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蚊のデングウイルス保有調査の結果について（第一報） 

 

本年８月末以降、デング熱の国内感染症例の報告が続いており、患者の多くが感染

したと推定される代々木公園では、ヒトスジシマカからデングウイルスが検出されて

おります。 

厚生労働省においては、代々木公園が所在する渋谷区及び隣接する特別区の公園等

（特に、訪問者数が多く、デングウイルスを媒介するヒトスジシマカの生息好適地が

あるもの）について、関係自治体と協力し、蚊のウイルス保有調査を順次実施するこ

ととし、その調査結果について別添のとおり事務連絡がなされましたので情報提供い

たします。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会、

関係医療機関等に対する情報提供について、ご高配のほどよろしくお願い申し上げま

す。 
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厚生労働省健康局結核感染症課 

  

 

蚊のデングウイルス保有調査の結果について（第一報） 

 

 本年８月末以降、デング熱の国内感染症例の報告が続いています。患者の多くが

感染したと推定される代々木公園においては、ヒトスジシマカからデングウイルス

が検出されました。 

代々木公園が所在する渋谷区及び隣接する特別区の公園等（特に、訪問者数が多

く、デングウイルスを媒介するヒトスジシマカの生息好適地があるもの）について

は、関係自治体と協力し、蚊のウイルス保有調査を順次実施することとしています。  

今般、別添１のとおり、３公園について調査結果（いずれも陰性）が判明しまし

たので、お知らせします。それぞれの公園について、関係自治体からも調査結果が

公表されていますので、合わせてお知らせします（別添２～４）。 

 

 

 

参考資料 

別添１：蚊のデングウイルス保有調査の結果のまとめ（平成26年９月９日11：00現在） 

別添２：港区記者発表資料（平成26年９月９日） 

別添３：渋谷区記者発表資料（平成26年９月９日） 

別添４：中野区ホームページ（平成26年９月９日） 

 

 

ホームページ 

厚生労働省 デング熱について

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dengue_fever.html） 

国立感染症研究所 デング熱とは 

（http://www.nih.go.jp/niid/ja/encycropedia/392-encyclopedia/238-dengue-info.html） 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dengue_fever.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/encycropedia/392-encyclopedia/238-dengue-info.html
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プレスリリース                             平成 26年 9月 9日 

 

デング熱への港区の対応について 【第 6報】 

－区立有栖川宮記念公園における蚊のデングウイルス保有調査の結果について－ 

 

 

9 月 7 日（日曜）、港区立有栖川宮記念公園（南麻布 5-7-29）において検体を採取し

た、蚊のデングウイルス保有調査の結果について、厚生労働省から港区あてに連絡があ

りました。検査結果は以下のとおりです。 

調査の詳細は、9月 6日（土曜）に、【第 3報】にてお知らせしています。 

 

検査結果（検体採取箇所数）  陰性（5箇所） 

 

 

 また、本日から、港区では区内全域 389箇所の区内掲示板に注意ポスターの掲示も始

めます。港区内は外国住民や海外からの観光客が多いことから、日本語と英語を併記し、

注意をうながしています。あわせて、全ての区立公園 49箇所及び区立児童遊園 57箇所

などにも注意を促す看板を設置します。 

 

 

 区民の皆さんからの問合せ先は表内のとおりです。  

問合わせ内容 問合わせ先 

デング熱（症状、流行状況、予防

方法等）について 

 

保健予防課 保健予防係  

電話：０３－６４００－００８１ 

蚊の駆除等の方法について 

 

 

生活衛生課 生活衛生相談係 

電話：０３－６４００－００４３ 

 

 

 

問合せ先  みなと保健所 健康推進課  

   課長 西塚（にしづか） 係長 津浦（つうら） 

電話：０３－６４００－００８６（夜間対応可） 
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プレスリリース 
  

蚊のデングウイルス保有調査の結果について 

 

９月６日（土）から７日（日）にかけて実施した、渋谷区立みやした こうえん（神宮前

6-20-10）における蚊のサンプリング調査の結果について、厚生労働省から渋谷区あてに連

絡がありました。結果は以下のとおりです。 

 

調査結果 陰性（５か所） 

 

また、区内の町会掲示板等による周知を含め、引き続き、区民への注意喚起を行います。 

 

区民の皆さんからの問い合わせは以下のとおりです。 

●デング熱（症状、流行状況、予防方法など）について 

地域保健課保健指導主査 ☎ 3463-2439 

●蚊の駆除などの方法について 

生活衛生課環境衛生係  ☎ 3463-2287 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

 渋谷区保健所生活衛生課  ☎ 3463-2204 

 

 

 

FKDVA
タイプライターテキスト
別添３

FKDVA
長方形



蚊のデングウイルス保有調査の結果について « 中野区公式ホームページ

http://cms-sv2.it-nakano.city.tokyo-nakano.lg.jp/temp/02365421/59/d018284.html[2014/09/09 11:15:36]

▼本文へ
区役所のご案内 よくある質問 ホームページの使い方 サイトマップ

音声で読み上げる

更新日 2014年9月9日

 参考になった  探しにくかった
 知りたい内容が書かれていない  聞き慣れない用語があった

 ツイート 0 0

蚊のデングウイルス保有調査の結果について

　本年8月末以降、デング熱の国内感染症例の報告が続いています。患者の多くは、代々木公園（渋谷区代々
木神園町）において感染したと推定されています。しかし、代々木公園以外での感染が推定される例が発生し
たため、9月6日、国のデング熱対策の緊急会議が開かれ、その中で国から代々木公園に距離の近い公園で、
国の主導で、蚊（ヒトスジシマカ）のサンプリング調査（デングウイルス保有調査）を行うことが示されまし
た。

厚生労働省 デング熱に関する緊急対策会議（新しいウィンドウで開きます。）

　中野区では、杉山公園（中野区本町六丁目15番）が調査対象となり、9月6日から杉山公園に5箇所、採集器
が設置され、採集した蚊のウイルス検査が9月8日に行われました。検査の結果、5箇所ともデングウイルスは
陰性（デングウイルスを保有する蚊はいない）という結果が報告されました。

施設名 所在地 検査結果（検体採取箇所数） 検体採取日

杉山公園 中野区本町6丁目 陰性（5箇所） 9月7日

　デング熱の予防のポイントや症状については、デング熱についてにお進みください。

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。

情報発信元 保健予防分野 
電話番号 03-3382-6500
ファクス 03-3382-7765
受付時間 午前8時半～午後5時
問合せ先 メールフォーム

注目情報

デング熱について

広島市大雨災害義援金の受付につ
いて

洪水ハザードマップを公開してい
ます

中野区基本構想の改定にあたって
～みなさまのご意見を募集してい
ます

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時
特例給付金について

フェイスブックページで情報を提
供しています。

お知らせ

蚊のデングウイルス保有調査の結
果について

絶対やめよう！　危険ドラッグ

平成27年4月からの区立・私立幼稚
園児の募集

認可保育所の開設（平
成27年4月1日）に係る事業者を募
集します

中野区立民間学童クラブ（放課後
児童健全育成事業）開設事業者募
集について

ホームページの使い方 区役所のご案内 更新履歴 個人情報保護方針 サイトポリシー サイトマップ ページの上部へ戻る

ホーム > お知らせ > 蚊のデングウイルス保有調査の結果について

中野区役所  〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号（ 地図）
電話番号 03-3389-1111(代表)　受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで（祝日を除く）
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