
平成２３年度予防接種協議会 議事録 

 

【日時】平成２３年７月２７日（水）１５時から１６時２０分 

【場所】保健センター 大会議室 

【出席者】委員４名 

     志水哲也、鈴木有紀子、大野敏行、舟橋武仁 

     事務局４名 

     江崎所長、伊藤補佐、佐橋係長、吉村主任 

     欠席 委員２名 木村隆、末永裕之 

 

【次第】 

１． 開会 

２． あいさつ 

３． 議題 

（１）予防接種講演会について 

４． 報告 

（２）平成２２年度実績について 

（３）平成２３年度予防接種計画について 

（４）事前にいただいた事項について 

① 肺炎球菌、ヒブ、DPTの同時接種について 

② 予防接種広域化の現時点での進展について 

③ 肺炎球菌、ヒブの公費助成の時期について公費補助の打ち切りについて 

④ 子宮頸がんワクチンの供給について 

５． その他 

６． 閉会 

 

【議事】 

１． 開会 

    本日は、ご多忙中ご出席を賜りましてまことにありがとうございます。ただ今

から小牧市予防接種協議会を開催させていただきます。委員の皆様におかれまし

ては、公私とも大変お忙しい中、ご出席賜りましてありがとうございます。本日

欠席の連絡をいただいておりますのは、春日井保健所長木村委員と小牧市民病院

長末永委員でございます。春日井保健所の木村委員におかれましては、４月の異

動でこの協議会の委員になられていますので、よろしくお願いします。この会議

につきましては、公開となっておりますので、事務局で会議録を作成し、情報公

開コーナーにおきまして公開させていただきますのでお願いいたします。現在の

ところ傍聴希望はありません。 

    ここ数ヶ月といいますか、予防接種を取り巻く変化というのは、とても大きく



て、去年で言いますと１０月１日からインフルエンザ３価ワクチンの接種が始ま

りました。後、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン子宮頸がん予防ワクチン

も小牧市は、今年の１月１日から接種を開始しておりますけれども、同時接種後

の死亡例が複数出まして、約１か月３月３１日までヒブワクチン、小児用肺炎球

菌に関しては接種見合わせということがありました。子宮頸がん予防ワクチンの

供給量が少なく接種の差し控えが国からの依頼がありましたが、ただこれに関し

ては、７月１０日から高校１年生が再開、７月２０日から中学３年生以下が再開

されましたので、今後又、希望者が増えるのではないかと思っております。いず

れにしましても、予防接種事業ここ保健センターの事業の中で、一番気をつけて

いかなければいけない事業と思っています。そんな予防接種に関しての協議を行

なっていただく、この協議会ですので本日もよろしくお願いします。 

    それでは、志水会長の方から会に先立ちましてご挨拶をいただきます。 

 

２． あいさつ（会長） 

    非常にたくさんの予防接種が増えてきました。間隔など非常に気をつけなけれ

ばいけない。ようやく欧米化並みに日本が、近づいてきたので喜ぶべきことでは

あります。１０月頃には、ロタウイルスワクチン、生ワクチンで飲むワクチンで

すが、認可される予定です。１回に１万円くらいかかり、たしか２回なので２万

かかるものです。小牧では、水痘・おたふくかぜが１０月から開始で喜ぶべきこ

とですが、気をつけてやっていかなければならない。どの科の先生もやられます

けど、小児科医の先生は数が多いので特に気をつけてやっていかなければいけな

い。今日もいろいろな議題がありますので、いろいろ含めて審議お願いします。 

 

３． 自己紹介 

    事務局職員紹介 ７月異動により伊藤補佐着任 

 

４． 議題 

    予防接種講演会について 

                           （事務局 説明 資料１） 

    平成２３年１月からヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・子宮頸がん予防

ワクチン接種事業の開始、水痘・おたふくかぜワクチン接種の助成事業を開始予

定で準備を進めているところです。２２年度本協議会で協議された講演会の実施

の必要性がますます強まり、講演会に向けて準備を進めています。本講演会を効

果的なものとし、予防接種による健康被害の防止につなげる為に、講師に依頼す

る内容を検討していただきたいです。 

  

（委員）   会場はどこですか。 

（事務局）  ここの大会議室です。 



（会長）   何名ぐらい入りますか。 

（事務局）  机を入れなければ１２０名くらい入るところです。 

（会長）   会場についてはそういうことです。 

       予防接種の事故ですけれども２３年５月１０日に県の小児科医会に県

の方から来たものですが、５６例の事故報告がありまして接種済みのワ

クチンを誤って接種してしまった事例、ワクチンの取り違え事例、接種

間隔不足での接種事例が全事故報告の約８割を占めている。母子健康手

帳による接種歴の確認不足とか、兄弟姉妹間で予防接種時期が重なった

ことによる接種対象者の取り違えなどが挙げられます。事例が書いてあ

りますので、参考にしていただきたいと思います。 

       やはり間隔とか、同時接種の場合でもよっぽど気をつけてやっていかな

いとわからなくなるし、いつもやっていないとわかりにくい。そういう

ことも含めてこの講演会をやっていただければと思います。 

       最近では、こういう事例はないですか。 

（事務局）  最近は、ないです。 

（委員）   事務が電話で予約を取るのですが、母親から聞くのが不十分かもしれま

せんが、前回やった日にち等の問診ができてなくて、早く見えたりして、

事前に気が付くと早いねということを言ったりするが、たえず予防接種

の種類が増えたことで確認が一番大事ですが、いつ起こらないかひやひ

ややっているのが現状です。予約受付を５人くらいでまわしています。

意思徹底が非常に難しくあまり人数を広げるのは、いかがなものかと。 

       できれば最小限の人数で業務が遂行できるようにしたいと思っている。 

（会長）   他に意見はないですか。 

       確認が大切で非常に予約の取り方を気をつけなければならない。 

（委員）   携帯で予定が入るようなアプリケーションがある。メーカーが出してい

るもので、次はどれくらいだというスケジュールを入れておくものがあ

るときたことがあります。 

（会長）   わかりやすいものだといいのですが。 

       なるべく決まった人が、きちんとやることが必要ではないか。 

（委員）   その受付のあり方というのは、いわゆる問診というような内容ですか。 

（会長）   問診とは違います。 

       何をやりたいか、いつやりたいか、明日できるか、うちは前日までしか

予約を受付しないです。当日はお断りしています。前回からの間隔とか

今度何をうけたらいいかなど問合せが多いです。 

（委員）   やった日に次はこれだよって予約をして帰っていくといいんですが。 

（委員）   うちはやっています。 

（委員）   あとその間にポリオが入ってくるとか、受けての側が一つの医療機関で

全てできるかというと BCG、ポリオは公的な所でしか受けれないからあ



っち行ってこっち行って、その間隔をどうしようかって話になった時に

どうしていくか。一つの所で全部、全てができるかというとそういうこ

とができないのが現実。 

       国は個別接種を推奨していますし、BCG も一人用ができるようになって

いるが、ポリオはそこまでいっていない。今後生ワクチンと不活化ワク

チンのスケジュールの日程の話もでてくる。 

（会長）   同時接種はいいけど、同日接種はだめ。例えば、BCG 接種をして夜医療

機関で、他のものを接種するのは同日接種になる。 

       予防接種の液の色と予診票の色が一緒にしてある。そういうことで間違

いないようにしている。 

       確認をいかにするか。うまいいい方法があれば一番いいですが。何人か

で目を通すとか。 

（委員）   母親には名前、今日は何をうけにきたのかを名乗ってもらってそれで接

種をする。 

（委員）   親子健康手帳では、管理ができたのか。 

（事務局）  記入欄は全てありますので。 

（委員）   そうすると、接種をしたら医療機関さんが書いてもらうわけにはいかな

いから本人が今日受けたワクチンについて書く。 

（事務局）  医療機関さんに書いてもらってます。 

（委員）   基本的には、親子健康手帳を提示すれば。 

（委員）   だめです。手帳を忘れましたという人が結構います。一番最低の大事な

ことなんですが。 

（委員）   推奨接種されているもの以外の個別接種、ヒブや肺炎球菌も母子手帳に

名前が出ていたほうがいい。任意と書いてあるだけですから、これから

始めるおたふく、水痘にしてもこれからずっと使っていくと、インフル

エンザが入ってくると結構な欄がなくなる。 

（会長）   講演会とは違うが、予防接種の欄をわかりやすくしたほうがいい。 

       あいち小児は、どうやっているか。 

（委員）   医師、看護師、事務がどうおこなっているか。ミスをなくす上手い接種

の仕方を教えてほしい。 

       三連休の真ん中なんですね。 

（事務局）  そうなんです。ここしか先生あいてなくて。 

（委員）   もしここでしたら、対象に何人何人ぐらい来ていいかって書かないと一

杯になりませんか。医師、看護師、事務員って書いてあると。 

（事務局）  やっぱり事務の方たちに来ていただきたいですか。 

（委員）   そうですと、最低でも一つの医療機関に３人になりますよね。 

（会長）   山崎先生の前に事務的なものを話してもらうのはどうでしょうか。 

       種類も増えて事務が複雑になってきていますし。 



（委員）   昔は、同時接種はなかったですから。今は、接種する人数だけでなく何

種類も人数以上に複雑、煩雑ですよね。 

（会長）   どんな説明にするかは、山崎先生と打合せしていただければいいです。

いかにミスをしないようにするか、同時接種の問題、接種量、接種部位、

個人をどう特定するか。呼ぶとはいってきてしまう。間違えて入ってき

てしまうことも。 

（委員）   何をうつかというのを首に名札を付けさせてという案もあった。３つも

付ける人もでてくる。週に１回しかやっていないので、この予防接種は

この日、何曜日って決めていないので、ひやひやです。 

（会長）   この曜日は、これだけってなかなかできないですよね。それをすると、

同時接種が出来ないですし。 

（委員）   インフルエンザが始まるとインフルエンザはインフルエンザだけで分け

ていますけど。 

（会長）   フランスみたいにミックスされている６種混合があれば１回で済むが、

日本はないので、それがネックですね。それを早くやってもらわないと。 

       確認をいかに上手にするかを話してもらうのが、まずは必要。 

（委員）   事務の人たちに話すのに、山崎先生以外にもあいち小児の事務の人にも

話してもらうとか、予防接種担当の事務に話してもらうとか、担当の看

護師に話してもらうとか、そういう話を前もってしてもらってから山崎

先生に話してもらったほうがいいのでは。全部山崎先生に話していただ

けるかわかりませんが。 

（会長）   ひやりハットの事例は結構あると思います。 

（事務局）  山崎先生に依頼をしていますので、打合せをした時に話をしてみます。 

（会長）   医師に対する、看護師に対する、事務に対する少し違うと思うので。 

（事務局）  先生がお一人で全部話してくだされば、又それはそれでいいですか。 

（会長）   それはそれでいいですけど、注意点が少し違う。 

（委員）   山崎先生が受け付けからやって全部やっているわけではないので。 

（会長）   そのような形で話してみてはいかがでしょう。 

       前もって質問をうけるという手もありますが。 

（事務局）  申し込みと同時に受け付けるということですね。 

（会長）   保存の問題から緊急時の問題からショックを起こした時の処置とかをき

ちんとやっているか。 

（委員）   多分、こどもクリニックの先生はかなり注意深くやられていると思うが

市の方から依頼を受けている小児科医以外のクリニックもやられてい

ると思う。そういう所の現場が重要かと思いますが。 

（会長）   理解して実施していくことが重要です。 

（委員）   本当にショック時の対応ができているのかわからない所もあるので、そ

れがやっぱり大事だと思いますけど。 



（事務局）  小児科の先生に話すのよりは、もっと内科とかの先生とかに是非伝えて

いただきたいことをという風にお願いしたほうがいいですね。 

（委員）   だから、そこの病院での事務レベルのことであったり、看護師さんの基

本的なことだとかを。 

（会長）   小児科は何回も聞いている。繰り返し聞いている。繰り返し聞いてもわ

からないことも。 

       平静やっていない所を対象にする。予防接種の時間をわけなければいけ

ない。診療時間は別室で別にしなければならない。感染症のこともあり

ますから。小児科の先生は別の時間で取っている。後は、診察中にやっ

ている。本当は部屋を別にしなければならない。そういうことも知らな

い先生も多分たくさんいると思う。 

（委員）   本来なら予防接種は一人の医師に何人くらいが望ましいということまで

書かれているので、せいぜい１時間に２０人ぐらいでしたか。 

（事務局）  はい、２０人です。 

（委員）   ２０人超えて１人で接種するのは大変。できませんよね。 

（会長）   本当はきちんと講習を受けて、そういう先生がやっていくのを やるこ

との講習の意味づけをした方がいいと思いますが。どこで言い出しても

なかなかうまくいかない。ある程度やっている所もある。 

（委員）   これは、この協議会が主催で、医師会が後援というか。医師会が主催で

すか。 

（事務局）  今回の講演会ですか。保健センターの市が主催です。 

（委員）   医師会は全くタッチしてないですか。 

（事務局）  はい、今回は。 

（委員）   ただ、医師会の方も参加の呼びかけとかは、積極的に協力していただけ

るんでしょ。 

（事務局）  それは協力していただけます。 

（委員）   かえって、医師会が呼びかけて予防接種をやっているけどこういう所に

来ないというのは、問題なんでしょうね。会長が言われたようにそうい

うことに対してペナルティがあるわけではないですから。 

（会長）   また、何かありましたら後でお願いします。 

       次に報告になります。 

 

５．報告 

 （１）平成２２年度の実績について 

                            （事務局説明 資料２） 

 （２）平成２３年度予防接種計画について 

                            （事務局説明 資料３） 

《質疑応答》 



（会長）   ポリオの不活化について問合せはありますか。 

（事務局）  問合せは、結構あります。自費で不活化をやって生をやりたい方もいま

すし、不活化だけやりたい方、新聞等で来年度以降認可されるといこと

で、それまで待つと言われる方、その３パターンで問合せがありますが、

今現在の状況等を話しをして保護者の方に判断していただいてます。 

（会長）   市民病院は輸入してますか。 

（委員）   してないです。個人輸入ですよね。 

（会長）   個人輸入の液が大丈夫なのかってことですよね。 

       生ワクチンで発症したというのを新聞が前面に書き出した。外国は不活

化、生は使っていない。急に新聞が取り上げてから輸入をしてやるとい

う、この辺りは名鉄病院。その為に、ややこしくなって不安を持った方

が増えてきて問合せが多くなっています。 

（事務局）  ポリオの話題が出ましたので、国からの通知文だったと思いますが夏に

ポリオはやらない方がいいという通知がなかったでしたか。 

       夏と冬はと言われます。 

       今、６月９月やってますけど。 

（委員）   ７・８月はやってないですよね。 

（事務局）  夏は７・８で思えばいいですね。 

（会長）   それでいいと思います。 

（事務局）  この予定で今年は４・５・６・９・１０・１１の例年なんですが、来年

度のこともあったので、お尋ねしました。これで OK ですね。 

（会長）   不活化ワクチンは来年の３月ぐらいに認可される可能性がある。来年度

ますます注射が増えます。ロタが生ワクチンでありますし。 

       他に何かありませんか。 

（委員）   接種率ですよね。 

（会長）   今、はしかがヨーロッパではやっていますね。スペインとか。 

（委員）   フィリピン帰りで１人いました。 

（会長）   輸入が多いですね。 

（委員）   輸入が多いですね。 

（会長）   フィリピン帰りから輸入されてくるはしかが。 

（委員）   よくそれで、飛行機乗って帰ってこれたと思います。 

（会長）   アメリカはないですけど、スペイン２２６１例、ルーマニア１６００例

など、これは接種率と関係があるとコメントがありました。 

（委員）   麻しん風しんの２期・３期・４期は年々下がっているのが気になります

ね。 

（会長）   海外渡航なんですけど、日本小児科医会のホームページと愛知県小児科

医会のホームページで海外渡航のための情報を流していますので、それ

にどこでやれるか、名鉄も入ってますが県内どこでやれるか載っていま



すのでホームページを見てください。 

（会長）   他には、どうでしょうか。 

       インフルエンザの補助は。 

（事務局）  今のところ、高齢者だけになります。 

（会長）   内科での間違いで、肺炎球菌ワクチン成人用と小児用とを間違えて接種

した例があります。この間、通知できていましたので、山崎先生にそう

いうことも話してもらうように頼んでください。 

       やはり、接種率を上げないと。 

（委員）   接種することの良さというか、キャンペーンというか大事だろうと思い

ますが、何かいい方法がありますかね。 

（委員）   何か対応はしていないですか。例えば、１歳半健診だとか。 

（事務局）  １歳半と３歳の健診で予防接種のアンケートを取らせていただいて受け

ているものについて記載していただいて、受けていないものはその場で

指導していただいて接種勧奨をしています。後、MR については、年３回

になりますが夏休み、冬休み前、接種期限の前２月くらいの３回の接種

勧奨を未接種の方に個人通知を出しています。出していますが、なかな

か増えていかない状況です。 

（委員）   ２期はうたないと１年生に入れないよって言うんですけど 

（会長）   就学児健診の時に是非、教育委員会の方にお願いして勧奨してもらう。

就学児健診ですから１０月くらいですか。是非、健診の時に勧奨しても

らう。中高については、後２年ですか。 

（事務局）  そうです。来年までです。 

       学校の方からも受けられたら接種をした日にちを書いて学校に提出す

るようになっていますが、その紙自体を出さないお子さんもみえるみた

いで受けてない方も中にはいますね。 

（会長）   注射が嫌だってことで。 

（委員）   先ほど、アンケートって言ってましたが、直接保健師さんが母子手帳を

見て。 

（事務局）  はい、家で書いてきていただいて、母子手帳を確認してってことになり

ます。 

（委員）   三種混合の１期追加はどうしても少なくなってしまうんですよね。１年

あいているということで、忘れてしまうお母さんが多いんですね。だか

らすごく抜けることが多い。 

（会長）   追加の時にいくんですか。 

（事務局）  一緒に送ってしまうので、自分の手元にある状態で１年待っている状態

です。 

（委員）   免許証でそろそろ書き換えですよっていう案内のようにそろそろ接種時

期ですよっていう、そういうことをやると。 



（会長）   今の人数では、大変ですよね。 

（事務局）  通知がきたらうてばいいっていう感じのお母さんがおられるから、忘れ

てしまうってこともあるんでしょうね。 

（委員）   百日咳多いです。実際に。 

       慢性的に咳が続くと、調べてみると抗体が出てるんで。 

       接種してても追加がやっていないのか、１回だけやっているのか、１回

２回で３回目やっていないのか、そういう方が結構います。 

（会長）   百日咳の大人の接種が来る可能性がある。 

（委員）   ２期を二混から三混に又戻すっていう話しもあります。成人が多いので。 

（委員）   インフルエンザの接種量が増えるっていう話しはどうなりますか。量が

増えると言ってましたが。 

（会長）   子供の接種量が２．５倍になる 

（委員）   そうすると液が足らなくなる。 

（委員）   震災でワクチンを作る卵業者が被災されてしまった。 

（委員）   少なくなっている所へ量が増えると大変だっておっしゃってました。 

（委員）   それでワクチンの製造がって話しなんです。 

（会長）   新型の時のようなことはないと思いますが。 

       ありがとうございました。又、のちほど何かありましたら。 

       報告３に入ります。肺炎球菌・ヒブ・DPT の同時接種について、鈴木委

員お願いします。 

 

６．報告３－１ 

                                （参考資料４） 

（委員）   肺炎球菌・ヒブ・DPT の三種類を一緒にうちたいという方が多くいらっ

しゃるんですが、私がうったわけではないですが、三種類うった方で４

０度の熱を出した方がいます。三混と一緒にうつのはやりたくないなあ

と自分では思っているのですが、そのことをどういう風にお考えなのか、

お聞きしたくて書きました。DPT をうけることで何かおこるのかしらと

思うのですが、どうなんでしょうか。 

（会長）   よくわからない。小児科学会から同時接種の考えが出てますが。 

（委員）   やった方がいいと書いてあったので確認したのですが。 

（会長）   アメリカは三種 DPTP なのでポリオが入って四種混合にヒブ・肺炎球菌

ワクチン、ロタウイルスを２か月からやっている。 

（委員）   あちらは、熱が出て当たり前と思っていて問題はないらしい。 

（会長）   三種は一緒にやっていないですがヒブと肺炎球菌は一緒にやっている。

分けてやっているがどうしてもやりたい人は同時接種している。 

       こちらからこうしなさいというのは言ってなくて、前からの死亡例が出

たということで慎重になっていて、単独でうちたい人が増えてきている。   



       そういう人に無理やりうちなさいとは言わない。 

（委員）   １回で済むからと同時接種を希望する人がいますが、責任取れないから

と。 

（委員）   うちは、希望通りうっています。 

（委員）   希望通りしていいんですかね。 

（会長）   分けたほうがわかりやすいんですよね、少ないほうが。 

（委員）   何かおこった場合にわかりやすいですよね。 

（委員）   １回起こった後の次のが１番問題ですよね。 

（会長）   次うつ時は注意ですから。次うつかどうかというのは注意がいります。 

（委員）   ヒブと肺炎球菌は一緒にうけてもいいだろうというご意見でよろしいで

しょうか。 

（会長）   肺炎球菌はいいでしょう。 

（大野委員） 不活化ワクチン同士は全然問題ないという話しですよね。 

（会長）   今は生ワクチンでもいいですから。希望により説明するというしかない

でしょう。 

（委員）   ありがとうございます。 

（委員）   うちは９・１０月から RS のワクチンを始めるので、あれだけは曜日を

分けてそれだけでやります。 

（会長）   これについては、よろしいでしょうか。 

        

７．報告３－２ 

                            （事務局説明 資料４） 

《質疑応答》 

（委員）   医療圏としては、北名古屋は入らないですか。 

（事務局）  入らないです。 

（委員）   岩倉は入って北名古屋は入らないんですね。 

（事務局）  入らないです。 

（会長）   日本小児科医会からほとんどの半分以上の県がかなり進んでいる。ほぼ

全県でやられている。かかりつけ医でやるのが１番いいということで、

ある県ではよその県との広域化も進んでいる。かかりつけ医でというの

が１番。 

（委員）   小牧は北名古屋の方も結構いるんですが。 

（会長）   県も医療圏毎でやろうという、全体ではなかなか進まないので、医療圏

毎にやろうと。知多半島も一つネック、名古屋もネック、三河の一部と

かは、ちょこちょこ進んできている。 

（委員）   はい、わかりました。 

（会長）   次に３、肺炎球菌・ヒブの公費補助の時期について公費補助の打ち切り

について説明お願いします。 



 

８．報告３－３ 

                            （事務局説明 資料４） 

《質疑応答》 

（会長）   これについてはどうですか。 

（委員）   来年の３月３１日までですか。 

（委員）   それまでに国は何か返事を出してくるんでしょうか。 

（会長）   多分出すんじゃないですかね。厚労省も委員の先生が亡くなられて委員

会がなくなってしまった為、停滞してしまった。会議がなかなか開かれ

なかった。これは、国の交付金でやっているんですか。 

（事務局）  はい、そうです。 

（会長）   これにヒブと肺炎球菌をひっくるめてやっているんですよね、たしか。 

（事務局）  はい。 

（会長）   どうしてそうなったのかわかりませんが、もしなくなるとどうなります

か。又、市として検討していただけるんですか。 

（事務局）  検討ですね。 

（委員）   あくまで定期予防接種化がなされるという前提の中でやってはいきます

けど、万が一定期にはまだならない、国が打ち切りになったということ

になれば市が持ち出さざるを得ないのではないでしょうか。 

（委員）   前の市長がこういうことをやり出して、今の市長はどう言ってますか。 

（委員）   基本的には、防げる病気は防ぐという考え方ですので。 

（会長）   全部定期化しなきゃだめだと思う。アメリカなんかは無料ですから。 

（委員）   国が出さないと小牧市は出すと。 

（委員）   その路線でいくことになると思います。ただ、小牧市だけの話ではなく

どこの市町村も全額なり半額なり今国からのお金をいれてますので、そ

れが無くなったら同じような状態でやらざるを得ないですね。そういう

意味では、もし国の交付金が打ち切りになるような動きがあれば、全国

の自治体が一斉に要望というか声をあげることになると思います。これ

は、ワクチンだけでなくい妊婦健診もおなじなんですね。最初基本的に

枠組みとしては公費の枠組みを組み入れる。ただそれが、時限的な措置

だよというようなことを言って、途中ではずしてしまうんですけど。い

っぺんやり出した保健だとか福祉の事業というのは、一回やり出すと後

退はできませんので、それに伴って市町村の財政負担が増えるような。

こういうことに関しては、全国どこの市町村も同じですから又、大きな

声を上げざるを得ないと思います。 

（委員）   政府の子ども手当もあんな風ですからね。 

（会長）   子ども手当を予防接種にあてようという意見もあった。 

（委員）   それが一番いいです。 



（委員）   財源の取り扱いについては、市の方におまかせをいただいて後退はなか

なか難しいんではないかと思います。 

（会長）   小牧市は子どもにとって非常にいいと思います。 

       次に、４の子宮頸がんワクチンの供給について説明をお願いします。 

 

９．報告３－４ 

                           （事務局説明 資料４） 

《質疑応答》 

（会長）   ようやく供給できるようになりました。 

（委員）   難しいですね。無くなって待ってと言っておいて今年中にやらなければ

ならないというのは、厳しいと思います。 

（会長）   ３回終了が補助の対象というのは、２回で終わってしまった方について

は、補助がでないんですか。 

（事務局）  ３回目が自費になります。２回は大丈夫です。３月までにうてなかった

分については自費になります。 

（委員）   そうなんですか。３回目は半年後になりますよね。 

（事務局）  １回目から半年後になります。ホームページには、載せて広報について

も掲載予定になっています。高１・中３については、早めにというのは

周知できるかと。 

（委員）   中学校、高校の保護者あてなど、広報やホームページは予定していただ

いているので、保護者あてにダイレクトメールじゃないですが、周知が

行き届くようなことをしていただくといいのではないか。 

（会長）   ７価ワクチンができるんですね。今は３価ですが。 

（委員）   男性にもいいという。 

（会長）   女性にもいいですよね。仕入れ値の問題や又ややこしくなります。 

（事務局）  混乱ですね。 

（委員）   確認なんですが、資料４のところで３番目の肺炎球菌・ヒブの公費補助

についての子宮頸がんワクチン事業の中には、肺炎球菌・ヒブも全部入

っているということですね。 

（事務局）  入っています。 

（委員）   すべてそれが、来年の３月、今年度で公費打ち切りということですか。 

（事務局）  今年度までとい最初の予定になっています。 

（委員）   市としては、一応肺炎球菌・ヒブ・子宮頸がんも継続していきたいとい

うそういう意向でよろしいですね。 

（委員）   継続していきたいというか、後退はできないだろうと。 

（委員）   はいわかりました。 

       ロタウィルスは２回ですね。 

（会長）   ２回です。 



（委員）   生後６週間から開始して４週間隔で２回です。 

（会長）   それではこれでよろしいでしょうか。 

       特にないようですので事務局からは何かありますか。 

（事務局）  特に事務局からはございません。 

        

１０．閉会 


