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麻疹・風疹・水痘・ムンプスに
共通すること



ワクチンで防げる病気
Vaccine Preventable Diseases (VPD)

•Vaccine（"ヴァクシーン"）=ワクチン

•Preventable（“プリヴェンタブル"）=防げる

•Diseases（"ディジージズ"）=病気

ワクチンで病気にかかることを防げるのに、ワクチンを
接種せずに病気にかかるのはもったいない。



ワクチンで防げる主な病気

•麻疹（はしか）

•風疹

•水痘（みずぼうそう）

•ムンプス（おたふくかぜ）

• A型肝炎

• B型肝炎（肝臓がん）

• ロタウイルス感染症 （胃腸炎）

•日本脳炎

•新型コロナウイルス感染症

• インフルエンザ

• ポリオ

• ヒトパピローマウイルス感染症

• ヒブ感染症

•肺炎球菌感染症

• ジフテリア

•破傷風

•百日せき

•髄膜炎菌感染症

•結核

•黄熱病、狂犬病



基本再生産数(R0)と感染の拡大

1世代 2世代 3世代

R0=2の場合

1世代 2世代 3世代

R0=1の場合

1世代 2世代 3世代

R0=0.5の場合

・基本再生産数(R0：アールノートあるいはアールゼロ)
ある感染症に対して全く免疫を持たない集団の中で、1人の感染者
が平均して何名の二次感染者を発生させるかを推定した値。

・集団免疫率
ある感染症に対して免疫を持っている人がどの位いると、その感染
症の流行を抑えることができるかを推定した値。



基本再生産数(R0)と感染の拡大

1世代 2世代 3世代

R0=2の場合

1世代 2世代 3世代

R0=1の場合

1世代 2世代 3世代

R0=0.5の場合



集団免疫率(%)=(1 – 1/R0)×100
(R0：基本再生算数)

感染症
基本再生算数

(R0)
1/R0 1-1/R0

集団免疫率(%)
(1-1/R0)x100

A
(SARS)

2 0.5 0.5 50%

B
(ポリオ)

5 0.2 0.8 80%

C
(ムンプス)

10 0.1 0.9 90%

D
(麻疹)

15 0.07 0.93 93%



基本再生産数(R0)と集団免疫率

感染症 基本再生産数(R0) 集団免疫率(%)

麻疹 １６～２１ ９０～９５

風疹 ７～９ ８０～８５

水痘 ８～１０ ９０？

ムンプス １１～１４ ８５～９０

ポリオ ５～７ ８０～８６

天然痘 ５～７ ８０～８５

百日咳 １６～２１ ９０～９５

ジフテリア ６～７ ８５

インフルエンザ １.４～２.４ ５０

医療 67巻5号 Page206-209(2013.05)



麻疹（はしか）



①臨床像



麻疹の臨床経過
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（平均10-12日）

発疹

コプリック班

結膜炎

咳、鼻汁

カタル期 発疹期 回復期

感染可能期間
（発症1日前～解熱後3日を経過するまで）1日前 •潜伏期間：

7～21日（平均10～12日）
•感染経路：
空気感染

•ウイルス排出期間：
発症1日前～解熱後3日



麻疹に見られる発疹

発疹期 回復期Koplik班



麻疹の合併症

•高頻度：
中耳炎（約15%），肺炎（約6%），喉頭炎，下痢など

•肺炎
• ウイルス性肺炎

• 巨細胞肺炎

• 細菌性肺炎

•脳炎（0.5～2/1,000例の頻度）
• 麻疹後脳脊髄炎

• 麻疹封入体脳炎
• SSPE（亜急性硬化性全脳炎）



はしかで女子高生死亡：ワクチン接種受けず

• N市立総合病院で、同市内の女子高校生（１７）が麻疹で死亡してい
たことが28日、分かった。同市内の学校では9月下旬から11月にか
けてはしかが流行し、約100人の患者が出ていた。はしかの予防接
種は1994年以前は義務化されていたが、この女子高生はたまたま
接種を受けていなかったという。

•女子高校生は11月初めに40度近い熱を出し、6日に発疹が出たた
め、薬を飲んで様子を見ていたところ、8日深夜に容体が急変。救急
車で市立病院に搬送されたが、肺炎を併発しており、けいれんを起
こして既に意識不明の状態で、26日午前六時ごろ、麻疹性脳炎で死
亡した。

（2001/11/29, 北海道新聞朝刊全道より抜粋）



成人の修飾麻疹（軽症で非典型的な麻疹）

• 2歳時にワクチン接種。
• 2日前から発疹と咳。
• Koplik班はない。
• 麻疹 RT-PCR陽性。

Intern Med 56: 885, 2017



②診断





③感染対策



麻疹の伝播力はとても強い

感染症 基本再生産数(R0) 集団免疫率(%)

麻疹 １６～２１ ９０～９５

風疹 ７～９ ８０～８５

水痘 ８～１０ ９０？

ムンプス １１～１４ ８５～９０

ポリオ ５～７ ８０～８６

天然痘 ５～７ ８０～８５

百日咳 １６～２１ ９０～９５

ジフテリア ６～７ ８５

インフルエンザ １.４～２.４ ５０

医療 67巻5号 Page206-209(2013.05)



麻疹：空気感染予防策は重要

陰圧隔離室 N95マスク

室内
陰圧

給気量＜排気量



学校保健安全法に定められた感染症
分類 病名 出席停止の期間

第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペ
ス ト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症 急性呼吸器症候群（SARSコロナウイルス）、中東呼吸器
症候群 （MERSコロナウイルス）、特定鳥インフルエンザ

完全に治癒するまで

第二種

インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く）
発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するま
で

百日咳
特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物
質製剤による治療が終了するまで

麻疹(はしか） 解熱したあと３日を経過するまで

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現したあと5日を経
過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風疹 （三日はしか） 発疹が消失するまで

水痘 （水ぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱 （プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで

結核
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認め
るまで

髄膜炎菌性髄膜炎
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認め
るまで

第三種 (医師より登
校禁止を指示された
場合のみ報告)

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ１５７他）、 腸
チフ ス・パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その
他の感染症（流行性嘔吐下痢症、溶連菌感染症、マイコプラズ
マ 肺炎、手足口病、EBウイルス感染症など) 

症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認め
るまで

2018年1月16日



④ワクチン



麻疹予防には
ワクチン２回接種が
唯一無二の方法



麻疹ワクチン接種スケジュール



米国における麻疹ワクチン導入の効果

麻疹ワクチン認可
(1963)

２回接種が推奨 (1989)
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60万人
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麻疹・成人麻疹患者報告数の推移

ウイルス 2009;59(2):257-266.
MMWR 2008 Sep 26;57(38):1049-52.

全数
報告

定点把握

小児患者

成人患者

ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ方法の変更ﾜｸﾁﾝ未接種の5歳
未満児が多数

1歳のお誕生日に
麻疹ﾜｸﾁﾝ接種を

成人麻疹の増加

1978 麻疹ﾜｸﾁﾝ接種義務化

MR1(1-2歳)
MR2(小学入学前)

2008-2012
MR3(中学1年生)
MR4(高校3年生)



麻疹ワクチン１回接種では不十分

•肢体不自由児の閉鎖集団にお
ける5年度の追跡調査。

•麻疹が流行していた時期にはワ
クチン接種後、自然感染して不
顕性感染を繰り返すことで
booster効果により抗体が維持
されてきた。

日小児会誌 99: 527-533, 1995.



⑤麻疹発生時の２次感染予防



麻疹患者発生時の２次感染予防

1. 接触者リストの作成
•発端患者の発症3日前～発疹出現7日後

• ワクチン接種歴、麻疹抗体等の情報収集（必要あれば測定）

2. 感受性者に対する２次感染予防
•曝露後3日以内であれば、ワクチン接種で予防可能。

•曝露後3～5日以内であれば、ヒト免疫グロブリンで予防可能。

3. ２次感染する可能性がある患者の隔離期間
•上記2の２次感染予防を行った患者は、最初の暴露から7日後～
最後の曝露から13日後まで隔離することが望ましい。

北海道大学病院 感染対策マニュアル 第7版



修飾麻疹患者（ﾜｸﾁﾝ接種者）からは伝播しにくい

•米国で2回以上のMMRワクチンを接種した医師が麻疹患者
を診察し、修飾麻疹に罹患した。その後も診療を継続した
が、伝播例はなかった。JID 2011;204:S559–S563

• 2017-18年にスウェーデンで発生した麻疹ブレークスルー
アウトブレイク。ワクチン接種群のウイルス排出量は有意に
少なく、伝播例はなかった。Euro Surveill. 2019 Apr;24(17):1900114.

• 2018年に沖縄で外国人観光客を発端とした麻疹アウトブレ
イクが発生。ワクチン接種歴のある患者からの感染拡大は
確認されなかった。IASR Vol. 40 p53-54: 2019年4月号



外国人観光客を発端とした麻疹アウトブレイク：沖縄県

IASR Vol. 40 p53-54: 2019年4月号

ワクチン接種歴の
ある患者からの感
染拡大は確認され

なかった。



低力価であっても麻疹抗体
を保有していることが重要



風疹（三日はしか）



①臨床像、感染症法上の位置付け



風疹の臨床経過
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（平均16-18日）

発疹

リンパ節腫脹

関節炎

感染可能期間
（発疹出現前後1週間）1週間前

•潜伏期間：
14～21日（平均16～18日）

•感染経路：
飛沫感染

•ウイルス排出期間：
発疹出現1週間前

～発疹出現後1週間



風疹の発疹とリンパ節腫脹

国立感染症研究所HP



成人の風疹の発疹は麻疹と似ている

国立感染症研究所HP



学校保健安全法に定められた感染症
分類 病名 出席停止の期間

第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペ
ス ト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症 急性呼吸器症候群（SARSコロナウイルス）、中東呼吸器
症候群 （MERSコロナウイルス）、特定鳥インフルエンザ

完全に治癒するまで

第二種

インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く）
発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するま
で

百日咳
特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物
質製剤による治療が終了するまで

麻疹(はしか） 解熱したあと３日を経過するまで

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現したあと5日を経
過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風疹 （三日はしか） 発疹が消失するまで

水痘 （水ぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱 （プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで

結核
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認め
るまで

髄膜炎菌性髄膜炎
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認め
るまで

第三種 (医師より登
校禁止を指示された
場合のみ報告)

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ１５７他）、 腸
チフ ス・パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その
他の感染症（流行性嘔吐下痢症、溶連菌感染症、マイコプラズ
マ 肺炎、手足口病、EBウイルス感染症など) 

症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認め
るまで

2018年1月16日



Q: 風疹の届出について

疾患 感染症類型 診断から届出までの期間

麻疹 ５類感染症（全数把握） 直ちに

風疹 ５類感染症（全数把握） 直ちに

水痘 ５類感染症（定点把握） 週毎

水痘（入院例） ５類感染症（全数把握） ７日以内

ムンプス ５類感染症（定点把握） 週毎



風疹に関する特定感染症予防指針（風疹予防指針）の改正

風疹予防指針
2014.4.1～2017.12.31

改正された風疹予防指針
2018.1.1～

患者

医師

保健所
（都道府県知事）

衛生研究所
PCR検査

衛生研究所
PCR検査

クラスター確認時に必要時
PCR検査を実施

原則全例PCR検査の実施

届出7日以内 直ちに届出

1例からの
積極的疫学調査

クラスター確認時の
積極的疫学調査

平成30年度 感染症危機管理研修会 資料（FETP 19期生 加賀優子 作成）



風疹の合併症

•脳炎（1/4,000〜6,000人）

•血小板減少性紫斑病（1/3,000〜5,000人）

•成人では関節炎合併が多い（5〜30%）
但し、そのほとんどは一過性

•先天性風しん症候群



②先天性風疹症候群(CRS)



先天性風疹症候群(Congenital Rubella Syndrome)

３主徴 (%)

難聴 67%

先天性心疾患 58%

白内障 16%（厚生労働省HPより）

病原微生物検出情報 Vol.39 No.3(2018.8)



風疹・CRSの患者発生届 (2011～2020年）
～風疹が増えるとCRS児が増える～



妊娠週数と先天性風疹症候群の発生頻度

妊娠週数
抗体陽性となった児 風疹に罹患した

母親からCRS児
が出生する割合観察件数 先天性心疾患 難聴のみ 有症状(%)

<11 9 5 4 100% 90%

11-12 4 0 2 50% 33%

13-14 12 0 2 17% 11%

15-16 14 0 7 50% 24%

17-18 10 0 0 -

>18 53 0 0 -

合計 102 5 15 10%

Lancet. 1982 Oct 9;2(8302):781-4. doi: 10.1016/s0140-6736(82)92677-0. PMID: 6126663.



世界的にはCRSによる難聴は大きな問題

風疹IgG陽性 風疹IgG陰性 検定

聴覚障害
(n=162)

79 (48.8%) 83 (51.2%)

P < 0.0001
正常聴覚
(n=148)

11 (7.4%) 137 (92.6%)

合計 90 220

Int J Telemed Appl. 2014;2014:981312. doi: 10.1155/2014/981312. Epub 2014 Nov 25. PMID: 25525427.

2009-10年 ムビンゴ カメルーン共和国の学生に対する調査



遥かなる甲子園

1964年（昭和39年）沖縄県
で風疹の大流行があり、
408人もの高度難聴の赤
ちゃんが生まれました。こ
の子供たちのために県立
北城ろう学校が開校しまし
た。映画「遥かなる甲子園」
のモデルは、この学校の野
球部です。



先天性風疹症候群児の母親の背景情報

妊娠中の風疹様症状出現歴

(発熱, 発疹, 頚部リンパ節腫脹)

31

69%

12

27%

2

4%

有 無 不明

CRS児母親の風疹含有ワクチン接種歴

11

25%

15

33%

19

42%

1回 0回 不明

IASR Vol. 39 p33-34: 2018年3月号



先天性風疹症候群を減らす
には、国全体の風疹発生数
を減らす必要がある！



③風疹ワクチン２回接種の重要性



風疹ワクチン接種スケジュール



年齢別/年齢群別 風疹抗体保有率 (2020年)

• HI抗体価1:8以上：
30代前半までは男女で差がなく、
2歳以上30代前半まではおおむ
ね90％以上であった。
30代後半～50代の男性では90％
を下回っていた。

• HI抗体価1:32以上：
どの年齢層でも50～70％に留ま
る。



風しんに対する追加的接種
Day

Day43歳(2022年現在) 60歳(2022年現在)





④風疹発生時の２次感染予防



風疹患者発生時の２次感染予防

1. 接触者リストの作成
•発端患者の発症7日前～発疹出現5日後

• ワクチン接種歴、風疹抗体等の情報収集（必要あれば測定）

2. 感受性者に対する２次感染予防
•曝露後のワクチン接種やヒト免疫グロブリン投与は無効。

3. ２次感染する可能性がある患者の隔離期間
• ２次感染する可能性がある患者は、最初の暴露から7日後～最
後の曝露から21日後まで隔離することが望ましい。

北海道大学病院 感染対策マニュアル 第7版



水痘（みずぼうそう）



①臨床像



水痘の臨床経過
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体
温
（
℃
）
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37

潜伏期間10-21日
（平均14-16日）

発疹

感染可能期間
（発疹出現2日前～全水疱が痂皮化するまで）

2日前

•潜伏期間：
10～21日（平均14～16日）

•感染経路：
空気感染

•ウイルス排出期間：
発症2日前～全水疱が痂皮化



水痘でみられる発疹

•丘疹、水疱、痂皮が
同時に混在してみら
れるのが特徴。

• もし、全ての発疹が
丘疹あるいは水疱
であれば、天然痘！

https://www.cdc.gov/dotw/chickenpox/index.html



メディチ家の天然痘

メディチ家の宮廷
画家 ユストゥス・
サスターマン(1597
〜1681年）によっ
て描かれた天然痘
発症7日目と9日目
のフェルディナンド
2世像。

Clinical Microbiology and Infection Volume 21 Issue 8 Pages e57-e58 (August 2015) 
DOI: 10.1016/j.cmi.2015.01.021



水痘の合併症

• 15歳以上と1歳以下で多くなる。

•皮膚の二次性細菌感染、脱水、肺炎、中枢神経合併症など。

•水痘に合併する肺炎は通常ウイルス性であるが、細菌性のこと
もある。

•無菌性髄膜炎～脳炎までの中枢神経合併症。脳炎では小脳炎
が多く、小脳失調をきたすが予後は良好。広範な脳炎は1万例
に2.7程度で、成人に多い。

•免疫機能が低下している場合の水痘では、生命の危険を伴うこ
とがあるので十分な注意が必要。



学校保健安全法に定められた感染症
分類 病名 出席停止の期間

第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペ
ス ト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症 急性呼吸器症候群（SARSコロナウイルス）、中東呼吸器
症候群 （MERSコロナウイルス）、特定鳥インフルエンザ

完全に治癒するまで

第二種

インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く）
発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するま
で

百日咳
特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物
質製剤による治療が終了するまで

麻疹(はしか） 解熱したあと３日を経過するまで

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現したあと5日を経
過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風疹 （三日はしか） 発疹が消失するまで

水痘 （水ぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱 （プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで

結核
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認め
るまで

髄膜炎菌性髄膜炎
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認め
るまで

第三種 (医師より登
校禁止を指示された
場合のみ報告)

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ１５７他）、 腸
チフ ス・パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その
他の感染症（流行性嘔吐下痢症、溶連菌感染症、マイコプラズ
マ 肺炎、手足口病、EBウイルス感染症など) 

症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認め
るまで

2018年1月16日



②予防接種



水痘ワクチン接種スケジュール



水痘ワクチン１回接種では不十分

水
痘
患
者
数

ワ
ク
チ
ン
接
種
率(%

)

米国では1995年から水痘ワクチンの定期接種が開始された。その有効性は明らか
であるが、ブレークスルー感染例が増加してきた。水痘患者数の減少に伴い、ブー
スター効果が減弱したことによる。2006年から2回目の定期接種が開始された。
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N Engl J Med. 2007 Mar 15;356(11):1121-9. doi: 10.1056/NEJMoa064040. PMID: 17360990.



水痘ワクチンの効果

ケース
(n=168)

コントロール
(n-301)

ワクチン効果(補正前)
(95%CI)

ワクチン効果(補正後)
(95%CI)

P 値

ワクチン未接種 67 (39.9%) 41 (13.6%) 基準 基準

ワクチン１回接種 86 (51.2%) 176 (58.5%) 76.7% (58.6-86.9) 76.9% (58.1-87.3) <0.001

ワクチン２回接種 15 (8.9%) 84 (27.9%) 94.2% (85.7-97.6) 94.7% (86.0-98.0) <0.001

１回接種と２回接種
の効果の違い

- - 75.0% (45.0-88.7) 77.2% (46.0-90.4) <0.001

Vaccine. 2017 Sep 5;35(37):4936-4941. doi: 10.1016/j.vaccine.2017.07.090. Epub 2017 Aug 4. PMID: 28784281.



③水痘発生時の２次感染予防



水痘患者発生時の２次感染予防

1. 接触者リストの作成
•発端患者の発症2日前～水疱出現5-7日後

• ワクチン接種歴、水痘抗体等の情報収集（必要あれば測定）

2. 感受性者に対する２次感染予防
•曝露後3日以内であれば、ワクチン接種で予防可能。

•曝露後3～4日以内であれば、ヒト免疫グロブリンで予防可能。

3. ２次感染する可能性がある患者の隔離期間
• ２次感染する可能性がある患者は、最初の暴露から11日後～最
後の曝露から21日後まで隔離することが望ましい。
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帯状疱疹



帯状疱疹

加齢やストレス、過労など
が引き金となってウイルス
に対する免疫力が低下す
ると、潜んでいたウイルス
が再び活動を始め、神経
を伝わって皮膚に到達し、
帯状疱疹として発症する。

https://www.maruho.co.jp/kanja/taijouhoushin/about.html



帯状疱疹

悪性腫瘍患者や免疫
抑制剤投与中の患者
では繰り返し帯状疱
疹を発症することが
あり、VZVによる水泡
が帯状病変部のほか
に全身に現れる汎発
性帯状疱疹となるこ
ともある。



帯状疱疹の感染対策

•通常の帯状疱疹
•デルマトームに沿って出現
•接触感染予防策

•播種性帯状疱疹
• ３分節以上
•血流に乗り、咽頭に達する
•空気感染対策



ムンプス（おたふくかぜ）



①臨床像



ムンプスの臨床経過

•潜伏期間：
14～21日（平均16～18日）

•感染経路：
飛沫感染

•ウイルス排出期間：
発症5日前～発症5日後



Q: ムンプスの不顕性感染率は？

•感染例の30～35％が不顕性感染。

•年齢が高くなるほど不顕性感染率が低下して、顕性
発症率が高くなる。

•1歳では80％が不顕性感染で、20％が顕性感染

•4歳以上では10％が不顕性感染で、 90％が顕性
感染

https://www.niid.go.jp/niid/ja/mumps-m/mumps-iasrtpc/6822-440t.html



Q: ムンプスに罹患すると何が困るか？

症状 自然感染 ワクチン

耳下腺炎 70% 3%

無菌性髄膜炎

細胞増多 50% 不明

症候性 3～10% 1/1,000～10,000

脳炎 2～30/10,000 4/1,000,000

難聴 1/100～20,000 ほとんどなし

睾丸炎 25% ほとんどなし

両側腫脹 10% ほとんどなし

乳腺炎 15～30% ほとんどなし

卵巣炎 5% ほとんどなし

膵炎 4% ほとんどなし

庵原俊昭: 任意接種対象疾患 おたふくかぜワクチン, 臨床と微生物 32巻5号 Page481-484(2005.09)

＜ムンプス難聴＞
• 感音性難聴
• 一側性が多いが、両側性の
こともある。

• 重度難聴で、予後不良
• 1,000名に1名程度（橋本ら）
• 不顕性感染からも発症
• 片側が聞こえないと、方向
性が低下（どこから声が聞こ
えたのかわからない）、明瞭
性が低下（騒音下の会話が
聞き取れない）



ムンプスは4～6年周期で流行を繰り返している

400～1300人/年程度のムンプス難聴が発生している計算になる

患者報告数が少なかった2007年
43.1万人 [95%CI: 35.5～50.8万人]

患者報告数が多かった2005年
135.6万人 [95%CI: 127.2～144.0万人]



学校保健安全法に定められた感染症
分類 病名 出席停止の期間

第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペ
ス ト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症 急性呼吸器症候群（SARSコロナウイルス）、中東呼吸器
症候群 （MERSコロナウイルス）、特定鳥インフルエンザ

完全に治癒するまで

第二種

インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く）
発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するま
で

百日咳
特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物
質製剤による治療が終了するまで

麻疹(はしか） 解熱したあと３日を経過するまで

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現したあと5日を経
過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風疹 （三日はしか） 発疹が消失するまで

水痘 （水ぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱 （プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで

結核
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認め
るまで

髄膜炎菌性髄膜炎
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認め
るまで

第三種 (医師より登
校禁止を指示された
場合のみ報告)

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ１５７他）、 腸
チフ ス・パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その
他の感染症（流行性嘔吐下痢症、溶連菌感染症、マイコプラズ
マ 肺炎、手足口病、EBウイルス感染症など) 

症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認め
るまで

2018年1月16日



②予防接種



ムンプスワクチン接種スケジュール



ムンプスワクチンの接種回数と有効性

国 年
有効性(95%CI)

引用
1回接種 2回接種

スウェーデン 2004 65%(-) 91%(-) Sartorius B. et al. 2004

英国 2004-05 88%(83-91) 95%(93-96%) Cohen et al. 2007

米国 2005 80%(42-93) 92%(83-96) Demicheli V. et al. 2012

スペイン 2005-07 85%(67-93) 89%(78-94) Dominguez A. et al. 2010

米国 2006 84%(48-95)
88%(63-96)
79%(0-97)

Marin M. et al. 2008

スペイン 2006-08 66%(25-85) 83%(54-94) Castilla et al. 2009

カナダ 2009-10
76.7%(0-96.4)
49.2%(0-97.4)
76.5%(0-99.7)

88.0%(0-98.6)
66.3%(0-94.7)
83.9%(0-98.2)

Deeks et al. 2011

第3回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会配付資料



ムンプスワクチン定期接種導入国(2019 Oct)

https://www.who.int/news/item/10-10-2019-vaccines-in-national-immunization-programme-update

定期接種化されていない
72か国中、先進国は日本のみ



Q: ムンプスワクチン後の髄膜炎は？

•国産MMR：0.11～0.2%

•添付文書（鳥居株，星野株）：0.043～0.063%

•最近の国内前方視的研究*：
• 3歳未満：0.018%
• 3歳以上：0.078%

•参考：ムンプス自然罹患では約80人に1人(1.27%)が髄膜炎
を発症する。

*Vaccine. 2015; 33(45): 6049-53. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.09.068.

第9回予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会資料



③ムンプス発生時の２次感染予防



ムンプス患者発生時の２次感染予防

1. 接触者リストの作成
•発端患者の発症7日前～発疹出現9日後

• ワクチン接種歴、ムンプス抗体等の情報収集（必要あれば測定）

2. 感受性者に対する２次感染予防
•曝露後のワクチン接種やヒト免疫グロブリン投与は無効。

3. ２次感染する可能性がある患者の隔離期間
• ２次感染する可能性がある患者は、最初の暴露から7日後～最
後の曝露から21日後まで隔離することが望ましい。
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まとめ



医療関係者のワクチンガイドラインMMRV 対応フローチャート

医療関係者のためのワクチンガイドライン 第3版、日本環境感染学会



結語

•事前準備：
全ての医療者は、麻疹・風疹・水痘・ムンプスのワク
チン２回接種を行うことが最重要です。これは最低条
件と思ってください。

•麻疹・風疹・水痘・ムンプス（含疑い）発生時の対応：
ワクチン接種の有無に関わらず、感染者の早期発見
と早期対応がポイントです。各施設に対応したマニュ
アルを事前に準備してください。


