平成30年4月24日

2 30歳代 女性 豊山町 不明 麻しん（はしか）患者の発生について（第2報）参照
・4月9日に名古屋第二赤十字病院で患者No1と
　接触した可能性あり
・名古屋第二赤十字病院職員（医療事務）

平成30年4月21日

1 10歳代 男性
市内

（埼玉県）
無 麻しん（はしか）患者の発生について（第1報）参照 ・3月28日～4月2日に沖縄旅行 平成30年4月12日

※麻しん患者に接触後に予防接種を実施しているものであり、この予防接種の回数は含まない。


