風しんの追加的対策のための
令和３年度高松市風しん抗体検査及び
風しん第５期予防接種事業実施要領

お問い合わせ先
高松市保健所 保健予防課
総務・予防接種係
℡：
（087）839-2860

◆令和３年度の注意点
１

クーポン券の使用期限変更について
風しんの追加的対策事業については、令和元年度から３年度間の実施として、令和４年３月
３１日までとして周知を及びクーポン券の発行を行ってきたところですが、この度、令和３年１月
１２日付厚生労働省通知により、クーポン券の使用（＝事業の実施期間）は、請求の関係上、令和
４年２月末までであることが発表されました。
これにより、対象者への抗体検査・予防接種の実施の最終期限は令和４年２月２８日（月）、国
保連合会への最終の請求期限は令和４年３月１０日（木）必着 となりますので、実施期限の超過
及
び請求漏れ等の無いよう御注意ください。
２ クーポン券の取り扱いについて
高松市では、現在
①令和元年度送付分「有効期限２０２０年３月（令和２年３月）」
※予防接種委託料は改定前のものが記載されています
②令和２年度送付分「有効期限２０２２年３月（令和４年３月）」
③令和３年２月以降送付分「有効期限２０２２年２月（令和４年２月）」
の有効期限が計３種類のクーポン券を対象者へ送付しています。
いずれのクーポン券についても、使用可能なのは 令和４年２月２８日（月）まで となっています。
そのうち、
「有効期限２０２０年３月（令和２年３月）」となっているクーポン券については、前
年度と同様に御使用頂けますが、令和２年度に予防接種の委託料が改定されていますので、医療機
関において訂正を行ってください。（訂正が無かった場合、そのまま令和元年度の委託料がお支払
されます。）
※クーポン券以外の勧奨やお知らせ等についても、切り替えられるものから順次変更後の実施期間
での送付を行っていますが、令和３年１月末に送付を行った一部勧奨文書は差替えを行うことが
出来ず「令和４年３月３１日まで」と記載されています。御容赦ください。
※令和３年度は委託料の改定はありませんので、残り２種類の２０２２年の有効期限が記載されて
いるクーポン券については訂正なく御使用頂けます。
３ 風しんの抗体検査受診票裏面「●付表１」における風しん抗体検査価格の表記について
この度、当実施要領と同封している抗体検査受診票は本事業開始前に作成したものであり、受診
票裏面「検査方法」については令和２年度に追加されたＣＬＩＡ法の記載がなく、かつ風しんの抗
体検査委託料の価格表記の税率が「８％」となっています。現在の正しい検査方法や検査番号毎の
委託料額等は【別紙６】の付表となっておりますので、請求金額の確認等にはそちらを御覧くださ
い。
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［風しんの追加的対策の概要は【別冊手引き P５】を御覧ください。
］

風しん抗体検査
令和３年
度の実施
期間

風しん第５期予防接種

令和３年４月１日（木）から令和４年２月２８日（月）まで
（従来より送付していたクーポン券やお知らせには令和４年３月３１日までと記載され
ていますが、この度有効期限が変更となりましたので御注意ください。⇒【別紙２】へ）
原則、各医療機関での診療時間内において実施してください。

実施時間

実施場所

※風しん抗体検査の実施時間は、下記の区分
により委託料が異なります。
⑴特定健診及び事業所健診の機会に行う場
合
⑵月～金曜日午前８時から午後６時までの
間、又は土曜日午前８時から正午までの間
に医療機関を受診して行う場合（休日を除
く）
⑶上記以外の時間
・集合契約（*）を締結することを、取りまとめ機関に委任し、実施を受託する旨を意思表
示した医療機関等。
（受託の意思表示は、風しん抗体検査又は風しん第５期予防接種のど
ちらか一方のみも可能です。
）
・全国の実施医療機関の一覧は、厚労省のホームページから確認することができます。
・年度の途中から集合契約に参加することは可能です。その場合は、各取りまとめ団体に委
任状を提出した日から、集合契約による風しんの抗体検査及び風しん第５期の定期接種を
実施することができます。詳しくは、【別冊手引きP９、４６】を御覧ください。
・実施機関内で対象者が接種医の名前を確認できるようにしてください。(【別紙１】参照)
（*）集合契約について
この事業においては、対象者の利便性を高め、事業を効果的に進めるために、対象者の住所
地に係わらず全国の実施機関で抗体検査及び予防接種を受けられる体制が構築されていま
す。そのため、実施主体である市区町村は都道府県を通じて全国知事会に、また医療機関及
び健診機関は各とりまとめ団体を通じて日本医師会に、契約の締結に係る権限を委任し、全
国知事会と日本医師会の間で集合契約を締結することとしました。

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性の方
・既に本事業のクーポン券を使用した人、過去に検査で証明された風しんの罹患歴がある
人や、予防接種を受けたことがありその記録が残っている人は、原則、対象外になりま
す。詳しくは、【別冊手引きP２４】のフローチャートを御確認ください。
・クーポン券を持参した人が対象です。クーポン券を持参していない人には、持参するよ
う御指導ください。

【高松市外のクーポン券対象者】
対象者

・市区町村や発行時期によってクーポン券の発行対象年齢・予防接種委託料・有効期限が
違いますが、事業の対象者となる生年月日は同じです。実施の際は、必ずクーポン券を
御確認下さい。
・この事業は、全国的な集合契約に基づき実施されます。県外又は市外の人も対象者とし
て取り扱ってください。（５ページ「委託料の請求方法」参照）
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・定期予防接種の対象者は、事前に行った
抗体検査を、【別冊手引きP２４】の表で
判定し、十分な抗体価がないと判定され
た人のみとなります。必ず、事前に対象
者に抗体検査結果の提出を求めてくださ
い。
・
「事前に行った抗体検査」とは、この追加
的対策の事業で実施したもののほか、平
成２６年度以降に実施したもので、検査
結果が明確に分かるものも含みます。

【高松市の令和３年度のクーポンについて】
令和３年度については、委託料の変更等もなく、令和２年度時点で既に全対象者へ
クーポン券の送付が完了しており、重複利用を避ける観点から、転入や紛失以外の
方へはクーポン券の発送を行わず、抗体検査または予防接種未完了者への受診・
接種勧奨のみを行います。
・高松市に住民登録のある方でクーポン券を紛失した人は、本人の申請があれば、高松市
保健所 保健予防課において再発行します。高松市民以外の対象者については、各市区
町村の担当課にお問合せください。

【高松市のクーポン券の有効期限】
２０２０年４月１日～２０２２年２月２８日
（従来は有効期限を２０２２年３月と記載をしていましたが、【別紙２】の厚労省通知
によりクーポン券の利用は原則2月末までである旨の連絡がありました。２０２２年３
月と記載のあるクーポン券については、有効期限を２０２２年２月までと読み替えて
ください。当該通知を受けて以降、高松市から発行する修正可能なクーポン券やお
知らせ等については、随時有効期限を修正したものに切り替えています。）

クーポン
券

・高松市が本事業で発行しているクーポン券の種類については、
①令和元年度送付分「有効期限2020年3月（令和2年3月）
」
※改定前の委託料が記載されています
②令和２年度送付分「有効期限2022年3月（令和4年3月）
」
③令和３年１月以降発行分「有効期限2022年2月（令和4年2月）
」
の３種類となります。
・①の有効期限が「2020年3月（令和2年3月）」と表示されているクーポン券も使用できま
すが、改定前の委託料が記載されているため、実施機関で、クーポン券の額面を変更して、
使用してください。
・クーポンの再発行等により、２枚以上のクーポンを持参した場合、重複して使用するこ
とを防ぐため、残ったクーポン券は破棄するよう御指導ください。
・重複して、クーポン券を使用しての抗体検査や予防接種を行っていないか、本人に十分
確認をしてください。御不明な場合は、高松市保健所・保健予防課へ御相談ください。

【高松市外のクーポン券の有効期限】
・市区町村によって、クーポン券の有効期限の設定、委託料の改定の有無等が異なります。
（2020年3月31日までのクーポン券の有効期限をそのままで延長し、委託料を改定している
場合、実施機関で委託料の訂正をお願いしている市区町村があります。
）高松市外
の方に実施する場合は、委託料請求事務に影響しますので、当該市区町村にお問い合わ
せをすることをお勧めします。
なお、全国の市区町村の委託料は、厚生労働省ホームページで公開されています。
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/fushin_yobou_01.html
パスワード：MHLWR20416
※本ページについては、当該 URL からの閲覧のみとし、HP 等による公開や複写等は行わないで
ください。
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受診票
及び
予診票

・高松市民の対象者に実施する場合は、同封してあります受診票又は予診票（３枚複写）を
御使用ください。また、不足する場合は、追加で準備しますので、高松市保健所・保健予
防課まで御連絡ください。
・高松市で作成している受診票又は予診票を県内の他市の方に使用しても構いません。
（県
外の方は、クーポン券を発行している市区町村に御確認ください。
）
・受診票又は予診票は、厚労省ホームページより、ダウンロードしてプリントアウトするこ
ともできます。プリントアウトの前に必要事項（実施機関名、所在地、医療機関コード等）
をパソコン上で入力すると、手書きの手間が省けます。また、プリントアウトして使う受
診票及び予診票は、必要事項を記入の上、２部、複写機でコピーをとり、本人通知用と医
療機関保管用として使用してください。
・詳細な準備方法や記入要領については、【別冊手引きP１２～P２０】及び【別紙３】を御
確認ください。
・国保連合会に請求する際に提出する原本については、必ず右上にクーポン券が添付されてい
るか御確認ください。
・実施する前に必ず、過去に本事業のクーポン券を利用済みでないか、

及びクーポン券の発行市区町村と本人確認書類（免許証、マイナンバーカード、被
保険者証等）の住所地 が一致していることを確認してください。
（クーポン利用済みであるにもかかわらず再度クーポン券を利用した場合や、高松
市に住民登録がないにも関わらず本市のクーポン券を利用した場合、委託料の返
還をしていただく場合があります。）
〇予防接種

〇抗体検査

実施方法

・【別冊手引きP２４】のフローチャートを参 ・【別紙４】の「風しんの第５期定期接種実
照し、対象者に抗体検査を実施可能かどう
施要領」に基づいて予防接種を行ってくだ
か判断してください。
さい。
・検査方法は、
【別紙６】の表に記載のあるも ・ワクチンは、麻しん風しん混合ワクチン（MR
ののうち、いずれのものでもかまいません。 ワクチン）を、各医療機関で調達し、使用し
てください。
・検査キット等は各医療機関で調達してくだ
さい。

本事業において『風しん単体ワクチン』や
『麻しん単体ワクチン』を接種した事例が
出た場合、国保連合会を通じてＭＲワク
チンを使用した分の委託料が支払われ
ていますので、差額の返還又は全額返還
の対応を取っています。
使用ワクチンについては、十分御留意く
ださい。
抗体検査の結果、『非対象』であるにも関わらず、
『対象』であるとして結果通知を行っ
た事例が数例あります。接種してしまうと、任意接種の取り扱いとなり、委託料の支払がで
きませんので、十分御留意ください。
（国保連合会を通じて委託料を支払っていますの
で、全額返金をもとめることになります。
）
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結果通知

・抗体検査後、【別紙６】に記載している判
定基準に基づき判定し、検査結果を受診票
に記入し、複写した本人控え用の用紙を用
いて対面又は郵送にて検査結果を通知し
てください。（郵送しても差し支えありま
せんが、その際は個人情報の取り扱いに十
分注意してください。
）
・また、結果通知に併せて、【別紙５】のパ
ンフレットを活用し、風しんの感染予防に
係る啓発及び十分な抗体価がないと判定
された人には予防接種の接種勧奨を行っ
てください。

自己
負担金
受診勧奨
及び
接種勧奨

高松市民は無料

無料（全国）

（全国の市区町村ごとに異なる）

・クーポン券をお送りしているにも関わらず抗体検査を受診した記録のない方、及び抗体
検査の結果、十分な抗体価がないと判定された後、予防接種の実施報告がない人には、高
松市保健所・保健予防課から対象者に対し、令和２年度と同様、それぞれ受診または接種
勧奨の通知を行います（時期については未定）。
〇予防接種（高松市）
〇抗体検査（全国一律の金額）
MR ワクチン 5 期定期接種
※検査方法、実施機会、実施時間に応じて金
額が異なりますので、詳細は【別紙６】を御覧く
ださい。

委託料

(単位：円)

接種

予診のみ

R2 年度以降

9,082

2,619

実施

(税込 9,990)

(税込 2,880)

R1 年度実施

9,073

2,612

(税込 9,980)

(税込 2,873 )

※全国一律の金額ではありませんので、
対象者が持参したクーポン券を確認してくだ
さい。
・委託料の請求は、香川県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）へ行ってく
ださい。請求書類を保健予防課へ送付しないよう御注意ください。
・委託料の請求に当たっては、国保連提出用のクーポン券が貼られた受診票及び予診票を、
クーポン券発行元の市区町村ごとに分け、それぞれの市区町村ごとに請求総括書（小計）
【別冊手引き P４０】を作成し、さらに請求総括書（総計）【別冊手引き P３９】を作成
した上で、すべてをまとめて実施月の翌月１０日まで国保連合会へ提出してください。
・請求総括書の記入に関しては、厚労省特設ページに掲載されている様式に入力することで、
自動表計算が可能ですので、御利用ください。詳しくは、
【別冊手引き P３６～４２】を御覧
委託料の
請求方法

ください。

【請求の最終期限】
令和４年３月１０日（木）国保連必着
原則、こちらが本事業最終の請求期限となります。抗体検査・予防接種ともに請
求漏れのないようにしてください。
※上記最終期限における請求漏れや、誤って３月にクーポン券を利用して抗体検
査や予防接種を実施してしまった場合、高松市保健所 保健予防課まで御連絡
ください。
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（提出先住所）

〒760-0066

高松市福岡町２丁目３番２号

香川県国民健康保険団体連合会 審査管理課
※請求書記載金額の税抜き、税込み標記は、【別冊手引き P３６】
を参考にしてください。なお、１円未満の端数は切り捨てですので御注意ください。
※令和元年１０月より消費税率が改定されています。もし令和元年９末までの請求漏
れが存在する場合、月末までの「風しん対策 市区町村別請求書」は、消費税率毎
に分けて作成してください。
※請求総括書等の編綴方法については、【別冊手引き P３８】を御確認ください。
※国保連合会へ、紙媒体の診療報酬請求明細書を提出している医療機関様は、風しん
追加的対策の請求総括書等と分けて提出してくださいますと助かります。
･支払時期に関しては、請求総括書の提出月の翌月末となる予定です。
・請求に不備がある場合は返戻や過誤調整等になる可能性がありますので御注意ください。
支払金額については、国保連合会から支払額通知書が送付されます。
●本市が実施する、妊娠を希望する女性及びその配偶者等を対象とした風しん抗体検査・
風しん予防接種補助事業との連携について
この追加的対策事業で実施した抗体検査の結果が、HI 法１６倍又はそれに相当する抗体価の人
で上記補助事業の対象者に該当する人（妊娠を希望する女性及び風しん抗体価の低い妊婦の配偶
者及び同居者）は、自己負担金３，０００円で MR ワクチンが接種できます。抗体価の基準につ
いては、【別紙７】の黒枠部分を御参照いただき、この制度の概要は、【別紙８】を御覧くださ
い。
（担当課：高松市保健所・保健予防課（℡087-839-2870）
）
【抗体検査の対象者】
① 妊娠を希望する女性
② ①の配偶者及び同居者
③ 「風しん抗体価の低い妊婦」の配偶者
及び同居者
ただし、以下の者は除く。
・過去に風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量
の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行
う必要がないと認められる者

【予防接種の対象者】
① 抗体検査の結果、ＨＩ法で１６倍以下若しくは
ＥＩＡ法で８．０未満の方
②
「風しんの追加的対策」において、ＨＩ法による抗
体検査で１６倍又は、他の検査法でそれに相当す
る抗体価の方
③ 過去に抗体検査を受け、ＨＩ法による抗体検査で１
６倍以下又は、他の検査法でそれに相当する抗
体価の方（抗体価を証明できるものがある方）

●注射生ワクチンを前後に接種する際は、接種日の翌日から起算して２７日以上の間隔を
その他

おいてください。また、前後に新型コロナウイルスワクチン接種を行う場合においては、
原則として１３日以上の間隔をおいてください。また、風しん単体ワクチン、麻しん風し
ん混合ワクチン予防接種と新型コロナウイルスワクチン接種を同時に同一の接種対象者に
対して行わないでください。

※２７日以上の間隔をおいた例
４月１日→４月２９日（４週間後の同じ曜日の日以降接種可）
１３日以上の間隔をおいた例
４月１０日→４月２４日（２週間後の同じ曜日の日以降接種可）
●定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になっ
たり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合で、当該予防接
種との因果関係を厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づき健康被害に対する
給付を受けることができます。
高松市から対象者に送付するクーポン券のお知らせに予防接種健康被害救済制度がある
ことを記載していますが、被接種者から内容についてお問い合わせがありましたら、高松
市保健所・保健予防課に問い合わせるようお伝えください。
●その他、御不明点、御質問等ありましたら、高松市保健所・保健予防課（℡087-839-2860）
までお問合せください。
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別紙１

掲示例

風しんの第５期
定期予防接種
標記の定期予防接種は、次の医師が実施
いたします。

・院長
保健 千 太
・副院長 保健 セン子

（医療機関名)△△△クリニック
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1回の予防接種で「風しん」を 約95％予防できます

別紙2

2019年、2020年にお送りした
クーポン券（無料）は、有効期限が2022年２月まで延
長されました
お手持ちの「風しん」抗体検査・予防接種の
クーポン券は、2022年２月まで使えます。
これから生まれくる赤ちゃんを社会全体で守るため、

ぜひ、この機会に抗体検査を受けましょう！
抗
体
検
査

12345678901234567

12345678901234567

見本
（国保連提出用）

（医療機関控え）

（国保連提出用）

1234567890123456799999

（医療機関控え）

1234567890123456799999

（ご本人控え）

1234567890123456799999

1234567890123456799999

1234567890123456799999

予
防
接
種

（ご本人控え）

（医療機関控え）

（国保連提出用）

12345678901234567
予
防
接
種
予
診
の
み

1234567890123456799999

（ご本人控え）
○○県○○市長
○○○○○

有効期限が2020年●月と
2021年●月と表示されて
いても、
2022年２月まで使えます。

 クーポンは、全国多くの医療機関で使えます。また、健康診断や人間
ドックで使える場合もあります。詳しくは、受診先にご確認ください。
 2019年、2020年に抗体検査や予防接種を受けた方は、再度受ける必
要はありません。
 他の市町村に転居される方は、●●市のクーポン券は使えません。
転居後の市町村に、再発行を申請してください。
 クーポンを紛失された方には、再発行できます。詳細は、下記の窓口
までご連絡ください。

市町村の連絡先
風しん対策の詳しい情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

風しん対策

検 索
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厚生労働省

事

務

連

絡

令 和 ３年 １月 １２日
都
各

道

府

県

保健所設置市
特

別

衛生主管部（局） 御中

区
厚 生 労 働 省 健 康 局 健 康課
厚生労働省健康局結核感染症課

風しんの追加的対策に係る令和３年度の対応について（協力依頼）
風しんの追加的対策につきまして、多大なる御協力を賜り感謝申し上げます。
本対策の進捗について、本年度までのクーポン券発送対象者のうち、昨年４月から本年
９月にクーポン券を使用し抗体検査を受けた者は約 250 万人に留まっています。新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止が最優先課題のなか、国内の感染症対策に万全を期すた
め、風しんの発生及びまん延を防止するために、令和３年７月までに、本対策の対象者の
抗体保有率を 85％、令和４年３月までに 90％に引き上げるという目標を掲げています。当
該目標を達成するためには、抗体検査を令和３年７月までに約 480 万人、令和４年３月ま
でに約 920 万人に受けていただく必要があることから、本対策の対象者に対してクーポン
券を早期に発行することが非常に重要です。
このことを踏まえ、今般、クーポン券発行対象者について、別添「風しんの追加的対策
の実施方法について」のとおり取りまとめましたので、お知らせいたします。
つきましては、下記事項について関係者への周知等を図っていただくとともに、実施体
制の整備について御協力をお願いいたします。
記
１

令和３年度のクーポン券発行対象者について

（1） 市区町村は、令和３年度の本対策の対象として、昭和 37 年４月２日から昭和 41 年
４月１日までの間に生まれた男性に対し、令和３年３月中にはクーポン券の発行及び
送付を行うこと。
（2） 令和３年度当初からクーポン券を使用できるよう、令和３年２月末日の時点でク
ーポン券を発送する対象者の数を確定した上でクーポン券を発行・送付し、対象者の
手元に届くよう準備を行うこと。
（3） ４月１日前後は市区町村間の住民異動が多いことから、転入者については令和３
年４月末までにクーポン券を一括で発行・送付することが望ましい。
（4） 市区町村の転出があった場合には、送付されたクーポン券が使用できないため、ク
ーポン券の送付時に、転出先で再発行が必要である旨を対象者に周知すること。
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２

令和元年度及び令和２年度に発行されたクーポン券の取扱いについて

（1） 令和元年度及び令和２年度に発行されたクーポン券については、令和４年２月ま
で使用可能とする。
（2） 令和元年度及び令和２年度にクーポン券を発行したが未使用であった者に対して
は、再勧奨を行うこと。なお、抗体検査の受検及び定期の予防接種を促進する観点か
ら、クーポン券を再発行しても差し支えない。
（3） 市区町村の転出があった場合には、令和元年度及び令和２年度に送付されたクー
ポン券が使用できないため、再勧奨の際に、転出先で再発行が必要である旨を対象者
に周知すること。
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記入例【抗体検査】
クーポン券発行市区町村が本人確
認書類の住所と一致しますか？

こちらにチェックが入ってい

たら、支払いの対象外になり

国保連提出用の受診票には、

ます。ご注意ください！！！

国保連提出用のクーポン券

が貼られていますか？

受診票の裏面を参考に、検

査番号を必ず記入してくだ
さい。

判定結果は、必ず記
入してください。

１０桁の医療機関コードを

必ず入力してください。
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記入例【予防接種】
クーポン券の発行市区町村と
本人確認書類の住所

が一致しますか？

体温は37.4度以下
ですか？

本人サイン及
び医師のサイ
ンは記入して
いますか？
ロットシール添付

でも構いません。

同じ日付になっ
ていますか？

医療機関コード（10桁）を
必ず記入してください。
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別記
風しんの第５期の定期接種実施要領

風しんの抗体検査及び風しんの第５期の定期接種に係る委託契約書第５条第
３項により、これを定める。

第１ 対象者
昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日までの間に生まれた男性。ただし、
以下の（１）～（６）に該当する者を除く。なお、平成３１年度においては、昭
和４７年（１９７２年４月２日）～昭和５４年（１９７９年）４月１日生まれの
方を対象に市区町村から風しんの第５期の定期接種に係るクーポン券が送付さ
れるが、当該期間に生まれた方以外の対象者が希望すれば、市区町村からクーポ
ン券が交付されるため、定期接種の対象となることに留意すること。平成３２年
度以降の対象者については、別途、厚生労働省通知等に従うこと。
（１）当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種
を行う必要がないと認められるもの
（２）明らかな発熱を呈している者
（３）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
（４）当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈
したことがあることが明らかな者
（５）風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があるこ
とが判明し、定期の予防接種を行う必要がないと認められる者※
（６）その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
※ 抗体検査の結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、定期
の予防接種を行う必要がないと認められる者は、以下の抗体価を超える
抗体価が認められる者とし、今後、厚生労働省通知等により、測定キッ
トの追加、抗体価の単位等が変更となった場合は、それに従うこととす
る。
測定キット名（製造販売元）
風疹ウイルスＨＩ試薬「生研」
（デンカ生研株式会社）
Ｒ－ＨＩ「生研」
（デンカ生研株式会社）
ウイルス抗体 EIA「生研」ルベラ IgG
（デンカ生研株式会社）

検査方法
赤血球凝集抑制法
（HI 法）
赤血球凝集抑制法
（HI 法）
酵素免疫法
（EIA 法）
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抗体価（単位等）
８倍以下（希釈倍率）
８倍以下（希釈倍率）
６．０未満（EIA 価）

2019 年３月 25 日
エンザイグノスト B 風疹/IgG
（シーメンスヘルスケア・ダイアグ
ノスティクス株式会社）
バイダス アッセイキット RUB IgG
（シスメックス・ビオメリュー株式
会社）
ランピア ラテックス RUBELLA
（極東製薬工業株式会社）

酵素免疫法
（EIA 法）

１５未満
（国際単位（IU）/ml）

蛍光酵素免疫法
（ELFA 法）

２５未満
（国際単位（IU）/ml）

ラテックス免役比濁法
（LTI 法）

１５未満
（国際単位（IU）/ml）

アクセス ルベラ IgG
化学発光酵素免疫法
（ベックマン・コールター株式会社） （CLEIA 法）

２０未満
（国際単位（IU）/ml）

i-アッセイ CL 風疹 IgG
（株式会社保健科学西日本）

化学発光酵素免疫法
（CLEIA 法）

１１未満（抗体価）

BioPlex MMRV IgG
（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株
式会社）

蛍光免疫測定法
（FIA 法）

１．５未満
（抗体価 AI*）

BioPlex ToRC IgG
（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株
式会社）

蛍光免疫測定法
（FIA 法）

１５未満
（国際単位（IU）/ml）

* 製造企業が独自に調整した抗体価単位

第２ 実施方法
（１）実施に当たっての準備等
ア 予診票を実施機関の窓口に備えるとともに、予防接種に必要なワクチ
ン及び諸資材の確保すること。
イ 集合契約における風しんの第５期の定期接種は、乾燥弱毒生麻しん風
しん混合ワクチン（MR ワクチン）を使用すること。
ウ 予防接種を実施する際は、被接種者や使用ワクチンの種類・量・有効
期限など十分に確認を行い、事故の防止に努めること。また、被接種者
に副反応がみられた場合に備え、救急措置物品を備えるとともに、速や
かに医療機関において適切な治療が受けられるよう、関係医療機関との
連携を図っておくこと。
エ 接種医は、被接種者本人が予防接種不適当者又は予防接種要注意者か
否かを確認するため、予診票に記載されている質問事項に対する回答に
関する本人への問診を通じ、抗体検査の結果により定期接種の対象者で
あることを確認するとともに、診察等を実施した上で、接種を行うこと。
なお、予診の際は、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こ
り得る副反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済
制度について、定期接種の対象者又はその保護者がその内容を理解し得
るよう適切な説明を行い、予防接種の実施に関して文書により同意を得
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た場合（予診票への署名により確認）に限り接種を行うこと。
オ 接種終了後、接種医は、予診票の医師記入欄、ワクチン名、ロット番
号、実施場所、医師名、接種年月日等の必要事項を記載した上で、予診
票の原本に「国保連提出用」のクーポン券を貼付し、国保連合会に提出
すること。本人控え（兼接種済証）のクーポン券を貼付する予診票には、
上記の必要事項を転記する他、原本の複写を使用しても差し支えない。
（２）接種液・接種時の注意等
ア 接種液
（ア）接種液の使用に当たっては、標示された接種液の種類、有効期限
内であること及び異常な混濁、着色、異物の混入その他の異常がな
い旨を確認すること。
（イ）接種液の貯蔵は、生物学的製剤基準の定めるところによるほか、
所定の温度が保たれていることを温度計によって確認できる冷蔵庫
等を使用すること。また、ワクチンによって、凍結させないこと、
溶解は接種直前に行い一度溶解したものは直ちに使用すること、溶
解の前後にかかわらず光が当たらないよう注意することなどの留意
事項があるので、それぞれ添付文書を確認の上、適切に使用するこ
と。
イ 接種時の注意
次に掲げる事項を遵守すること。
（ア）予防接種に従事する者は、手指を消毒すること。
（イ）ワクチンによって、凍結させないこと、溶解は接種直前に行い一
度溶解したものは直ちに使用すること、溶解の前後にかかわらず光
が当たらないよう注意することなどの留意事項があるので、それぞ
れ添付文書を確認の上、適切に使用すること。
（ウ）接種液の使用に当たっては、有効期限内のものを均質にして使用
すること。
（エ）バイアル入りの接種液は、栓及びその周囲をアルコール消毒した
後、栓を取り外さないで吸引すること。
（オ）接種液が入っているアンプルを開口するときは、開口する部分を
あらかじめアルコール消毒すること。
（カ）原則として上腕伸側に皮下接種により行うこと。接種前には接種
部位をアルコール消毒し、接種に際しては注射針の先端が血管内に
入っていないことを確認すること。
（キ）接種用具等の消毒は、適切に行うこと。
（ク）被接種者に対して、次に掲げる事項を要請すること。
① 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避
けるよう注意し、又は注意させること。
② 接種後、接種局所の異常反応や体調の変化を訴える場合は、速
やかに医師の診察を受け、又は受けさせること
③ 被接種者は、イの場合において、被接種者が医師の診察を受けた
ときは、速やかに被接種者が居住している（住民票のある）市区町
村の担当部局に連絡すること。
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（３）予防接種の間違いの報告
接種医は、定期接種を実施する際、予防接種に係る間違いの発生防止に
努めるとともに、間違いの発生を迅速に把握できる体制をとり、万が一、
誤った用法用量でワクチンを接種した場合や、有効期限の切れたワクチン
を接種した場合、血液感染を起こしうる場合等の重大な健康被害につなが
るおそれのある間違いを把握した場合には、以下の①から⑥までの内容を
任意の様式に記載し、被接種者が居住している（住民票のある）市区町村
に速やかに報告すること。
① 予防接種を実施した機関
② ワクチンの種類、メーカー、ロット番号
③ 予防接種を実施した年月日（間違い発生日）
④ 間違いに係る被接種者数
⑤ 間違いの概要と原因
⑥ 健康被害発生の有無（健康被害が発生した場合は、その内容）

第３ 予防接種による健康被害等への対応
（１）接種医の所属する医療機関の開設者又は接種医は、被接種者に予防接種
による副反応（予防接種法施行規則第５条に規定する症状）を診断した場
合は、必要な処置などを行うとともに、「定期の予防接種等による副反応
の報告等の取扱いについて」
（平成 25 年３月 30 日健発 0330 第３号、薬
食発 0330 第１号厚生労働省健康局長、
医薬食品局長連名通知）
に基づき、
速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へＦＡＸ（ＦＡＸ番号：
0120‐176‐146）にて報告すること。
（２）予防接種による健康被害の救済措置は、予防接種法第１５条により、被
接種者の居住する（原則として住民票がある）市区町村が対応する。
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風しんの抗体検査を受けた皆様へ
厚生労働省から大切なお願いです
今回の風しん抗体検査において、あなたは風しんに対する免疫
が十分でない可能性があることが分かりました。
風しんは、妊娠している女性がかかると、生まれてくる赤ちゃ
んに心臓の疾患や難聴、白内障、精神や身体の発達の遅れ等（先
天性風しん症候群）が生じる可能性があります。
また、妊娠している女性以外でも、大人がかかると、発熱や発
疹の期間が子供に比べて長く、また関節痛がひどいことが多いと
されており、一週間以上仕事を休まなければならない場合もあり
ます。
このため、厚生労働省では、風しんの予防接種を受ける公的な
機会がなかった方（※）で、風しんに対する免疫が十分でないと
分かった方を対象に、風しんの予防接種を予防接種法に基づく定
期接種として、原則無料で受けて頂けるようにすることを予定し
ています。
※ 昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日までの間に生まれた男性

今後、予防接種法に基づく定期接種として実施する準備が整っ
た自治体から、順次お知らせが届きます。
（お住まいの自治体によ
っては、既に風しんの予防接種に費用助成している場合がありま
すので、詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。）
その際、定期接種の対象者に該当することの証明書類として活
用できますので、今回の検査結果を大切に保管して頂き、機会が
来たら、風しんの予防接種を受けることを検討頂くよう、お願い
します。
予防接種を受けて、あなたの周りの妊婦さんを、あなたのご家
族を、そしてあなた自身を風しんから守ってください。
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風しんの抗体検査を受けた皆様へ
厚生労働省から大切なお願いです
今回の風しん抗体検査において、あなたは風しんに対する免疫
が十分にあることが分かりました。過去に風しんにかかったか、
予防接種を受けた可能性が高いと考えられます。
今後、お住まいの自治体から風しんの抗体検査を受けるよう勧
めるお知らせが来る可能性がありますが、今回の検査結果は、既
に抗体検査を受けたことの証明として使えますので、それまで大
切に保管してください。

風しんは、妊娠している女性がかかると、生まれてくる赤ちゃ
んに心臓の疾患や難聴、白内障、精神や身体の発達の遅れ等（先
天性風しん症候群）が生じる可能性があります。
また、妊娠している女性以外でも、大人がかかると、発熱や発
疹の期間が子供に比べて長く、また関節痛がひどいことが多いと
されており、一週間以上仕事を休まなければならない場合もあり
ます。
このため、厚生労働省では、風しんの予防接種を受ける公的な
機会がなかった方（※）で、風しんに対する免疫が十分でないと
分かった方を対象に、風しんの予防接種を原則無料で受けて頂け
るようにすることを予定しています。
※ 昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日までの間に生まれた男性
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【参照】風しんの抗体検査受診票の記載に際して

● 付表１「検査番号」について
本受診票の表面に記載されている「検査番号」については、下表（付表１）に基づき、該当する番号の□を黒く塗りつぶして（■）くだ
さい。検査方法の詳細と風しんの第５期の定期接種の対象となる抗体価の基準については、付表２を参照のこと。

EIA法、ELFA法、FIA法
CLEIA法、CLIA法

EIA法、ELFA法、FIA法
CLEIA法、CLIA法

EIA法、ELFA法、FIA法
CLEIA法、CLIA法
※風しんの抗体検査価（税込）は、税抜の単価に100分の10を乗じた単価を示しています。
※日曜日、国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日、１月２日、３日、１２月２９－３１日

● 付表２ 風しんの第５期の定期接種の対象となる抗体価基準

CLIA法（化学発光免疫測定法）

１５未満
（国際単位（IU）/ml）

Rubella-Gアボット
（アボットジャパン株式会社）

＊製造企業が独自に調整した抗体価単位
（今後キットの追加の可能性）
【注】本受診票の運用等に関する詳細は、昭和37年４月２日から昭和54年４月１日までの間に生まれた男性を対象に実
施する風しんの抗体検査及び予防接種法第５条第１項の規定に基づく風しんの第５期の定期接種の実施に向けた手引
き、（同）医療機関・健診機関向け手引きをご参照ください。

（令和２年４月改正）
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本市が実施する、妊娠を希望する女性の配偶者等を対象とした

別紙７

風しん抗体検査・風しん予防接種補助事業の対象となる抗体価基準
（追加的対策との抗体価基準の比較）
抗体価基準の比較
測定キット名（ 製造販売元）

検査方法

追加的対策の

高松市補助事業の

抗体価基準

抗体価基準

８倍以下（希釈倍率）

１６倍以下（希釈倍率）

８倍以下（希釈倍率）

１６倍以下（希釈倍率）

６．０未満（EIA 価）

８．０未満（EIA 価）

風疹ウイルスＨＩ試薬「生研」

赤血球凝集抑制

（デンカ生研株式会社）

法（HI 法）

Ｒ－ＨＩ「生研」

赤血球凝集抑制

（デンカ生研株式会社）

法（HI 法）

ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG

酵素免疫法

（デンカ生研株式会社）

（EIA 法）

エンザイグノスト B 風疹/IgG

酵素免疫法

１５未満（国際単位

３０未満（国際単位（IU）

（シーメンスヘルスケア・ダイアグ

（EIA 法）

（IU）/ml）

/ml）

バイダス アッセイキット RUB IgG

蛍光酵素免疫法

２５未満

４５未満

（シスメックス・ビオメリュー株式

（ELFA 法）

（国際単位（IU）/ml） （国際単位（IU）/ml）

ランピア ラテックス RUBELLA

ラテックス免役

１５未満

（極東製薬工業株式会社）

比濁法

（国際単位（IU）/ml） （国際単位（IU）/ml）

ノスティクス株式会社）

会社）
３０未満

（LTI 法）
アクセス ルベラIgG

化学発光酵素免

２０未満

（ベックマン・コールター株式会

疫法

（国際単位（IU）/ml） （国際単位（IU）/ml）

社）

（CLEIA 法）

i-アッセイCL 風疹IgG

化学発光酵素免

（株式会社保健科学西日本）

疫法

１１未満（抗体価）

４５未満

１４未満（抗体価）

（CLEIA 法）
BioPlex MMRV IgG

蛍光免疫測定法

（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株

（FIA 法）

１．５未満（抗体価 AI*） ３．０未満（抗体価 AI*）

式会社）
BioPlex ToRC IgG

蛍光免疫測定法

１５未満

３０未満

（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株

（FIA 法）

（国際単位（IU）/ml） （国際単位（IU）/ml）

Rubella-G アボット

化学発光免疫測

１５未満

（アボットジャパン株式会社）

定法

（国際単位（IU）/ml） （国際単位（IU）/ml）

式会社）

（CLIA 法）
※Rubella-G アボットは令和２年度より追加されました。
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２５未満

～ 先天性風しん症候群の発生を予防するために ～

別紙８

風しん抗体検査・予防接種
風しん抗体検査・予防接種を受けましょう！
を受け
妊娠初期に風しんにかかると、お腹の赤ちゃんにも感染し、
「先天性風しん症候群」という病気にかかってしまうことが
あります。
風しんに対する十分な免疫があるかどうかは、抗体検査で
確認することができます。
また、十分な免疫がない場合は、予防接種（一部補助）を
受けましょう。

実施期間：２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日まで（予防接種まで完了）

対象者
高松市に住民登録をしている方で、次の①～③のいずれかに該当する方
① 妊娠を希望する女性
②

①の配偶者及び同居人

③ 風しん抗体価が低い妊婦の配偶者及び同居人
ただし、過去に風しん抗体検査を受けた結果、十分な量の抗体があることが判明し、風しんの予防
接種を行う必要がないと認められる方は除く。
★「風しんの追加的対策事業」におい
て、抗体検査（HI 法）で１６倍又は、
他の検査法でそれに相当する抗体価
の方は、予防接種を受けることができ
ます。

★2 回目以降の妊娠を希望する女性も対象にな
ります。過去の抗体検査（HI 法）で１６倍以下
又は、他の検査法でそれに相当する抗体価の方
は、予防接種を受けることができます。
★母子健康手帳を御持参ください。

風しん抗体検査
（費用：無料）

風しん予防接種

HI 抗体価が 16 倍以下の人

（費用：MR ワクチン 3,000 円）

予防接種対象外

※妊娠中の人は、接種できません。

HI 抗体価が３２倍以上の人

実施場所
高松市から委託を受けた医療機関（医療機関は市ホームページでご確認ください。）
受診を希望する医療機関に事前にお問い合せください。
医療機関を受診する時は、住所を証明する書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険被保険者証
等）を持参してください。

お問い合わせ先
高松市保健所保健予防課感染症係
TEL 087-839-2870
FAX 087-813-0221

パソコン・スマートフォンで検索

高松市
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風しん

検索

別紙８
風しん抗体検査・予防接種補助事業Ｑ＆Ａ
Ｑ１ 抗体検査を受ける医療機関、予防接種を受ける 医療機関に指定 はありますか。
Ａ１ 高松市から委託を受けた医療機関（協力医療機関）で受けていただくようになります。
協力医療機関は市ホームページで御確認ください。
Ｑ２ 抗体検査を受ける医療機関と予防接種を受ける 医療機関は同じ でなければいけませんか。
Ａ２ 抗体検査を受けた医療機関と異なる医療機関（協力医療機関）で予防接種を受けても問題ありません。
事前に、医療機関（協力医療機関）へ、お問い合わせください。
Ｑ３

配偶者及び同居人 とは、具体的にどのような者が該当しますか。

Ａ３ 配偶者及び婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係にある者、同じ家に住む両親・兄弟などです。
住所を証明する書類（運転免許所、マイナンバーカード、健康保険者証等）を医療機関に御持参くださ
い。
Ｑ４ 妊婦の抗体検査の結果がまだ出ていない場合の、配偶者等はこの事業の対象になりますか。
Ａ４

妊婦の抗体検査の結果がまだ出ていない場合でも、配偶者等が、過去に風しん抗体検査を受けた結果、
十分な量の抗体がない場合は対象となります。

Ｑ５ 風しんの抗体価が低い経産婦が次の妊娠を希望した場合は、予防接種の対象 になりますか。
Ａ５ 母子健康手帳等で、十分な量の風しんの抗体がないということが確認できた場合は、抗体検査を受けず、
予防接種を受けることができます。母子健康手帳を御持参ください。
Ｑ６ 「風しんの追加的対策事業」で抗体検査を受けましたが、予防接種の対象 になりますか。
Ａ６

「風しんの追加的対策事業」の抗体検査（HI 法）で１６倍又は、他の検査法でそれに相当する抗体価
の方で、妊娠を希望する女性の配偶者等又は、風しん抗体価が低い妊婦の配偶者等の方が対象となりま
す。

Ｑ７

費用 はいくらかかりますか。

Ａ７ 風しんの抗体検査は無料です。
風しんの予防接種（ＭＲワクチンの場合）は、
３，０００円の自己負担が必要です。
Ｑ８ 抗体検査を受けずに、予防接種を受けました。助成の対象 になりますか。
Ａ８ 当事業は風しん抗体価が低い方への助成ですので、抗体検査を受けずに予防接種を受けた場合は、助成
の対象にはなりません。
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