
は じ め に

風疹は，麻疹とともに代表的な熱性発疹性のウイルス性

疾患である ．免疫をもたないか不十分で感受性のある小

児や若年層に主に発症するが，通常は重篤化することはま

れで，予後は比較的良好である．しかしながら脳炎，関節

炎，血小板減少症などの合併症には注意を要する．その流

行は主に春から初夏にかけてなど季節性があり ，本邦で

は1997年までは数年周期で発生する傾向があった ．さ

らに，風疹ウイルスは胎児の発育などに悪影響を及ぼすこ

ともあり，公衆衛生上も重要な疾患である．後者について

は，妊婦が妊娠初期に風疹に罹患すると，胎児が風疹ウイ

ルスに感染し，その感染時期により流産，胎児死亡，ある

いは先天性異常を伴う先天性風疹症候群（congenital
 

rubella syndrome：CRS）を発症する ．

風疹は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（感染症法）において５類に分類されている ．

また，2008年から麻疹とともに全数報告の対象疾患とな

り，診断した医師は１週間以内（迅速な行政対応を行う必

要性に鑑み，可能な限り24時間以内に届出を行うことが

求められている）に保健所へ届け出なければならない ．

加えて，世界保健機関（World Health Organization：

WHO）で2012年５月に承認されたGlobal Vaccine
 

Action Plan 2011-2020において，麻疹とともに風疹につ

いても2020年までの排除目標の対象となった ．風疹の

排除状態の定義は，「適切な監視体制のもと，土着株によ

る感染とCRSが１年以上確認されないこと」となってお

り，そのためには適切な感染監視体制（患者情報の迅速な

把握，病原体についての正確な情報，及びそれに伴う積極

的疫学調査など）の運用が必要である ．わが国では2014

年４月，「風しんに関する特定感染症予防指針」を策定し，

2020年までの風疹の排除が目標とされた ．

本稿では，風疹ウイルスの一般的な性状をはじめ，風疹

及びCRSの臨床症状や疫学などについて解説する．さら

に，近年の北海道における事例を含め，風疹排除のための

検査診断と感染監視体制の重要性について考察する．

風疹ウイルスの基本性状

風疹ウイルスは球形の60～70nmのウイルスで，トガ

ウイルス（Togavirus）科ルビウイルス（Rubivirus）属

に分類される唯一のウイルスであり，血清学的には単一で

ある ．ヒトのみを自然宿主とし，飛沫感染によって伝播

する．ウイルス粒子はエンベロープを有し，ヌクレオカプ

シドはゲノムRNAとして約9,700塩基からなるプラスセ

ンス一本鎖RNAとカプシドタンパク質で構成されている

（図１）．ゲノムRNAのGC含有率は70％と非常に高く，

そのため遺伝子増幅法やハイブリダイゼーション法でウイ

ルス遺伝子を検出することは難しい ．ウイルスゲノムに

は２つのopen reading  frame（ORF）があり，5’側の

ORFはゲノムの転写複製に関与する非構造タンパク質
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（p150及び p90）をコードしている．一方，3’側のORF

はウイルスの構造タンパク質をコードしており，前駆タン

パク質が翻訳された後，宿主のシグナルペプチダーゼに

よって切断され，Ｃ，E2，E1タンパク質へと成熟してい

く．ウイルス粒子の外殻上では，E1，E2タンパク質の異

種二量体が外殻タンパク質を形成し細胞への侵入に関与し

ている．特にE1タンパク質は細胞受容体への結合能，膜

融合能を有しており，細胞侵入における中心的な役割を演

じている ．

風疹ウイルス野外株の遺伝子型について，WHOは，

2005年，体系的な命名法を発表した ．それによると風

疹ウイルスは大きく２つの群（clade1，clade2）に分類さ

れ，これらはヌクレオチドでは８～10％，アミノ酸では約

７％の相違がある．さらにclade1は 10種，clade2は３

種の遺伝子型に分けられる．世界的には，３つの遺伝子型

（1E，1G，2B）が現在広く分布しているが，散発的に他

の遺伝子型もみる ．2010年以降，日本で検出される流

行株はそのほとんどが遺伝子型2B及び 1Eである ．

風疹とCRSの臨床症状

風疹ウイルスは飛沫感染で伝播することから，呼吸器系

を通じて感染が成立する ．主に小児期に発症するが，通

常は軽症で経過し，ほとんどの例で自然治癒をみる．風疹

ウイルスは上気道粘膜または鼻咽頭付近のリンパ組織で感

染・増殖し，その後，炎症は周辺のリンパ節へ波及する．

その結果，耳介後部，後頭部や後頸部のリンパ節腫脹が認

められる．発疹は丘疹性，紅斑性で時として 痒感を伴う

こともあり，その出現率は50～80％とされている ．発

疹出現までの潜伏期間は感染後通常14～21日である．ウ

イルス血症は感染後５～７日で起こるが，血中のウイルス

は発疹出現後速やかに消失する．また，発疹出現前１週間

及び出現後２週間は鼻咽頭でのウイルスを確認できる（図

２) ．なお，不顕性感染例も20～50％に認めるが ，そ

の場合でもウイルスを排出しており，ウイルス検出，ある

いは風疹特異的 IgM 抗体の存在や IgG抗体の有意上昇な

どにより，感染を確認する必要がある ．その他の症状と

図1 風疹ウイルスゲノム構造とウイルス粒子の模式図

図2 風疹ウイルス感染の経過
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しては，主に発熱，倦怠感，軽度の結膜炎などがある．加

えて，風疹に罹患した成人女性の多くに関節炎や関節痛が

短期間認められるが，成人男性や小児では少ない．なお，

重篤な例では風疹感染例の約6,000例に１例で脳炎を発症

するとされる ．

妊婦が妊娠初期の８～10週に風疹に罹患し，その胎児

が風疹ウイルスに感染すると，約９割の症例で胎児に何ら

かの異常をきたし，その発育などに影響を及ぼす ．妊

娠約16週以降に感染すると，その危険性は著しく減少す

るが，約20週目までの感染で感音性聴覚障害を発症した

例が報告されている ．また，CRSの永続的な障害とし

て，眼科的には白内障，小眼球症，緑内障，色素性網膜症，

脈絡網膜炎，耳鼻科的には難聴，また心疾患として動脈管

開存，末梢性を含む肺動脈狭窄，心房中隔欠損，などがみ

られる．新生児期のCRSには髄膜脳炎，肝脾腫，肝炎，

血小板減少症を伴うことがあるが，特に血小板減少症の合

併では重症出血を認め致死的となることがある．CRSの

症例において，成長途上で現れる症状や遅発性の症状とし

て，目や耳の機能障害とともに自閉症，１型糖尿病，甲状

腺炎などがある ．加えて，麻疹でみられる亜急性硬化性

全脳炎とよく似た慢性進行性脳炎がみられることもある．

CRS患児は，出生直後ではその80％以上で，鼻咽頭や尿

において相当量のウイルスを認め，生後１年以上にわたっ

て風疹ウイルスを排出し続ける可能性があるが ，さらに

全体の約３％の患児は20カ月にわたり，ウイルスを継続

的に排出することが報告されている ．CRSの検査診断

は，遺伝子増幅法によるウイルス遺伝子の検出や IgM 抗

体の検出が一般的である．一方，CRS患児の特徴の一つ

として，IgG抗体が出生直後から高い値を示し，さらにそ

れが長く持続し，生後６カ月の時点でも95％の患児が陽

性を維持しているということがあげられる ．従って，生

後６カ月を過ぎても IgG抗体の値が高い場合には，CRS

を疑う根拠となりえる．

風疹の疫学と北海道の状況

1964～65年，米国では，患者が推定1,250万人にのぼ

る大流行があり，2,000例を超える脳炎患者，少なくとも

11,250例の胎児死亡例，そして２万例のCRS例が発症し

た ．その後，有効なワクチンの開発と効果的な予防接種

行政により，WHOアメリカ地域では風疹症例数は著しく

減少した．その成果によって，同地域では風疹及びCRS

の排除年を2010年としており，現在，地域内の各国では

その検証をしているところである ．

日本では1982，1987，1992，1997年に風疹の流行が

あったが，それ以降はみられていない ．しかし，2011年

から2013年までに約17,000例の風疹患者と43例のCRS

症例が報告された ．この流行では，過去に予防接種を受

ける機会がなかった35～51歳の男性及び予防接種率が比

較的低い24～34歳の男女を中心として発症した（2014年

現在）．また，地理的には80％以上の報告例が東京や大阪

などの大都市圏であった．

北海道では，全国的な風疹流行前の2011年，一事業所

で限定的な風疹の集団発生があり，17例の風疹患者が報

告された ．それ以降，数例の散発事例の後，2012年６

月から2013年10月までに道南と道央地域を中心に風疹の

小流行をみた（図３) ．2011年からの３年間で，計150

例の風疹患者の報告があった．男女別では男性が７：３と

多かった．年齢別では男性では40～49歳群，女性では

20～29歳群がもっとも多かった．なお，予防接種歴が確

認された事例は17例（11.3％）のみで，46例（30.7％）

が未接種，残りの87例（58.0％）は不明であった．なお，

幸いなことに，CRSの報告はなかった．2011年の事業所

での集団感染例では，９症例から検体が得られ，７例から

風疹ウイルス遺伝子が検出され，そのうち遺伝子型が判明

した６例についてはすべて1Eであった．また，それ以降

の70例の症例について検査した結果，38例からウイルス

遺伝子が検出され，そのうち遺伝子型が判明した32例は

すべて2Bであった．

検査診断と検査体制

前述したように，わが国では2020年までに風疹を排除

する目標を定めた ．排除の達成あるいはその状態を維持

していることの評価のためには，検出ウイルスがその地域

での土着ウイルスなのか，あるいは新たに他地域から侵入

してきたものなのかを同定することが必要となる．一方，

高い予防接種率を確保するため，住民の抗体保有状況を調

査し，予防接種が必要な年齢層を積極的に見極める必要が

ある．このように，風疹の排除を達成するためには，以上

のことを含めた質の良い感染監視体制の構築が求められて

いる．

風疹は，特徴的な症状が少ない場合が多く，周囲で発症

のない場合は検査診断が特に必要となる．風疹患者の検査

診断でもっとも多く利用されている方法は，血清中の特異

的 IgM 抗体を証明することである ．しかし，発疹出現

後３日目までは IgM 抗体の産生が十分ではなく偽陰性と

図3 北海道における風疹報告状況（2011～13年)
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なることがあるため，血清の採取時期が重要となる ．

近年，麻疹，風疹の感染監視体制を共有することを目的

とした世界的な検査診断ネットワークとして，WHO
 

Global Measles & Rubella Laboratory Network

（LabNet）が組織され，診断法の標準化，研修の実施，

検査技術の確認試験，検査施設への立ち入り検査などが実

施された ．WHOの検査診断は血清 IgM 抗体の検出を

中心にしているが，日本では，風疹の確定診断を主に地方

衛生研究所が担当するため，より検出感度と特異度の高い

reverse transcriptase-polymerase chain reaction（RT-

PCR）によるウイルス遺伝子の検出を中心に感染監視体

制を構築している ．麻疹・風疹の排除を達成し，最終的

にWHOによる認定を得るためには，国立感染症研究所

の指導の下，医療機関の依頼により血清 IgM 抗体を測定

している臨床検査センターとRT-PCRによるウイルス遺

伝子検査を実施している地方衛生研究所を対象とした精度

管理の確実な仕組みについても構築する必要がある．

北海道での検査体制については，2007～08年の麻疹流

行時において，地方衛生研究所の検査診断として麻疹の

RT-PCRを開始し，それ以降，遺伝子型別などの分子疫

学的手法を用いて症例の検証を行ってきた ．一方，

風疹については，その間，検体が北海道立衛生研究所に送

付されることはなく，前述した2011年の事業所における

集団発生事例ではじめて検査依頼があり，それ以降，主に

RT-PCRによる検査体制を確立した．風疹流行時には麻

疹との鑑別も重要になる．米国での麻疹・風疹の同時流行

時には麻疹疑い例の12％が検査の結果風疹であったとの

報告もある ．また，国内の麻疹疑い例においても麻疹ウ

イルス陰性，風疹ウイルス陽性であった例が報告されてい

る ．これらのことから，北海道では行政機関を通して依

頼される麻疹疑い例，風疹疑い例ともに麻疹ウイルス，風

疹ウイルスの検査を同時に実施している．また，麻疹疑い

例あるいは風疹疑い例で麻疹ウイルス，風疹ウイルスが陰

性であった場合，必要に応じてパルボウイルスB19，エン

テロウイルス，ヘルペスウイルスなどの同定検査を実施す

る場合もある．

RT-PCRを実施する場合，麻疹検査と同じ検体，すな

わち，咽頭ぬぐい液，尿，血液の３検体を使用することが

多い．血清学的検査と同様，これらの検体の採取時期が検

査結果の解釈において重要である．2011～13年の北海道

立衛生研究所の試験結果では，発症後９日目までの陽性率

は，咽頭ぬぐい液では74％（39/53），尿で45％（24/53），

血液で36％（23/64）であった ．９日目以降に風疹ウイ

ルスゲノムRNAが検出されたのは，19日目の咽頭ぬぐ

い液１検体（7.7％，1/13）と10，12日目の尿検体の２検

体（18％，2/11）のみであった．このように検体の種類に

よって陽性率は異なり，この結果からは，咽頭ぬぐい液が

RT-PCR用の検体としてもっとも適当と思われた．なお，

発症10日目以降の検体では遺伝子検査による判定が難し

くなることから，急性期及び回復期血清を用いた赤血球凝

集阻止（hemagglutination inhibition：HI）抗体や風疹

特異的 IgG抗体などの有意な抗体上昇によって判断する

必要がある．

風疹含有ワクチンによる予防

風疹には特異的な治療薬はないが，予防効果に優れたワ

クチンがある ．世界中で使用されている風疹ワクチン株

はRA27/3株である．そのほかには日本で使用されてい

る高橋株，松浦株，TO-336株と中国のBRD-2株があ

る ．風疹ワクチンには単価ワクチンと他のウイルスとの

混合である風疹含有ワクチン（rubella-containing
 

vaccine：RCV）がある．RCVには麻疹との混合である

MR，麻疹と流行性耳下腺炎を加えたMMR，そしてさら

に水痘を加えたMMRVワクチンがあり，世界的には

MMRワクチンの使用頻度が高い ．いずれのRCVにつ

いても一定量以上の風疹ウイルス（≧1,000プラーク形成

量あるいは50％細胞感染量）を含むことが条件とされて

いる ．日本で独自に開発された上記３株は低温馴化がな

されており，35℃では増殖するが，39℃ではほとんど増殖

できないという温度感受性株である ．また，これらのワ

クチンの効果については，開発時の臨床試験において，い

ずれも91.3～100％の抗体陽転率及び24.7～27.4倍とい

うHI抗体価の幾何平均を示し，十分な効果があることが

示されている ．

日本ではCRSの防止を主な目的として，1977年から女

子中学生にのみ風疹ワクチンを集団接種していた（表１）．

しかし，流行時の中心感染群となる小児は対象となってい

なかったため，その後も定期的な流行をみた．また，

MMRワクチンに含まれていたムンプスウイルスによる無

菌性髄膜炎の発生などの影響により，それ以降，全体的な

接種率の低下を招いた．1995年４月からは風疹の発症そ

のものを抑えるため，生後12カ月以上90カ月未満（標準

で12カ月以上36カ月未満）の小児に風疹ワクチンの定期

接種が開始された．なお，これ以降，集団接種から，医師

と健康状態について相談した上で予防接種を行う個別接種

に変更となり，義務接種は努力義務接種となった．この時，

時限的に男女中学生も対象となった（1995年４月～2003

年９月30日）が，個別接種のため最終的な接種率は50％

前後と著しく低かった ．その後の幾度かの変更を経て，

2006年からは，MRワクチンによる１歳（１期）と小学

校就学前の１年間（２期）の２回定期接種が始まり，さら

に2008年から2012年までの５年間の暫定措置として，中

学１年（３期）と高校３年（４期）に相当する学年を対象

にMRワクチンによる予防接種を実施した．開始当時の

2008年度における接種率は，１期，２期は90％を超えて

いたが，３期が85.2％，４期が77.3％と不十分であっ

た ．最終年度となる2012年度では１期，２期の接種率

は開始年と同様に90％を超え，３期，４期についてはそ

れぞれ88.8％，83.2％と，若干の改善をみた．また，全

国的に実施されている感染症流行予測調査事業による抗体
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保有調査では，2011年の成績から30～50歳代の成人男性

の抗体保有率は80％前後と同年代の女性（95％前後）と

比較して低かった ．前述したように，2011～13年にみ

られた風疹の流行は，感染の中心となった世代での予防接

種率の低さに原因があったとされる ．

風疹ワクチンの場合，単回投与により95％以上の抗体

陽転率が得られ，長期間の防御効果が期待されることから，

風疹ワクチンでは，通常の２回接種は必要ないことも示唆

されている ．単回投与により得られる免疫は，血中の抗

体価では検出限界以下まで減衰するものの，防御効果は一

生涯継続されるとされている ．さらに，RA27/3ワクチ

ン株の単回投与後10～21年の間で防御効果について検討

した報告によると，その95％以上において抗体陽性が持

続されていた ．麻疹ワクチンにおいても，一度十分な

免疫を得た場合，発症防御に足る抗体が長期間証明されて

いる ．２回接種では，減衰した抗体（secondary
 

vaccine failure：SVF）を免疫増強効果により上昇させる

ことよりも，１回目の接種により十分な抗体価が得られな

かった症例（primary vaccine failure：PVF）や未接種者

に対して免疫を賦与することに意義があると思われ

る ．風疹に対する抜本的な対策は，通常の定期接種

に加え，幅広い年齢層の予防接種未接種者を対象とした接

種の徹底が最も重要な課題のひとつである．

お わ り に

風疹は，麻疹などと同様に予防接種によって排除可能な

疾患（vaccine-preventable disease：VPD）である．文

中で述べたように，風疹ウイルスによる感染症として特に

問題となるのがCRSである．わが国における風疹の予防

接種行政は，CRSの発症防止を目的とした女子中学生を

対象とした制度から始まった．その後，風疹そのものの伝

播防止の観点から小児を対象とすることとしたが，同時に

時限措置（1995年４月～2003年９月30日）として実施し

た男女中学生については期待した接種率が得られず，それ

が2012～13年の流行の一因ともされている ．加えて，

予防接種率の低下に係る要因として，海外からの報告では，

宗教的理由や誤った情報による予防接種拒否あるいはもと

もと接種率の低い移民の受け入れなどがあげられており ，

わが国においても今後これらの点について留意する必要で

ある．

予防接種行政を鳥瞰するとき，流行性耳下腺炎対策など

にみられるワクチンギャップ｛欧米諸国に比べて日本の予

表1 風疹の定期予防接種制度の変遷

ワクチン・接種時期・方法等 2014年４月現在の年齢 生年月日 出来事

なし 52歳以上 1962年４月１日以前

風疹ワクチン・学校での集団接種・女子

中学生．接種率高い
35～52歳

1962年４月２日～

1979年４月１日

1977年：女子中学生に対する予

防接種開始

風疹ワクチン・医療機関で個別接種・中

学生．接種率激減．（ただし，未接種者

は2001年11月７日～2003年９月30日

までならいつでも接種可能）

26～35歳
1979年４月２日～

1987年10月１日
1995年４月～2003年９月30日

麻しんワクチンのかわりにMMRワ

クチン・１～６歳時［1989年４月～

1993年４月26日］・選択接種

22～31歳

（一部)

1983年４月２日～

1992年４月27日

(一部)

ムンプスワクチン株によると思わ

れる無菌性髄膜炎のために終了

風疹ワクチン・医療機関で個別接種・生

後12～90カ月未満の男女幼児に１回目
９～26歳

1987年10月２日～

2005年４月１日
1995年４月開始

２回目の接種機会なし 24～26歳
1987年10月２日～

1990年４月１日

原則MRワクチン・高校３年生相当

年齢時に２回目接種．接種率低い
19～24歳

1990年４月２日～

1995年４月１日

2008年度から2012年度までの時

限措置

原則MRワクチン・中学１年生相当

年齢時に２回目接種．接種率低い
14～19歳

1995年４月２日～

2000年４月１日

2008年度から2012年度までの時

限措置

原則MRワクチン・小学校入学前１

年間に２回目接種．接種率高い
９～14歳

2000年４月２日～

2005年４月１日
2006年４月開始

風疹ワクチン（原則MRワクチン）・医

療機関で個別接種・生後12～24カ月未

満の男女幼児に１回目．接種率高い

９歳以下 2005年４月２日以降 2006年４月開始

原則MRワクチン・小学校入学前１

年間に２回目接種．接種率高い
６～９歳

2005年４月２日～

2008年４月１日
2006年４月開始

原則MRワクチン・2014年以降に，

小学校入学前１年間に２回目の接種機

会あり

６歳以下 2008年４月２日以降 2006年４月開始

「職場における風しん対策ガイドライン」（平成26年３月，国立感染症研究所作成）を改変
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防接種行政（定期接種化）の立ち後れた項目｝の早急な改

善が必要である．特に，風疹については小児に対する定期

の予防接種のみならず，文中で強調したように，接種率の

低い年齢層を対象にした予防接種対策が重要である．

稿を終えるにあたり，検体採取のご協力と貴重なご助言

を頂きました当該医療機関，道内保健所，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いた

します．
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