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は じ め に 

 

感染症流行予測調査事業は、厚生労働省が昭和３７年より実施しています。そ

の目的は、集団免疫の現況把握及び病原体の検索等の調査を行い、各種疫学資

料と併せて検討し、予防接種事業の効果的な運用を図り、さらに長期的視野に

立ち、総合的に疾病の流行を予測することです。平成１１年４月の「感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（以下「感染症法」という。）

施行に伴い、「伝染病流行予測調査事業」から現行の名称に変更しております。 

本事業は、都道府県の各衛生研究所と国立感染症研究所との密接な連携のも

とに、予防接種法に定められた疾病の血清疫学調査及び感染源調査を全国規模

で行っており、予防接種事業の効果的な運用に大きく寄与しています。 

予防接種法に定められた予防接種は、その必要性、有効性、安全性について

国民に正しく理解していただいた上で実施していくことが大切です。そのため

には、正しい情報を把握する必要があり、本事業は国民の抗体保有率や我が国

における病原体の分離の状況を正確に把握するという、極めて重要な役割を担

っています。 

特に平成２５年度から平成２６年度にかけては、Ｈｉｂ感染症、肺炎球菌感

染症（小児及び高齢者がかかるものに限る）、水痘等が定期接種化される制度

改正が行われたことから、これらの有効性等を科学的に評価するためにも、本

事業を継続し、活用していくことが重要であると考えております。 

関係者の皆様には、本事業の実施について、これまでのご尽力に深く感謝す

るとともに、今後とも一層のご協力をお願い申し上げます。 
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