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概要
日本においては、高齢者および慢性疾患の患者に
対するインフルエンザのワクチン接種が強く推奨
されており、部分的に政府が負担しています。65
歳以上の日本国民、および、一定の器質障害また
は免疫不全症を持ち日常の活動に支障のある60
～64歳の国民は、地域の予防接種スケジュール
に基づき、毎年のインフルエンザワクチンを無料
で、あるいは助成を受けて接種することができま
す。

国レベルでは、厚生労働省が毎年のインフルエン
ザキャンペーンを率い、地方自治体および医療機
関によるインフルエンザワクチンの意識向上活動
の導入を監督したり、導いたりする役目を担って
います。インフルエンザワクチンに関する一般市
民向けメッセージと、高齢者向けに特別に作成さ
れたメッセージを伝達するためのいくつかのキャ
ンペーンツールが用意されています。ツールに
は、ウェブページ、リーフレット、動画、公開シ
ンポジウム、相談ホットラインなどが含まれま
す。

一般に、民間組織は、成人のワクチン接種の重要
性に関する公開コミュニケーションや意識を形作
ったりそれらに影響を与えたりするような強力な
声には至っていません。また、患者団体や高齢者
団体にしても、重度の合併症、入院、死亡のリス
クの高い構成員に向けて発信されるメッセージが
大きく欠如しているようです。

現在のメッセージの内容は、咳エチケットや手洗
い、マスク着用などにかなりの（偏った）重点が
おかれ、最も効果的な対策であるワクチン接種が
あまり強調されていません。日本におけるインフ
ルエンザワクチンの報道が最適とは言えない状況
を考慮すると、インフルエンザワクチン接種を優
先させることこそが、日本の意識向上キャンペー
ンにおいて強く推奨されます。 
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人口統計データ
2018年、日本の推定人口は1億2,650万人で、そ
のうち15歳以下は約12.8%、65歳以上は27.5%  
(3,480万人)でした。低い出生率により、2050年
までに日本の総人口は14.8%減少し、3人に1人 
(36.4%) が65歳以上になると予想されています。

日本の人口の急速な高齢化と平行して、非感染性
疾患（NCDs）の患者は過去に類をみないほど増
加し、2016人には日本の死亡者数の82%が非感染
性疾患によるものと推定されています。心血管疾
患、呼吸器疾患、および糖尿病を合わせると、日
本の全死亡者数の37%を占めています。

背景
インフルエンザは毎年日本で何百万人もが感染
し、高齢者は特にこの感染症で重症化しやすい
傾向があります。2018年9月から2019年1月
下旬の2018～2019年インフルエンザ流行期に
は、12,642人がインフルエンザで入院しました
が、そのうち約63%が60歳以上でした。

高齢者、とりわけ慢性疾患を抱える高齢者がイン
フルエンザとその合併症に対するハイリスク群で
あるという事実にもかかわらず、2017年には51%
がインフルエンザのワクチンを接種していません
でした。

日本では、厚生労働省が予防接種法に支えられた
国民予防接種プログラムの調整と監視を行ってい
ます。厚生労働省は毎年、インフルエンザ総合対
策を発表し、来るべきインフルエンザ流行期に向
けた政府の計画、準備、行動、さらに毎年の意識
向上キャンペーンの方策を打ち出します。この総
合対策は、地方自治体と医療機関の手引きとなっ
て働きかけ、インフルエンザワクチンに関する啓
発運動計画の導入を奨励しています。

また、厚生労働省は、ウェブページやリーフレッ
ト、動画などを含む啓発ツールを作成し、公共の
シンポジウムを開催し、相談窓口を設置して、イ
ンフルエンザワクチンに関するメッセージを一般
市民に、そして高齢者向けメッセージを高齢者に
伝達しています。

  

政府のキャンペーン	

国民予防接種プログラム	
日本の国民予防接種プログラムは、予防接種法の
もとで作成され管理されています。予防接種法の
2001年改正において、インフルエンザワクチン
は65歳以上の人と、心臓、腎臓、もしくは呼吸器
の機能に障害のある、あるいは免疫機能に障害の
ある60～64歳の人が受けられる政府出資の定期
予防接種となりました。

この改正では、優先度の高い指定グループに対す
るインフルエンザワクチンを市町村が責任を持っ
て無料で提供、あるいは助成するよう求めていま
す。

インフルエンザワクチン、および、その他の政府
出資のワクチンは、国民予防接種スケジュールに
掲載されています。同スケジュールは、どのワク
チンを何歳で接種すべきかを示した信頼性の高い
情報源です。

ウェブページ

厚生労働省は、そのウェブサイトで、インフルエ
ンザに関する様々な質問の答えを掲載していま
す。このオンラインQ&Aは、インフルエンザの
病因と症状、予防、治療、ワクチンの種類、副反
応、さらに推奨する接種スケジュールなどトピッ
クごとに整理されています。

リスクの高い成人は、地方自治体の優先順位によ
り、最小費用もしくは無料で、毎年のインフルエ
ンザワクチンを接種できるというのが、ウェブペ
ージで一貫して伝達されている主要メッセージで
す。  

図1：国民予防接種スケジュール
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リーフレット	

厚生労働省が発行している数種類のリーフレット
（チラシ）では、一般市民、高齢者、とりわけ老
人介護施設で働く医療従事者におけるインフルエ
ンザ予防の重要性について言及されています。

一般市民用リーフレットは全員向けで、インフル
エンザについてのよくある10の質問と答えや、イ
ンフルエンザの症状、防止、治療についてのアド
バイスが記載されています。感染および関連する
合併症のリスクを軽減する上でのインフルエンザ
ワクチンの効果は、重症化しやすい人にとっての
ワクチンの有用性とともに、明確に解説されてい
ます。

また、高齢者向けに特別に作成されたリーフレッ
トもあり、インフルエンザワクチンの副反応に関
する誤った通念を払拭し、ワクチンの重要性と効
果を強調しています。この情報シートにおける重
要なメッセージは、日本の高齢者が無料で、ある
いは助成を受けてワクチンの接種を受けることが
できるということです。

 

動画

一般の人々にインフルエンザとワクチンの重要性
について周知させることが、厚生労働省が作成し
た動画の焦点です。動画では、視覚的メッセージ
と話し言葉によるメッセージの両方を使用し、よ
り良く理解してもらえるようになっています。

動画の中では、特に感染による影響を受けやすい
人として、高齢者、子供、妊婦、特定の慢性疾患
のある人たちがあげられています。

相談ホットライン

感染症とワクチンに関する相談ホットライン（電
話による窓口）が厚生労働省によって設置され、
インフルエンザ予防、流行状況、ワクチンの効
果と副反応に関する問い合わせに対応していま
す。10 

公開シンポジウム	

2017年、日本政府は前線の研究者と医療専門家
からなる専門的なシンポジウムを開催しました。
そこでは、インフルエンザと将来のワクチン開発
について最先端の研究が発表されました。このシ
ンポジウムの目的は、インフルエンザについての
一般の意識を高め、予防対策について話し合うこ
とでした。また、同シンポジウムは、自分と周囲
の人を流行から守る上で、国民一人ひとりが持つ
責任に特別な注意を喚起しました。

図2：リーフレット



国民インフルエンザワクチンのキャンペーン実施状況

徹底した方針と
プログラム

明確なコミュ
ニケーション
戦略

特定された対象

現実的タイム
ライン

情報の定期的
な更新

民間組織の関わ
りやサポート

複数のツール
とチャネル

インフルエンザワクチンは、政府と諮問機関により、高齢者及び慢性疾
患を抱える人を含むハイリスク群の接種が推奨されている

状況に合わせたコミュニケーション戦略と行動計画を公開し、コミュニ
ケーションの目標、対象集団、提携組織に期待される役割、コミュニケ
ーションツール、行動日程などを明確にしている

一般集団（年齢や基礎疾患にかかわらない一般集団）に配布される普遍
的なメッセージ

特定のハイリスク群向けの情報

ウェブサイトのコンテンツ、デジタル技術、ソーシャルメディア、オン
ライン出版、電子メールなど、オンラインでの情報伝達

テレビ、ラジオ、印刷物（リーフレット、ポスター、パンフレット、屋
外広告）による、オフラインでの情報伝達

個人の相談、街頭キャンペーン、対面動員などのインタラクティブ（相
互作用的）なコミュニケーション

しかるべき時期に発せられるインフルエンザ流行期の警告やワクチン接
種のお知らせ

国民ワクチンデー、ワクチンウィーク、ワクチン月間など、集中的な意識
向上キャンペーンのために計画された全国的あるいは地域的なイベント

特定の接種者を対象に新たに認可されたワクチンを推奨するなど、最新
のエビデンスや方針を反映して、情報が定期的に更新されている

整備されている 部分的に整備されている 整備されていない、証拠なし

患者団体、高齢者団体、支援団体が発する、インフルエンザに関する
情報

インフルエンザワクチン接種は、国民予防接種プログラムにより国が出
資し、高齢者および慢性疾患を持つ人を含むハイリスク群を対象とした
国のプログラムによって実施されている
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