
風疹は，風疹ウイルスの感染によって引き起こされ，発
熱，発疹及びリンパ節腫脹を主徴とする急性の発疹性感染
症である１）．風疹ウイルスは飛沫感染によって伝播し，感
染力を示す指標の基本再生産数は５～８である（麻疹は１２
～１８，流行性耳下腺炎は４～７）２）．一般に予後良好である
が，血小板減少性紫斑病や脳炎などの合併症も報告されて
いる３）．さらに，免疫のない妊娠初期の妊婦が本症に罹患す
ると，感染した胎児は白内障，先天性心疾患及び難聴を主
症状とする先天性風疹症候群（Congenital Rubella Syndrome：
CRS）を発症することがある４）．
風疹及び CRSは，いずれも「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
全数把握疾患の５類感染症に分類され５），診断した医師は
保健所への届出が必要となる．風疹の全数把握が開始され
た２００８年以降，２０１２～２０１３年には患者報告数が延べ１６，７４９
名に上る大きな流行が確認され，道内においても１３０名の
患者が報告された６）．
風疹及び CRSにはいずれも特異的な治療法がないため，

ワクチン接種を徹底し，抗体保有率を高く維持することが
予防上最も重要である．厚生労働省は，感染症流行予測調
査事業の一環から，今後の流行予測と予防接種計画の策定
を目的とした風疹感受性調査を実施しており，血清中の抗
風疹ウイルス抗体保有状況を調査しワクチンの効果を追跡
している７）．２０１６年度から当所においても本調査に参加し
たので，その結果を報告する．

方 法

１．調査検体

血清検体は，２０１６年８～９月に市立札幌病院，北海道立
子ども総合医療・療育センター，社会医療法人母恋天使病
院及び日本赤十字社北海道支部において採血された検体の
うち，本事業への協力に同意が得られた被験者の血清を用

いた．対象群として，０～１歳，２～３歳，４～９歳，１０～１４
歳，１５～１９歳，２０～２４歳，２５～２９歳，３０～３９歳，４０～４９
歳，５０～５９歳及び６０歳以上の１１年齢群に分類し，合計
３０９検体を調査対象とした．それぞれの年齢群における検
体数を表１に示した．
２．測定方法

血清中の風疹ウイルスに対する赤血球凝集抑制（Hemag-

glutination Inhibition：HI）抗体価を測定した．検査は
「感染症流行予測調査事業検査術式（平成１４年６月）」に
準じて行った８）．HI抗体価は HIを示した血清の最高希釈
倍数とし，HI抗体価１：８以上を陽性と判定した．

結果及び考察

抗体保有状況を年齢群別と男女別に集計し，表２～４及
び図１～２に示した．１：８以上の HI抗体保有率は全体で
９０．３％（男８９．２％，女９２．８％）となり（表３），２０１６年
１１月に報告された２０１４年度の全国における HI抗体保有
率８９．９％（男８６．６％，女９３．２％）と同程度であった９）．
本調査で１：８以上の抗体保有率が全体で９０％以上を示
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したのは１１年齢群中８年齢群であり，２～３歳（１００％），
４～９歳（１００％），１０～１４歳（１００％），１５～１９歳（９４．４％），
２０～２４歳（９４．４％），２５～２９歳（１００％），５０～５９歳（９０．０％）
及び６０歳以上（１００％）の年齢群であった．
一方，９０％を下回った年齢群は０～１歳（６０．９％），３０

～３９歳（８７．３％）及び４０～４９歳（８７．５％）であった．特
に抗体保有率の低かった０～１歳の年齢群においては，「風
しんに関する特定感染症予防指針」により推奨される１回
目のワクチン接種年齢が生後１２～２３カ月齢であることか
ら１０），当該年齢に達していない０歳児や未接種の１歳児の
存在がその低値に影響していると考えられた（表４）．一

方で，４カ月齢及び１１カ月齢の各１例において抗体価の
検出が認められた．０歳児における移行抗体の保有率は月
齢とともに低下していき，６カ月齢までに約半数が，９カ
月齢までに大多数で抗体が陰転していることが報告されて
いる９）．このことから，抗体価が検出された４カ月齢の１
例は移行抗体によるもの，また，１１カ月齢の１例は自然
感染歴がある可能性が推察された．ワクチン接種年齢であ
る１２～２３カ月齢においては，１７名中１２名（７０．６％）が１：８
以上の HI抗体を保有しており，これら１２名については１
名を除きワクチン接種歴を認めた．
日本においては，２０００年以降に CRS児出生事例が多数

発生したことに伴い，２００４年に厚生労働科学研究の一環
で「風疹流行および先天性風疹症候群の発生抑制に関する
緊急提言」が報告された１１）．報告書では，妊娠中の抗体検
査で HI抗体価が１：１６以下であった場合に，出産後早期
の風疹ワクチン接種を推奨している１０）．そこで，１５～１９
歳，２０～２４歳，２５～２９歳，３０～３９歳及び４０～４９歳の女
性における１：３２以上の抗体保有率に着目すると，それぞ
れ６６．７％（全国平均：８３．３％），８３．３％（同７８．８％），７５．０％
（同８５．９％），８３．３％（同８８．４％）及び９０．９％（同８７．１％）
であり（表３）９），１５～１９歳及び２５～２９歳の女性において
抗体保有率が８０％を下回る結果が認められた．過去には
家族から妊婦への風疹感染も報告されていることから１２），
妊婦のみならず同居家族や職場の同僚が風疹への免疫をも
つことが妊婦への感染を抑制し，CRSの発生を防ぐこと

表２ 年齢群・男女別風疹HI 抗体保有状況

表３ 年齢群・男女別風疹抗体保有率

表４ 乳幼児月齢別HI 抗体価（～２３カ月齢）
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図１ 年齢群・男女別風疹HI 抗体保有状況（１）
（）内は検体数

図２ 年齢群・男女別風疹HI 抗体保有状況（２）
（）内は検体数
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につながる．
日本における風疹ワクチンの接種は１９７６年から開始さ

れた（図３）．１９７７年から１９９４年までは，CRSの予防を
主眼に女子中学生を対象として集団接種が実施されたため，
対象年齢群の女性は高い抗体保有率を維持している９）．１９９５
年からは接種対象者が男女幼児に変更されたため，時限措
置として中学生男女への接種が行われたが，その接種率は
低かった９）．これらのことから，３０～５０歳代前半の男性に
おける抗体保有率は低いことが報告されている９）．
日本では，２００６年度から原則として１歳児（第１期）

と小学校入学前の幼児（第２期）に麻疹風疹混合（MR）
ワクチンの２回接種制度を導入し，それぞれの接種率が
９５％以上となることを目標に掲げている．２０１５年度の北
海道における風疹含有ワクチンの接種率は，第１期は９５．８％
（全国平均：９６．２％），第２期は９３．６％（同９２．９％）であ
り１３），全国平均の接種率と同程度であった．なお道内では，
接種率を市町村別に見ると較差があり，目標である９５％
を下回っている市町村が多く見受けられる１３）．また，２００７
年に１０～２０歳代を中心とした麻疹の流行を受けて，２００８
年度から５年間，中学１年生相当年齢（１２～１３歳：第３
期）及び高校３年生相当年齢（１７～１８歳：第４期）の者
を対象にワクチンの追加接種が行われたが，調査の結果，
第４期（２０１７年４月現在２２～２７歳）の道内における接種
率は８３．９％であり，全国平均（８３．３％）と同様に低い傾
向にあった１４）．
２０１２～２０１３年の流行では，首都圏や関西地方を中心に

１６，０００名を超す患者が報告された．これに付随して，CRS

患者も２０１２～２０１４年に４５名（２００８～２０１１年は３名）報
告された．この流行の患者の主体は成人が約９割を占めて
おり，男性は女性の約３倍患者数が多かった１５）．特に，男
性では２０～４０歳代，女性では２０歳代が患者の多くを占め，
職場などでの二次感染を疑う事例も多くみられた．また，
これらの世代は生産年齢層及び子育て世代でもあるため，
接する機会の多い妊娠出産年齢の女性やワクチン接種前の
乳幼児など，感受性を持つ人へのワクチン接種の推奨が求
められる．
道内における２００８年以降の風疹患者の報告は１７４名

（２０１２～２０１３年の流行時は１３０名の患者報告）であり，成
人が約８割を占め，男性が女性より約２倍多かった（２０１７
年４月１２日現在報告数）（表５）６）．１７４名の中でワクチン
接種歴ありと回答した人は１９名のみであった．なお，幸
いにも，この間に道内から CRSは報告されなかった．
風疹の予防には有効性，安全性及び経済性に優れたワク

チンが存在することから，世界保健機関（World Health

Organization：WHO）が中心となり，風疹排除・根絶を目
指した取り組みが推進されている１６）．風疹及び CRSの排
除は「適切なサーベイランス制度の下，土着株による感染
が１年以上確認されないこと」と定義され，風疹含有ワク
チンの定期接種を加盟国に提言している．しかし，アフリ
カやアジアのいくつかの国では，いまだにワクチンが導入
されていない．WHOが２０２０年度までにWHOの６地域
のうち少なくとも５地域で麻疹と風疹を排除する目標を掲
げる中，日本においても２０１４年に「風しんに関する特定
感染症予防指針」が制定され，２０２０年度までに風疹及び

図３ 風疹ワクチン接種状況（２０１７年４月１日時点の年齢）

表５ 風疹報告数男女別・成人割合
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CRSの排除を達成することが目標とされた１０）．日本の出入
国者数は年間３，５００万人を超えており１７），海外からウイル
スが持ち込まれることは避けられない．２０１２～２０１３年の流
行株は東南アジアや中国などで流行していたウイルス株で
あり，渡航者を通じて海外の流行地域から持ち込まれた後
に国内で流行したと考えられている１８）．風疹の拡散を阻止
するためには，第１期及び第２期の定期ワクチンの接種率
を高く維持するとともに，感染リスクの高い渡航予定者，
医療関係者及び学校関係者へのワクチン接種を推奨してい
くことが肝要である．また，記録に基づく風疹罹患及び風
疹含有ワクチン接種歴を各々で把握し，保管しておくこと
が重要である１９）．
２０２０年度までに風疹及び CRSの排除を達成するため，
当所では引き続き適切なサーベイランスを行い，北海道に
おける風疹 HI抗体保有状況の正確な把握に努めていくこ
ととしている．
稿を終えるにあたり，本事業推進のため検体採取にご尽

力いただきました関係者の方々に深謝いたします．
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