
平成２４年度青森県麻しん排除 
計画の実施状況について 

青森県健康福祉部保健衛生課 

資料２ 



市町村の定期予防接種実施に関する情報収集等 

市町村における平成２４年度の麻しん定期予防接種実施状況について情報収集を実施し、 
集計結果は学校等に対して情報提供を行うとともに、対象者への接種勧奨を依頼した。 

 実施状況は県ホームページにも掲載済み 
 http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/health/2008-0605-2000-600.html 

接種スケジュール 

期間を定めている市町村の実施状況に 
応じて情報収集を実施し、随時更新する。 

接種状況（接種率） 

例年１２月頃に実施していた接種状況の 
把握について、４～６月分の接種状況から 
定期的な把握・評価を行う。 



平成２４年度麻しん定期予防接種実施状況（平成２４年４月２７日時点） 

 

＜接種対象者＞ 

第１期：生後１２月から２４月に至るまでの間にある者 

第２期：５歳以上７歳未満で小学校就学前１年間（４月１日から３月３１日まで）の者 

第３期：中学１年生に相当する年齢の者（平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生まれ） 

第４期：高校３年生に相当する年齢の者（平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれ） 

 

＜接種方法＞ 

個別接種（通年）000：医療機関での接種（※接種対象者であればいつでも接種を受けることができます。） 

個別接種（期間限定）：医療機関での接種（※接種期間が定められているため、期間内に接種を受けてください。） 

集団接種（００００）：学校等、医療機関以外の場所で集団を対象にした接種 

 

＜注意事項＞ 

 個別接種（期間限定）又は集団接種を行う市町村にお住まいの接種対象者について、やむを得ず期間内に接種できなか

った場合は、お住まいの市町村の予防接種担当課にお早めに御相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知していない 夏季休業前に未接種者に対して通知予定（※接種は受けられます。）

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知していない ５月下旬通知予定（※接種は受けられます。）

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 集団接種 通知済み スポカルイン黒石（4月21,28日, 5月12,19,26日, 7月26,28,31日）

第４期 集団接種 通知済み スポカルイン黒石（4月21,28日, 5月12,19,26日, 7月26,28,31日）

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（期間限定）

第２期 個別接種（期間限定） 通知済み

第３期 集団接種 通知していない 各中学校で実施（5月～7月（夏季休業前））（※5月以降通知予定）

第４期 個別接種（期間限定） 通知済み 4つの接種期間（4～6月, 夏季休業中, 冬季休業中, 3月）を設定

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

市町村名 区分 接種方法

4/6, 5/8, 6/1, 7/6, 8/3, 9/7, 10/5, 11/2, 12/7, 1/8, 2/1, 3/1

三沢市

むつ市

つがる市

青森市

五所川原市

黒石市

八戸市

弘前市

十和田市

対象者等への
個別通知

備考



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（期間限定） 1歳の誕生日後の早い時期に接種できるよう、日程を随時設定

第２期 個別接種（期間限定） 通知済み 5月16日

第３期 個別接種（期間限定） 通知済み 4月5日に実施済み（※未接種者に対しては個別に対応します。）

第４期 個別接種（期間限定） 通知済み 4月3日に実施済み（※未接種者に対しては個別に対応します。）

第１期 個別接種（期間限定） 1月21～26日

第２期 個別接種（期間限定） 通知済み 1月21～26日

第３期 個別接種（期間限定） 通知済み 5月12,19,26日

第４期 個別接種（期間限定） 通知済み 5月12,19,26日

第１期 個別接種（期間限定） 毎月、医療機関と調整の上、接種日を設定する。

第２期 個別接種（期間限定） 通知していない 6月1～15日（予定）（※日程決定後、個別通知を予定）

第３期 個別接種（期間限定） 通知していない 6月指定日及び夏季休業期間（予定）（※日程決定後、個別通知を予定）

第４期 個別接種（期間限定） 通知していない 6月～夏季休業期間（予定）（※日程決定後、個別通知を予定）

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 集団接種 通知済み 中学校の内科健診日に合わせて実施

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（期間限定） 通知済み 4月1日～6月30日

第３期 個別接種（期間限定） 通知済み 4月1日～6月30日

第４期 個別接種（期間限定） 通知済み 4月1日～6月30日

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

大鰐町

田舎館村

板柳町

鶴田町

中泊町

蓬田村

外ヶ浜町

鰺ヶ沢町

深浦町

西目屋村

藤崎町

平川市

平内町

今別町

市町村名 区分 接種方法
対象者等への

個別通知
備考



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（期間限定） 通知していない 9月（※8月に個別通知を実施）

第３期 個別接種（期間限定） 通知済み 4～6月

第４期 個別接種（期間限定） 通知済み 4～6月

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 集団接種 通知済み 5月中旬～7月初旬に町内中学校で実施（※町外中学校に通う場合は個別接種）

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（期間限定） 7月9日, 11月5日, 3月11日

第２期 集団接種 通知済み うみの子保育園（4/18）, 大間保育園（4/25）, 大間幼稚園（5/18）（※未接種者には個別対応）

第３期 個別接種（期間限定） 通知済み 4月2,3日に実施済み（※未接種者に対しては個別に対応します。）

第４期 個別接種（期間限定） 通知済み 4月2,3日に実施済み（※未接種者に対しては個別に対応します。）

第１期 個別接種（期間限定）

第２期 個別接種（期間限定） 通知済み

第３期 集団接種 通知済み 東通中学校（7月12日）

第４期 個別接種（期間限定） 通知済み 第１・２期に同じ

第１期 集団接種 随時実施

第２期 集団接種 通知済み 8月30日

第３期 集団接種 通知済み 春休み中に実施済み（※未接種者に対しては個別に対応します。）

第４期 集団接種 通知済み 春休み中に実施済み（※未接種者に対しては個別に対応します。）

第１期 個別接種（期間限定） 4月17日, 7月9日, 11月5日, 3月11日

第２期 集団接種 通知済み 4月17日に保育所で実施済み（※未接種者に対しては個別に対応します。）

第３期 集団接種 通知済み 佐井中学校（5月8日）

第４期 個別接種（期間限定） 通知済み 4月17日, 7月9日, 11月5日, 3月11日

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（期間限定） 4/18, 5/14, 6/11, 7/18, 8/1, 9/19, 10/17, 11/12, 12/10, 1/16, 2/13, 3/11

第２期 個別接種（期間限定） 通知していない 第１期に同じ（※通知時期未定）

第３期 集団接種 通知済み 川内中学校（5月15日）、五戸中学校（5月23日）、倉石中学校（5月24日）

第４期 個別接種（期間限定） 通知していない 5月14日～9月28日（※5月上旬通知予定）

第１期 個別接種（期間限定） 毎月後半の週の水曜日に実施

第２期 個別接種（期間限定） 通知済み 毎月後半の週の水曜日に実施（※原則7月までに受けてください。）

第３期 集団接種 通知済み 4月3日に保健福祉支援センターで実施済み（※未接種者には個別対応）

第４期 集団接種 通知済み 4月5日に保健福祉支援センターで実施済み（※未接種者には個別対応）

対象者等への
個別通知

備考

おいらせ町

野辺地町

市町村名 区分 接種方法

七戸町

六戸町

横浜町

東北町

六ヶ所村

五戸町

田子町

大間町

東通村

5月8,21日, 6月1,18日, 7月6,23日, 8月3,20日, 9月7,24日, 10月5,22日,
11月2,19日, 12月7,17日, 1月8,28日, 2月1,25日, 3月1,18日

風間浦村

佐井村

三戸町



 

 

 

 

 

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（期間限定） 通知済み 4～6月の指定日

第４期 個別接種（期間限定） 通知済み 4～6月の指定日

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

第１期 個別接種（通年）

第２期 個別接種（通年） 通知済み

第３期 個別接種（通年） 通知済み

第４期 個別接種（通年） 通知済み

南部町

階上町

新郷村

市町村名 区分 接種方法
対象者等への

個別通知
備考



青 保 第 １ ９ ５ 号 

平成２４年５月１日 

 

 

○総 務 学 事 課 長 

殿 

○スポーツ健康課長 

 

 

保健衛生課長    

（公印省略）    

 

 

麻しん定期予防接種対象者への接種勧奨について（依頼） 

 

 

 日本を含むＷＨＯ（世界保健機関）西太平洋地域では２０１２年を麻しん排除の目標

年としており、麻しん排除を達成するためには、麻しん含有ワクチン接種率を向上させ

る必要があります。 

本県の麻しん含有ワクチン接種率については、第１期は平成２２年度に目標の９５％

以上を初めて達成しましたが、第２期・第３期・第４期は全国平均より高いものの、依

然として９５％に届いていない状況です。 

今般、「平成２４年度青森県麻しん排除計画」に基づく積極的な感受性者対策の一環

として、県内市町村における今年度の麻しん定期予防接種の実施状況を取りまとめまし

たので、貴課が所管する学校等に対して情報提供していただくとともに、対象者への接

種勧奨を依頼してくださるようお願いします。 

また、学校における麻しん対策の重要性について、別添のとおり説明資料を作成しま

したので、学校等に対する周知方よろしくお願いします。 

なお、市町村予防接種担当課に対しては、別途依頼していることを申し添えます。 

 

 

＜添付資料＞ 

・平成２４年度麻しん定期予防接種実施状況（※平成２４年４月２７日時点） 

・市町村予防接種担当課一覧 

・説明資料「学校における麻しん対策の重要性について」 

 

 

 

担当：保健衛生課         

健康危機対策グループ 西村 

（内線６２６９）     

○写  



青 保 第 １ ９ ５ 号 

平成２４年５月１日 

 

 

各市町村予防接種担当課長 殿 

 

 

青森県健康福祉部保健衛生課長    

（公印省略）        

 

 

麻しん定期予防接種対象者への接種勧奨について（依頼） 

 

 

 青森県麻しん排除計画の円滑な推進につきましては、日頃から御協力を賜り感謝申し

上げます。 

さて、今年度の麻しん定期予防接種の実施状況については、平成２４年４月１２日付

け事務連絡「平成２４年度の麻しん定期予防接種の実施に関する情報収集について」で

依頼したところですが、今般、別添写しのとおり庁内関係課を通じて学校等教育機関に

情報提供するとともに、対象者への接種勧奨を依頼しました。 

つきましては、貴課におかれましても、学校等教育機関及び保育所担当課と連携の上、

引き続き対応方よろしくお願いします。 

また、平成２４年３月９日付け青保第 1220 号「麻しんの予防接種の接種率向上に向

けた取組の徹底について」で依頼したとおり、貴市町村が実施する予防接種事業の見直

しを必要に応じて行うとともに、接種率向上に向けた取組を再度徹底してくださるよう

併せてお願いします。 

 

 

 

 

 

担当：青森県健康福祉部保健衛生課 

健康危機対策グループ 西村 

TEL 017-734-9215      

FAX 017-734-8047     

○写  



ラジオ広報 （ＲＡＢ、ＦＭ青森） 

平成２４年度実績 ４回 （４月、５月、６月、７月） 

インターネット広報 
「メルマガあおもり」 

（６月、７月） リーフレット作成・配布 

県民への周知 

テレビ広報 



青森県麻しん対策研修会の開催 
＜日時＞ 
 平成２４年２月１０日（金） 午後１時３０分～３時３０分 
 

＜場所＞ 
 青森県総合社会教育センター大研修室 （青森市大字荒川字藤戸119-7） 
 

＜内容＞ 
  ○ 麻しん対策の最近の動向について 
  ○   国立感染症研究所感染症情報センター 
  ○      
 

  ○ 県の麻しん対策について 
  ○   県保健衛生課 
 

  ○ 学校における接種率向上に向けた取組事例の紹介 
  ○   八戸北高等学校 
  ○   弘前中央高等学校 
  ○   南部工業高等学校 
 

＜出席者数＞ 
 １６８施設 １８５名 

施設数 人数 

市町村（予防接種担当課等） 35 42 

市町村立学校 9 9 

県立学校（高校・特別支援学校） 71 71 

私立学校（幼稚園～高校） 3 3 

国立学校（弘大・八戸高専） 2 2 

施設数 人数 

保育所・保育園 34 38 

市町村教育委員会 1 1 

教育事務所 1 1 

医療機関等 4 5 

県関係機関 8 13 

本年秋に開催予定 



年次※ 
患者報告数 

青森県 全国 

2008年(H20)※ ６３ 人 １１，０１５ 人 

2009年(H21)※ １１ 人 ００、７３２ 人 

2010年(H22)※ ０７ 人 ００、４５５ 人 

2011年(H23)※ ００ 人 ００、４３４ 人 

2012年(H24)※ ００ 人 ００、１４７ 人 

※ 平成２４年６月２２日時点の速報値 

麻しん発生動向の把握及び評価 

＜参考＞ 麻しん排除に向けた進捗状況を評価するときの指標 

＜参考＞→ 人口１００万人当たり１例未満の麻しん確定例 
（WHO,  WER 85: 490-495, 2010）http://www.who.int/wer/2010/wer8549.pdf 



報告 
ゼロ 

引用：平成24年3月16日第９回麻しん対策推進会議資料（一部加工） 



都道府県別人口百万対麻しん報告数 

（感染症発生動向調査 2012年6月13日現在） 

2012年（n=142） 
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2010年累積報告数 

2011年累積報告数 

2012年累積報告数 

（感染症発生動向調査 2012年6月22日現在） 

2010年 ｎ＝455 
2011年 ｎ＝434 
2012年 ｎ＝147 

累
積
報
告
数 

（週） 

麻しんの週別および累積報告数（2010-2012年） 



● 麻しん（検査診断例）として届出のあった症例の大部分は、民間の検査機関で実施された「ＩｇＭ抗体検査」の結果に 
 よるもの。 
 

● しかし、麻しんの「ＩｇＭ抗体検査」は、麻しんの発症初期には陰性となることがあり、逆に、麻しん以外の発疹性ウイ 
 ルス疾患（伝染性紅斑や突発性発しん等）に罹患している場合にも陽性となることが知られている。 
● そのため、麻しんの「ＩｇＭ抗体検査」が陽性であって、麻しん患者と診断された者の中には、真の麻しん患者ではな 
 い症例が混在していると考えられる。 
 

● 一方、遺伝子検査（RT-PCR法）による検査方法は、特に麻しんの発症初期には診断率が高く、麻しんの患者を正確 
 に把握するためには、精度の高い遺伝子検査（RT-PCR法）による検査方法を実施する必要がある。 

ＰＣＲ検査の必要性 

ＰＣＲ検査結果（2011年） 

検査実施数：２４例 
 （内訳）確定例（※届出基準を満たすもの）ooo：１２／１３例 
 （内訳）疑い例（※届出基準を満たさないもの）：１２／１２例 
 （内訳）合い計：２４／２５例 

検査結果 

 全て陰性 

疫学調査結果等を含め 

“真の麻しん”であるか 

どうか判断 

真の麻しん患者ではない症例 

＜症例１＞ ４０歳男性 
麻しんIgM抗体（＋） PCR：麻しん（－）、ﾊﾟﾙﾎﾞｳｲﾙｽB19（＋） 

＜症例２＞ １歳女子 
麻しんIgM抗体（＋） PCR：麻しん（－）、HHV-7（＋） 

伝染性 
紅斑 

突発性 
発疹 

麻しんの検査診断について 



麻しんＰＣＲ検査結果（2012年） 

検査月 区分 年齢 
ワクチン 
接種歴 

麻しんＰＣＲ 麻しん 
ＩｇＭ 

疫学的 
リンク 血液 咽頭ぬぐい液 尿 

１月 疑い例 ９ヶ月 なし 未実施 （－） 未実施 未実施 不明 

２月 確定例 ９ヶ月 なし （－） （－） 未実施 1.07 不明 

３月 疑い例 ５歳 あり （－） （－） （－） 未実施 不明 

４月 疑い例 ３歳 あり （－） （－） 未実施 0.13 不明 

４月 確定例 １歳 あり 未実施 （－） （－） 1.67 不明 

５月 疑い例 ２２歳 あり （－） （－） （－） 陰性 不明 

６月 疑い例 ３４歳 不明 （－） （－） （－） 1.62 不明 

６月 疑い例 ３歳 あり （－） （－） （－） 1.85 不明 

注）１ 平成２４年６月２２日時点 

注）２ 確定例：届出基準を満たすもの、疑い例：届出基準を満たさないが麻しん感染が疑われるもの 

注）３ （－）：陰性 

注）４ 麻しんIgM抗体検査キット（デンカ生研(株)）による判定基準 → 陽性：IgM>1.20 陰性：IgM<0.80 判定保留：0.80≦IgM≦1.20  



麻しんウイルス分離・検出状況 



海外からの 
持ち込み 

国内感染例 
からも検出 



海外由来型の国内定着を防ぐためには・・・ 

（http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/outbreak-notice/measles.htm） 

予防接種の徹底 



風しん患者の増加について 

（感染症発生動向調査 2012年4月18日現在） 
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2011年累積報告数 

2012年累積報告数 

（感染症発生動向調査 2012年6月22日現在） 

2011年 ｎ＝374 
2012年 ｎ＝393 

累
積
報
告
数 

（週） 

風しんの週別および累積報告数（2011-2012年） 



先天性風しん症候群の報告（1999-2012年） 

（感染症発生動向調査 2012年4月18日現在） 

妊娠初期の女性が風しんにかかると、胎児が 
風しんウイルスに感染し、難聴、心疾患、白内障、 
そして精神や身体の発達の遅れ等の障がいを 
もった赤ちゃんがうまれる可能性があります。  
 

また、2011年には夫から感染したと思われる 
妊婦の風しん症例が複数報告されています。 
 

麻しんワクチンと混合した麻しん・風しん 
混合（ＭＲ）ワクチン接種の徹底 
 


