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特定課題研究３
感染症数理モデルの解析に基づく新規ワクチンの 

定期接種導入に関する判断の客観化

西　浦　　　博

研　究　代　表　者： 西浦　　博（北海道大学大学院医学研究院・教授）
コアメンバー： 都築　慎也（北海道大学大学院医学研究院・助教）
 Lankeshwara Munashinge（韓国Center for Disease Control and Prevention研究官）
 小林　鉄郎（北海道大学大学院医学研究院・特任助教）
 木下　　諒（北海道大学大学院医学研究院・学術研究員）
 斎藤　正也（統計数理研究所・特任准教授）
 国谷　紀良（神戸大学大学院システム情報学研究科・講師）

　上記メンバーおよび講演を求めた招聘研究者によって，2018年度には下記の9回の研究会を開催した．
研究会の開催により，「新規ワクチンの定期接種導入」を中心的課題とした多様かつ有意義な議論ができた．
また昨年と同様の企画ながら，より規模と内容を充実したSummer Boot Camp of Infectious Disease Model-

ing Japan 2018および IMAID 2018（Innovative Modelling and Analysis of Infectious Disease Data, 2018）の
2つの国際共同研究集会を一般公開で開催することができた．報告は以下の通りである．

第１回研究会の開催（2017年6月）
日　時： 平成29年6月25日（日）─平成29年6月27日（火）
場　所： 北海道大学大学院医学研究院（北海道　札幌市）
出席者： ＜コアメンバー＞ 西浦　博，都築慎也，小林鉄郎，木下　諒，Lankeshwara Munasinghe

  （以上，北海道大学），斎藤正也（統計数理研究所）
 ＜その他参加者＞ 松山亮太，浅井雄介（25日のみ）
【主な内容】

　2017年度の開催計画についてコアメンバー間での確認作業と意見交換を実施した．年間計画を以下のよ
うに決定し，8月実施予定の合宿形式研究会については招聘する外部講師の最終決定を実施した．
【年間計画】

　2017年6月25─27日
　　風疹研究の研究会，データ解析の完了，論文化に関する議論．
　2017年8月─10日
統計数理研究所における合宿形式研究会およびインフルエンザ研究の意見交換会．外部講師として遠
藤　彰，坂本洋平，Hyojung Leeらを招聘することを決定した．
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　2017年10月2─24日
国際研究会議「Innovative  Mathematical  Modeling  for  the  Analysis  of  Infec tious Dis  ease Data 2017」
（IMAID 2017）の主催．

　2017年11月28─12月1日
「Epidemics 6（6th International Conference on Infectious Disease Dynamics，スペイン，シッチェス）」
での研究報告および研究会の開催

　2018年1─3月
　　研究会の開催および研究成果報告の作成
【研究の進捗状況報告およびディスカッション】

　斉藤を中心に進めてきた風疹の地域流行リスクの空間解析について研究進捗状況を共有し，データ解
析の妥当性と今後の方向性（特に一部地域での重点的ワクチン接種導入のシミュレーション等）につい
て議論した．この議論を通じて解析方法の一部に修正を加え，再解析を実施したうえで，集中的に共同
研究者間で論文原稿執筆に取り組んだ．加えてインフルエンザの観察データについて解析を実施した．

第２回研究会の開催（2017年8月1日─10日）
日　時： 平成29年8月1日（火）―平成29年8月10日（木）
場　所： 大学共同利用機関法人　統計数理研究所（東京都立川市）
出席者： ＜コアメンバー＞ 西浦　博，小林鉄郎，木下　諒，Lankeshwara Munasinghe（以上，北海道大学），
  斎藤正也（統計数理研究所）
 ＜外　部　講　師＞ 遠藤　彰，濱口由子，Hyojung Lee（すべて北海道大学）
 ＜その他参加者＞ 松山亮太，浅井雄介
【主な内容】

　登録者向けの公開研究会「入門：感染症数理モデルによる流行データ分析と問題解決」を統計数理研究
所にて開催した．併せてインフルエンザ研究についての議論を行うとともに，短・中期的予定についての
意見交換を実施した．
【公開研究会】

　2017年8月1日から10日にかけて，「入門：感染症数理モデルによる流行データ分析と問題解決」（統計
数理研究所　統計思考院夏期大学院プログラムの一環で西浦　博が研究代表者として開催）を開催し，特定
研究課題「感染症数理モデルの解析に基づく新規ワクチンの定期接種導入に関する判断の客観化」に関連
する研究発表を行った．

第３回研究会の開催（2017年10月23日─24日）
日　時： 平成29年10月23日（月）―平成29年10月24日（火）
場　所： 大学共同利用機関法人　統計数理研究所（東京都立川市）
出席者： ＜コアメンバー＞ 西浦　博，Lankeshwara Munasinghe（以上，北海道大学），
  斎藤正也（統計数理研究所），國谷紀良（神戸大学）
 ＜外　部　講　師＞ 濱口由子，Sung Mok Jung（北海道大学），三浦郁修（東京大学）
 ＜その他参加者＞ 松山亮太，浅井雄介
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【主な内容】

　国際研究会議「Innovative Mathematical Modeling for the Analysis of Infectious Disease Data 2017」（IMAID 

2017）を開催した．併せてインフルエンザ研究についての議論を行うとともに，短・中期的予定について
の意見交換を実施した．
【公開研究会】

　10月23日および24日にかけて統計数理研究所にて国際研究会議（IMAID 2017）を開催し，特定研究課
題「感染症数理モデルの解析に基づく新規ワクチンの定期接種導入に関する判断の客観化」に関連する研
究発表を行った．各参加者の発表内容を以下に記す．
　西浦　博： Progress of ID modeling and international collaboration ほか
　國谷紀良： Spectral approximation theory for the numerical computation of Ro in age-structured epidemic 

modelsほか
　Lankeshwara Munasinghe：Deciphering the heterogeneous transmission dynamics using contact data

　濱口由子： The annual risk of TB infection with sero-prevalence survey of interferon gamma release assay

　三浦郁修： Estimating the transmissibility of norovirus in household settings from final size distributions

第４回研究会の開催（2018年11月28日─12月1日）
日　時： 平成29年11月28日（月）―平成29年12月1日（日）
場　所： Meliá Sitges Hotel Congress Centre（スペイン，シッチェス）
出席者： ＜コアメンバー＞ 西浦　博，木下　諒（以上，北海道大学），
  斎藤正也（統計数理研究所）
 ＜外　部　講　師＞ 三浦郁修（東京大学），
  遠藤　彰（The London School of Hygiene & Tropical Medicine）
 ＜その他参加者＞ 水本憲治（Georgia state university），浅井雄介，松山亮太（北海道大学）
【主な内容】

　国際研究会議「Epidemics 6（6th  International  Conference  on  Infectious  Disease  Dynamics，スペイン，
シッチェス）」に参加し，「感染症数理モデルの解析に基づく新規ワクチンの定期接種導入に関する判断の
客観化」に関わる研究発表および情報収集と，海外研究機関の研究動向の調査をおこなった．また，その
会期中に海外研究機関（オランダおよびアメリカ）との共同研究のためのクローズド研究会を開催した．
【研究成果発表および情報収集内容】

　11月28日から12月1日にかけて，以下の研究内容の発表をおこなった．
　西浦　博： Assessing the transmission dynamics of measles in Japan, 2016 

　斉藤正也： Concentrated distribution of vaccines and its effect on final size of Japanese rubella epidemic

　木下　諒： Quantifying the age-dependent susceptibility of measles in Japan

　遠藤　彰： Impact of migration on dynamics of avian influenza: A multi-site, multi-species transmission 

model along East Asian-Australian Flyway

　三浦郁修： Estimating the transmissibility of norovirus in household settings from final size distributions

（クローズド会議内での発表）
　また，これら発表のほか，海外研究機関インフルエンザおよび麻疹のワクチン関連情報を収集した．
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【新規ワクチンの定期接種導入研究に関するクローズド会議】

　Princeton University（米国，ニューヨーク州）のBrian Grenfelll教授およびJessica E. Metcalf准教授らの
研究グループと，麻疹の流行周期と定期接種およびexcess mortalityに関する共同研究打ち合わせを実施し
た．また，Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu（オランダ，ビルトホーフェン）の Jacco Wallinga

教授と，インフルエンザおよびノロウイルスの家庭内感染とワクチンの優占的配分対象の選定についての
議論を実施した．

第５回研究会の開催（2017年1月24日）
日　時： 平成30年1月24日（水）
場　所： TKP品川カンファレンスセンター　会議室6B（東京）
出席者： ＜コアメンバー＞ 西浦　博，木下　諒，都築慎也（以上，北海道大学）
 ＜外　部　講　師＞ 山本奈央，Hyojung Lee，Andrey Akhmetzhanov（以上，北海道大学），
  柿添友輔，伊藤悠介，岩波翔也（以上，九州大学），鍵浦文子（広島大学）
 ＜その他出席者＞ 梯　正之（広島大学），岩見真吾（九州大学），
  浅井雄介，松山亮太（以上，北海道大学）
【主な内容】

　2018年1月24日に上記場所で特定研究課題「感染症数理モデルの解析に基づく新規ワクチンの定期接
種導入に関する判断の客観化」に関する研究発表および同課題の共同研究打ち合わせを行った．具体的
内容としては，インフルエンザの優先的配分対象の選定研究（都築），麻疹の流行周期とワクチン定期接
種の効果推定（木下）を中心とした研究成果報告をおこなったとともに，インフルエンザの抗原変異予
測を含めた新規ワクチン接種導入やA型およびB型肝炎ワクチン導入と多剤併用治療法の効果的併用の
検討について，九州大学数理生物学グループおよび広島大学感染症数理グループとの共同研究方針を議
論した．
【研究成果発表】

　以下の研究内容の発表をおこなった．
　　都築慎也：インフルエンザの優先的配分対象の選定研究
　　木下　諒：麻疹の流行周期とワクチン定期接種の効果推定
　　岩見真吾：肝炎に対する多剤併用治療法の効果推定

第６回研究会の開催（2017年1月29日─31日）
日　時： 平成30年1月29日（月）9：00―平成30年1月31日（水）12：00

場　所： 並木七丁目診療所（千葉県我孫子市）

第９回研究会の開催（2017年2月15日）
日　時： 平成30年2月15日（水）9：00―12：00

場　所： にのみやこどもクリニック（大阪市城東区）
出席者： ＜コアメンバー＞ 西浦　博，都築慎也（以上，北海道大学）
 ＜外　部　講　師＞ 濱口由子（北海道大学）

特定課題研究３「感染症数理モデルの解析に基づく新規ワクチンの定期接種導入に関する判断の客観化」



  221

 ＜その他出席者＞ 松山亮太（北海道大学），田中俊久（並木七丁目診療所），
  二宮英一（にのみやこどもクリニック）
【主な内容】

　2018年1月29日から31日にかけて，上記場所で特定研究課題「感染症数理モデルの解析に基づく新規ワ
クチンの定期接種導入に関する判断の客観化」に関するインフルエンザワクチンの接種状況に関する発表
および実地調査を実施した．インフルエンザワクチンの優先的配分対象の選定研究と超過死亡率の研究成
果を発表するとともに，インフルエンザワクチン接種に対する接種者の意思決定についての共同研究方針
について議論した．

第７回研究会の開催（2017年1月29日）
日　時： 平成30年1月29日（月）17：00―21：00

場　所： 東京都中央区八重洲二丁目7番地2号　八重洲三井ビルディング3階

第８回研究会の開催（2017年2月9日）
日　時： 平成30年2月9日（月）17：00―21：00

場　所： 東京都中央区八重洲二丁目7番地2号　八重洲三井ビルディング3階
出席者： ＜コアメンバー＞ 西浦　博（北海道大学）
 ＜外　部　講　師＞ 坂本洋平（北海道大学）
 ＜その他出席者＞ 今村顕史（東京都立駒込病院）
【内　　容】

　平成30年1月29日，上記場所において特定研究課題「感染症数理モデルの解析に基づく新規ワクチンの
定期接種導入に関する判断の客観化」に関する研究会及び発表を実施した．同会議ではウイルス感染症の
診断問題とAntiretroviral therapy導入時の治療過程におけるワクチン接種のキャッチアップやその対象者の
選定などについての議論等を行うと共に，それらについての研究成果についての発表を行った .
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