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１．背景 

千葉市は 2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピックの開催予定地である。

開催時の感染症対策は喫緊の課題である。その中でも特に麻疹・風疹は、ワクチンでの予

防可能な感染症であるものの、千葉市内で毎年小流行を認め、問題となっている。また、

2018 年 7 月から市内で風疹が流行した。そこで、千葉市では、風疹の感染拡大の防止とと

もに、先天性風疹症候群（Congenital Rubella Syndrome: CRS）の発生を予防するため、

妊娠を希望する女性、妊娠を希望する女性の配偶者、風疹の抗体価が低い妊婦の配偶者を

対象に風疹抗体検査を実施しており、麻しん風しん（MR）混合ワクチン予防接種の費用

助成も開始している。また、国内での風疹流行に対して 2019 年 4 月より MR 混合ワクチ

ン 5 期定期接種が国の事業として開始された。 

 

２．目的 

千葉大学・千葉市保健所・千葉市医師会が連携して千葉市内の風疹抗体検査、MR ワクチ

ン接種の実態を継続的に調査し、効果的な風疹対策に繋げる。 

 

3．方法 

１）千葉市では、2014 年 4 月 1 日から千葉市に住民登録がある妊娠を希望する女性に対

して無料で風疹抗体測定事業を行っている。また、2018 年 10 月 15 日から、対象者に、

妊娠を希望する女性の配偶者、風疹抗体価が低い妊婦の配偶者を追加した。本抗体測定事

業に参加した人の抗体検査結果を毎月千葉市において収集し、千葉大学において解析を行

う。抗体陰性基準は、HI 法で 16 倍以下(32 倍未満）・EIA-IgG 法で 8.0 未満（国際単位

30 又は 45IU/ml 未満）となっている。（千葉市事業） 

 

２）千葉市では、2018 年 11 月 24 日より、上記風疹抗体検査の結果、抗体価が低い方に

対し、MR ワクチン代相当額を助成している。本事業を利用して MR ワクチン接種を行っ

た人の数、年齢層、接種医療機関とのデータを毎月千葉市において収集し、千葉大学にお

いて解析を行う。（千葉市事業） 

 

3）2019 年 4 月 1 日より、国の事業として、成人男性に対する風疹抗体測定・MR ワクチ

ン 5 期定期接種が開始された。国の事業の抗体陰性基準は、HI 法で 8 倍以下（16 倍未

満）である。千葉市の住民票を有し、国の事業を利用して抗体測定とワクチン接種を行っ

た人の数、抗体検査結果、接種医療機関のデータを毎月千葉市において収集し、千葉大学

において解析を行う。（国事業） 
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4）データ解析結果は、１～2 か月に 1 回程度、ニュースレターとして、千葉大学から千葉

市・千葉市医師会にリアルタイムに報告する。データ解析により、抗体保有状況・特にワ

クチン接種が必要な年齢層等を特定し、千葉市と千葉大、千葉市医師会で協議して、より

効率的にワクチン接種を勧めることができる体制を整える。 

 

5）本取り組みを日本ワクチン学会学術集会で報告すると共に、千葉市内で市民公開セミ

ナーを実施し、抗体測定・ワクチン接種事業への協力を呼びかける。 

 

6）研究期間 

研究代表者所属機関の倫理審査承認後、2019 年 5 月～2020 年 3 月 2 日 

 

7）倫理的配慮 

研究開始前に、研究代表者所属機関の研究倫理審査委員会の倫理審査を受けた。千葉市か

ら千葉大学への情報提供にあたり、全ての情報は匿名化した上で提供され、個人情報の保

護等に留意した。 

 

４．結果 

1）千葉市事業・国事業の解析結果 

2018 年 10 月から 2019 年 10 月の 1 年 1 か月間で、抗体検査は 12,265 件、MR ワクチン

接種は 4,245 件実施された。このうち、千葉市事業による抗体検査は 5,476 件、ワクチン

接種は 3,070 件であった。国事業（2019 年 4 月～10 月）による抗体検査は 6,789 件、ワ

クチン接種は 1,175 件であった。 

 

①地域別事業実施状況 

千葉市を人口密度や年代などに注目し、「千葉・蘇我」、「稲毛・幕張」、「花見川」、「都

賀」、「若葉区東」、「おゆみ野」、「あすみが丘」の 7 地区に分類し集計を行った。 

 

１）千葉市事業（抗体検査） 

千葉市事業における各地区の抗体検査件数は、136 件～1,966 件であり、稲毛・幕張地区

が最も多かった。受診率（件数/人口）は 0.32～0.77 に分布しており、おゆみ野地区が最

も高かった。 

 

2）国事業（抗体検査） 

検査件数は、147 件～2,655 件に分布しており、稲毛・幕張地区が最も多かった。受診率

（件数/40～47 歳男性人口）は、8.5～12.3 に分布しており、あすみが丘地区が、最も高か
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った。 

 

3）千葉市事業（ワクチン接種） 

ワクチン接種件数は、92 件～1,082 件に分布し、稲毛・幕張地区が最も多かった。受診率

（件数/人口）は、0.19～0.42 に分布しており、おゆみ野地区が最も高かった。 

 

4）国事業（ワクチン接種） 

ワクチン接種件数は、31～453 件に分布し、稲毛・幕張地区が最も多かった。受診率（件

数/40～47 歳男性人口）は、1.5～2.3 に分布し、あすみが丘地区が、最も高かった。 

 

②性別・年代別実施状況 

男女比では、千葉市事業では、抗体測定は 20 歳～50 歳代が主体で、最も多いのは男女と

もに 30 歳代であった。 20 歳代では女性が多く、30 歳～50 歳代では男性が多かった。 

ワクチン接種は、20 歳～30 歳代の女性が多かった。40 歳代のワクチン接種者は、女性に

比べ、男性が多かった。 

一方、国事業では、抗体検査、ワクチン接種共にクーポン券が配布された 40～47 歳男性

が主な対象となっていた。 

 

③医療機関診療科別実施状況 

内科・小児科・産婦人科・その他に分けて検討した。 

 

1）千葉市事業（抗体検査） 

検査件数は、内科、産婦人科、小児科、その他の順になっていた。1 医療機関あたり平均

21 件の抗体検査を行っていたが、産婦人科の 1 医療機関あたりの平均件数が 50 件と最も

多かった。 

 

2）国事業（抗体検査） 

国事業では、内科、その他、小児科、産婦人科の順になっていた。1 医療機関あたり平均

14 件の抗体検査を行っており、内科が平均 15 件と最も多かった。 

 

3）千葉市事業（ワクチン接種） 

千葉市事業では、内科、産婦人科、小児科、その他の順となっていた。1 医療機関あたり

平均 13 件のワクチン接種を行っており、産婦人科が平均 66 件と最も多かった。 

 

4）国事業（ワクチン接種） 

国事業では、内科、その他、小児科、産婦人科の順となっていた。1 医療機関あたり平均
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4 件のワクチン接種を行っており、内科が平均 5 件と最も多かった。 

 

④ワクチン接種者の内訳（千葉市事業） 

 

千葉市事業の内訳は、妊娠希望女性 46.57％、妊娠希望女性の配偶者 17.31％、妊娠希望女

性の同居家族 1.73％、妊婦の配偶者 5.58％、妊婦の同居家族 0.26％、いずれにも該当しな

い 28.48％であった。 

 

⑤ワクチン接種者の抗体価の根拠となる検査の内訳（千葉市事業） 

千葉市事業のワクチン接種助成を利用した人のうち、千葉市事業の抗体検査を受けた人は

49.2％であった。 残りの 50.8％のうち、自費検査が 10.4％、妊婦健診や他の事業の検査

を受けた人が 40.4％であった。 それぞれの男女比から、多くの女性が妊婦健診の結果を

もとにワクチン接種をしている可能性が高いことが推測された。 

 

⑥抗体接種者とワクチン接種済者 

抗体測定済者とワクチン接種済者の解析から、千葉市事業の抗体検査を受けて抗体価が基

準値以下で、MR ワクチン接種の必要があると判断された男性の約 35%が、まだワクチン

を接種できていないと推測された。同様に、国事業においても抗体価が基準値以下だった

者のうち、約 27％がまだワクチンを接種できていないと推測された。一方、抗体測定から

ワクチン接種が必要とされた女性のほとんどは、千葉市事業を利用してワクチン接種を受

けていることが明らかになった。 

 

⑦抗体検査・ワクチン接種の受診曜日の状況 

千葉市事業を利用する男性は、同じ条件の女性や、国事業を利用する男性に比べて、土曜

日を受診日として選ぶ傾向が高かった。 また、抗体検査の結果、抗体価が低くワクチン

接種対象となった場合は、もう一度医療機関を訪れる必要が生じるが、千葉市事業と国事

業の両方で、男性は土曜日を選ぶ傾向が高いことがわかった。 

 

⑧所在地別・対応医療機関数 

本事業の対象者は全て千葉市に住民票を持つ人で、千葉市事業による抗体検査及びワクチ

ン接種には千葉市医師会の協力医療機関を利用するよう周知されている。 一方、国の事

業ではどこの医療機関を利用してもよいことになっている。千葉市事業では、抗体検査で

256、ワクチン接種で 233 の医療機関が対応しており、 国事業では、抗体検査で 592、ワ

クチン接種で 289 の医療機関が対応していた。国事業では、抗体検査で 14％、ワクチン接

種で 8％の人が、千葉市外･千葉県外の医療機関を利用していることが明らかになった。男

性が医療機関を訪れる際の距離的･時間的制約の問題があると考えられた。 
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⑦抗体価とワクチン接種対象者 

 千葉市事業 

男性 

国事業 

男性 

千葉市事業 

女性 

国基準以下 22.4％ 23.7％ 16.4％ 

千葉市基準以下 34.5％ 30.2％ 32.8％ 

 

抗体測定データ解析の結果、男性のうち、国基準のワクチン接種対象者（HI 抗体価 8 倍

以下）は 22.4～23.7％、女性のうち、国基準のワクチン接種対象者（HI 抗体価 8 倍以

下）は 16.4％であった。千葉市基準（HI 抗体価 16 倍以下）とした場合、男性のうち

30.2～34.5％、女性のうち 32.8％が接種対象者となり、男女共に抗体測定実施者の約 1/3

にワクチン接種が必要なことが明らかになった。 

年代別に比較すると、国事業の対象とされる 40 歳～50 歳代男性では、検出限界値以下の

割合が他の世代に比べて高く、風疹未罹患、風しんワクチン未接種の可能性が高いことが

推測された。 

 

２）ニュースレターの作成、配布（Vol 1～6） 

研究期間中、ニュースレターを 6 回作成し、調査結果をリアルタイムにまとめ、千葉市と

千葉市医師会に配布した。 

 

3）学会発表・市民公開セミナーの実施 

第 23 回日本ワクチン学会学術集会（2019 年 11 月 30 日 東京）で本研究成果を発表し

た。また、市民公開セミナー（2019 年 12 月 22 日 千葉）において、本事業の紹介と現

状報告、事業への参加を呼びかける企画を実施した。 

 

 

５．考察 

千葉市事業を利用した対象者は、20 歳～50 歳代が大多数を占めていた。男女共に抗体測

定実施者の約 1/3 にワクチン接種が必要なことが明らかになった。抗体検査受診は男性が

多いにもかかわらず、MR ワクチン接種は女性が多く、また、千葉市事業の抗体検査に基

づく接種だけでなく、 妊婦健診の抗体検査に基づく接種が多い (可能性が高い) ことが判

明した。 

千葉市の事業、国の事業ともに、これらの事業を利用してワクチン接種を受けるために

は、最低でも医療機関を 2 回訪れる必要がある。千葉市の事業を利用して抗体検査を受け

る男性の多くは土曜日を選択していた。一方、国の事業を利用して抗体検査を受ける男性

は、土曜日だけでなく平日も選択していたが、千葉市外や千葉県外の検査機関を積極的に
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利用していることがわかった。しかし、ワクチン接種のためにもう一度医療機関を訪れる

際には、千葉市事業、国事業共に、 男性は一層土曜日を選択する傾向が強くなり、市外

や県外の医療機関も、抗体検査の時ほど利用していないことが明らかとなった。また、千

葉市事業の抗体検査を受けてワクチン接種の必要があると判断された男性の約 35%が、 

同様に、国事業においても約 27％がまだワクチンを接種できていないと推測された。以上

より、働く世代では、抗体検査を受けられたとしても、時間や距離的な制約によって、最

終的なワクチン接種までたどり着かない可能性がかなり高いと考えられた。 

 

６．政策提言 

本事業により、千葉市在住の 20 歳～50 歳代の成人の約 1/3 が風疹に対して、十分な免疫

を有していないことが明らかになった。20～30 歳の妊婦と妊娠希望女性は、妊婦健診結果

と千葉市のワクチン助成事業を利用し、効率的にワクチン接種を行っており、ワクチン接

種事業には産婦人科が積極的に関わっていた。先天性風疹症候群（CRS）予防に、最も効

果的な方法であり、現状を広報することにより、女性に対するより積極的な風疹予防対策

が進むことが期待される。ちなみに、2019 年以降、千葉市では CRS 患者はゼロとなって

いる。この点に関しても、積極的に広報する必要がある。 

一方、成人男性に対する抗体検査とワクチン接種に関しては、千葉市事業に加え、国の事

業としての MR ワクチン 5 期接種が開始されたものの、十分活用されているとは言えな

い。抗体測定に関しては、勤務先での健康診断等を利用したより積極的な体制作りが必要

である。また、成人男性は土曜日を利用し、ワクチン接種を行っているケースが多く、千

葉市医師会と連携し、より、ワクチン接種が受けやすい環境を整備していく必要がある。 

今後も継続的に傾向を分析し行政・医師会に還元することで、千葉市内の風疹排除を目指

し、CRS ゼロを維持すべきである。 


