
No. 媒体 取材会社 放映・掲載日等 取材内容等

1 新聞   読売新聞 読売新聞紙面 中南米に流行　ジカ熱　五輪控え感染飛び火警戒

2 新聞 日本経済新聞  日本経済新聞紙面  ここまででわかったジカ熱

3 ラジオ NHK   NHKラジオ 蚊とダニが媒介する感染症

4 TV TBS 報道特集 オリンピックと感染症について

5 mediphone 医療通訳サービス

通信 共同通信社

新聞   静岡新聞

通信 共同通信社

新聞 宮崎新聞

通信 共同通信社 発生源絶ち感染症防ぐ

新聞 秋田さきがけ 「蚊」対策専門家に聞く

通信 共同通信社 ジカ熱、デング熱に要注意

新聞 福島民報 「蚊」対策で感染症予防

10 ラジオ TBSラジオ 生島ヒロシのおはよう一直線 日本も他人事じゃない!ジカ熱のリスク

通信 共同通信社 ジカ熱・デング熱を媒介

新聞 愛媛新聞 「蚊」対策で感染症予防

通信 共同通信社 ジカ熱・デング熱

新聞 山陰中央新報 「蚊」対策で感染症予防

通信 共同通信社 防ごう！ジカ熱、デング熱

新聞 日本海新聞 蚊に刺されない工夫を

共同通信社 防ごう！ジカ熱、デング熱

大阪日日新聞 蚊に刺されない工夫を

通信 共同通信社

新聞 埼玉新聞

通信 共同通信社 「蚊」対策で感染症予防

新聞 長崎新聞 ジカ熱やテング熱に注意

通信 共同通信 防ごうジカ熱・デング熱

新聞 新潟日報 蚊に刺されない工夫を

18 雑誌 (株)風讃社 「たまごクラブ」2016年8月号 「ジカ熱」は日本の妊婦も警戒すべきなの？

通信 共同通信社

新聞  信濃毎日新聞

通信 共同通信社 ジカ熱、デング熱対策

新聞 茨城新聞 蚊に刺されぬ工夫を

通信 共同通信社 防ごうジカ熱・デング熱

21
神奈川新聞紙面

15 埼玉新聞紙面 「蚊」対策で感染症予防

16 長崎新聞紙面

17 新潟日報紙面

19 信濃毎日新聞紙面 ジカ熱、デング熱感染症「蚊」対策で防ごう

20 茨城新聞紙面

12 山陰中央新報

13 日本海新聞

14 通信新聞 大阪日日新聞紙面

8 秋田さきがけ新聞紙面

9 福島民報紙面

11 愛媛新聞紙面

平成28（2016）年度　DCC(国際感染症センター）における広報活動

6 静岡新聞紙面 「ジカ熱」「デング熱」感染を媒介、夏の蚊対策万全に

7 宮崎新聞紙面 ジカ熱、デング熱ご用心



新聞   神奈川新聞 「蚊」対策で感染症予防

通信 共同通信社 ジカ熱、デング熱防ごう

新聞 山陽新聞 感染媒介の蚊対策を

通信 共同通信社 「蚊」対策で感染症予防

新聞 岐阜新聞 ジカ熱やテング熱、媒介の恐れ

24 新聞 朝日新聞 朝日新聞朝刊生活面 テング熱について

敵の弱点はここだ

でも大丈夫！そう、私は蚊に嫌われる女

26 新聞 日経新聞 私見卓見 途上国の感染症制圧へ体制支援を

27 ラジオ TBSラジオ 生島ヒロシのおはよう一直線 真の感染症

海外旅行は帰国後の体調に注意＝

ジカ熱はパートナーへの感染防止を。

29 新聞 毎日新聞 毎日新聞紙面 予防接種の不平等

幕張メッセのコンサート会場でも！

「はしか」は増えている？

31 TV テレビ東京 「世界なぜそこに？日本人」 デング熱についてナレーション原稿の校正

32 雑誌 Buzz Feed Japan Buzz Feed Jaqpan
はしか流行、ワクチン不徹底世代が絶対に注意すべきこ
と　26～39歳は特に危険

はしか流行の兆し

谷間の若年層は要注意

34 TV NHK 「あさイチ」 麻疹流行

35 ラジオ FM富士 Yes! Morning 水曜日 麻疹の流行と対策について

36 雑誌 朝日新聞出版 アエラ
デキる課長のコミュニケーション【部下編】　「見てくれて
る」実感が成果につながる

37 テレビ NHK クローズアップ現代 再興感染症の脅威

38 雑誌 文藝春秋 週刊文春 飲んではいけない薬

39 雑誌
健康情報誌「ヘルシスト」最新版　現代の感染
症対策

現代によみがえった「はしか」の傾向と対策

40 新聞 朝日新聞 朝日新聞紙面
患者を生きる　「感染症の怖さ　自身の体験ふまえ伝え
る」

サラヤ(株) 専門家に聞く！感染対策A　to Z

Medical Saraya 「薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン」

42 新聞 東京新聞 東京新聞紙面
会社で集団予防接種　仕事休まなくても　職場感染を
予防

43 TV   NHK 「あさイチ」 
あなたも危ない「スーパー耐性菌」薬のその飲み方に原
因

医療現場の困りごと共有

酸素マスク　口のケアしにくい

心電図検査　コード絡まり危険

都・医工連携へ病院で発表会

45 TV  テレビ朝日  「グッド！モーニング」 薬剤耐性について

46 新聞  日本経済新聞  日経新聞　NIKKEIプラス1 東南ア旅行、ジカ熱にご用心　妊婦はしっかり防御を

44 新聞 日経産業新聞  日経産業新聞　生活・サービス面

33 雑誌 朝日新聞出版 アエラ　9/12発売号

41

28 WEB (株)ソーシャライズ 時事メディカル

30 ラジオ TBSラジオ 森本毅郎スタンバイ

22 山陽新聞紙面

23 岐阜新聞紙面

25 雑誌 小学館 女性セブン

21



47 WEB 日経Gooday  名医が解説！最新治療トレンド　「インフルエンザ」

牛乳パックを活用！ 家庭でノロウイルスを広げない

感染症の専門家がアドバイス

49 新聞 毎日新聞 毎日新聞紙面
感染症にならない・負けない・広げない・まずは体力つ
くり

50 雑誌  光文社 女性自身 風邪で飲む抗生物質は「DU」になっている

51 新聞 朝日新聞 朝日新聞医療面 耐性菌身近な病気でも

52 JIGH 外国人患者の医療ニーズについて

53 TV テレビ朝日 テレビ朝日　東京サイト 感染症にご用心　「デング熱・ジカ熱」

54 TV NHK 総合診療医ドクターG 総合診療医ドクターG

55 雑誌 (株)じほう 薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン

56 新聞 朝日新聞 朝日新聞紙面 麻疹の予防について（仮）

57 通信 共同通信社 外国人との共生

58 TV NHK クローズアップ現代+ 国民健康保険を悪用する外国人の実態について（仮）

59 雑誌 リクルートドクターズキャリア4月号 医療機関に求められる外国人受け入れ体制について

60 TV NHK クローズアップ現代+ 日本の公的保険制度で治療する外国人について

61 (株)ライズファクトリー ジカウイルス感染症について

62 新聞 産経新聞社 夕刊フジ ワクチン接種について

63 TV NHK 黄熱病について

64 TV 日本テレビ ジカウイルス感染症

65 新聞 株式会社メディアアトリエ 海外の新聞紙面
アフリカにおけるエボラウイルスの問題点、対策などに
ついて

66 TV TBS あさチャン 麻疹の注意喚起について

67 新聞 読売新聞 読売新聞紙面 日本の公的保険制度で治療する外国人について

48 WEB Buzz Feed Japan
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