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成人における麻疹・おたふくかぜ・風疹混合（MMR）ワクチンの
安全性と副反応
国立国際医療研究センター国際感染症センター

藤谷 好弘
馬渡 桃子
加藤 康幸

竹下
忽那
大曲

望
賢志
貴夫

金川 修造
早川佳代子

山元
堀

佳
成美

（平成 27 年 7 月 27 日受付）
（平成 28 年 3 月 25 日受理）

Key words : MMR vaccine, adverse event, adult

序

文

に接種した場合の副反応やその出現時期，重篤な副反

2012〜13 年にわが国では首都圏や近畿地方を中心

応の有無について解析を行った．本研究は当院の倫理

に風疹が流行した．対策として全国的に風疹を含有す

審査委員会の承認（NCGM-G-001494-00）を得た．内

るワクチンの接種が実施されたが，風疹ワクチンと麻

容はクリニック内で掲示およびホームページに掲載し

疹・風疹混合（MR）ワクチンが供給不足に陥った．

て対象者へ周知した．
成

当院では，臨時に麻疹・おたふくかぜ（流行性耳下腺

績

炎）・風疹混合（MMR）ワクチンを輸入し，接種を

対象者 41 人は男性が 23 人（56%），年齢の中央値

継続した．同時に接種後の健康調査を実施したため，

は 35 歳（18〜51 歳）であり，30 歳代が半数を占めた．

その調査結果を報告する．

全員が MMR ワクチンのみを接種した．何らかの副

対象と方法

反応を認めたのは 18 人（44%）であり，男性が 9 人

2013 年 6〜8 月の日曜日に国立国際医療研究セン

（40％）
，女性が 9 人（50%）であった．多かったのは

タートラベルクリニックで 18 歳以上の日本人 111 人

全 身 倦 怠 感，筋 肉 痛，耳 下 腺 の 腫 脹・疼 痛 で 6 人

に MMR ワクチンを接種した．MMR ワクチンはグラ

（15%）
，次いで局所の疼痛が 5 人（12%），局所の発

クソスミスクライン社の Priorix（LOT 番号：A69CD

赤，関 節 痛，皮 疹 は 3 人（7%），発 熱 は 2 人（5%）
，

285A）を使用した．当院では，輸入ワクチンは薬事

頭痛，ほてりが 1 人（2%）であった．いずれの症状

委員会で承認を得ることで使用可能であり，本ワクチ

も男女間の出現頻度に統計学的有意差は認めなかっ

ンも承認を得た．接種時に接種後 2 週間の健康状態に

た．無菌性髄膜炎と考えられる報告はなかった．

関する質問票を渡し，後日郵送またはファクシミリで

副 反 応 の 出 現 時 期 は 接 種 後 4 日 以 内 が 13 人

回収した．調査項目は同時接種したワクチンの有無，

（72%）
，接種後 10 日以降が 4 人（22%）だった（Fig.

発熱，全身倦怠感，頭痛，筋肉痛，関節痛，皮疹，耳

1）
．全身倦怠感や筋肉痛，関節痛などは接種後早期に

下腺の腫脹・疼痛の有無とその発症日，接種部位の発

見られる例が多く，発熱した 2 人はともに 37.5℃ 程

赤と疼痛の有無と持続期間とした．質問票を回収後，

度で，接種後 10 日以降に見られた．皮疹は接種 2 週

その結果を診療録に記載した．

間後に見られた．耳下腺の腫脹・疼痛は出現時期に傾

本研究は，健康調査に回答し，すでに診療録に調査
結果が記載されていた 41 人（回答率 37%）を対象と
した．上記の情報を後方視的に抽出し，日本人の成人
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我々は MMR ワクチンの成人における副反応とそ
の出現時期を把握することができた．MMR ワクチン
の安全性に関する欧米の報告は多くが小児のデータで
ある．Sukumaran らは米国のワクチン副反応報告シ
感染症学雑誌
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成人における MMR ワクチンの副反応

Fig. 1
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Onsets of adverse events after MMR vaccination in Japanese adults.

Note: Respondents could choose more than one symptom.

ステムに報告された 19 歳以上の成人の副反応をまと
１）

本研究は，今後 MMR ワクチンを成人に接種する

めた ．2003〜2013 年に 3,175 件の成人の副反応が報

際に貴重なデータとなり得る．しかし，今回の健康調

告された．発熱が 614 件と最も多く，皮疹 524 件，疼

査は回答率が低く，十分な安全性を検証するには更な

痛 414 件，関節痛 373 件，接種部位の発赤 344 件と続

る大規模な研究が必要である．

いた．本研究でも過去の報告に類似した副反応が見ら
れたが，耳下腺の腫脹や疼痛は比較的多く，発熱は少
なかった．また，副反応の出現時期について，発熱は
接種 7〜12 日後，皮疹は 7〜10 日後，耳下腺の腫脹は
２）
３）

15〜21 日後に多い と報告されているが，いずれの
報告も小児である．本研究では接種後数日で筋肉痛や
耳下腺腫脹が見られた例もあったが，発熱や皮疹など
接種後 10 日以降に出現する例もあり，二峰性を呈し
ていた．接種後 1 週間以上経過してから副反応が出現
する可能性があり，接種前に十分な説明が必要である．
わが国ではかつて国産 MMR ワクチン接種後の無
菌性髄膜炎の発生頻度が高いことが問題となった．し
かし，欧米では稀とされ，Sukumaran らの報告でも
無菌性髄膜炎は過去 11 年間で 5 例のみであった．本
研究でも無菌性髄膜炎の報告は見られなかった．
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