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感染症の流行を未然に防ぐためには適切な予防対策
を実施しなければならない｡ それには正確な情報を得
ることが重要であり､ 国は毎年､ 感染症流行予測調査
事業を行っている｡
2014年度､ 高知県では､ 感染症流行予測調査事業の
対象疾患のうち､ インフルエンザ､ 麻しん､ 風しん､
日本脳炎について､ 地域集団の感受性や感染源等の調
査を行ったので､ 結果について報告する｡
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１. 対 象
１� ヒ ト
インフルエンザ､ 麻しん､ 風しんの感受性調査は､
書類で同意を得た､ 高知県内の407名 (男性216名､ 女
性191名) から採血した血清を用いた｡
２� ブ タ
日本脳炎の感染源調査は､ 高知県食肉衛生検査所に
協力を得て､ 2014年６月～９月に採血した県内産豚
(生後６ヶ月) 90頭の血清を用いた｡
また､ 新型インフルエンザウイルスの出現監視を目
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高知県における感染症流行予測調査
－２０１４年－

依光 昇子・谷脇 妙・戸梶 彰彦・松本 道明・岡林 康夫・安藤 徹＊１)
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【要旨】 2014年の感染症流行予測調査では､ インフルエンザ､ 麻しん､ 風しん､ 日本脳炎を対象疾患として行っ
た｡ その結果､ 下記のとおり若干の知見を得たので報告する｡
１. インフルエンザについては､ 感染を防御できると考えられている抗体保有率 (HI抗体価40倍以上) の
全年齢群平均はＡ型 (H1N1) 72.0％､ Ａ型 (H3N2) 73.5％､ Ｂ型 (山形系統) 65.4％､ Ｂ型 (ビクト
リア系統) 52.3％であった｡ また､ 高知県のブタには新型インフルエンザウイルスの侵入の形跡は見ら
れなかった｡
２. 麻しんについては､ 抗体陽性である16倍以上の抗体保有率は全体で92.9％で､ 感染を防御できると考
えられている128倍以上の抗体保有率は全体で89.2％であった｡
３. 風しんについては､ 抗体陽性である８倍以上の抗体保有率は男性88.9％､ 女性89.0％､ 全体では88.9
％で､ 感染を防御できると考えられている32倍以上の抗体保有率は男性82.9％､ 女性87.4％､ 全体で
85.0％であった｡
４. 日本脳炎については､ ６月下旬に抗体価が陽性となり､ ７月下旬に日本脳炎汚染地区の判定基準を満
たしたため､ 注意報を発令した｡

��/0����：感染症流行予測調査､ インフルエンザ､ 麻しん､ 風しん､ 日本脳炎
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*１) 食品・衛生課



的とした感染源調査は､ 高知市食肉衛生検査所に協力
を得て､ 2014年６月から翌年３月にかけて採取した県
内産豚 (生後６ヶ月) 100頭の鼻腔ぬぐい液を用いた｡

２. 方 法
ヒトについてはインフルエンザ､ 麻しん､ 風しんの
感受性調査､ ブタについては日本脳炎感受性調査およ
び新型インフルエンザウイルスの出現監視を目的とし
たMDCK細胞を用いたウイルス分離を行って感染源調査
を行った｡ 検査方法は､ 感染症流行予測調査事業検査
術式１)に従った｡
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１. インフルエンザ
１� インフルエンザの感受性調査 (ヒト)
表１～４､ 図１, ２に示すとおり､ インフルエンザ
流行シーズン前の抗体保有状況を調査した結果､ 感染
を防御できると考えられている抗体の保有率 (有効防
御免疫の指標とみなされるHI抗体価40倍以上) の全年
齢群平均は
A/California/7/2009pdmm [A(H1N1)pdm09亜型] 72.0％
A/New York/39/20122 [A(H3N2)亜型] 73.5％
B/Massachusetts/2/20122 [B型(山形系統)] 65.4％
B/Brisbane/60/2008 [B型(ビクトリア系統)]52.3％
であった (強調文字はワクチン株)｡
A/California/7/2009 (H1N1) pdm09の抗体保有率
は､ ５～39歳の各年齢群で60％以上と高かった｡ また､

40～60代以降の各年齢群における抗体保有率 (43.3～
56.5％) は半数程度で､ ０～４歳群 (12.0％) が最も
保有率が低かった｡ 全体での保有率 (72.0％) は昨年
度 (58.6％) に比べ高かった｡
A/New York/39/2012 (H3N2) に対する全体の抗体
保有率は73.5％とA(H1N1)pdm09亜型と同等であった｡
年齢群別の抗体保有率は､ ５～59歳の各年齢群で67.4
～100％と高かった｡ ０～４歳群 (12.0％) が最も低
かった｡
B/Massachusetts/02/2012 (山形系統) の抗体保有
率は､ 10～39歳の各年齢群で71.8％～93.3％と高く､
５～９歳群および40～49歳群では50.0％～54.3％と半
数程度だった｡ 50歳以降の各年齢群は26.7～27.6％と
保有率が低く､ ０～４歳の年齢群は抗体を保有してい
なかった｡ 全体での抗体保有率 (65.4％) は､ 昨年度
(45.7％) に比べ高かった｡
B/Brisbane/60/2008 (ビクトリア系統) の抗体保
有率は､ ５～14歳の各年齢群と30～49歳の各年齢群で
64.1％～93.3％と高く､ 15～29歳の各年齢群と50～59
歳群の抗体保有率は44.1％～46.7％で半数程度であっ
た｡ 60歳以降の年齢群では20.7％とやや低く､ ０～４
歳の年齢群は抗体を保有していなかった｡ 全体での抗
体保有率 (52.3％) は､ 昨年度 (40.3％) に比べ高
かったが､ 調査株中最も低かった｡
２� 新型インフルエンザ (ブタ)
100頭の鼻腔ぬぐい液について､ 培養細胞によるウ
イルス分離を行ったが全て陰性であった｡
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表１ インフルエンザ年齢区分別抗体保有状況 A/California/7/2009 [A(H1N1)pdm09亜型]

表２ インフルエンザ年齢区分別抗体保有状況 A/New York/39/2012 [A(H3N2)亜型]
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２. 麻しん (ヒト)
表５にゼラチン粒子凝集法 (PA法) による年齢区分
別麻しん抗体価と麻しんワクチン接種率を示した｡ 抗
体陽性である16倍以上の抗体保有率は全体で92.9％､
感染を防御できると考えられている128倍以上の抗体
保有率は全体で89.2％であった｡ 年齢区分別でみると､

１歳以下を除いて､ 概ね90％以上となったが35～39歳
が82.1％とやや低くなっていた｡
麻しんワクチンの接種履歴があると回答したのは
69.1％であった｡ なお､ 表５に示したワクチン接種率
は､ 接種履歴不明の集団は除いた値である｡
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表３ インフルエンザ年齢区分別抗体保有状況 B/Massachusetts/2/2012 [Ｂ型 (山形系統)]

表４ インフルエンザ年齢区分別抗体保有状況 B/Brisbane/60/2008 [Ｂ型 (ビクトリア系統)]

図１ インフルエンザ年齢区分別 Ａ型HI抗体保有率 (40倍＜) 図２ インフルエンザ年齢区分別 Ｂ型HI抗体保有率 (40倍＜)
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３. 風しん (ヒト)
表６に赤血球凝集抑制試験 (HI試験) による年齢区
分別風しん抗体価とワクチン接種率を示した｡ 抗体陽
性である８倍以上の抗体保有率は男性88.9％､ 女性
89.0％､ 全体では88.9％であった｡ 感染を防御できる
と考えられる32倍以上の抗体保有率は男性82.9％､ 女
性87.4％､ 全体では85.0％であり昨年度 (91.9％) を
下回ったが､ 過去数年でみると例年通りであった｡ 年
齢区分別でみると概ね80％以上の抗体保有率であった
が､ 10～14歳の男性が72.2％と低かった｡ なお､ 男女
間での差はみられなかった｡ 風しんのワクチン接種率
は､ 66.8％であった｡ 特に25～29歳男性においては､
接種率が58.3％と特に低かった｡ 麻しんと同様に接種
履歴不明と回答した集団を除いた値である｡

４. 日本脳炎 (ブタ)
日本脳炎ウイルス汚染の指標として飼育ブタのHI抗
体保有率と新鮮感染抗体の出現を追跡した｡ 表７のと
おり６月～９月まで９回調査を行った結果､ ６月24日
採血の血清で抗体陽性となり､ ７月29日採血の血清で
日本脳炎汚染地区の判定基準を満たした｡
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表５ 麻しんＰＡ抗体価

図３ 麻しんPA抗体価

表６ 風しんHI抗体価

図４ 風しんHI抗体価
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１. インフルエンザ
今回の調査では､ インフルエンザワクチンの有効性
があると言われる70％以上の保有率 (EMEA評価基準)
をＡ型のワクチン株であるA(H1N1)pdm09亜型とA(H3N2)
亜型が超えていたが､ Ｂ型のワクチン株であるＢ型
(山形系統) とＢ型 (ビクトリア系統) は保有率70％
に満たなかった｡ Ａ型の調査株については､ ５～39歳
の各年齢群で高い傾向がみられ､ Ｂ型の調査株につい
ては､ 山形系統では10～29歳の各年齢群で高い傾向が
みられ､ ビクトリア系統では､ 10～14歳群と40代群の
年齢群で高い傾向がみられた｡ また､ ０～４歳群は､
いずれの調査株に対しても､ 20％未満の低い抗体保有
率だった｡
2014/15シーズンの全国における流行は､ ２シーズ
ンぶりにAH3亜型が主流であった｡
2015年第８週 (2/16～2/22) からはＢ型の検出割合
が増加し､ ビクトリア系統と山形系統のうち､ 過去３
シーズン続けて山形系統が多く検出された｡ 前シーズ
ンはＢ型が比較的早くから検出されたが､ 今シーズン
のＢ型の増加は例年通りか､ 若干遅めからだった｡３)

高知県でも､ 今シーズンは､ 例年よりも早く流行し
始め､ 大半はAH3型 (76.7％) であった｡ 今後も､ 各
インフルエンザウイルスの発生動向に注意して､ 抗体
保有調査を行っていく必要がある｡
また､ ブタにおける新型インフルエンザ感染源調査
を行った結果､ 高知県のブタには新型ウイルスの侵入
の形跡は見られなかった｡ しかし､ 今後も継続的な調
査に基づく､ 新型ウイルスに対する監視､ 警戒が必要
である｡

２. 麻しん
今回の調査では感染を防御できると考えられている
128倍以上の抗体保有率は全体で89.2％だった｡ これ

は､ 昨年度(90.3％)とほぼ同じ保有率ではあるものの
下回っていた｡
国は平成27年度までに麻しんの排除を達成し､ 世界
保健機関による麻しんの排除の認定を受けることを
目標としてきたが､ 2015 (平成27) 年３月､ 麻しんの
排除状態にあることがWHO西太平洋事務局より認定さ
れた｡
これを受け､ 麻しんの排除状態を維持するために､
高知県でも予防接種率の向上や積極的な麻しん対策の
推進により､ 抗体保有率の維持が鍵となる｡ 麻しんと
その予防に関する適切な情報提供を行うためにも､ 今
後も疫学的調査の実施が重要である｡

３. 風しん
風しんの感染を防御できると考えられる32倍以上の
抗体保有率は男性82.9％､ 女性87.4％､ 全体では85.0
％であり昨年度を下回ったが､ 年齢区分別でみると概
ね80％以上の抗体保有率であった｡ 10～14歳の男性が
他の年齢層よりも低かった｡
全国では､ 30代後半～50代前半の年齢群の男性が女
性に比べ抗体保有率が低い｡ 高知県でも同様に､ 25～
29歳で接種率が低い傾向がみられた｡
国では､ 2014 (平成26) 年度３月に ｢風しんに関す
る特定感染症予防指針｣ を策定し､ 早期の先天性風し
ん症候群 (CRS) の発生をなくすとともに､ 2020 (平
成32) 年までに風しんの排除を達成することを目標に
掲げている｡ そのため､ 抗体検査や予防接種の推奨を
行い､ 男女どちらも対象にCRSのリスクの啓発や事前
の予防対策が重要と考える｡

４. 日本脳炎
日本脳炎ウイルス浸淫の指標として飼育ブタのHI抗
体保有率と新鮮感染抗体の出現を追跡しているが､ ブ
タはヒトよりも日本脳炎ウイルスに対する感受性が高
く､ しかも食用に６～８カ月齢でと殺される｡ このた
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表７ ブタの日本脳炎ウイルス抗体価

10 10 20 40 80 160 320 640
2014/6/24 10 9 1 0 0 0 0 0 0 10%
2014/7/8 10 8 0 0 0 1 1 0 0 20%
2014/7/15 10 0 0 0 0 0 0 2 8 100%
2014/7/29 10 0 0 0 0 0 0 2 8 100%
2014/8/5 10 0 0 0 0 0 0 1 9 100%
2014/8/12 10 0 0 0 0 0 0 4 6 100%
2014/8/26 10 0 0 0 0 1 1 6 2 100%
2014/9/2 10 0 0 0 0 0 5 4 1 100%
2014/9/16 10 0 0 0 0 1 2 4 3 100%

90 17 1 0 0 3 9 23 37

HI Hi



め､ 前年の日本脳炎流行期に感染を受けていない免疫
のない若いブタが毎年日本脳炎ウイルスに感染し､ 増
幅動物となっている｡
今回の調査では､ ６月下旬からHI抗体価陽性で､ ７
月下旬に新鮮感染抗体 (IgM抗体) 陽性ブタが確認さ
れた｡ 年によって抗体が陽性になる時期が異なってい
るが､ 毎年陽性となっている｡
現在では､ 日本脳炎ワクチン接種の普及や生活環境
の変化等により､ ブタの感染状況と患者発生は必ずし
も一致しておらず､ 近年の日本脳炎患者報告数は毎年
数名程度である｡ 2014年､ 高知県では患者が発生して
いないが､ 全国では２名の患者が発生した｡
しかし､ ブタの抗体保有状況から日本脳炎ウイルス
が蔓延あるいは活動していると推測される高知県では､
ヒトへの感染の危険性が高いと考えられる｡ 日本脳炎
の予防接種を受けていない人や､ 乳幼児､ 高齢者は蚊

に刺されないようにするなどの注意が必要である｡ 今
後とも動向に注意し､ 啓発に努めたい｡

稿を終えるに当たり､ 本事業にご協力頂いた地域住
民の皆様､ 関係機関の皆様に心より厚くお礼申し上げ
ます｡
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