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麻疹排除と今後の問題点　─ 北海道の現況を中心に ─

Measles Elimination and Its Ongoing Standpoints Mainly by the Regional Studies in Hokkaido, Japan

岡野　素彦　　　長野　秀樹

Motohiko OkanO and Hideki naganO

  Measles elimination has been substantially progressed in Japan.  This review focuses on the present 
situation chiefly in Hokkaido and points to be resolved for achieving the nationwide eradication of the 
disease.   Additionally, we should be cautious  for  the reemergence of  infection principally utilized by 
continuing the qualified routine vaccination program and using a sophisticated surveillance system.  The 
recent outbreaks occurred in Europe, where nearly the elimination was established, gave us meaning-
ful suggestions both for maintaining the preferable status and overcoming the problems regarding life-
threatening infection of measles virus.

Key words：measles（麻疹）；elimination（排除）；Hokkaido（北海道）

は じ め に

　麻疹は，代表的な急性熱性発疹性疾患であり，合併症と
して，中耳炎，気管支炎，気管支肺炎に加え，さらに重篤
な疾患として肺炎，脳炎や遅発性ウイルス感染症である亜
急性硬化性全脳炎（Subacute sclerosing panencephalitis: 
SSPE）などがある1, 2）．原因である麻疹ウイルスは，マイ
ナス一本鎖RNAウイルスで約 15, 900 塩基からなり，エ
ンベロープを有し直径約 100 ～ 300 nmで Paramyxovirus
科Morbillivirus 属に分類される．一般に，飛沫感染，接
触感染，空気感染により，ヒト－ヒト感染を起こすが，他
の感染経路はなく，不顕性感染もない（潜伏期は 11 日前
後と明瞭）．さらに大事な点として，非常に有効かつ安全
な予防接種がある．従って，その感染排除に向けた施策が
可能である．なお，麻疹ウイルスの血清型は 1種類である
が，現在 8群 24 遺伝子型に分類され，流行地における優
位型の同定など分子疫学の急速な進展をみている1, 3）．
　世界保健機構（World Health Organization: WHO）で
は，地域ごとに麻疹の根絶を目標に掲げ，制圧期（患者発
生と死亡の減少を目指す時期），集団発生予防期（全体の
発生を抑えながら，集団発生を防ぐ時期）を経て排除期
（常在する麻疹ウイルス感染がない時期）の達成を目指し
ている4）．本稿では，北海道における 2010 から 2011 年度
の麻疹の現況を中心として，わが国における今後の麻疹対
策と問題点に関し触れてみたい．

麻疹排除の条件

　国レベルの麻疹排除の条件として，WHOはいくつかの
条件を挙げて「質の高い感染監視機構の存在下で 12 カ月
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以上にわたり常在するウイルスによる麻疹の伝播がないこ
と」と定義している4）．その条件として， 1．人口 100 万
人に確定例が 1名以下の発生であること． 2．除外例の報
告が，10 万人に 2名以上． 3．国の行政単位（わが国で
は都道府県）の少なくとも 80％で，10 万人につき除外例
の報告が 2名以上． 4．少なくとも 80％の症例が 48 時間
以内に検査がなされていること． 5．少なくとも 80％の
症例で適切な血液検体が得られること． 6．少なくとも
80％の症例で 7日以内に検査結果が得られること． 7．少
なくとも 80％の小流行でウイルス分離が行われること．
8．2回予防接種例が 95％を越えること． 9．少なくとも
80％の小流行が 10 人未満であること．10．常在するウイ
ルスの感染を認めないこと．などをあげている．これら
は，主に対策が不十分な発展途上国からほぼ排除期にある
先進国のすべてを対象としたものであるが，実際の細かい
運用は難しい点も多い．少なくとも，上記の 1，8と 10 に
加え，少数例の報告時期には、きちんとした検査結果に基
づいた症例把握があれば十分と考えられる．当然ながら，
予防接種の充実が最も大事な麻疹根絶への手段であり，免
疫不全症などの禁忌者を除き全例での接種が求められる．
いずれにしても，高い予防接種率の維持と感染監視機構の
質的向上が必要である．

わが国における麻疹対策

　わが国における主な麻疹対策の経過を表 1に示した．
1978 年から麻疹に対する定期予防接種が開始され，その
後，相応する発生数の減少をみた．しかし，最近では
2006 年末から 2007 年初めにかけて，まず関東地方で高校
生，大学生を中心とした報告数の増加がみられ，5月の連
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休前後に北海道を含む全国に拡がった5）．そのことなどを
踏まえ 2008 年 1 月より，麻疹は五類感染症定点把握疾患
から全数把握疾患に変更となり，診断した医師は 7日以内
（可能な限り 24 時間以内）の届け出が求められている1, 6）．
また，2008 年 4 月より 5年間，従来の第 1期（1歳時）と
第 2期（小学校就学前 1年間）に加え，第 3期（中学校 1
年時）と第 4期（高校 3年時相当）の定期接種が加えら
れ，新たに最低 2回の無料の予防接種機会がもたらされ
た．なお，2011 年度に限り、修学旅行などで海外渡航す
る高校 2年生への接種も第 4期公費負担とした6）．
　前述したようにWHOでは，計 2回の接種がいずれも
対象者の 95％を越えることを目標としている．しかし，
2010 年度の全国での接種率は，第 1期から第 4期まで，
それぞれ 96％，92％，87％，79％であり，第 2期以降は
それを下まわっている7）．北海道では第 1期が 95％を越え
ているが，他は同様に目標に達せず，さらなる接種勧奨が
求められる．また，定期接種の対象者ではないものの，若
年成人層の感染感受性者への任意接種の励行も大切であ
る．

北海道における麻疹発生の現況

　北海道では，2010 年度における麻疹の報告総数は 5例
であり，それらを含む麻疹疑い症例 15 例の検査室診断を
行い，2例のみを最終的に麻疹と確定した8）．いずれも成
人で，札幌市で発生し，同定されたウイルスは外来性の中
国（中国人）とインド（日本人）からの輸入例であった．
前者の予防接種歴は不明であったが後者はなく，インド旅
行からの帰国後に発症した．しかし，その後これらの症例
からの感染拡大は認めなかった．また，2011 年度では，8
例の報告の内 2例でウイルス遺伝子を証明した9, 10）．遺伝
子型からは輸入例が疑われたが，症例の海外渡航歴，接触
歴がなく，感染起源を明らかにはできなかった．前年同

様，その後の感染拡大は認めていない．これらのことか
ら，実質的には，WHOの条件を加味した“麻疹排除”を
2年続けて達成したと考えても良いと思われる．
　なお，2011 年度は，全国的には麻疹の報告数が 434 例
と増加した（臨床診断例や後述する enzyme immunoassay
（EIA）-IgM抗体のみによる診断例を含み，必ずしも確定
診断例を意味するものではない）11）．愛知県 31 例，広島県
25 例と比較的多数の報告を両県からみたが，主に首都圏
からの報告が中心であり，14 県では報告がなく，19 県が
麻疹排除の指標である人口 100 万人対 1を下まわった6, 9）．

麻疹診断の問題点

　医療者側からみると，実際に麻疹を疑った場合，検査と
しては一般に保険適応となっている急性期の麻疹EIA-
IgM抗体測定か hemagglutination  inhibition（HI）法などに
よる急性期・回復期のペア血清を用いた IgG 抗体測定を
行う1, 11）．しかし，EIA-IgM抗体の場合，わが国で通常使
用されている診断用キットでは IgM抗体指数が 1. 21 とい
う低い値を陽性下限としている．この程度の値は，疑陽性
の場合や他のウイルス（パルボウイルスB19 型，ヒトヘ
ルペスウイルス 6/7 型，デングウイルスなど）の初感染時
における交差反応で陽性となる時があり，確定診断に至ら
ないことが多い6）．加えて，発症早期では陰性の場合があ
りうる．また，ペア血清検査による診断では，最低 2週以
上あける必要があり，実際的ではない．
　今後は，行政機関と連携してウイルスの同定も行うか，
または、この同定を保険適応とすることも考慮すべき課題
である．しかしながら，各種検査の精度管理などの点，発
症者を中心とした積極的疫学調査や分子疫学を含む感染監
視機構の充実などを目的とするならば，地域の保健所を窓
口とした地方衛生研究所を含む行政との共同作業とその質
的向上が，最も望ましいと思われる．
　症例が多い流行時期では，臨床診断のみでもかなり確定
診断率が高いと思われる．ただし，その発生が極めて希な
時期では，特にウイルスの同定を加えた検査室診断による
総合的な最終診断が大切である．公衆衛生上の問題は勿論
であるが，特に本人にとって麻疹かそうでないかは重大で
あり，感染感受性者で麻疹でない場合，当然予防接種が勧
められる．この様な例では，間違って麻疹と診断された場
合，本人にその後も麻疹罹患の危険があるばかりでなく将
来に渡り感染源となりうる．従って，医療者もこのことを
十分に理解して正しい対応をとることが常に求められる．
麻疹か否かの最終診断をくだすのは，あくまでも医療者
（医師）である．

今後の麻疹対策

　麻疹対策の根幹は，これまで触れてきたように，質の高
い感染監視機構もさることながら，予防接種の徹底とその
継続につきる．最低 2回の接種によって，少なくとも
primary vaccine  failure（PVF）をまずなくすことが第一

表 1　わが国における主な麻疹対策の経過
年 出来事
1966 KL 法（不活化ワクチンと生ワクチンの併用法）

による予防接種開始
1969 生ワクチン単独による予防接種開始
1978 定期予防接種開始
1989 MMR（麻疹，ムンプス，風疹）ワクチンによる

予防接種開始
1993 MMRワクチンの中止（ムンプスワクチンによる

無菌性髄膜炎の発生）
2001 「一歳のお誕生日のプレゼントに麻疹ワクチンを」

キャンペーン
2006 MR（麻疹，風疹）ワクチンの 2回定期接種開始

（ 1 歳時と小学校入学前 1年間）
2008 全数把握疾患へ

第 3期（中学 1年時），4期（高校 3年時相当）
限定定期接種の追加（2012 年度まで）

2011 修学旅行などで海外渡航する高校 2年生への第 4
期限定定期接種の追加（2011 年度のみ）
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義である12）．主に抗体価の減衰による secondary vaccine 
failure（SVF）に関する予防接種のいわゆる免疫増強効果
に関しては議論のあるところではあるが，従来指摘される
液性免疫に加え，細胞性免疫の記憶活性化効果なども考え
られている13）．2007 年の全国的流行では，約三分の一が
前述したように思春期の青少年であり，その内の約三分の
一に予防接種歴があったことを加味すれば（大多数がいわ
ゆる修飾麻疹であったと思われる），2回接種の重要性が
あらためて認識される7）．なお，この流行では，一般に言
われるような修飾麻疹としての麻疹の軽症化は余りみられ
なかったとされる．
　予防接種に関しては，集団生活に入る前の接種証明書な
どが要求される国もある14）．また，わが国では、強制では
ないが，地域や学校において，罹患歴，予防接種歴の正確
な把握に基づく予防接種率向上の取り組みもなされている
ところもある6）．しかし，北欧などではそれらがなくと
も、高い予防接種率が維持されている15）．これらのことを
勘案すると，それぞれの国の行政の十分な施策（接種の無
料化なども含む）と高い民意水準がいかに重要であるかを
示唆している．加えて，前述した 2010 年度に発生した札
幌市における例をみるまでもなく，海外へあるいは海外か
らの渡航者に関しても，個人の自覚などがいかに大切であ
るかを物語っている8）．なお，麻疹排除状態にある米国で
は，海外旅行に同行する乳幼児の場合、生後 6～ 11 カ月
で第 1期を，12 ～ 15 カ月で第 2期を，4 ～ 6歳時に追加
接種を行うことが勧められている16）．
　ところで，2011 年を境に“麻疹排除”直前であった欧
州での麻疹発生報告の増加が特に目立っている17）．宗教的
あるいは迷信に基づく誤解，誤った情報やその他の意図的
な理由による予防接種拒否，低所得者層や移動民族におけ
るそもそもの低い接種率などもその背景にあるとされる18）．
加えて，大人数が集まる各種行事などや，輸送交通機関内
でのさらなる感染機会の増加も報告されている19）．それら
を踏まえ，欧州諸国の一部では，個人情報保護の上，すべ
ての予防接種歴の登録を行い感染対策に役立てようとする
試みがある20）．いずれにしても，麻疹発生の増加は前述の
理由などを背景に予防接種歴のない感受性者が数年に渡り
蓄積したことが主な原因と思われ，あらためて麻疹の根絶
の難しさが示されている21）．

お わ り に

　麻疹は，前述したように，本人にとっては肺炎，脳炎な
ど多くの合併症を伴うことがあり，死に至る場合もある極
めて重篤な疾患である．さらに，伝染性が高く同時に感染
源ともなり得る．すなわち，常に自己を守り他者に新たに
感染させないことが求められる．最も効果的な解決策は，
予防接種を適切に受けることである．個人や家族は，その
ことを十分に自覚しきちんとした対応をとることが肝腎で
ある．加えて，正確な診断とともに感染監視機構のさらな
る質的向上も必要である．麻疹における対応施策の改善と

その充実，そしてそれらの継続が急務である．

　稿を終えるにあたり，真摯な御協力と御助言をいただい
た当該医療機関，道内各保健所，北海道保健福祉部健康安
全局及び札幌市衛生研究所の関係各位に深謝致します．
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