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 衛生研究所、高幡保健所は住民の皆さんと

一緒に、麻疹および麻疹ワクチンに対する理

解を深め、進んで予防接種を受けられる環境

を整えることを目的として、この課題に取り

組んでいます。（写真は梼原町のお母さん達

とのグル－プ・インタビュ－の様子） 

みんなで麻疹から子供を守ろう（ワクチン接種をしましょう）   

  麻疹の現状 

 麻疹はウイルス感染後10～12日の潜伏期のあと発熱、

全身倦怠感に引き続いて結膜炎などかぜ症状が起こり

ます。同時に口の中に斑点（コプリック斑）ができ続

いて全身に発疹が出現します。時には肺炎や脳炎を起

こし死に至る場合もあります。 

 麻疹ウイルスは感染力が強く、全世界では4500万人

が罹患し、100万人の小児が死亡していると言われて

います。日本でもいまだに数百から数千人規模の散発

的流行を繰り返し、毎年10人前後が死亡していますが、

罹患者、死亡者の大部分は小児が占めています。 

 高知県においても2000年4月から2001年6月にかけて

全県に及ぶ大規模な流行が見られ定点（31医療機関）

からの報告だけでも2,448人の患者が発生しました。

麻疹による死者はみられませんでしたが、小児を中心

とする多くの人々が感染し苦しみました。今回の流行

の原因はワクチン接種率の低さと免疫力の低下からき

たと思われます。    

 我々は今一度ワクチン接種の重要性を認識し、接種

率を向上させ、麻疹の流行のない環境をつくり、子供

達を麻疹禍から守らなければならないと考えています。 

グル－プ・インタビュ－による市町
村における麻疹ワクチン接種のある
べき環境づくりの試み   

ワクチン接種と子育て環境 

 ワクチン接種は麻疹から子供を守るための重要

な手段でありますが、高知県および全国の接種率

は70％前後と低く、麻疹の流行を防ぐためには

95％以上の接種率が必要とされており、母親だけ

でなく住民全体が予防接種の重要性を認識する必

要があると思われます。 

 我々は今麻疹ワクチン接種のあるべき環境づく

りの試みについて取り組み中でありますが、母親

からの意見では「麻疹とは」、「副作用につい

て」、「なぜ、予防接種をするのか」等の情報を

もっと知りたい。とか「父親、祖父母、職場の人

など周囲の人たちのサポ－トが欲しい」、「子供

の体調の良い時に安心して受けたい」等多くの意

見が出ています。これらの意見を集約し、社会全

体が進んでワクチン接種を受けられる環境となる

ような方向での政策提言を行いたいと考えていま

す。外国ではワクチン接種を受けたくても受けら

れず死んでいく子供達がたくさんいます。しか

し、日本の場合、安価でワクチン接種を受ける体

制があります。子供を予防できる病気から守り、

健やかに伸び伸びと生きていけるようみんなでサ

ポ－トしましょう。 
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 深海すなわち陸棚外縁部以深にある海水

を海洋深層水と総称しています。陸棚外縁

部はおおむね水深200～300mにあります。 
 
室戸沖で取水される深層水のルーツは“北太

平洋深層流”と呼ばれるものなのだそうです。 
この北太平洋深層流は、アラスカ近辺で生ま

れ、オホーツクから南西方向に潜り込んで、東経
130度、北緯20度、水深2000mあたりで反転し北上
して“北太平洋中層流”と呼ばれる流れになる
とされています。この北太平洋中層流の一部が
室戸岬の南西側に湧昇しているのです。室戸海
洋深層水はこの湧昇流を水深300～400mで汲み
上げたものです。（出典：高知県海洋深層水研究所） 

 高知県では、平成10年度から12年度までの３年間、
官学産で｢室戸海洋深層水の特性把握及び機能解明｣
について調査研究を行いましたが、その中で、衛生
研究所では、｢環境汚染物質に係わる清浄性の評価｣
をテーマに、深層水及び表層水中の下痢原性細菌、
ウイルスの検索及び農薬、ＰＣＢ等の環境汚染物質
（環境ホルモンといわれる化学物質）について微量
分析を行い、深層水の清浄特性を解明しました。 

室戸海洋深層水の特性把握及び機能解明 

（環境汚染物質に係わる清浄性の評価） 

海洋深層水の定義と説明 海洋深層水の特性 

表層水

深層水

深層水・表層水の分析試料の採取箇所 

出典：高知県海洋深層水研究所 

環境汚染物質に係わる清浄性の評価 

 環境ホルモン（内分泌かく乱化学物質）とは 
 
 環境庁が1998年５月に策定した「環境ホルモン戦略計
画SPEED'98」では、“動物の生体内に取り込まれた場合
に、本来、その生体内で営まれている正常ホルモンの作
用に影響を与える外因性の物質”とし、疑われる化学物
質として67物質をあげています。 
 本来のホルモンは、私たちの身体の中で男女の違いを
形作ったり、健康を維持する上で重要な働きをしている
ため、「環境ホルモン」による健康への影響が心配されて
います。 

環境汚染化学物質
（環境ホルモン） 

 
環境放射能 

細 菌 
ウイルス 

微生物学的検査 理化学的検査 

清浄性及び安全性の評価 

出典：高知県海洋深層水研究所 

　海洋深層水は水圧30気圧下で長い年月をかけて形成された海水で
すので、性質が安定しています。

熱成性

　海水には必須微量元素や様々なミネラルがバランスよく含まれ、海洋
深層水特有の溶存状態にある元素も明らかにされつつあります。

ミネラル特性

　陸水由来の大腸菌や一般細菌に汚染されていません。また、海洋性
細菌数も表層の海水に比べて非常に少ないうえ、陸水や大気からの化
学物質による汚染に晒される機会も少なく、この点でも清浄といえます。

清浄性

　海の生産力の基本である窒素やリン、ケイ酸などの無機栄養塩に富
み、室戸岬沿岸の表層水と比較して 10から30倍の濃度があります。

富栄養性

　取水口付近の水温は年間を通して約9.5℃で安定しています。汲み上
げた段階で11から12℃です。室戸岬沿岸の表層水は16から28℃の範
囲で変動します。

低温安定性

特　　　　　　　　性　　　　キーワード
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病原細菌、ウイルスの検査 
下痢原性の病原細菌やウイルスによる汚染がないかを
検査しました。 

 室戸海洋深層水について検査した結果、
清浄性や安全性が確認されました。  
・ 病原細菌及びウイルス（２６種）によ
る汚染は認められませんでした。 
・ 環境放射能（１５種）による汚染は認
められませんでした。 
・ 環境汚染化学物質（６５種）による汚
染は認められませんでした。 

定量下限以下定量下限以下農薬類（１９種）

環境汚染

化学物質

理化学的
検　　　査 定量下限以下定量下限以下フェノール類 (１０種)

微生物学的検査

検査区分 表層水深層水検査項目

定量下限以下定量下限以下有機塩素系化合物(２５種)

定量下限以下定量下限以下芳香族炭化水素類（１１種）

定量下限以下定量下限以下γ線核種（１５種）放射能

陰　性陰　性ウイルス ( ４種）

陰　性陰　性細　菌（２２種）

定量下限以下定量下限以下農薬類（１９種）

環境汚染

化学物質

理化学的
検　　　査 定量下限以下定量下限以下フェノール類 (１０種)

微生物学的検査

検査区分 表層水深層水検査項目

定量下限以下定量下限以下有機塩素系化合物(２５種)

定量下限以下定量下限以下芳香族炭化水素類（１１種）

定量下限以下定量下限以下γ線核種（１５種）放射能

陰　性陰　性ウイルス ( ４種）

陰　性陰　性細　菌（２２種）

（注）40Ｋ核種は検出されていますが、天然放射線であり、深層水と表層水に数値の差はありません。 

　１０
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA、ｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ類
ｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ類

フェノール類

　１１ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ、ほか芳香族炭化水素類

物質数物質名分　類

　１９2,4ｰＤ、ｼﾏｼ゙ﾝ、ほか農薬類

　２５
ＰＣＢ、ＨＣＨ、ＤＤＴ、

ｸﾛﾙﾃﾞﾝ、ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ、ほか
有機塩素系化合物

　１０
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA、ｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ類
ｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ類

フェノール類

　１１ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ、ほか芳香族炭化水素類

物質数物質名分　類

　１９2,4ｰＤ、ｼﾏｼ゙ﾝ、ほか農薬類

　２５
ＰＣＢ、ＨＣＨ、ＤＤＴ、

ｸﾛﾙﾃﾞﾝ、ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ、ほか
有機塩素系化合物

環境汚染化学物質の測定 
環境ホルモンによる汚染がないかを検査しました。 

核実験、原子炉

宇宙線、大気、地殻

発生源

60Ｃｏ、134Ｃｓほか

７Ｂｅ、40Ｋほか

項　目 種類核　種

　７種人工放射性核種

　８種天然放射性核種

核実験、原子炉

宇宙線、大気、地殻

発生源

60Ｃｏ、134Ｃｓほか

７Ｂｅ、40Ｋほか

項　目 種類核　種

　７種人工放射性核種

　８種天然放射性核種

環境放射能の測定 
放射能による汚染がないかを検査しました。 

　ＳＲＳＶ
　エンテロウィルス
　ロタウィルス
　アデノウィルス

　赤痢菌，下痢原性大腸菌，ウエルシュ菌，
　エルシニア エンテロコリチカ，ボツリヌス菌，
　サルモネラ(チフス菌，パラチフスＡ菌，
　　　　　　　　　その他のサルモネラ），
　カンピロバクター (ジェジュニ，コリ），黄色ブドウ球菌，
　セレウス菌、ビブリオ属（コレラ菌，腸炎ビブリオ，ＮＡＧビブ
　　　　　　　　　　　リオ，ミミクス，フルビアリス，ファーニシ），　
　エロモナス(ヒドロフィラ,ソブ　リア,キャビエ）、
　プレジオモナスシゲロイデス

　病原ウイルス　　　　　　　　　　病 原 細 菌

　ＳＲＳＶ
　エンテロウィルス
　ロタウィルス
　アデノウィルス

　赤痢菌，下痢原性大腸菌，ウエルシュ菌，
　エルシニア エンテロコリチカ，ボツリヌス菌，
　サルモネラ(チフス菌，パラチフスＡ菌，
　　　　　　　　　その他のサルモネラ），
　カンピロバクター (ジェジュニ，コリ），黄色ブドウ球菌，
　セレウス菌、ビブリオ属（コレラ菌，腸炎ビブリオ，ＮＡＧビブ
　　　　　　　　　　　リオ，ミミクス，フルビアリス，ファーニシ），　
　エロモナス(ヒドロフィラ,ソブ　リア,キャビエ）、
　プレジオモナスシゲロイデス

　病原ウイルス　　　　　　　　　　病 原 細 菌

微生物学的検査 

理化学的検査 

室戸海洋深層水の清浄性・安全性は！ 

PCB（ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ）とは 
 塩素を含む有機化学物質の一
種で、209種類の異性体からなる
化学物質群の総称。 化学的に安
定で絶縁性が高いことから、トラン
ス等の絶縁油、感圧複写紙等に
使用されていたが、その毒性が問
題となり、昭和49年に、製造、輸
入、使用が原則禁止されました。 

ビスフェノールAとは 
 ポリカーボネート樹
脂、エポキシ樹脂の原
料が主用途で、硬度、
透明性が高く、食器、Ｃ
Ｄ、ＯＡ機器等に使用さ
れ、エポキシ樹脂は、缶
詰の内部コーティングな
どに使用されています。 

SRSVとは 
 SRSVとは、非細菌性急性胃腸
炎の原因となるウイルスで、電子
顕微鏡による観察で小さい球形
の構造をしていることから、我が
国では「小型球形ウイルス」とよ
ばれています。 このウイルスは、
カキなどの食品や飲料水を介して
感染し、食中毒は冬季（特に１１
月～３月）によく発生しています。  

研究担当部：生活科学部、保健科学部 

下痢症を起こすウイルス  
 ヒトに感染して下痢、嘔吐を主
徴とする症状を引き起こす主な
病因ウイルスとして、ロタウイル
ス、アデノウイルス等があり、こ
れら病原ウイルスは世界中に
広く分布し、先進国、発展途上
国を問わず、乳幼児、小児を中
心に年間数百万人から数千万
人の患者が発生しています。 

 大腸菌には 

 大腸菌は人や動物の腸管内や、食品や水など自然界に広く分布
し、人の糞便の中には大腸菌が１ｇあたり１０万から１億個もいます
が、一般的に人の腸内にいる大腸菌のほとんどは無害です。ところ
が、中には人に対して下痢や腸炎を起こす病原性をもつ大腸菌があ
り、これらを総称して「病原性大腸菌」と呼んでおり、この中でＯ-１５
７はベロ毒素を産生し、人の生命を脅かす細菌で腸管出血性大腸菌
と呼んでいます。 
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 風疹は「３日ばしか」ともいわれ、発熱、発疹そしてリンパ腺が腫れることが特徴で、そのほとんど

は、軽く自然に回復します。しかし妊娠前半期に初めて風疹に感染すると心臓、視力、聴力、知能発達

などに障害（先天性風疹症候群と言います）を持った子供が生まれてくる危険性が高くなります。 

 風疹の感染を防ぐには、風疹ワクチン接種が最も有効な予防方法です。風疹ワクチンは個人個人の風

疹予防はもちろんですが、社会全体の風疹発生を抑え、先天性風疹症候群を防ぐことが大きな目的で

す。特に女性は妊娠するまでにワクチン接種による風疹の免疫力（ウイルスや細菌が体内に入ってきた

時、排除しようとする力）を獲得することが必要です。                                                      

風疹ワクチン接種の必要な理由は？ 

風疹ワクチン接種はおすみですか？ 

風疹免疫獲得およびワクチン接種の状況は！ 

ワクチン接種の対象者 

 衛生研究所では風疹の流行を予防する為に、医療機関や県民

の方々のご協力を頂き、風疹の免疫獲得検査、ワクチン接種状

況、流行状況などの調査を行っています。 

 現在、日本の年間風疹患者は推定２万人で推移しており、自

然に免疫を獲得する機会が少ない状況です。高知県では1歳～7

歳6ヶ月未満のワクチン接種対象年齢のワクチン接種率は女子

43.5％、男子50.0％と低く、未接種者は自然免疫を獲得できな

いまま成人となるおそれがあります。 

 このままで推移すると免疫獲得率は大きく低下し、風疹が再

び流行した場合、出産適齢期の女性に感染し、先天性風疹症候

群児の出生が心配されます。未接種者は接種を行うようにしま

しょう。 

ワクチン接種の副作用 ワクチン接種後１０日前後に３８度ぐらいの発熱やわずかな発疹が数％ぐ
らいにみられますが、一時的で自然に回復します。 

法定接種対象者：生後１歳～７歳６ヶ月未満までに１回接種 
 （公費負担）    １４歳～２２歳未満で未接種者(2003年9月まで経過措置) 
法定接種以外の者：妊娠前の女性で風疹未感染およびワクチン未接種者 
 （自己負担）   (但し、接種後２ヶ月間は避妊の必要あり)   

風疹の流行と先天性風疹症候群児出生数の関連（全国）             

年齢別風疹免疫獲得率とワクチン接種率 
(高知県１３年度調査、検査件数405) 
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