情報系

「タカラダニ」をご存知ですか？
～見つけても手でつぶさないようにしましょう～
タカラダニとは・・・？
５月から７月ごろに発生する、鮮やかな赤い色の小さ
なダニです。大きい個体は体長1mmほどにもなり、建物
の壁や屋上等を多数で素早く動き回りますが、発生から
数週間で自然といなくなります。
花粉等を食べ、コケ類に産卵するケースが報告されて
いますが、現在でもその生態ははっきりとは解明されて
いません。

【２０１９年４月号】№２３

～ 目次 ～

人体への害はあるの？
タカラダニが人間を噛むことはないとされています。こ
れは、そもそもタカラダニの口の部分が、人の皮膚を噛め
る構造にはなっていないためです。また、現時点では強い
アレルギーがあるという報告もありません。

風しんの症状と予防接種に
ついて
１ページ
京都府保健環境研究所ＨＰより引用
http://www.pref.kyoto.jp/hokanken/yakudati_takaradani.html

駆除と発生対策はできるの？
成虫に対しては、スプレー式で残効性のある殺虫剤で駆除が可能です。しかしながら、上で述べたとおり、
タカラダニの生態はよく分かっていないため、発生を予防する有効な対策は分かっていません。
他に考えられる日常生活への影響としては、屋外に干した洗濯物にタカラダニが付着するケースがありま
す。衣服に付着したタカラダニをそのままつぶしてしまうとタカラダニの赤色が付いてしまうため、初夏の時
期には洗濯物をよくはらうか、掃除機等で吸い取ってから取り込みましょう。
衛生指導課 環境指導係 ☎（409）2598

☆保健所の主な行事・予定☆
◆『エイズ検査』（予約制 ☎409-2867） 4/2、16、5/7、21、6/2、18
◆『肝炎ウイルス検査』（予約制 ☎409-2867） 4/16、5/21
※変更になる場合があります。
その他、各地域の保健センターでは、『ママ／パパママ教室』、『離乳食（3回食）と歯みがきの教
室』、『こども（0～2歳）の歯科相談』、『運動習慣づくり教室』、『ロコモを防ごう かんたん筋力
アップ』、『身体をほぐそう リラックス体操』、『骨密度測定』、『なんでも食事相談』や、健康講座
『糖尿病教室』『幼児（4～6歳）の心の健康教室』『親が学ぶ 思春期のこころとからだ』を実施する予
定です。日程、回数等の詳細については、各地域の保健センターまでお問い合わせください。中央（☎
423-2111）、東部（☎466-1383）、北部（☎449-7600）、西部（☎047-302-2626）

たばこのルールが変わりま
す！ ～国の受動喫煙対策
の取組み～
２ページ
知っていますか？骨盤底筋
群 ～トレーニングで尿も
れ予防、姿勢改善～
3ページ
気をつけましょう! 海外渡
航中の感染症予防
３ページ
「タカラダニ」をご存知で
すか？ ～見つけても手で
つぶさないようにしましょ
う～
4ページ

風しんの症状と予防接種について
昨年話題になりました風しんの流行ですが、現在で
も、全国的に風しん患者が発生し続けております。
風しんはどうやって感染し、どうすれば感染を防ぐ
ことができるのでしょうか。

風しんとは？
風しんは、風しんウイルスに感染することで起こる急性熱性発疹症です。通常、春
先から初夏にかけて患者発生が多くみられます。潜伏期間は2～3週間で、主な症状
として発疹、発熱、リンパ節の腫れがみられます。稀に血小板減少性紫斑病や脳炎を
合併することがあります。約15～30％の人は不顕性感染（感染したが症状が出な
い）で終わることが知られています。また、妊娠20週頃までの妊婦が風しんウイル
スに感染すると、胎児も風しんウイルスに感染し、出生児が難聴、先天性心疾患、白
内障、精神運動発達遅滞等の症状を起こす先天性風しん症候群
（CRS）を発症する可能性が高いことが知られています。

どうやって感染するの？
風しんウイルスは、感染者の咽頭から排出されて、せき、くしゃみ
等により飛沫感染します。また、発疹の出る1週間前から、発疹が出
た後1週間くらいまでは感染力があると言われています。

どうすれば防げるの？
風しんが流行している地域では不要不急の外出を避けることや、外出す
る時は人混みを避ける等の対策が考えられますが、最も有効な予防方法と
いえるのが予防接種です。風しんの予防接種には風しんワクチンまたは麻
しん風しん混合（MR）ワクチンが使用されます。予防接種を受けること
で、95％以上の人が抗体を獲得することができると考えられます。

なぜ昨年から成人男性を中心に流行が続いているの？
編集後記
昨夏、人間ドック前に体重を測ったところ、過多気味
と気づかされ、少し減量して人間ドックを無事通過。年
末までは維持しましたが、年末年始でリバウンド。今夏
までに減量間に合うかなぁ…。
本情報誌の旬の記事が、皆様の気づきと行動につなが
り、健康のお役にたてることを願っております。
（衛生指導課）

平成３１年４月1日発行

船 橋 市 保 健 所
〒273-8506
船橋市北本町１- １６- ５５
TEL 047-409-3668(代表)
FAX 047-409-3592

現在、風しん予防接種は予防接種法に基づく定期予防接種として、①１歳時と小学
校就学前１年間の計2回、原則として無料で接種を受けることができるようになって
います。現在成人となっている人も、多くの人が1回は定期予防接種を受ける機会が
ありましたが、昭和54年4月1日以前に生まれた男性は機会がなかったことから、今
回の風しん流行による患者の多くを占めていると考えられています。
なお、国では2022年３月末までの３年間で昭和37年4月2日～昭和54年4月1日
までの間に生まれた男性に対し、風しん抗体検査と予防接種を集中的に実施すること
としています。
健康づくり課 予防接種係 ☎（409）3836

ho-somu@city.funabashi.lg.jp

５月３１日は世界禁煙デー、５月３１日～６月６日は禁煙週間です。
４

＜４月１日付組織改正のお知らせ＞ 地域の課題に多職種が連携して取組む体制を強化するため、保健総務
保健総務
課の「疾病対策係」と「精神保健福祉係」を、地域保健課に移管しました（係名は変更なし）。
課の「疾病対策係」と「精神保健福祉係」を、地域保健課に移管

いつも以上にマナーに気を配り、受動喫煙の防止にご協力をお願いします。また、この機会にあなた
とあなたの大切な人のために、禁煙にチャレンジしてみませんか。

１

こつばんていきんぐん

たばこのルールが変わります！ ～国の受動喫煙対策の取組み～
知っていますか？骨盤底筋群
2018年7月に健康増進法が改正され、多数の者（２人以上）が利用する施設については、原則屋内禁煙が
義務化されることになりました。違反した場合は、保健所による指導・勧告・命令や過料の適用も設けられて
います。2020年4月1日の法施行に向けて、何がどう変わるのか確認しておきましょう！

今回の法改正のポイント

～トレーニングで尿もれ予防、姿勢改善～
【体を横から見た図】

骨盤底筋群とは、図のように骨盤の底に位置する複数の筋肉の総称で、ハンモッ
クのような構造をしています。この骨盤底筋群は排尿や排便時に働くほか、臓器を支
えるために休息時にも働いています。骨盤底筋群が弱くなってしまうと、尿失禁（尿
もれ）や不良姿勢の原因になると言われています。
背骨

受動喫煙とは？
１．「望まない受動喫煙」をなくす
特にたばこの影響が大きい「屋内」での喫煙が原則禁止になります。
２．受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもや患者が利用する学校や病院等の施設については、屋内だけで
なく敷地内についても喫煙が原則禁止になります。
３．施設の類型・場所ごとに対策を実施
利用者の違いや他人に与える健康影響の程度に応じて屋内外での禁煙
の対策を講じたり、望まない受動喫煙をなくすため、喫煙場所に標識を
掲示することも義務化されます。

他人のたばこの煙を吸わされて
しまうことを「受動喫煙」と言い
ます。たばこの煙は喫煙者本人だ
けでなく、喫煙していない周囲の
人へも受動喫煙によって健康への
悪影響があることが報告されてい
ます。

尿失禁（尿もれ）について
尿失禁は妊娠や出産、肥満、下腹部の手術後、加齢などにより、骨盤底筋群が弱く
なることで起こります。咳やくしゃみ、運動した際などに尿道がうまく閉まらず、尿
がもれてしまう状態です。尿失禁に対する不安などで外出やこれまで楽しんでいた趣
味などの活動を控えてしまい、閉じこもりがちになってしまうことがあります。40歳
以上の男性の10％前後、女性の30～50％程度の方が症状を有しているとの報告もあ
ります。
この骨盤底筋群を鍛えることで、尿もれや頻尿が改善し、閉じこもりがちな生活か
ら脱却できるかもしれません！また、同時に姿勢を改善する効果も期待できます！

骨盤

骨盤底筋群

施設の類型別のルール
施設の種類によって、「敷地内禁煙」か「屋内禁煙」に分かれること
になります。
１．敷地内禁煙・・・学校・病院・児童福祉施設等、行政機関 （2019年7月1日から実施）
ただし、通常人が立ち入らない建物の裏や屋上への喫煙所設置、標識を掲示する等の
要件を満たせば、屋外に喫煙場所を設けることができます。
２．屋内禁煙・・・上記以外の多数の者（２人以上）が利用する施設 （2020年4月1日から実施）
ただし、室外への煙の流出防止措置が講じられており、施設出入口と喫煙専用室に標識の掲示をする等の要
件を満たせば、屋内に喫煙専用室を設けることができます。また、近年利用者が増えている加熱式たばこも規
制対象となります。施設内で喫煙する場合は、加熱式たばこ専用の喫煙室を設ける必要があります。

受動喫煙対策により、現状がどのように変わるのか
○改正健康増進法の対象施設においては「望まない受動喫煙」が生じることはなくなります。
・施設の類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を⾏う。
・喫煙可能な場所には掲示を義務付ける。

骨盤底筋群の鍛え方
①イスに座った状態で、姿勢を正して、足は肩幅に開き、床にしっかりとつけます。尿意を我
慢する感覚で、尿道や肛門を締めるように数秒間持続的に力を入れます。力を入れると同時に
かかとを上げるとより効果的です。
②仰向けに寝た状態で、足を肩幅に開き両膝を立て、お腹の力を抜きます。イスに座った場合
と同様に数秒間持続的に力を入れます。
はじめは感覚がわかりにくいと思いますが、ハンモックの中央部を上から引き上げたり、箱からティッ
シュペーパーを抜きとったりするように骨盤の中の臓器を上に引き上げるイメージです。骨盤底筋群以外の
お尻の筋肉は極力リラックスして行うと効果的とされています。活動的な生活を維持するためにも、
活動的な生活を維持するためにも、「骨盤
活動的な生活を維持するためにも、「骨盤
底筋群」を意識して、鍛えてみましょう！
底筋群」を意識して、鍛えてみましょう！
健康づくり課 介護予防推進係 ☎（４０９）３８１７

気をつけましょう! 海外渡航中の感染症予防
渡航先ではどんな感染症が流行っている？

【法施行後】
【現状】
○敷地内禁煙
学校・病院・
児童福祉施設等

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、
喫煙場所を設置することができる。

○屋内禁煙

○喫煙専用室設置（※）

○加熱式たばこ専用の
喫煙室設置（※）
２０
UNDER

２０
UNDER

事務所・
飲食店等

○受動喫煙を生じさせずに
喫煙できる場所が必ずしも
明らかでないため、
・非喫煙者が望まずに
受動喫煙をしてしまう
・喫煙者も、意図せずに
受動喫煙をさせてしまう
ことが生じる。

or

or
掲示義務

掲示義務

室外への煙の流出防止措置

【既存の飲食店の
既存の飲食店のうち経営規模の小さい店舗
うち経営規模の小さい店舗】
店舗】
資本金5,000万円以下、客席面積100㎡以下

○屋内禁煙

○喫煙可能（※）
２０
UNDER

２０
UNDER

※全ての施設で、
喫煙可能部分は
客・従業員ともに
20歳
20歳未満は立ち
入れない

or

法施行後、新たに開設する飲食店は、全て上段の類
型となる。既存の経営規模の小さい飲食店は掲示が
あれば喫煙可能だが、受動喫煙対策を講じる店舗
に対しては支援を実施。

【事務所等】【
事務所等】【飲食店のうち新たに開設する又は経営規模の大きい店舗等
】【飲食店のうち新たに開設する又は経営規模の大きい店舗等】
飲食店のうち新たに開設する又は経営規模の大きい店舗等】

掲示義務
喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、
非喫煙スペースへの20歳未満の立入りは可能。

屋外や家庭等

厚生労働省検疫所ＨＰ「ＦＯＲＴＨ」
ゴールデンウィークには、海外へ渡航される方が多くなります。
http://www.forth.go.jp/index.html
海外には、日本にはない、または渡航により感染リスクの高まる感染症
があります。事前に渡航先で流行している感染症を調べ、予防法を確認してから渡航しましょう。渡航先の感染
症の発生状況等の最新情報は右記ホームページより調べられます。
その他、麻しん風しんは海外で感染し、帰国後に発症する
海外で感染し、帰国後に発症する事例が報告されています。予防接種
海外で感染し、帰国後に発症する
が有効のため、罹ったことがない、接種歴が不明な方は済ませるようにしましょう。

注意すべき感染症
①蚊やダニなどを介する感染症
マラリア、デング熱、チクングニア熱、ジカ熱等の蚊を介した感染症やクリミア・コンゴ出血熱等の
ダニを介した感染症があります。蚊やダニを介する感染症が多い地域では、肌を露出しないよう長袖・
長ズボンを着用しましょう。虫よけ剤などの使用も有効です。また、屋内でも蚊に刺される場合がある
ので、屋内の蚊の駆除を心掛けましょう。
②動物を介する感染症
中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ、狂犬病等の動物を介した感染症があります。むやみに動物に
近づいたり、触れることはやめましょう。もし犬等に噛まれたり、引っかかれたりした場合には、傷口を速やか
に水と石鹸で洗い、現地の医療機関を受診しましょう。
③水や食べ物を介した感染症
開発途上国など公衆衛生の整備が不十分な地域では、Ａ型肝炎、Ｅ型肝炎、コレラ、細菌性赤痢、
腸チフスなどに感染するリスクが高くなります。生水は飲まず、市販の水を飲むようにしましょう。
水道水を飲む場合には、しっかりと沸騰させてから飲むようにしましょう。氷にも病原体が含まれる
場合があるので注意が必要です。また、生肉・生魚・生野菜等を食べる際には十分に加熱されたものを食べるよ
うにし、加熱されたものであっても調理してから時間の経ったものは食べないようにしましょう。
保健総務課 結核感染症係 ☎（４０９）２８６７

○喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮

地域保健課 健康増進係 ☎（409）3274／衛生指導課 食品監視係 ☎（409）2566
６月１日～７日はＨＩＶ検査普及週間
６月１日～７日はＨＩＶ検査普及週間です。船橋市保健所では月に２回検査を行っています。
ＨＩＶ検査普及週間です。船橋市保健所では月に２回検査を行っています。(無料・匿名 要予約)
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