
No. 媒体 取材会社 放映・掲載紙（誌）等 取材内容等

1 TV 
株式会社NHKエンタープ
ライズ

NHK「きょうの健康」 風疹の症状写真

2 新聞
読売新聞東京本社編集局
医療部

読売新聞紙面 麻疹について

3 WEB
ダイヤモンド社　ダイヤモ
ンド・オンライン編集部

ダイヤモンド・オンライン（DOL） 平成を揺るがした日本の新興・再興感染症

4 通信社 共同通信社文化部 風疹の特徴や注意すべき点

5 TV NHKプラネット北海道 NHK「ひるまえナマら！北海道」 風疹の特徴や注意すべき点

6 TV
TOKYO　MX　報道情報
局

ニュース番組「TOKYO　MX　NEWS」 猛威をふるう風疹について 

7 WEB Wedge編集部 http://wedge.ismedia.jp/  風疹の対策や問題点について

読売新聞東京本社

編集局医療部

9 TV 毎日放送報道局
関西ローカルの生活情報番組「ちちんぷ
い」

風疹の症状写真

10 TV 株式会社テレビ朝日 「スーパーJチャンネル 土曜」 麻疹について

11 情報誌 凸版印刷株式会社 小児科医療定期情報誌「そんりーさ」 風疹の完全抑制に向けて求められる実効性のある対策とは

12 TV TBSテレビ  TBSテレビ　「ビビット」 風疹の症状写真

13 TV  讀賣テレビ放送株式会社
情報スポーツ局情報番組「す・またん！＆
ZIP！」

風疹の症状写真 

14 TV  株式会社テレビ信州  「報道ゲンバFace」 風疹の症状写真

ワクチン接種を含めた予防策について

国際化を背景にしたインフルエンザ感染の近年の状況など

16 TV NHK（北海道） NHK「ほっとニュース北海道」 風疹の症状写真

17 TV  NHK千葉放送局 「首都圏ネットワーク」などNHKニュース 風疹の感染拡大を受けて、企業での取り組みについて

18 TV 
日本テレビ放送網株式会
社 報道局 ライブソリュー
ション部

「Oha!4 NEWS LIVE」 風疹の症状写真

19 雑誌 小学館「ベビーブック」 「ベビーブック」 感染症の予防とホームケアについて

20 TV
ケーブルテレビ徳島株式
会社 番組制作部

情報番組「らぶ！らぶ！徳島」 風疹の症状写真

21 TV 
東京メトロポリタンテレビ
ジョン株式会社 報道局報
道部

「TOKYO MX NEWS」 風疹の症状写真

22 TV
NHK名古屋放送局　報道
部

東海地方ローカルニュース「まるっと」 風疹について

23 TV
NHKエデュケーショナル
科学健康部

感染症について、日本の現状や今後の課題 

NHK首都圏放送センター 「首都圏ネットワーク」

NHK報道局　科学・文化
部

「NHKニュース845」

「NHKニュース7」内

25 TV NHK首都圏放送センター NHK「首都圏ネットワーク」 風疹の症状写真 

26 雑誌 
日経BP社　日経メディカ
ル

「日経メディカル」 風疹の診療のポイント、特に成人患者の場合について

アース製薬株式会社

マーケティング総合企画本
部

株式会社テレビ信州

報道制作局報道部

OAB大分朝日放送

28 TV 「報道ゲンバFace」 風疹の症状写真

29 TV
「SJおおいた」 風疹の症状写真

24 TV 風疹の症状写真

27 イベント セミナー資料掲載写真 デング熱、ジカ熱の症例写真提供

15 新聞
中日新聞名古屋本社 編集
局生活部

中日新聞紙面 

平成30（２０１８）年度　DCC(国際感染症センター）における広報活動

8 新聞 「読売新聞」紙面 風疹について



報道制作局　報道部

30 TV
(株)NHKエデュケーショ
ナルこども幼児部

「すくすく子育て」 ～感染症の基礎知識・
ホームケア（仮題）～

基本的な育児情報提供

31 TV
千代田ラフト（NHKの番組
の制作会社）

NHK「TVシンポジウム ねこと健やかに暮
らす」

動物由来の感染症（SFTS、ウルセランス菌）について

32 雑誌 小学館『ベビーブック』
1～3歳児向け月刊誌『ベビーブック』付録
育児情報誌『Café BB』

大人が感染症の予防を心がけることの重要性や子育て世代に役
立つトピック

33 TV NHK報道局科学・文化部 NHK 耐性淋菌について

34 イベント
エムスリー株式会社
m3.com編集

イベント資料 感染症内科　研修医向け「感染症ワークショップ」

「日刊ゲンダイ」健康面

「人生100年時代を支える注目の医療」

36 雑誌 小学館『ベビーブック』
1～3歳児向け月刊誌『ベビーブック』付録
育児情報誌『Café BB』

インフルエンザ＆冬の感染症について

アース製薬株式会社

マーケティング総合企画本
部

38 TV 北海道テレビ放送 北海道テレビ「医TV」 ジカウィルス・デングウィルス

39 新聞 朝日新聞（科学医療部） 朝日新聞紙面 食中毒などこの時期の感染症への備えや、治療などについて

40 WEB BuzzFeed Japan https://www.buzzfeed.com/jp 素手でにぎるおにぎりの食中毒リスクについて

麻疹の流行状況や麻疹の怖さについて

そのほか輸入感染症の状況や症例、

予防のためにできること

42 通信社 共同通信社 「暮らしアイ」 保育園での紙おむつ持ち帰りについて

43 新聞 東京新聞特別報道部 東京新聞「こちら特報部」 沖縄を中心としたはしかの流行について

44 TV 北海道テレビ放送 北海道テレビ「医TV」 夏の季節に注意が必要な「蚊媒介感染症」について

45 イベント 新宿区健康部保健予防課
「医療保健政策区市町村包括補助事業事
例発表会」5月10日開催

「新宿区の新型インフルエンザ等対策について」資料

46 TV NHKネットワーク報道部 はしかの感染拡大にともない、対策をとる必要性

アース製薬株式会社

マーケティング総合企画本
部

順天堂大学医学部 熱帯医学研究会学生 研修

感染制御科学／総合診療
科

熱帯病総論 (マラリアを中心に)・結核・HIV感染症総論

タイにおけるHIV感染症の現状と社会的課題

虫媒介感染症のリスクに関して

48 イベント DCCでの事前研修

41 雑誌
(株)風讃社　ひよこクラブ
編集部

「ひよこクラブ」

47 公開資料

35 新聞 日刊ゲンダイ 輸入感染症の対策について

37 社内報 アース製薬社内報 虫媒介感染症

29 TV
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