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職場における風しん対策について

風 し ん につ いて は、風しん に関 する 特定 感染症 予防 指針（ 平 成 26 年厚生 労働 省
告 示 第 122 号 。以下「指 針 」とい う。）に 基づき 、2020 年 度ま でに排 除を 目標 とし 、
対策を 推進 して いる 。
厚生労 働省 とし ては 、これ まで も 指 針に おいて 、職 場に おけ る健康 管理 とし て
の留意 点と して「 第 三

発 生の 予防 及び まん延 の防 止 」の中 で、「 四

に基づ かな い予 防接 種の推 奨」 とし て「 ６

予 防接 種 法

厚 生労 働省 は、 今後の 大規 模な 流行

を防止 する 観点 から 、関係 省庁 及び 事業 者団体 に協 力を 求め 、雇入 れ時 等の 様々
な機会 を利 用し て、 主とし て、 業務 によ り海外 に渡 航す る者 、昭和 三十 七年 度か
ら平成 元年 度に 出生 した男 性の 従業 員及 び昭和 五十 四年 度か ら平成 元年 度に 出生
した女 性の 従業 員等 が罹患 歴及 び予 防接 種歴を 確認 する よう にする とと もに 、い
ずれも 確認 でき ない 者 に対 して 、風 しん の 抗体 検査 や予 防接 種を推 奨す るも のと
す る 。」、ま た、「 五

その 他必 要な 措置 」とし て「 ５

厚生 労働省 は、関係 省庁 及

び事業 者団 体に 協力 を求め 、事 業者 等に 対し、 風し んに 関す る情報 の提 供等 を依
頼する もの とす る。 また、 雇入 れ時 等の 様々な 機会 を利 用し て、主 とし て、 業務
により 海外 に渡 航す る者、 昭和 三十 七年 度から 平成 元年 度に 出生し た男 性の 従業
員等及 び昭 和五 十四 年度か ら平 成元 年度 に出生 した 女性 の従 業員等 の罹 患歴 及び
予防接 種歴 のい ずれ も確認 でき ない 者に 対する 風し んの 抗体 検査や 予防 接種 を受
けやす い環 境の 整備 及び風 しん に罹 患し た際の 適切 な休 業等 の対応 等の 措置 を依
頼する もの とす る。 ま た、 国立 感染 症研 究所に おい て、 関係 団体と 協力 の上 で、
当該措 置に 関す る職 場にお ける 風し んの 感染及 び予 防対 策の 手引き を作 成し 、必

要とな る具 体的 な対 策につ いて 示す もの とする 。」 と され て いるこ とか ら、「 予 防
接種法 施行 規則 の一 部を改 正す る省 令等 の施行 につ いて」
（ 健感発 ０３ ２８ 第２ 号
厚生労 働省 健康 局結 核感染 症課 長通 知） におい て必 要な 対策 の実施 をお 願い して
いると ころ 。
今 般 、風し ん排 除に 向けた 取組 みを 加速 させる ため 、本 年１ 月に指 針を 改正 し、
届出の 迅速 化や 積極 的疫学 調査 の強 化 等 につい て定 めた とこ ろであ る 。 風し んの
抗体検 査や 予防 接種 の推奨 につ いて も よ り 一層 の 推 進を 図る べく 、 健康 診断 時に
希望者 に対 し風 しん の抗体 検査 を実 施し 、その 結果 抗体 陰性 者であ るこ とが 判明
した職 員に 予防 接種 歴を確 認す るよ うに すると とも に、 いず れも確 認で きな い者
に対し て、 風し んの 抗体検 査や 予防 接種 を推奨 し、 予防 接種 を受け やす い環 境を
提供い ただ くよ う、 貴都道 府県 、保 健所 設置市 、特 別区 内の 職員厚 生部 局等 に 周
知いた だき 、必 要な 検討・ 対応 をと って きただ きま すよ うお 願いす る。
特 に 、 患者 と直 接接 する可 能性 の高 い保 健所職 員等 につ いて は、 抗 体検 査 、 予
防接種 を 実 施し 、確 実に抗 体 を 有し てい ること の確 認を お願 いする 。
ま た 、 貴管 内市 町村 への周 知方 につ いて 特段の ご配 慮を お願 いする 。

