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麻疹（Measles） 

一、疾病概要（Disease description） 

麻疹の感染力は極めて強く、以下のような典型的臨床症状がある。 

（一） 前駆症状： 高い熱、鼻炎、結膜炎、咳と発熱後 3～4 日後の口腔下小臼歯に対する面の頬側粘膜

上へのコプリック班（Koplik spots）出現。 

（二） 紅疹： 前駆症状 3～4 日にコプリック班出現後、発熱が引き続くこともある。 さらに 24～28 時

間後に典型的皮疹が耳の後ろに現れ、それが顔全体に広がる。 2 日～3 日目には徐々に体幹及び四肢

に広がる。皮疹は、3～4 日以内に全身を覆い、これが 4～7 日続く。 患者は発疹時に症状が一番悪化

し、体温も最高になる； 皮疹が現れたのち 3～4 日で、熱と皮疹が引き始め、皮疹は、消失したのち

に糠様落屑が見られ、色素沈着がしばらく残る。 患者の 5～10％は、細菌やウィルスへの重複感染に

より中耳炎や肺炎、脳炎などの合併症を引き起こすこともある。 

（三） 嬰児や栄養不良児、白血病やがん、免疫不全を持つ児童或いは生活環境が悪い児童、および成人

が麻疹に罹患した場合には、症状が酷くなり、致命率が 5～10％に達することもある。 

 

二、 感染因子（Infectious Agent） 

麻疹ウィルス（Measles virus）。 

 

三、 疫学（Epidemiology） 

麻疹は高い伝染力を有しており、ワクチンが使われるようになるまでは、児童期の麻疹は避けられない

ものとされており、99％以上の人が感染し、誰もが一生涯麻疹から逃れられないとも言えた。 大部分の麻

疹は乳幼児期（5 歳前）に発生し、台湾では 1978 年から生ワクチンの全面接種実施を開始、ワクチンが広

く使われるようになって以後は麻疹患者数が大幅減少したが、ワクチン未接種の人には多発している。1980

年代末に最後の比較的大規模な流行が起きたが、患者の大半は、学齢期前の児童或いは小学生であり、同

年代にはアメリカでも麻疹のアウトブレイクが、学校で起きていた。感染者の多くはワクチン未接種者或

いは、はるか以前に接種したものの既にワクチン抗体が消失していた保護者であった。 国内では 1990 年

代、特に 1995 年以後は、麻疹患者報告数は極めて少なく、患者の多くは、中国或いは東南アジアなどの海

外からの輸入症例である。 台湾における流行の詳細については、衛生福利部疾病管制署（CDC）の『伝染

病統計データ検索システム』からどうぞ。 

 

四、 宿主（Reservoir） 

ヒトが唯一の宿主、感染源となる。 

 

五、 伝播様式（Mode of Transmission） 

空気感染、飛沫感染、患者の鼻腔或いは咽頭分泌物への直接感染のいずれでも感染する。 

 

六、 潜伏期間（Incubation Period） 

7～18 日。通常は 14 日（暴露から紅疹の出現まで）。 

 

七、 感染の恐れのある期間（Period of Communicability） 

発疹前後の 4 日間。 

 

八、 感受性と抵抗力（Susceptibility and Resistance） 

麻疹に罹ったことがない人、ワクチン未接種の人は全て感染の恐れあり。嬰児が母体から獲得した抗体

は 6～9 か月前後しか持続しない（母親の抗体価により変化する）； 未接種人口中では、数年おきに感染し

やすい人の数が一定値に達するとアウトブレイクがありうる； 麻疹に罹った人は、一生涯免疫力が残る。 

 



九、 症例の定義（Definition of the Case） 

詳細については、衛生福利部 CDC のサイト『伝染病患者の定義』を参照のこと。 

 

十、 サンプル採取と搬送（Specimens taking and Transportation） 

『防疫検査試験サンプル採取マニュアル』を参照、或いは CDC 検査試験センターにコンタクトを。 

麻疹は通常典型的な病歴と症状から診断が可能である。 が、約 5％の患者には、非典型的な症状が現れ、

口腔内粘膜上にコプリック班が現れないこともある為、これによって、風疹（ドイツ麻疹）やエンテロウ

ィルス或いはアデノウィルス感染と誤診することもある。 必ずラボでの診断を利用せねばならない；  

ラボでの診断では、血清学検査が主となるが、ウィルス遺伝子バンクを作りウィルスの来源を比較する

には、採血の最初の段階に血液（全血）サンプルを採取するだけではなく、同時に尿及び鼻咽頭のサンプ

ルを採取することが必要だ。 

（一） 血清学検査 

1． 検査試験： 血清中 IgM の存在或いは IgG 抗体が 4 倍以上の増加を示したかを検査。 

2． 検査時期： 発疹が出始めてから 3～28 日以内、第二次採血は一回目の採血から 2～4 週後。 

3． 検査結果の意義： 

(1) IgM 抗体の出現は、最近の感染を意味するが、ワクチン接種の有無と接種時期から判定

されるべき。 

(2) IgM 抗体陰性、IgM 抗体陽性は以前に感染していたことを意味する。 

(3) IgM 抗体と IgG 抗体がすべて陰性の場合、未感染或いは既に感染しているが抗体ができ

ていないとは確定せずに、14～28 日後に第二回目の血清を採取して確定すること。 

（二） 尿及び鼻咽頭サンプルの検査 

1． 検査試験： ウィルス分離方式による麻疹ウィルスの存在を検査。 

2． 検査時期： 発疹が現れてから 7 日以内 

3． 検査結果の意義： 

(1) ウィルスが分離できなかった場合、検体中にはウィルスの存在がなかったことになるが、

サンプル採取の時間と運送方式が適切である必要がある。 

(2) 麻疹ウィルスが分離された場合、患者が確実に最近麻疹に感染したことを示している。 

＊もし、麻疹疑い例を報告する場合、それが、既に接種年齢に達しているのか未接種の幼児であれば、

検査結果で二度目のサンプル採取が通知されている人の場合であれば、家族などにもサンプルを採取した

直後にワクチン接種をするようにアドバイスすべきである。 

 

十一、 防疫措置（Measures of Control） 

『防疫検査試験サンプル採取マニュアル』を参照、或いは CDC 検査試験センターにコンタクトを。 

（一）予防方法 

1． 衛生教育： タイムリーなワクチン接種の重要性に関する情宣 

2． 予防接種：  

(1) 麻疹毒を減じた生ワクチンの注射後は 95％以上の人には免疫ができる。 

(2) 我が国は、1978 年から満 9 か月及び 15 か月の幼児に全面的に麻疹のワクチンを接種す

るようになった。 9 か月大の嬰児には母親の抗体が存在しているが、この接種による有

効性は約 80％しかない。 そこで、1992 年に満 9 か月で麻疹ワクチンを一回接種し、満

15 か月で MMR（麻疹、おたふく風邪、風疹の混合ワクチン）を打つこととし、1992～

1994 年、2001～2004 年にそれぞれ国 3 生以下の学生及び小学 5 年生以下の児童に MMR

の追加接種を相次いで実施した。 2003 年以後の麻疹患者は毎年 10 例以下となり、幼児

の MMR ワクチン接種完成率は 95％以上となった。 これにより 2006 年からは、満 9 か

月の麻疹ワクチン接種を廃し、初回 MMR ワクチン接種を満 12～15 か月と改定された。 

だが、2009 年初に何度かの集中発生が起き、幼児の早目の免疫力獲得を保証するため、

2009 年 4 月より、再度 MMR ワクチンの初回接種を出生後満 12 か月で実施することと

された。 

(3) 定期接種スケジュール： 出生後満 12 か月及び満 5 歳の小学校入学前に MMR 接種。 

(4) 以下のものは MMR 接種不可能 

a. 「タマゴ」のタンパク質或いはワクチン成分に対して既にアレルギー反応があったも

のには接種をしないこと。 

b. 妊婦 

http://www.cdc.gov.tw/professional/ManualInfo.aspx?nowtreeid=410C84927FF700DF&tid=AE74209D883DBC9B&treeid=BEAC9C103DF952C4


c. 既に重度の免疫欠損がある人（重度の免疫不全の HIV 陽性者、先天性免疫不全症及

び白血病やリンパ腫などの悪性腫瘍患者及び化学療法を受けているもの、免疫抑制剤

治療を受けているもの、ステロイド剤の高用量接種者を含める）。 

(5) 血液製剤と麻疹、MMR、水痘ワクチンとの接種間隔は以下事項に注意が必要： 

a. 免疫グロブリン治療の筋肉注射をしている、或いはB型肝炎免疫グロブリン（HBIG）

を注射している人は 3 か月あけてからワクチンを接種すること。 

b. 輸血を受けた患者は、6 か月あけてからワクチンを接種すること。 

c. 血漿や血小板の静脈注射を受けた人や高容量の免疫グロブリン治療を受けている場

合には、11 か月あけてからワクチンを接種すること。 

 

（二）患者や接触者及び環境の処理 

1． 患者通報： 麻疹疑いのある全患者について直ちに調査を開始し、麻疹調査票に記入のこと。 

(1) 通報リミット： 24H 

(2) 通報の定義： （2009 年 6 月 1 日より実施）： 発疹及び発熱（鼓膜温或いは直腸温）が 38

度以上,且つ以下の三条件のうちいずれかを具有するもの： 

＊ 咳、鼻水、或いは結膜炎（光恐怖症や涙目或いは目の充血）三種の一つでも該当。 

＊ 麻疹関連ワクチンの接種歴がない。 

＊ 発症前の三週間以内に麻疹が流行している地域への渡航歴がある。 

2． 患者処理： 麻疹患者が感染可能期（発疹が現れる前後の 4 日間）にある場合は、自宅或いは

入院隔離による予防治療措置を適切に講じ、医師による評価の結果、治療の必要性がある、

或いは合併症のリスクが高いと判断された場合には、入院の上、隔離治療とする。衛生局が

いうところの麻疹確診患者或いは麻疹疑い例を診療するには、陰圧隔離施設のある医療機構

を原則とする。  

麻疹の疑い、或いは、麻疹と確定診断時に既に入院していた或いは救急診察室にいた人は、

医療上の必要がない限り、原則として転院させてはならず、感染機会を減少させること。 詳

細については『院内における麻疹を疑う患者の処置についての手引き』を参照のこと。  

患者が麻疹と診断された場合、医師の指示により入院或いは自宅で隔離して休息をとり治療

されることになる。また、衛生単位の提案により確実な防護措置を講じ、ウィルスの感染が

家人や同僚に広がることを防止するものとする。 

 保育園や幼稚園、学校などで麻疹が発生した場合、患者は発疹が出てから 4 日後以降に初め

て学校への通学が許可されるものとする。  

また、接触者から麻疹の疑い症状が現れた場合には、自らを隔離し、電話で衛生単位に通知

し、衛生単位により指定された病院或いはクリニックに行くこと。 医療機関は予め導線を確

保し、その他の順番待ちの患者と接触させず、全過程でマスクを着用すること。  

詳細については、『麻疹の感染経路、診断、検査、治療と処置に関するフロー』を参照された

い。 

 

3． 接触者の処理： MMR ワクチンの接種を麻疹患者接触後の 72 時間以内に実施するために、

（発疹の前後 4 日内）積極的に接触者を探す、或いは 6 日以内に免疫グロブリンの筋肉注射

を行うことで、麻疹の発生を予防することが可能となる。 MMR ワクチンの使用や IMIG に

よる麻疹患者への接触者に対する暴露後予防のアドバイスと措置についての詳細は、『麻疹

疑い症例の接触者への暴露後予防提案措置』を参照のこと。 

 

（三）パンデミック発生時の措置 

1． 直ちに感染患者及び全ての疑い症例を報告すること。 

2． 容易に感染しやすいグループの捜索 

3． 学童や幼稚園児など感染しやすいグループへの迅速なワクチン接種 

4． 発疹から最低 4 日が経つまでは、疑い症例は公共の場には出ぬようにし、拡散を避けること。 

 

https://www.cdc.gov.tw/professional/info.aspx?treeid=4c19a0252bbef869&nowtreeid=4dc827595f55c334&tid=3436

0331B175CCA9 
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Measles 
1. Disease description 

Measles is highly contagious and has typical clinical symptoms described below: 

(I) Precursor symptoms: High fever, rhinitis, conjunctivitis, cough, and appearance of Koplik spots on the 

buccal mucosa of the oral cavity in 3 to 4 days after the fever.  

(II) Rubedo: 

Prodromal symptoms appear after 3 to 4 days after the appearance of Koplik spots, there still have fever, 

and typical rubedo appears after the ear within 24 to 48 hours which will spread to the entire face, and 

then on the 2nd to 3rd days. Slowly moving down to the trunk and limbs, the rash will cover the entire 

body in 3 to 4 days and last for 4 to 7 days; When the patient had a rash, the condition becomes the most 

severe and the fever becomes the highest. After rash appeared for 3-4 days, the heat and rash will begin 

to subside. After the rash regressed, scaly peeling and brownish stagnation will occurre. About 5 to 10% 

of patients have complications due to repeated bacterial or viral infections. Complications include otitis 

media, pneumonia and encephalitis. 

(III) Infants, malnourished children, children suffering from leukemia, cancer, immunodeficient or poor living 

conditions, and adults who get measles will have severe illness and the mortality rate can reach 5 to 10%. 

 

2. Infectious Agent 
Measles Virus 

 
3. Epidemiology 

Measles is highly contagious. Before the vaccine is used, measles was considered to be an unavoidable for childhood 

and more than 99% of people were infected. It can be said that almost everyone could not escape measles during their 

lifetime. The majority of measles occurred in infants and young children (before 5 years old). Since 1978, Taiwan has 

fully implemented active vaccination. After widespread use of vaccines, measles cases have been greatly reduced, 

mostly occurring in unvaccinated people. In the last epidemic of the late 1980s, the majority of the patients were 

preschool children or elementary school students. In the same year, the United States also had measles outbreaks. Most 

of them occurred in schools. Those infected were more likely to have never been vaccinated, or those who has been 

vaccinated long ago and thus there is no vaccine antibody protector yet. In the 1990s, especially after 1995, the number 

of reported measles patients became very small, and many cases were those transferred from China or Southeast Asia. 

For an overview of Taiwan's epidemics, see the "Infectious Disease Statistics Data Enquiry System" of the Department 

of Health and Human Services' Department of Health. 

 

4. Reservoir 
Only the human beings are reservoir. 

 

5. Mode of Transmission 
Infection through air, droplets, or direct contact with the patient's nasal or throat secretions. 

 

6. Incubation Period 
7 to 18 days, usually 14 days (from exposure to rash). 

 

7. Communicable Period 
Before and after the rash, for 4 days each. 

 

8. Communicable Period 
All people who have not had measles or who have not been vaccinated against measles may be infected with measles. 

Infant antibodies derived from the mother last only about 6 to 9 months (depending on the mother's antibody titer 

varies); In the non-vaccinated population, every few years, as long as the population of susceptible people has 

accumulated to a certain number, outbreaks will occur; people who had been infected with measles will have lifelong 

immunity. 

 

9. Case Definition 
For details, please refer to the “Infectious Disease Case Definition” site of the CDC, Department of Health of the 

Ministry of Health and Welfare. 

 

10. Specimens taking and Transportation 

http://www.cdc.gov.tw/professional/ManualInfo.aspx?nowtreeid=410C84927FF700DF&tid=AE74209D883DBC9B&treeid=BEAC9C103DF952C4


Please refer to the “Quarantine Inspection Manual” or contact the ICD Inspection Center. 

Measles is usually diagnosed by typical medical history and symptoms. 

However, in about 5% of patients, the symptoms are not typical, and there is no Koplik spot on the oral mucosa, so 

it is difficult to distinguish from the German measles, enterovirus, or adenovirus infections. Laboratory diagnosis must 

be used. The laboratory diagnosis is mainly based on serological tests. In order to establish a virus gene bank, however, 

to compare the virus source, in addition to collecting the blood (whole blood) outside the body during the first sampling 

time, urine and nasopharyngeal specimens should be collected at the same time. 

 

(I) Serological examination 
1. Test: Test for the presence of IgM in paired serum or IgG antibodies has more than 4-fold increase. 

2. inspection time: 3 to 28 days after the rash, the second blood sampling shall be 2 to 4 weeks after the first blood 

sampling.  

3. the significance of the test results 

(1) The presence of an IgM antibody indicates a recent infection, but it should be determined in conjunction with 

whether being vaccinated or not, and its vaccination time. 

(2) IgM antibody negative and IgG antibody positive indicates previous infection. 

(3) If both IgM and IgG antibodies are negative, do not determine the case “is infected” or “not infected but just 

antibodies have not yet emerged”, wait for 14 ~ 28 days and do the second serum inspection to confirm.  

(II) Examination of urine and nasopharyngeal specimens 
1. Test: Virus isolation test for the presence of measles virus. 

2. inspection time: 7 days after the rash. 

3. the significance of the test results 

(1) If no virus was isolated, it indicates that there was no virus in the specimen, but it must be matched with the 

appropriate sampling time and method of sample delivery.  

(2) The isolation of measles virus indicates that the patient has recently had measles infection. 

＊ If a suspected case of measles is to be reported, it has reached the age of inoculation but has not yet vaccinated 

children, if the test results say the need for secondary inspection, his/her family should be reminded to take the 

vaccine as soon as possible after the sampling. 

 

11. Measures of Control 
(I) Prevention methods 
1. Health education: To promote the importance of timely vaccination.  

2. Vaccination 

(1) After the vaccine containing active-attenuated measles is injected, more than 95% of people can have active 

immunity.  

(2) In Taiwan, one full dose of measles vaccine has been given to children born 9 months and 15 months after birth 

in 1978. Since the 9-month-old baby may still have maternal antibodies, the benefit of the agent is only about 

80%. Therefore, since 1992 it has been changed to 9 months for one dose of measles vaccine and 15 months for 

one dose of measles, mumps, and mixed measles vaccine (MMR), and it was used in 1992-1994, 2001-2004, 

respectively. Students under Grade 3 and schoolchildren below Grade 5 in primary school are given one dose of 

MMR vaccine one after another. The number of measles cases per year is below 10 cases since 2003, the 

completion rate of infant MMR vaccination reached above 95%. Therefore, the measles vaccination of 9 months 

of birth was cancelled from 2006, and the first dose of MMR vaccination was changed to 12-15 months children. 

However, due to several cluster events occurred, in early 2009, in order to protect children's immunity as soon 

as possible, since April 2009, the first dose of MMR was changed to 12 months after their birth. 

(3) Routine vaccination schedule: One dose of MMR vaccination is given to each child born 12 months and 5 years 

old before entering primary school.  

(4) Cannot receive MMR vaccine in following circumstances 

a. Those who are known to have severe allergies to the protein or vaccine ingredients of "egg" are not to be 

vaccinated. 

b. Pregnant women.  

c. Those who are known to have severe immunodeficiency (including immunosuppressed HIV-positive cases, 

cases who has congenital immunodeficiency and malignant tumor such as leukemia and lymphoma, or cancer 

patients under chemotherapy, those who are using immunosuppressive drugs, and high doses of steroid users).  

(5) The precautions for the interval between blood derivative and measles, MMR, and varicella vaccine are as 

follows:  

a. Those receiving general intramuscular immunoglobulin therapy or hepatitis B immunoglobulin (HBIG) should 

be vaccinated at intervals of 3 months.  

b. Transfused patients should be vaccinated at intervals of 6 months.  

c. Intravenous injections of plasma, platelet preparations, or intravenous high-dose immunoglobulin therapy 



should be given 11 months apart.  

(II) Treatment of patients, contacts and surrounding environment 
1. Case notification: Any suspected case of measles was found. Immediately investigate the epidemic and complete 

the measles epidemic report were made.  

(1) Notification deadline: Within 24 hours. 

(2) Definition of notification: (implemented on June 1, 2009): Rash and fever (ear temperature or rectal temperature) 

≧ 38 °C, and has any of the following three conditions: 

＊ Cough, runny nose, or conjunctivitis (Dizziness, tears, or red eyes) If there is any of the three symptoms.  

＊ There is no measles-related vaccination history.  

＊ During the first three weeks before the onset of illness, there was a history of tourism in measles epidemic 

areas.  

2. Treatment of cases: Measles patients should be quarantined at home or in hospital during the contagious period (4 

days before and after rash appeared) and take appropriate prevention and treatment measures. After the doctor 

assesses clinical needs or has high risk of complications, the patients may receive hospitalization and isolation 

for treatment. When the health bureau refers to a suspected or confirmed measles patient for medical treatment, 

it is based on the principle of a medical institution that has negative pressure isolation facilities.  

 Patients who have been hospitalized or are in emergency room for suspected or confirmed measles, unless there 

is any medically necessary, will not be transferred in principle, to reduce transmission opportunities. For details, 

see “Guidelines for the Handling of Suspicious Measles Cases in Hospitals”.  

 Patients diagnosed with measles should be hospitalized or quarantined for rest and treatment according to doctor's 

advice, and by following the health unit's recommendation to take protective measures to prevent transmission 

of the virus to their family members or colleagues.  

 If measles occurs in nurseries, kindergartens or schools, patients should return to school at least 4 days after the 

onset of rash.  

 In addition, if any person who has a contact with the case, should have any suspected symptoms, he/she should 

segregate himself and notify the health unit by telephone. The health unit should inform him of the hospital or 

clinic, plan the line in advance, avoid contact with other people waiting for his/her visit, and wear masks all time.  

 For details, see "Measles Transmission Route, Diagnosis, Inspection, Treatment and Disposal Process." 

3. Dealing with contact persons: Actively search for contacts (4 days before and after rash) because MMR vaccine 

is administered within 72 hours after exposure to measles, or intramuscular immunoglobulin (IMIg) is 

administered within 6 days. It is still possible to prevent measles from occurring. Recommendations and 

precautions for the use of the MMR vaccine, the prevention of post-exposure prophylaxis of contact with measles 

by IMIG, for details, see "Proposed Measures for Post-Exposure Prophylaxis of Contact Persons with suspected 

Measles Cases."  

(III) Measures at the time of the pandemic 
1. Quickly report cases of infectious diseases and all suspected cases. 

2. Find the susceptible population as soon as possible. 

3. Vaccinate for the vulnerable group especially school children and kindergarten students as soon as possible. 

4. Suspected cases should avoid entering and leaving public places until at least 4 days after the rash, to avoid 

spreading.  
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麻疹（Measles） 

一、疾病概述（Disease description） 

麻疹傳染性極高，典型臨床症狀包括 

（一）前驅症狀：發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽和在發燒 3～4天後口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點（Koplik 

spots）。 

（二）紅疹：前驅症狀 3～4 天柯氏斑點出現後，還會繼續發燒，並且再過 24～48 小時後典型的斑丘疹出現於耳

後，再擴散至整個臉面，然後在第 2天至第 3天會慢慢向下移至軀幹和四肢，皮疹在 3～4天的時間內會覆蓋全身，

並持續 4～7天；病人出疹時病情最嚴重，且發燒至最高溫；皮疹出現 3～4天後，熱度與皮疹即開始消退，皮疹退

了以後，會出現鱗屑性脫皮及留下褐色沉著。約 5～10％之患者因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，併發症包括

中耳炎、肺炎與腦炎。 

（三）嬰兒、營養不良、有白血病、癌症及免疫缺損或生活環境較差的兒童、以及大人得到麻疹時，病情較嚴重，



致死率可達到 5～10％。 

 

二、致病原（Infectious agent） 

      麻疹病毒（Measles virus）。 

 

三、流行病學（Epidemiology） 

麻疹具有高傳染力，在疫苗尚未使用前，麻疹被視為是孩童期例常性不可倖免的，超過 99％的人都會被感染，可以

說幾乎每個人一生中難逃過麻疹。大部分麻疹發生於嬰幼兒期（5歲以前），臺灣從 1978年起全面實施活性疫苗接

種，自疫苗廣泛使用後，麻疹病例大大減低，多發生於未接種疫苗的人。1980 年代末最後一次比較有規模的流行

中，病者大部分為學齡前孩童或國小學生，同年代美國也有麻疹流行（outbreaks），多發生於學校，感染者多見於

從未接種疫苗者，或是因太早接種疫苗而無疫苗抗體保護者。國內 1990年代，尤其是 1995年以後，報告的麻疹病

人數都很少，並且不少病例是由中國或東南亞境外移入者。臺灣流行概況詳見衛生福利部疾病管制署「傳染病統計

資料查詢系統」。 

 

四、傳染窩（Reservoir） 

人為唯一之宿主及傳染窩。 

 

五、傳染方式（Mode of transmission） 

經由空氣、飛沫傳播或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染。 

 

六、潛伏期（Incubation period） 

7～18天，通常為 14天（自暴露至紅疹出現）。 

 

七、可傳染期（Period of communicability） 

發疹之前、後各 4天內。 

 

八、感受性及抵抗力（Susceptibility and resistance） 

所有不曾得過麻疹或者不曾接種麻疹疫苗的人，都可能感染麻疹。嬰兒自母體得來的抗體只持續 6～9個月左右（視

母親之抗體效價高低而異）；在沒有接種人口中，每隔幾年，只要當易感性人口累積到一定數目，就會爆發流行；

而得過麻疹的人有終身免疫力。 

 

九、病例定義（Case definition） 

詳見衛生福利部疾病管制署「傳染病病例定義」網頁。 

 

十、檢體採檢送驗事項（Specimens taking and transportation） 

請參閱「防疫檢體採檢手冊」或逕洽疾病管制署檢驗中心。 

麻疹通常可由典型的病史及症狀診斷。但約有 5％的病人，病徵不典型，口腔內側黏膜上又無出現柯氏斑點（Koplik 

spot），因此很難與德國麻疹、腸道病毒或腺病毒感染區分，必須利用實驗室診斷；實驗診斷以血清學檢驗為主，

但為建立病毒基因庫比對病毒來源，於第一採血時間除了採集血液（全血）檢體外，應同時採集尿液及鼻咽檢體。 

（一）血清學檢查 

１、檢驗：檢驗配對血清中 IgM是否存在或 IgG抗體有≧4倍上升。 

２、採檢時間：出疹後 3～28天內，第二次採血要隔 2～4週。 

３、檢驗結果之意義 

（1） 有 IgM抗體的出現表示新近感染，但需配合是否接種疫苗及接種時間來判定。 

（2） IgM抗體陰性而 IgG抗體陽性表示為以前感染。 

（3） 若 IgM與 IgG抗體皆呈陰性，不確定為未感染或已感染但尚未出現抗體，需間隔 14～28天再採第二次血清

以確定。 

（二）尿液及鼻咽之檢體檢查 

１、檢驗：以病毒分離方式檢驗是否有麻疹病毒存在。 

２、採檢時間：出疹後 7天內。 

３、檢驗結果之意義 

（1）未分離到病毒，表示檢體中無病毒存在，但需配合採檢時間與運送方式是否適當。 

（2）分離到麻疹病毒，表示病人確實最近有感染過麻疹。 

＊如為通報麻疹疑似個案，其已達接種年齡但尚未接種之幼兒，如檢驗結果通知需再二次採檢者，應提醒家屬等採



檢完再儘速施打疫苗。 

 

十一、防疫措施（Measures of control） 

（一）預防方法 

１、衛生教育：宣導按時接種疫苗之重要性。 

２、預防接種 

（1）注射含活性減毒麻疹的疫苗後，可以使 95％以上的人產生主動免疫。 

（2）我國自 1978年全面於出生滿 9個月及 15個月之幼兒各接種一劑麻疹疫苗，由於 9個月大的嬰兒仍可能存有

母親的抗體，該劑接種效益僅約 80％。故且 1992年起改為滿 9個月接種一劑麻疹疫苗，滿 15個月接種一劑麻疹、

腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並於 1992～1994年、2001～2004分別針對國三以下學生及年小學五年級以下

學童陸續進行補種一劑 MMR疫苗。自 2003年之後每年麻疹個案數均在 10例以下，且幼兒 MMR疫苗接種完成率亦維

持在 95％以上，因此 2006年起取消出生滿 9個月之麻疹疫苗接種，並將第一劑 MMR疫苗改為滿 12~15個月接種。

但由於 2009 年初發生數起群聚事件，為保障幼兒及早獲得免疫力，自 2009 年 4 月起再將第一劑 MMR 改為出生滿

12個月接種。 

（3）常規預防接種時程：出生滿 12個月及滿 5歲入小學前各接種一劑 MMR疫苗。 

（4）有下列情況者不能接種 MMR疫苗 

a、已知對「蛋」之蛋白質或疫苗的成份有嚴重過敏者，不予接種。。 

b、孕婦。 

c、已知患有嚴重免疫缺失者 (包括嚴重免疫不全的愛滋病毒陽性個案、先天性免疫缺失症與白血病、淋巴癌等惡

性腫瘤病人或接受化療、免疫抑制藥物治療及高劑量類固醇者) 。 

（5）血液製劑與麻疹、MMR、水痘疫苗接種間隔注意事項如下： 

a、接受一般肌肉注射免疫球蛋白治療或 B型肝炎免疫球蛋白（HBIG）者，應間隔 3個月後再接種。 

b、輸過血者，應間隔 6個月後再接種。 

c、曾靜脈注射血漿、血小板製品或靜脈注射高劑量免疫球蛋白治療時，應間隔 11個月後再接種。 

（二）病人、接觸者及周遭環境之處理 

１、病例通報：發現任何疑似麻疹病例，立即進行疫情調查、填寫麻疹疫調單。 

（1）通報時限：24小時內。 

（2）通報定義：（2009年 6月 1日起實施）：出疹且發燒（耳溫或肛溫）≧38℃，並具有下列三項條件之任一者：

※咳嗽、流鼻水或結膜炎（畏光、流淚水或眼睛發紅)三種症狀中的一種。※無麻疹相關疫苗接種史。※發病前三

週內，曾有麻疹流行地區旅遊史。 

２、病例處理： 麻疹病人在可傳染期(出疹前後 4 天)應接受居家或住院隔離並採取適當防治措施，經醫師評估有

臨床需要或有較高風險出現併發症者，得收治住院隔離治療。衛生局所轉介疑似或確定麻疹患者就醫時，以有負壓

隔離設施之醫療機構為原則。 

疑似或確診麻疹時已住院或在急診待床者，除非醫療必要，原則上不轉院，以減少傳播機會，其餘詳見「醫院內疑

似麻疹個案處置指引」。 

被診斷為麻疹之患者，應根據醫囑住院或居家隔離休息和治療，並依衛生單位建議確實採取防護措施，防止將病毒

傳染給自己的家人或同事。 

若於育幼院、幼兒園、學校發生麻疹，患者至少應於發疹後 4天才能返回學校。 

另接觸者如出現疑似症狀，應進行自我隔離，並電話通知衛生單位，由衛生單位通知醫院或診所，預先規劃好動線，

避免接觸到其他等候看診的人，並全程攜帶口罩。 

詳見「麻疹傳染途徑、診斷、檢驗、治療及處置流程」。 

３、接觸者處理：積極尋找接觸者（出疹前、後 4天內），因為若接觸麻疹病人後 72小時內接種 MMR疫苗，或 6天

內進行肌肉注射免疫球蛋白（intramuscular immunoglobulin , IMIg），尚有可能預防麻疹發生。有關使用 MMR疫

苗、IMIG於麻疹接觸者暴露後預防之建議對象及注意事項，詳見「疑似麻疹個案接觸者暴露後預防建議措施」。 

（三）大流行發生時的措施 

１、快速報告傳染病個案及所有疑似病例。 

２、儘速找出易感性（susceptible）人群。 

３、儘速為易感性人群施打疫苗，尤其是學童及幼稚園園生。 

４、疑似病例應避免進出公共場所直到出疹至少 4天以後，避免散播。 
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