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第Ⅰ章 総論
１．はじめに
2020 年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、東京大会という。
）が開催
される。オリンピックは 7 月 24 日（金）～8 月 9 日（日）の日程で、パラリンピックは
8 月 25 日（火）～9 月 6 日（日）の日程で、東京都内の競技会場を中心に全国各地にお
いて開催される予定である。富士・東部管内においては、自転車ロードレース競技コースの
一部を受け持ち、また、ホストタウン及び事前合宿地として 6 市町村が決定している。
東京大会に合わせ、様々な国から様々な目的での訪日客が大きく増加することが見込ま
れること、また、東京大会の競技会場等において、一定の場所・期間に多くの人が集まる機
会が頻回に提供されることから、競技コース・キャンプ地等を持つ当管内においては、感染
症発生リスクが増加することが懸念される。よって、当管内の実情に合わせて、適切にリス
ク評価を実施し、その結果に基づき、事前に必要な対策を行っておくことが重要であると考
える。

２．リスク評価の目的
東京大会に関連して、地域住民、訪日客等における感染症のリスクを評価し、事前に必要
な取り組みを検討できるように基本方針を示すことを目的としている。

３．富士・東部管内の市町村
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、
富士河口湖町、小菅村、丹波山村

４．リスク評価の手法
国立感染症研究所感染症疫学センターによる「2020 年東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会に向けての感染症リスク評価～自治体向けの手順書」
（別添 1）
（以下、手順書と
いう。
）を参考にリスク評価を実施した。

５．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における対応の概要
（１）感染症の類型・分類に応じた措置の適用
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（平成 10 年 10 月 2 日法律第
114 号。以下「法」という。
）の対象となる感染性の疾病は、感染症の類型として、一類感染
症～五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症、指定感染症に分類されている。
この感染症の類型に応じて、法令の規定に基づき対応することができる事項が決まる（図
1）
。
なお、感染症の類型に応じた疾病分類の詳細については、表 1 を参照する。
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（２）対人措置の適用
法においては、感染症患者のほか、患者確定には至らない状況や症状を呈していない場合
であっても、当該感染症の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な対策・対応を
行うものについては、疑似症患者又は無症状病原体保有者として定義している。各措置等の
適用対象については、表 2 のとおりである。
（３）対物措置の適用
五類感染症を除く感染症については、当該感染症の発生を予防し、又はまん延を防止する
ために必要と認める場合、法令で定めるところにより、対物措置を行うことができる。当該
措置については、表 3 のとおりである。
図 1：法における対応の概要

＜出典：山梨県感染症対策マニュアル（暫定試行版）,2018.3,pⅠ(1)-4＞
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表 1：法における感染症の分類
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＜出典：山梨県感染症対策マニュアル（暫定試行版）,2018.3,pⅠ(1)-4＞
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表 2：対人措置等の適用対象
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-8＜出典：山梨県感染症対策マニュアル（暫定試行版）,2018.3,pⅠ(1)-4＞
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表 3：対物措置等の適用対象

＜出典：山梨県感染症対策マニュアル（暫定試行版）,2018.3,pⅠ(1)-4＞

第Ⅱ章 感染症の発生状況
１．各国の感染症の発生状況
2015 年～2017 年の年間の宿泊旅行統計調査結果によると、国籍別（出身地）外国人延べ
宿泊者数は、上位から中国が最も多く、続いて、台湾、タイとなっている（図 2）
。2017 年
の国籍別外国人延べ宿泊者数の割合は、
中国が 43.4％、続いて、
台湾が 12.9％、
タイが 12.0％
となっている。当管内に事前合宿を行うフランスは 0.7％であった。
外務省ホームページ及び厚生労働省検疫所 FORTH から、当県に多い旅行宿泊者の上位
3 カ国及び当管内に事前合宿を行うフランスにおける流行疾患を表 4～7 のとおり確認した。
図 2：2015 年～2017 年の国籍（出身地）別外国人延べ宿泊者数の比較
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＜出典：「宿泊旅行統計調査結果」
（山梨県観光部観光企画課）,2015～2017＞

表 4：中国の流行疾患
類型

疾患名

二類感染症

結核、重症急性呼吸器症候群（SARS）

三類感染症

細菌性赤痢、腸チフス

四類感染症

狂犬病、マラリア、A 型肝炎、E 型肝炎、デング熱

五類感染症

感染性胃腸炎、ウイルス性肝炎（E 型肝炎及び A 型肝炎を除く。）
、
後天性免疫不全症候群、水痘、手足口病、梅毒、淋菌感染症
＜出典：外務省ホームページ、厚生労働省検疫所 FORTH＞
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表 5：台湾の流行疾患
類型

疾患名

三類感染症

細菌性赤痢

四類感染症

A 型肝炎、デング熱、日本脳炎、狂犬病

五類感染症

手足口病
＜出典：外務省ホームページ、厚生労働省検疫所 FORTH＞

表 6：タイの流行疾患
類型

疾患名

二類感染症

結核

四類感染症

デング熱、チクングニア熱、マラリア、狂犬病、ジカウイルス感染症

五類感染症

ジアルジア症、インフルエンザ、後天性免疫不全症候群
＜出典：外務省ホームページ、厚生労働省検疫所 FORTH＞

表 7：フランスの流行疾患
類型
五類感染症

疾患名
感染性胃腸炎、麻しん、インフルエンザ
＜出典：外務省ホームページ、厚生労働省検疫所 FORTH＞

２．県内の全数把握対象疾患及び定点把握対象疾患
当県内の 2008 年～2017 年における全数把握対象疾患及び定点把握対象疾患の発生状況
について、感染症サーベイランスシステム（National Epidemiological Surveillance of
Infectious Diseases（NESID）
）及び感染症発生動向調査事業報告書（山梨県感染症情報セ
ンター）から表 8、9 のとおり確認した。
表 8：県内の全数把握対象疾患
発生件数

疾患名

1,000 件以上

結核

140 件以上

腸管出血性大腸菌感染症

51～100 件

レジオネラ症、後天性免疫不全症候群

10～50 件

A 型肝炎、デング熱、アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎（E 型肝炎
及び A 型肝炎を除く。）
、急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウ
マ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウ
マ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）
、カルバペネム耐性腸内細菌
科細菌感染症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レン
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サ球菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘、梅毒、風しん、麻
しん
10 件未満

コレラ、腸チフス、パラチフス、E 型肝炎、オウム病、つつが虫
病、日本脳炎、マラリア、レプトスピラ症、ジアルジア症、侵襲
性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、播種性クリ
プトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌

表 9：県内の定点把握対象疾患
発生件数

疾患名

100,000 件以上

インフルエンザ

50,000～100,000 件

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎

10,000 件付近

手足口病

1,000～10,000 件

性器クラミジア感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、
マイコプラズマ肺炎、ＲＳウイルス感染症、ヘルパンギーナ、咽
頭結膜熱、水痘、伝染性紅斑、突発性発しん、流行性耳下腺炎、
流行性角結膜炎

1,000 件未満

性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症、
薬剤耐性緑膿菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、クラミ
ジア肺炎、無菌性髄膜炎、細菌性髄膜炎、感染性胃腸炎（ロタウ
イルス）
、急性出血性結膜炎

３．管内の全数把握対象疾患及び定点把握対象疾患
当管内の 2008 年～2017 年における全数把握対象疾患及び定点把握対象疾患の発生状況
について、NESID 及び感染症発生動向調査事業報告書（山梨県感染症情報センター）から
表 10、11 のとおり確認した。
表 10：管内の全数把握対象疾患
発生件数

疾患名

200 件以上

結核

10～50 件

腸管出血性大腸菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、レジオネラ症

10 件未満

麻しん、後天性免疫不全症候群、梅毒、アメーバ赤痢、風しん、ウ
イルス性肝炎（E 型肝炎及び A 型肝炎を除く）、劇症型溶血性レン
サ球菌感染症、つつが虫病、デング熱、細菌性赤痢、A 型肝炎、ク
ロイツフェルト・ヤコブ病、破傷風、コレラ、パラチフス、侵襲性
髄膜炎菌感染症
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表 11：管内の定点把握対象疾患
発生件数

疾患名

20,000 件前後

インフルエンザ、感染性胃腸炎

2,000～3,500 件

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病、水痘、ヘルパンギーナ

1,000～1,600 件

突発性発しん、流行性耳下腺炎、伝染性紅斑、咽頭結膜熱

800 件付近

流行性角結膜炎、RS ウイルス感染症

350 件付近

性器クラミジア感染症

50～200 件

性器ヘルペスウイルス感染症、マイコプラズマ肺炎、メチシリン耐
性黄色ブドウ球菌感染症、淋菌感染症

50 件未満

クラミジア肺炎、尖圭コンジローマ、無菌性髄膜炎、薬剤耐性緑膿
菌感染症、細菌性髄膜炎、感染性胃腸炎（ロタウイルス）、急性出
血性結膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

４．県内における輸入感染症
当県内において、2006 年～2017 年に報告された主な輸入感染症について、NESID 及び
感染症発生動向調査事業報告書
（山梨県感染症情報センター）
から表 12 のとおり確認した。
主な輸入感染症は、結核 36 件、アメーバ赤痢 12 件、デング熱 11 件、細菌性赤痢 7 件、腸
管出血性大腸菌感染症 7 件、後天性免疫不全症候群 6 件、麻しん 4 件、A 型肝炎 3 件、マ
ラリア 3 件、腸チフス 2 件、ウイルス性肝炎 2 件、コレラ 1 件、パラチフス 1 件、E 型肝
炎 1 件、カルバペネム耐性腸内細菌感染症 1 件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 件、ジ
アルジア症 1 件、侵襲性肺炎球菌感染症 1 件である。
表 12：2006 年～2017 年に報告された県内における主な輸入感染症
西暦

疾病名

感染地域（確定もしくは推定）

2006 年

マラリア

ブルキナファソ（西アフリカ）
（推定）

2006 年

アメーバ赤痢

グアム（推定）

2006 年

後天性免疫不全症候群

タイ（推定）

2006 年

後天性免疫不全症候群

タイ、アメリカ合衆国（推定）

2006 年

ジアルジア症

ペルー（推定）

2007 年

結核

中華人民共和国 （推定）

2007 年

腸管出血性大腸菌感染症

ペルー（推定）

2007 年

腸管出血性大腸菌感染症

インドネシア ジャカルタ （推定）

2007 年

腸チフス

ネパール （推定）

2007 年

E 型肝炎

中華人民共和国（推定）

2007 年

アメーバ赤痢

フィリピン（推定）
- 13 -

2008 年

結核

フィリピン（推定）

2008 年

結核

ブルキナファソ（西アフリカ）
（推定）

2008 年

細菌性赤痢

ネパール（推定）

2008 年

細菌性赤痢

ネパール （推定）

2008 年

細菌性赤痢

ネパール（推定）

2008 年

Ａ型肝炎

ホンジュラス（推定）

2008 年

デング熱

フィリピン パンパンガ（確定）

2009 年

結核

モンゴル （推定）

2009 年

結核

インド（推定）

2009 年

結核

フィリピン（推定）

2009 年

アメーバ赤痢

タイ、フィリピン（推定）

2010 年

結核

中華人民共和国（推定）

2010 年

結核

インドネシア（推定）

2010 年

腸管出血性大腸菌感染症

インド（推定）

2011 年

結核

ペルー（推定）

2011 年

結核

フィリピン（推定）

2011 年

結核

フィリピン（推定）

2011 年

結核

フィリピン（推定）

2011 年

結核

フィリピン（推定）

2011 年

結核

インド（推定）

2011 年

Ａ型肝炎

ブラジル（推定）

2011 年

デング熱

カンボジア バベット（確定）

2011 年

麻しん

フィリピン（確定）

2011 年

麻しん

スペイン（推定）

2011 年

後天性免疫不全症候群

タイ（推定）

2012 年

結核

フィリピン（確定）

2012 年

結核

台湾 （推定）

2012 年

結核

フィリピン（推定）

2012 年

結核

中華人民共和国（推定）

2012 年

結核

ベトナム（推定）

2012 年

結核

中華人民共和国（推定）

2012 年

結核

インドネシア（推定）

2012 年

結核

フィリピン（確定）

2012 年

結核

タイ（推定）

2012 年

結核

中華人民共和国（推定）
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2012 年

マラリア

セネガル（推定）

2012 年

麻しん

インドネシア ボルネオ島（推定）

2013 年

細菌性赤痢

インド カルカッタ（推定）

2013 年

腸管出血性大腸菌感染症

トルコ（推定）

2013 年

腸チフス

ミャンマー（推定）

2013 年

アメーバ赤痢

アメリカ合衆国（推定）

2013 年

ウイルス性肝炎

フィリピン（推定）

2014 年

結核

ベトナム（推定）

2014 年

結核

ベトナム（推定）

2014 年

結核

フィリピン レイテ島（推定）

2014 年

細菌性赤痢

インド（推定）

2014 年

腸管出血性大腸菌感染症

ドイツ（ハンブルク）（推定）

2014 年

腸管出血性大腸菌感染症

ドイツ（ハンブルク）（推定）

2014 年

腸管出血性大腸菌感染症

ドイツ（ハンブルク）（推定）

2014 年

Ａ型肝炎

フィリピン マニラ（推定）

2015 年

結核

中華人民共和国（推定）

2015 年

結核

モンゴル（推定）

2015 年

細菌性赤痢

カンボジア（推定）

2015 年

細菌性赤痢

カンボジア シェムリアップ（推定）

2015 年

デング熱

マレーシア クアラルンプール（確定）

2015 年

デング熱

2015 年

ウイルス性肝炎

タイ バンコク（確定）

2016 年

結核

ネパール（推定）

2016 年

結核

フィリピン（推定）

2016 年

結核

ベトナム（推定）

2016 年

結核

インド カルカッタ（推定）

2016 年

結核

ベトナム（推定）

2016 年

コレラ

フィリピン（推定）

2016 年

パラチフス

カンボジア（推定）

2016 年

デング熱

ベトナム ホイアン、フエ、ハノイ（推定）

2016 年

デング熱

インドネシア 西ジャワ州（確定）

2016 年

デング熱

インドネシア 西ジャワ州（確定）

2016 年

マラリア

インド コルカタ（推定）

2016 年

アメーバ赤痢

マレーシア クアラルンプール（推定）

ミャンマー ヤンゴン、バガン、インレー湖（推
定）
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2016 年

アメーバ赤痢

シンガポール（推定）

2016 年

後天性免疫不全症候群

タイ（推定）

2016 年

後天性免疫不全症候群

タイ（推定）

2016 年

侵襲性肺炎球菌感染症

イタリア（推定）

2017 年

結核

フィリピン（推定）

2017 年

結核

フィリピン（推定）

2017 年

デング熱

国外（推定）

2017 年

デング熱

タイ プーケット（確定）

2017 年

デング熱

ベトナム ホーチミン（確定）

2017 年

デング熱

フィリピン（ミンダナオ島ダバオ）
（推定）

2017 年

麻しん

インドネシア （推定）

2017 年

アメーバ赤痢

2017 年
2017 年
2017 年

カルバペネム耐性腸内細菌
感染症
劇症型溶血性レンサ球菌感
染症
後天性免疫不全症候群

オーストラリア、アメリカ合衆国、ネパール、
韓国、台湾、タイ（推定）
フィリピン（推定）
ブラジル（推定）
タイ（推定）

５．管内における輸入感染症
当管内において、2006 年～2017 年に報告された主な輸入感染症を NESID 及び感染症発
生動向調査事業報告書（山梨県感染症情報センター）から表 13 のとおり確認した。主な輸
入感染症は、結核 4 件、腸管出血性大腸菌感染症 3 件、マラリア 1 件、E 型肝炎 1 件、コ
レラ 1 件、パラチフス 1 件、デング熱 1 件である。
表 13：2006 年～2017 年に報告された管内の主な輸入感染症
西暦

疾病名

感染地域（推定）

2006 年

マラリア

ブルキナファソ（西アフリカ）

2007 年

E 型肝炎

中華人民共和国

2008 年

結核

ブルキナファソ（西アフリカ）

2011 年

結核

インド

2014 年

腸管出血性大腸菌感染症

ドイツ（ハンブルク）

2014 年

腸管出血性大腸菌感染症

ドイツ（ハンブルク）

2014 年

腸管出血性大腸菌感染症

ドイツ（ハンブルク）

2016 年

結核

ベトナム

- 16 -

2016 年

コレラ

フィリピン

2016 年

パラチフス

カンボジア

2017 年

結核

フィリピン

2017 年

デング熱

フィリピン（ミンダナオ島ダバオ）

第Ⅲ章 ワクチンで予防可能な疾患（Vaccine preventable diseases（VPD））
１．予防接種
予防接種は、各種の病原体に対して免疫を持たない感受性者への免疫賦与あるいは、免疫
の増強効果を目的に行われるもので、感染予防、発病予防、重症化予防、感染症のまん延予
防等を目的としている。
予防接種には、予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）によって対象疾病、対象者及び接
種期間などが定められた定期接種と、それ以外の任意接種がある。

２．定期接種
定期接種について、
予防接種法に基づき対象となっている感染症は表 14 のとおりである。
法律に基づいて市町村が主体となって実施している。接種費用は、定期接種は公費でまか
なわれ、無料で受けられることが多いが、自己負担がある場合があるため、詳細を市町村な
どに確認が必要である。
また、各年度の「地域保健・健康増進事業報告」から対象者数、接種者数を抜粋して、接
種者数/対象者数により当管内市町村別の接種率を算出した。
なお、平成 27 年度以降、対象者数の報告を求めなくなったため、接種率を算出できない。
そのため、接種率を算出できる直近の平成 26 年度の各市町村別の接種率を示す（表 15）
。
表 14：日本で接種可能なワクチンの種類（2018 年 9 月 1 日現在）
生ワクチン


BCG



麻疹・風疹混合（MR）

定期接種



麻疹（はしか）

（対象年齢は政令で



風疹

規定）



水痘

不活化ワクチン・トキソイド


百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合（DPT-IPV）



百日咳・ジフテリア・破傷風（DPT）
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ポリオ（IPV）



ジフテリア・破傷風混合トキソイド（DT）



日本脳炎



肺炎球菌（13 価結合型）



インフルエンザ菌 b 型（Hib）



B 型肝炎



ヒトパピローマウイルス（HPV）
：2 価、4 価



インフルエンザ



肺炎球菌（23 価莢膜ポリサッカライド）

＜出典：国立感染症研究所ホームページ＞
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※DPT-IPV は、2012 年 11 月から定期接種に導入

表 15：平成 26 年度の当管内における各市町村別の接種率
対象者数、接触者数：人

＜出典：平成 26 年度地域保健・健康増進事業報告＞

【単位】 接種率：％

３．任意接種
任意の予防接種は、被接種者及び医師の責任と判断によって行われるものである。国立感
染症研究所ホームページに掲載されている情報は、表 16 のとおりである。
表 16：日本で接種可能なワクチンの種類（2018 年 9 月 1 日現在）
生ワクチン

任意接種



流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）



ロタウイルス：1 価、5 価



黄熱



帯状疱疹（水痘ワクチンを使用）

不活化ワクチン・トキソイド


破傷風トキソイド



成人用ジフテリアトキソイド



A 型肝炎



狂犬病



髄膜炎菌：4 価

※定期接種を対象年齢以外で受ける場合

＜出典：国立感染症研究所ホームページ＞

４．その他
2018 年、首都圏を中心に 2013 年以来の風しん大流行となった。これを受け、厚生労働
省は過去に定期接種を受けられず、抗体を持つ割合が低い昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年
4 月 1 日生まれの男性を対象に、2019 年～2021 年度末までの約 3 年間、風しんの抗体検査
を実施した上で定期接種を行うことを発表した。
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第Ⅳ章 東京大会と富士・東部管内との関連性
１．競技コース
東京 2020 組織委員会は、オリンピックにおける自転車競技のロードレース（男子/女子）
のコース（男子：図 3、女子：図 4）を、国際自転車競技連合（UCI）の承認を得て決定し
た。
東京都の武蔵野の森公園をスタート会場とし、神奈川県から山梨県の道志村に入り、山中
湖を経由し、静岡県内の富士スピードウェイでゴールする。コースの総距離は男子約 244km、
女子約 147km、
獲得標高
（スタートからゴールまでの上った高さの合計）は、
男子約 4,865m、
女子約 2,692m となる。男子は、大会第 1 日目の 7 月 25 日（土）11 時にスタート、女子は
2 日目の 7 月 26 日（日）13 時にスタートし、世界のトップレーサーがゴールの富士スピー
ドウェイを目指す。日本を象徴する富士山を望みながら、起伏の激しい難易度の高いレース
展開が期待されるコースとなっている（表 17）。
表 17：ロードレース競技の概要
競技種目

ロードレース（男子）

ロードレース（女子）

武蔵野の森公園スタート

武蔵野の森公園スタート

富士スピードウェイゴール

富士スピードウェイゴール

競技日程

2020 年 7 月 25 日（土）

2020 年 7 月 26 日（日）

競技時間

11 時から 18 時 15 分

13 時から 17 時 35 分

競技会場

＜出典：山梨県ホームページ（山梨県総合政策部オリンピック・パラリンピック推進室）＞
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図 3：自転車競技のロードレース（男子）のコース

＜出典：山梨県ホームページ（山梨県総合政策部オリンピック・パラリンピック推進室）＞
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図 4：自転車競技のロードレース（女子）のコース

＜出典：山梨県ホームページ（山梨県総合政策部オリンピック・パラリンピック推進室）＞
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２．東京 2020 テストイベント-自転車ロード
公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、自転車ロード
レースのテストイベントの概要を公表した（表 18）
。テストイベントは、東京 2020 大会の
成功に向けて競技運営や大会運営の能力を高めることを目的としている。
表 18：東京 2020 テストイベント-自転車ロードの概要
種目
大会名
主催
競技日時

男子ロードレース
READY STEADY TOKYO-自転車競技（ロード）
東京 2020 組織委員会
2019 年 7 月 21 日（日）12 時 00 分から 17 時 15 分（フィニッシュ時
間は予定）

会場

スタート：武蔵野の森公園（東京）
フィニッシュ：富士スピードウェイ（静岡）

参加チーム

ナショナルチーム（24 チーム）

コース

東京 2020 オリンピック競技大会

（図 5）

男子ロードレースのコース（富士山麓方面ルートを除く）

図 5：東京 2020 テストイベント-自転車ロードのコース

＜出典：山梨県ホームページ（山梨県総合政策部オリンピック・パラリンピック推進室）＞
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３．ホストタウン及び事前合宿地
国は、東京大会開催に向け、スポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振
興等に資する観点から、参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方公共
団体を「ホストタウン」として登録している。当管内では、6 市町村が登録されており、事
前合宿を含めた人的・経済的・文化的な交流を行う。
当管内のホストタウン及び事前合宿地は表 19 のとおりである。
表 19：当管内のホストタウン及び事前合宿地
市町村

誘致国

富士吉田市

フランス（ラグビー）

西桂町

フランス（フェンシング）

忍野村

フランス（バスケットボール）

山中湖村

フランス（自転車競技ロードレース）

富士河口湖町

フランス（トライアスロン（オリンピック・パラリンピック））

鳴沢村

フランス（トライアスロン（オリンピック・パラリンピック））
＜出典：山梨県ホームページ（山梨県総合政策部オリンピック・パラリンピック推進室）＞

４．スポーツ合宿候補地
「スポーツキャンプガイド山梨」に掲載されている当管内の主なスポーツ合宿候補地は、
表 20 のとおりである。
表 20：主なスポーツ合宿候補地
市町村
富士吉田市

施設名

トレーニングに適した競技

富士北麓公園

陸上競技、野球、バドミント
ン、バスケットボール、フェン
シング、サッカー、ラグビー、
ハンドボール

富士河口湖町

河口湖漕艇場

ボート

富士河口湖町

精進湖カヌー競技場

カヌースプリント

富士河口湖町

くぬぎ平サッカー場

サッカー、ラグビー

富士河口湖町

本栖湖スポーツセンター

陸上競技、サッカー、ラグビー

富士河口湖町

本栖湖

カヌースプリント、ボート

山中湖村

山中湖交流プラザきらら

アーチェリー

都留市

都留市総合運動公園（陸上競技場）

陸上競技、サッカー、ラグビー

富士吉田市

吉田高等学校（ウエイトリフティング場） ウエイトリフティング
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富士吉田市

鐘山総合スポーツセンター（体育館）

バドミントン、バスケットボ
ール、バレー

鳴沢村

富士緑の休暇村人工芝グラウンド（ラグ

ラグビー

ビー場）
富士河口湖町

西湖

トライアスロン

＜出典：スポーツキャンプガイド山梨（山梨県総合政策部オリンピック・パラリンピック推進室）＞

５．聖火リレー県内ルート案
山梨県内のルートを選定する検討委員会は 1 日目の 2020 年 6 月 27 日に中北、峡南、2
日目の同年 6 月 28 日に峡東、富士北麓、県東部を通過する案を示している。市町村名や詳
細なルートは非公表としている。（ルートは今夏をめどに公表予定。）
その他にスタートは午前 10 時頃、ゴールは午後 7 時頃を想定し、約 160 人が約 32 キロ
を走ることが決まっている。
（平成 30 年 12 月 27 日現在）

第Ⅴ章 リスク評価
１．東京大会により訪日外国人からの持ち込みが増加する可能性が高い感染症
全数把握対象疾患については、当県では輸入感染症の件数が少ないため、手順書（別添 1）
に示されている輸入指数を用いた検討*が行えなかった。
「第Ⅱ章 感染症の発生状況 1.各国の感染症の発生状況」
（P10）にあるとおり、当県に
おける 2015 年～2017 年の国籍別外国人延べ宿泊者数は、上位から中国、台湾、タイで、
この 3 カ国で約 70～80％を占める。また、中国はこの内の 50％前後を占めている。
このことから東京大会期間中も当該 3 カ国が国籍別外国人延べ宿泊者数の上位を占める
と仮定すると、各対象疾患の東京大会時の訪日客の持ち込みにより症例が増加する可能性
がある疾患は、当該 3 カ国で流行している疾患である可能性が高くなる。しかし、「5.管内
における輸入感染症」
（P16）を確認すると、過去、当管内において、当該 3 カ国からの輸
入感染症は多いわけではなく、また、年度によっても感染症の種類・発生数が異なるため、
訪日外国人からの持ち込みが増加する可能性が高い感染症を特定することは困難である。
手順書（別添 1）の中では、平成 27 年において、国内での報告はないが、
「東京大会に関
連して持ち込みが懸念される疾患」として、ウイルス性出血熱、中東呼吸器症候群、鳥イン
フルエンザ（H7N9/H5N1）などがリストアップされている。また、結核、梅毒、後天性免
疫不全症候群、ウイルス性肝炎（A 型、E 型を除く。）についても、東京大会により訪日外
国人が増加するのに伴い、持ち込まれる可能性が高いとされている。
*「輸入例／国内例（感染地域不明を除く）
」の比を「輸入指数」と定義し、輸入指数が大きい場合は、訪日客の持ち込

みによる症例増加率が高い疾患とするものである。
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定点把握対象疾患では、当管内でも非常に件数が多いインフルエンザ、感染性胃腸炎は、
南半球からの訪日客の増加等もあり、夏期に開催される東京大会においても感染拡大の懸
念がある。

２．東京大会により管内から広がりやすいと考えられる感染症
当管内の感染症の発生状況は、「第Ⅱ章 感染症の発生状況」の「3.管内の全数把握対象
疾患及び定点把握対象疾患」
（P12）のとおりである。
「2.県内の全数把握対象疾患及び定点
把握対象疾患」
（P11）と同じような発生の傾向となるが、全数把握対象疾患では、結核、腸
管出血性大腸菌感染症が、定点把握対象疾患では、インフルエンザ、感染性胃腸炎が非常に
多く発生している。このように当管内で多く発生している感染症が広がりやすいと考えら
れるが、その他にも発生数は多くないが、感染力の強い麻しんや、日本人において、特定の
年代（性別）の免疫保有状態が十分ではない風しんは感染拡大の可能性がある。
また、デング熱等の蚊媒介感染症については、夏季においても国内流行の可能性は低いも
のの、媒介蚊は存在することに注意する。さらに、輸入症例がないものでも、マスギャザリ
ング、集団生活等を考慮すると、侵襲性髄膜炎菌感染症の集団発生の可能性を考慮する必要
がある。
結核、梅毒、後天性免疫不全症候群についても、東京大会に関連して感染伝播を起こす可
能性があり、予防的対応の重要性とともに、亜急性の経過をとることから、大会期間後に探
知されうることに注意すべきである。
流行性耳下腺炎（日本では定期接種対象疾患に含まれていない。
）は、4～6 年ごとに大規
模な全国流行が繰り返されており、東京大会開催に伴い、全国流行する可能性は否定できな
い。

３．一度に多数の患者が発生する可能性があり、かつ重症度が高い感染症
手順書（別添 1）の中では、ヒト－ヒト感染を起こし、かつ重症度が高い感染症として、
麻しん、侵襲性髄膜炎菌感染症、中東呼吸器症候群や食品に関連した腸管出血性大腸菌感染
症等が紹介されている。
※
・ 麻しんの感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、その感染力は極めて強い。麻
しんウイルスそのものだけではなく、合併した別の細菌やウイルス等による感染症が重
症化する可能性もある。
・ 侵襲性髄膜炎菌感染症は、髄膜炎菌を含んだ飛沫感染によって引き起こされる急性の全
身感染症であり、敗血症、髄膜及び髄膜脳炎等の病態を呈する。
・ 中東呼吸器症候群は、季節性インフルエンザと比較しても感染力は弱く、次々にヒトか
らヒトに感染することはないが、特に基礎疾患がある人で重症化する傾向が高い。
・ 腸管出血性大腸菌は、50 個程度の少数菌量で発症するため、二次感染を起こしやすく、
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時には重篤な合併症を起こし、死に至ることもある。

４．テロの可能性を否定できない感染症
WHO は、バイオテロあるいは生物兵器の対象となる病原体として、細菌 11 種、ウイル
ス 15 種、真菌 1 種、原虫 2 種をあげている。
また、厚生労働省は、平成 13 年 10 月 15 日「生物兵器テロの可能性が高い感染症につい
て」
（別添 2）の中で生物兵器テロとして用いられる可能性が高い、炭疽菌、天然痘ウイル
ス、ペスト菌、ボツリヌス菌の 4 種類の病原体・毒素による疾患をあげている。
なかでも、天然痘は、特に危険性が高く、優先して対策を立てる必要があるものの 1 つと
されている。
わが国では、1976 年に天然痘のワクチン接種が中止（その後、1980 年に廃止）されてい
ることから、天然痘に対する免疫力を全く持たない者は若年者を中心に非常に多くなって
いる。天然痘は、根本的な治療法が存在せず、免疫を有しない者が感染し発症した場合の死
亡率は 30%にも達すると言われており、また、ヒトからヒトへ飛沫感染することから、適
切なまん延防止のための措置がとられない場合には、二次感染による被害拡大も懸念され
ている。
以上、リスク評価について、表 21 にまとめた。
表 21：リスク評価のまとめ
評価項目

感染症名

備考

１．東京大会により訪

A) ウイルス性出血熱

※A)～C)は、別添 1 でリスト

日外国人からの持ち

B) 中東呼吸器症候群

アップされている「東京大会

込みが増加する可能

C) 鳥インフルエンザ

に関連して持ち込みが懸念さ

性が高い感染症

（H7N9/H5N1）

れる疾患」である。

D) 結核

※D)～G)は、別添 1 にある訪

E) 梅毒

日客増加に伴い、持ち込まれ

F) 後天性免疫不全症候群

る可能性が高い疾患である。

G) ウイルス性肝炎

※H)～I)は、別添 1 にある南

（A 型、E 型を除く。）

半球の訪日客増加に伴い、持

H) インフルエンザ

ち込まれる可能性が高い疾患

I)

である。

感染性胃腸炎

２．東京大会により管

A) 結核

※A)～D)は、当管内で多く発

内から広がりやすい

B) 腸管出血性大腸菌感染症

生しており、広がりやすいと

と考えられる感染症

C) インフルエンザ

考えられる疾患である。

D) 感染性胃腸炎

※E)は、感染力が強く、F)は、

E) 麻しん

特定の年代で免疫保有が十分
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F) 風しん

でないため、広がりやすいと

G) デング熱

考えられる疾患である。

H) 侵襲性髄膜炎菌感染症

※G)は、媒介蚊がいることに

I)

梅毒

注意が必要な疾患である。

J)

後天性免疫不全症候群

※H)は、マスギャザリング、

K) 流行性耳下腺炎

集団生活等を考慮すると、集
団発生の可能性がある疾患で
ある。
※A),I),J)は、予防的対応と大
会後の探知に注意が必要な疾
患である。
※K)は、4～6 年毎に大流行が
繰り返されており、全国流行
を否定できない疾患である。

３．一度に多数の患者

A) 麻しん

※A)～D)は、別添 1 にヒト-ヒ

が発生する可能性が

B) 侵襲性髄膜炎菌感染症

ト感染を起こし、かつ重症度

あり、かつ重症度が高

C) 中東呼吸器症候群

が高い感染症としてリストア

い感染症

D) 腸管出血性大腸菌感染症

ップされている疾患である。

４．テロの可能性を否

A) 炭疽

※A)～D)は、厚生労働省通知

定できない感染症

B) 痘そう（天然痘）

（別添 2）で示されている。

C) ペスト

※WHO では、細菌 11 種、ウ

D) ボツリヌス

イルス 15 種、真菌 1 種、原虫
2 種をあげている。

第Ⅵ章 東京大会に向けての基本方針
これまでのリスク評価に基づき、以下のとおり、東京大会に向けて、アウトブレイクを早
期に探知する体制をつくるための「サーベイランスの強化」
、大会に関連した集団発生等の
感染症の早期探知や発生後の調査における「関係機関及び大会関係者との連携」
、様々な機
会を通じての「東京大会に向けた感染症に関する情報提供・啓発活動」を検討していく必要
があると考えた。

１．サーベイランスの強化
東京大会の開催にあたり、輸入感染症の増加に伴い、医療機関における疾患の特定が困難
になることが想定される。その場合に、原因不明の症状として疑似症患者の情報を早期に探
知することができる疑似症報告の徹底等のサーベイランス強化を検討していく必要がある
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（※参考【疑似症届出】必要なもの 表 22、表 23 参照）
。また、サーベイランスについて
は、法定感染症が中心となる既存サーベイランスとなっており、それ以外の感染症を把握し
にくいので、大会期間中を中心に現行サーベイランスの強化及び追加サーベイランスの検
討も必要である。
なお、本県では、法令や国から実施するよう求められているサーベイランスに加えて、学
校等欠席者感染症情報システム（症候群サーベイランス）
（図 6 参照）を実施している。
当システムにおいては、保育所、幼稚園及び学校における感染症による欠席者 1 人ひと
りの情報を積み上げており、関係機関がリアルタイムに情報を共有することで、早期の感染
予防対策を実施できるようになっている。管内では、一部の施設が登録できていない現状が
あるため、全施設が登録できるようにすることが課題である。
※参考【疑似症届出】が必要なもの
表 22：全数届出疾患
類型

疑似症

一類感染症

届出義務あり（法第 8 条第 1 項、第 12 条）

二類感染症

届出義務あり（法第 8 条第 1 項、第 12 条）
＜政令で規定＞
結核、重症急性呼吸器症候群（SARS）、中東呼吸器
症候群（MARS）、鳥インフルエンザ（H5N1、H7N9）
届出義務あり（法第 8 条第 2 項、第 12 条）

新型インフルエンザ等感染症

＜正当な理由のあるもの＞
例えば、新型インフルエンザ等感染症の潜伏期間と
想定される期間以外に発生地域への滞在歴を有する
場合など
三類感染症

－

四類感染症

－

五類感染症

－
＜出典：厚生労働省ホームページ資料「サーベイランスについて」＞

表 23：定点届出疾患
類型

疑似症

二類感染症

疑似症定点医療機関は、届出義務あり（法第 14 条、施行規則

三類感染症

第 6 条）

四類感染症

＜疑似症の範囲＞

五類感染症

摂氏 38℃以上の発熱及び呼吸器症状（明らかな外傷又は器質
的疾患に起因するものを除く。）、発熱及び発しん又は水疱
- 30 -

※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
施行規則の一部を改正する省令（平成 31 年厚生労働省令第 13
号）により、次のとおり、疑似症の範囲が改正された。なお、
平成 31 年 4 月 1 日から施行される。
＜改正後の疑似症の範囲＞
発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感
染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められてい
る医学的知見に基づき、集中治療その他これに準じるものが必
要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができな
いと判断したもの
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図 6：学校等欠席者感染症情報収集システム（症候群サーベイランス）

＜出典：山梨県感染症対策マニュアル（暫定試行版）,2018.3,pⅠ(2)-20）＞

２．関係機関及び大会関係者との連携
東京大会に関連して、多数の人が様々な地域に移動することが予想され、集団発生・重症
感染症の発生の懸念がある。
このことから、医療機関だけではなく、当管内の市町村関係部局、大会関係者（選手、役
員、スタッフ等）等の協力を得て、早期探知できるような仕組みを検討していく必要がある。
また、外国人選手や訪日観光客等に対し、積極的疫学調査等をする際の多言語対応・現場
対応の円滑化についても考慮に入れる必要がある。

３．東京大会に向けた感染症に関する情報提供・啓発活動
当所は、感染症集団発生のリスクの高い社会福祉施設等への予防啓発のため、インフルエ
ンザ対策の他、ノロウイルスを中心とした感染性胃腸炎対策の出前講座を行っている。また、
介護保険事業所への実地指導や医療施設立入検査、給食施設巡回指導等においても指導を
行っている。
このような機会を通じて、大会期間前から、リスクが高いと評価した感染症に関する情報、
「Ⅲ章

ワクチンで予防可能な疾患（VPD）」（P17）にあるようなワクチンで防げる病気

（VPD）についての啓発を行うことが重要である。

～ おわりに ～
当所は、東京大会に伴う感染症のリスク評価を実施することで注意すべき感染症及び今
後の基本方針を整理した。
東京大会開催前の平時から感染症に対する意識を強く持つことが重要となるが、その他
にも一度に多数の患者が発生する可能性があり、かつ重症度が高い感染症等については、す
ぐに探知できるような仕組みを整備する等の検討が必要であると考えられる。
本書のリスク評価による結果も踏まえながら、各関係課とともにサーベイランス体制や
東京大会に向けた事前準備について検討をしていきたい。
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（参考資料）
1.富士・東部管内の感染症指定医療機関
＜第二種感染症指定医療機関＞
医療機関名
国民健康保険
富士吉田市立病院
大月市立中央病院

感染症

住所

電話番号

病床数

富士吉田市上吉田 6530

4床

0555－24－4111

大月市大月町花咲 1225

4床

0554－22－1251

計

8床

備考

2.県衛生研究所・保健福祉事務所
施設名

所在地

電話番号

県衛生環境研究所

甲府市富士見 1 丁目 7－31

055(253)6721

富士・東部保健福祉事務所

富士吉田市上吉田 1 丁目 2－5
富士吉田合同庁舎 1 階・2 階

0555(24)9032

3.市役所、町村役場
機関名

所在地

電話番号

常住人口

富士吉田市

富士吉田市下吉田 6－1－1

0555(22)1111

47,657 人

都留市

都留市上谷 1－1－1

0554(43)1111

31,130 人

大月市

大月市大月 2－6－20

0554(22)2111

23,581 人

上野原市

上野原市上野原 3832

0554(62)3111

23,356 人

道志村

道志村 6181－1

0554(52)2111

1,637 人

西桂町

西桂町小沼 1501－1

0555(25)2121

4,156 人

忍野村

忍野村忍草 1514

0555(84)3111

9,264 人

山中湖村

山中湖村山中 237－1

0555(62)1111

5,151 人

鳴沢村

鳴沢村 1575

0555(85)2311

2,929 人

富士河口湖町

富士河口湖町船津 1700

0555(72)1111

25,305 人

小菅村

小菅村 4698

0428(87)0111

705 人

丹波山村

丹波山村 890

0428(88)0211

522 人

※1. 常住人口：5 年毎に実施される国勢調査の人口及び世帯数を基礎として、この数値に毎
月の住民基本台帳法に基づく移動数を加減することで推計している。
※2. 常住人口は、平成 31 年 1 月 1 日現在の「山梨県の推計人口と世帯数（日本人及び外国
人）
」
（山梨県県民生活部統計調査課）による。
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