


感染症名
潜伏期間 症　　　　　状 感染経路

流行状況

溶連菌感染症

２～５日
とびひでは
７～ 10日

扁桃炎の症状としては発熱やのどの痛み・腫れ、化膿、リン
パ節炎。伝染性膿痂しん（とびひ）では発症初期に水疱がみ
られ、化膿したり、かさぶたを作る。
治療が不十分な場合には数週間後にリウマチ熱、腎炎等を合
併することがある。

飛沫感染
接触感染
経口感染

「冬」と「春から初夏にかけ
て」の 2つに時期に流行

マイコプラズマ肺炎

２～３週間
主な症状は咳で、肺炎を引き起こす。咳、発熱、頭痛等のか
ぜ症状がゆっくりと進行し、特に咳は徐々に激しくなる。中
耳炎、発しん等を伴うこともあり、重症化することもある。

主に飛沫
感染

「夏から秋にかけて」が多い。
学童期に多いが、幼児にも
みられる。

伝染性紅斑（りんご病）

４～ 14日

発熱、倦怠感、頭痛、筋肉痛等の軽微な症状の後、両側頬に
孤立性淡紅色斑丘しん、四肢に網目状、レース様または大理
石紋様の発しんが現れる。妊婦が感染すると、流産や胎児水
腫が起こることがある。

飛沫感染「秋から春にかけて」が多い。
最近は「夏」にも散発

ウイルス性胃腸炎
（ノロウイルス） 12 ～ 48

時間

主な症状はおう吐と下痢で、脱水を合併することがある。乳
幼児のほか、学童、成人にも多く、再感染もある。多くは１
～３日で治癒する。 経口感染

飛沫感染
接触感染

「秋から冬にかけて」流行

ウイルス性胃腸炎
（ロタウイルス） １～２日

主な症状はおう吐と下痢で、しばしば白色便となる。脱水、
けいれんなどにより入院を要することもある。5歳までの間に
ほぼすべての子どもが感染。多くは２～７日で治癒する。「冬から春にかけて」流行

ＲＳウイルス感染症

４～６日
乳幼児期に初感染した場合の症状が重い。特に生後 6か月未
満の乳児では重症な呼吸器症状を生じることがある。何度も
罹患する可能性があるが、徐々に症状は軽くなる。

飛沫感染
接触感染主に「秋から冬にかけて」

最近では「夏」に小流行
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市町村 実施施設名 住所 電話番号 対応型

1

青 森 市

青森市病児一時保育所 青森市古川 2-3-13　ビル２階 017-777-0987 病　児

2 蜆貝保育園 青森市青柳 1-8-28 017-752-0958 病　児

3 こども園瑞穂 青森市浪岡女鹿沢稲本 85 0172-62-7350 病　児

4 こども園青い鳥 青森市油川岡田 20-2 017-788-0377 病　児

5

弘 前 市

城東こどもクリニック　病児保育室「ことりの森」 弘前市城東北 4-4-20 0172-29-3112 病　児

6 あらいこどもクリニック／眼科クリニック
病児保育室「きりん」 弘前市城東中央 4-2-9 0172-27-2292 病　児

7 大浦保育園　病後児保育室「さくらんぼ」 弘前市賀田 2-7-2 0172-82-3037 病後児

8 みどり保育園　病後児保育室「みどり」 弘前市吉野町 3-3 0172-34-7511 病後児

9

八 戸 市

村上こども医院　病児保育室「きしゃぽっぽ」 八戸市小中野 4-2-8 090-7068-1133 病　児

10 滝沢小児科内科医院　病児保育室「ひまわり」 八戸市根城 5-3-17 0178-32-7075 病　児

11 中居林こども園　病後児保育室「すくすくバンビ―ノ」八戸市石手洗字油久保 4-3 0178-96-1690 病後児

12 南売市保育園　病後児保育室「マリーゴールド」 八戸市売市 1-8-10 0178-45-2625 病後児

13 明星こども園　病後児保育室「プーさんルーム」 八戸市白銀町字浜崖 13-2 0178-32-4515 病後児

14
黒 石 市

中郷こども園　トトロのおうち 黒石市末広 67-11 0172-53-3715 病後児

15 幸成病後児支援センター　ミッフィーHOUSE 黒石市北美町 3-68- １ 0172-53-5011 病後児

16 五所川原市 みどりの風アイリス 五所川原市川端町 11-13 070-2015-1631 病後児

17 十 和 田 市 十和田東病院　病児・病後児保育所　里の森 十和田市大字三本木字里の沢
1-247 0176-22-5252 病　児

18 三 沢 市 ひばり苑こどもセンターひばりハウス 三沢市大字堀口 164-291 0176-58-7782 病後児

19 む つ 市 むつ市病後児預かり室「おひさまルーム」 むつ市中央 2-30-2 0175-31-0209 病後児

20 つ が る 市 木造保育所支援センターにじの樹 つがる市柏玉水米袋 15-1 0173-42-2317 病後児

21
平 川 市

こども園あらや病後児保育室ケアハウスいちばん星 平川市荒屋平野 13-1 0172-44-3170 病後児

22 日の出こども園「キッズケアハウスこどもの森」 平川市南田中北原 58-86 0172-57-3431 病後児

23 鰺 ヶ 沢 町 鰺ヶ沢こども園「おひさまルーム」 西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町
51-2 0173-72-2067 病後児

24 藤 崎 町 藤崎保育所 南津軽郡藤崎町藤崎字中村井
10-2 0172-75-3305 病後児

25
七 戸 町

城南こども園　病後児保育室「かえるのこ」 上北郡七戸町字天神林 19-2 0176-62-3095 病後児

26 チビッコるーむ病後児保育室
（医療法人藤仁会工藤医院内付設） 上北郡七戸町道ノ上 67-10 0176-68-2793 病後児

27 六 ヶ 所 村 病後児保育室「なかよしルーム」
上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附1-78
尾駮小学校放課後教室内
（旧レイクタウン幼稚園）

0175-72-2111
（内線 275）

六ヶ所村子ども支援課
病後児

28 おいらせ町 おおぞら保育園　病後児保育室 上北郡おいらせ町菜飯 53-1 0178-56-4015 病後児

29 田 子 町 田子保育園 三戸郡田子町大字田子字天神堂
39-1 0179-32-2229 病後児
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