
平成２７年度予防接種協議会 議事録 

 

【日時】平成２７年８月２０日（木）１３時５０分から１５時００分 

【場所】保健センター 大会議室 

【出席者】委員４名 

     林芳樹、新原光喜、木村隆（代：吉兼博美）、舟橋毅（敬略称） 

     事務局４名 

     山田次長、江崎所長、野口補佐、岡田係長、吉村主査 

     欠席 委員２名 末永裕之、田中秀典 

 

【次第】 

１． 開会 

２． あいさつ 

３． 報告 

（１）平成２６年度実績について 

（２）平成２７年度予防接種について 

（３）子宮頸がんワクチン接種後の副反応報告について 

４． 議題 

 「予防接種事故予防対策について」 

５． その他 

（１）二種混合（第２期）の送付時期の変更について 

６． 閉会 

 

【議事】 

１． 開会（司会） 

    本日は、ご多忙の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。なお、任期途中ではあ

りますが、小牧市民病院小児科部長の大野委員が６月３０日付けで退職されまし

たので、新委員として今日は欠席されていますが、小児アレルギー科部長の田中

先生に委員を引き受けていただいていますのでよろしくお願いします。本日欠席

の連絡をいただいておりますのは、小牧市民病院長の末永委員、小児アレルギー

科部長の田中委員です。春日井保健所長は所用のため、本日は、生活環境安全課

の吉兼課長にご出席をいただいております。よろしくお願いします。この会につ

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。 

    それでは、会の開催に当たりまして、健康福祉部山田次長よりあいさつをさせ

ていただきます。 

 



２．あいさつ（次長） 

    委員の皆様、本日はお忙しい中、当協議会にご出席いただきありがとうござい

ます。 

    予防接種につきましては、日頃から皆様方には様々な分野で事業推進にご協力

いただき、心から感謝申し上げるしだいであります。 

    さて、予防接種を取り巻く昨今の状況でございますが、平成２６年１０月１日

から水痘ワクチンが定期接種となり、また、来年度からは B型肝炎の予防接種が

定期化されるという情報もささやかれています。乳幼児期に接種する種類が更に

増え、一層複雑化していくことが予想されます。 

    また、大人の風しんが大流行したことにより、平成２５年７月より風しんワク

チン接種緊急促進事業が開始したことに伴い、小牧市でも引き続き助成事業を実

施しております。高齢者肺炎球菌ワクチン助成事業を平成２６年度から７５歳以

上から７０歳以上に拡充したところですが、平成２６年１０月１日から定期接種

に移行し、当市の対象年齢と相違が生ずることとなりました。したがいまして、

定期接種化後も５年間の経過措置を残し、現在、各医療機関のご協力のもと事業

を進めているところであります。 

    このように、予防接種の制度や実施方法が目まぐるしく変わる中、予防接種 

に伴う事故につきましては、平成２６年度も前年度と比べて件数は減少したとこ

ろです。今後も、予防接種事故のないように対策を強化するとともに、予防接種

率の向上に努め、市民の健康づくりの支援に取り組んでまいりますので、皆様方

のより一層のお力添え、ご助言をお願いし、開会に際してのご挨拶とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 

（司会）それでは、会長よりご挨拶をお願いいたします。 

     

３．あいさつ（会長） 

    暑い中、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。今、次長からあ

りましたようにワクチンの接種もいろいろと変わってきた昨今であり、そうい

う時代になりました。さっそく、審議に入りたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

（司会）ありがとうございました。これより議事に入りますが、会長に議事の取り回し

をよろしくお願いしたいと思います。 

 

（会長）それでは、報告（１）（２）に入らせていただきます。「平成２６年度実績につ

いて」「平成２７年度予防接種について」事務局より説明をお願いします。 

 

 



４．報告 

 （１）平成２６年度の実績について 

                     （事務局説明 資料１ P．１～３） 

 （２）平成２７年度予防接種について 

                     （事務局説明 資料２ P．４・５） 

《質疑応答》 

（会長）   ただいまの説明で質問がございましたらお願いします。 

（委員）   ４種混合の追加接種について接種率が低いですが、どうなんでしょうか。

４５パーセントというのは、１・２・３回目は９０パーセント以上あり

ますが、毎年このぐらいでしょうか。 

（事務局）  ２５年度の接種率から考えても少ない気がします。接種が進んでいない、

忘れている人も多いのではないかと思います。 

（委員）   ３回目の接種のときに１年後と言ったり、書いているのですが。 

       それでも忘れてしまうのでしょうか。最初の時点で予診票を４枚渡して

いるんですよね。 

（事務局）  ４枚渡しています。 

（委員）   何か良い方法はないでしょうか。 

       先生、何か良い方法ないですか。 

（委員）   追加は忘れがちになりますよね。 

（事務局）  ３か月から接種を始めると追加接種は１歳６か月前頃になると思うので、

１歳６か月児健診に見えたときは、母子手帳で確認をして勧奨をおこな

っていますので、上がってくるとは思います。 

（委員）   他には、ないでしょうか。 

（委員）   風しんワクチンの接種助成事業は、平成２７年度は継続ということです

が、平成２８年度以降の予定はまだ決まっていないでしょうか。 

（事務局）  まだ、決まっておりません。 

（委員）   当面の間継続はしていただけるのか。 

（事務局）  必要であれば、予算をとって継続していきたいと思います。 

       女性だけ接種していた風しんの予防接種を昭和６２年１０月生まれの

人からか男性も女性も受けるように変わりましたので、そこまでの人に

は助成しないといけないのではないかと思います。 

（委員）   ３０代以降の男性の接種率が低いです。女性は妊娠をされる前に、心配

で接種される人が多いと思います。抗体の低い世代が存在するので、再

流行の危険が依然としてありますから、個人的には助成を続けていただ

きたいと思います。風しんの流行が落ち着き、風しんの話題も聞かれな

くなりましたが、先天性風しん症候群で障がいを持って生まれてくるお

子さんもいましたので、二度とそういう事がおこらぬように、成人に対

する助成は続けていただきたいという、個人的な希望はあります。来年



度のことはまだ決まっていないと言うことですね。 

（事務局）  事務局として考えているのは、希望者が少なくても先天性風しん症候群

の可能性、特に男性からうつって妊婦さんがということも考えられます

し、結果をみても男性の受診者が少ないです。希望者が少なくても公衆

衛生の観点から考えて、必要であれば予算は獲得しこの事業は推進して

いきたいと考えます。 

（会長）   他には、よろしいでしょうか。 

       次の議題に移りたいと思います。報告（３）に入らせていただきます。

「子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応報告について」事務局より説

明をお願いします。 

 

（３）子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応報告について 

                       （事務局説明 資料３ P．６） 

《質疑応答》 

（会長）   何かありましたらお願いします。 

（委員）   医療に関係する費用は補助していますか。 

（事務局）  他市ですと、医療費を助成されているところが少し出てきていますが、

小牧市では、現在まだそういう制度を設けておりませんので、「今は助

成することはできません」と、ご本人にはお話しさせていただいていま

す。ご両親が外国籍の方で日本語が話せないため、ご本人とのやりとり

になっています。定期外予防接種時の事故に対し保険に入っていますが、

今のところその方はこの保険の対象に当てはまらない状況です。保険会

社に問い合わせをしており、保険会社が調査中ということです。保険会

社で認められればそこから、補助していく形になると思います。 

（委員）   これは、今年度に入ってからの２件の報告ですが、昨年度以前では報告

はありませんか。 

（事務局）  ありません。今年度初めてです。 

（委員）   このケースは、定期になる前の接種のことですか。 

（事務局）  はいそうです。 

（委員）   定期であれば、報告書が提出されれば勧奨ワクチンの中で起きた事例と

いうことで、補助できるというケースになるということもありうるわけ

ですね。 

（事務局）  この方は、任意で接種をされていますが、任意接種でも保険がおりると

いうものに入っていますので、それが、保険会社に問い合わせ中という

ことです。 

（会長）   それでは、「予防接種事故予防対策について」を議題とします。事務局

より説明をお願いします。 

 



５． 議題 

    予防接種事故予防対策について 

                        （事務局説明 資料４ P.７） 

      

《質疑応答》 

（会長）   予防接種事故予防対策について何かありますか。 

（委員）   接種間隔とは、同種類の接種間隔ですか、それとも生ワクチンからの接

種間隔ですか。 

（事務局）  追加接種が早く受けられる人が多く、肺炎球菌で、１歳以降で３回目か

ら６０日以上の間隔が必要なところ、１歳前に受けてしまい、１か月２

か月で４回続けて受けられてしまっている人の例もあります。 

（委員）   小児肺炎球菌ワクチンはそういうことが多いですか。他のワクチンでは

目立ったものはありますか。注意喚起すれば防げるものはありますか。 

（事務局）  まだ、報告書は提出されていないが、産婦人科や小児科で１歳健診に見

えたときに、一緒に予防接種をする方がいて、誕生日の数日前に来てて、

１歳健診だからと年齢を確認せずに MR・水痘を受けてしまった例があり

ます。１歳健診ということで、１歳になっているという頭で先生は確認

をせずに打ってしまったということです。確認していただければ、そこ

は防げたと思います。 

（委員）   その医療機関で予約で入っていれば、起こりえないはずが、予約でなか

ったのでしょうか。 

（事務局）  予約かどうかは、確認していないが、１歳のつもりで接種してしまった

とのことです。 

       追加って、だいたい予約をしていただいているものですか。 

（委員）   基本的に予約ですが、１年後だと近くなったところで、電話をいただい

て予約をして確認をしています。以前に受けたワクチンは何か、一番近

いワクチンは何か聞いて予約を入れるようにしています。原則予約です

が、飛び込みで接種する場合はその場でしっかりワクチン歴を確認して

います。 

（事務局）  一つの方法としては、予約というのはいい方法かもしれないですね。 

（委員）   たしかにお互いに確認ができます。飛び込みで保護者から接種してほし

いと言われることもありますが、医療機関側からは、余裕があれば病気

で来ているわけですから病気が治ってから１週間後に接種しましょう

とか確認して言っています。 

（委員）   お見えになる時は、母子手帳は必ずお持ちになっていますよね。 

（委員）   今は必ず母子手帳を持っていないと受けないようにしています。次回持

ってきていただいてから接種しています。 

（事務局）  そのように統一していただいています。 



（委員）   小牧市の医師会では、そのように統一されているのですね。 

（事務局）  小牧市からもお願いしています。 

（委員）   市からも通達があり、母子手帳は確認しています。 

（委員）   県でも年間各市から報告があり、昨年は県内全体で７２３件事故報告が

あります。その内、一番多いのは、接種間隔が３６９件と半数以上にな

ります。それ以外に多いのが、有効期限切れのワクチンを接種してしま

った。それ以外には対象年齢の間違い、他に重篤な健康被害にあたる可

能性がある事例として数は少ないがワクチン間違い、過剰接種、接種量

を間違えた、という事例があります。県としては、毎年このまとめをさ

せていただいて各市町に通知しています。その中の留意事項でいくつか

ありますが母子手帳で必ず確認をしてください、有効期限切れというの

は、それぞれの医療機関で保管管理を徹底していただいて防げるのでは

ないか、ワクチンの間違い、過剰接種はご兄弟でみえたり複数でみえた

時に間違えたという事例があります。厚生労働省から昨年３月に国立感

染研究所の研究班から出されている冊子に同じような事例が掲載され

ています。事例は限られているので、そういったことに注意しましょう

ということが書かれていますので、こういった過去の事例を踏まえてそ

れぞれ先生方で注意していただく。その中で特に看護師と先生とダブル

チェックしてください。それによって間隔間違いとかいろんなミスが防

げるのではないかということが言われています。そういった点はどうな

んでしょうか。 

（委員）   接種する側の医師は理解していると思うが、ワクチンができる医療機関

が増えて、専門で行なっているかによっても違うし、看護師は医院での

教育になります。そういった意味では、ある一定の基準を設けながら教

育は必要だと思うので、前々回のような接種の講演会をやるのも一つだ

し、予防接種事故を防ぐためのことを医師会としてもやらないといけな

いかもしれない。基本的には保健センターでやったもののようなものを

やっていく。 

（事務局）  県の医師会でも予防接種の講習会、研修会みたいなものがあると聞いた

ことがありますか。愛知県広域の運営要領の中に県医師会が実施する予

防接種に関する研修または講習を積極的に受講するという文面があり

ますが、通知とか何かきますか。 

（委員）   それは、事業としてあると思いますが、小児科医会が講師を呼んで話を

することがあると思うが、手技とかを話す場ではないと思う。そこまで

はやれないと思います。 

（事務局）  間隔不足というのは、やっぱり追加で多いんですよね。 

（委員）   小児用肺炎球菌ワクチンが特に多いと言われましたが、間隔について理

解が不足しているんですよね。１歳を過ぎてということと、なおかつ 



６０日あけるということ、どちらかが飛んじゃうんですよね。 

（事務局）  ヒブワクチンも７か月あけるというのも短くなって、３か月で接種した

り同じような間隔で続けてうけてしまっている。 

       それぞれが、違うので大変ですよね。 

（委員）   間違ってはいけない。同種ワクチンの間隔はきっちり守らなければいけ

ない。異種間のワクチンの間隔も基本的に覚えなければいけない。 

       期限切れの話ですが、今年の６月くらいでしたかポリオワクチンの期限

が短いのがありまして、厚生労働省から通達がきました。６月に期限が

切れてしまうワクチンを卸していたという。正確な取り決めがあるわけ

ではないが、３か月未満は卸さないようにしよう、メーカー側に返品し

ようという自主的な卸の方の取り組みがあると言うことなんですが、卸

されてくる我々の意識ですが、基本的には３か月未満のワクチンを使用

する先生もみえるが、小児科医会で話があったが、自分たちの中で３か

月未満のものには赤で、印をつけて意識しながら管理していく。個人的

には期限の短いワクチンは入れてもらわないように話をしている。そう

いうことを医療機関の先生もされれば、よいのではないでしょうか。接

種をする機会が少ない医療機関ほど問題が出てくるケースもあるかも

しれない。先生、対策は何かありますか。 

（委員）   ヒューマンエラーもあるので職員が、二重、三重にチェックをすること

だと思います。それだけでなくメーカー側も例えば、使用期限の表示を

大きくするなど、少しでもエラーを防ぐような製品作りをしてもらえれ

ばと思います。ここで言っても仕方ないことですが。実際接種する際、

ロット番号、使用期限が書かれたシールは、小さくて見にくいので、使

用期限の日付を確認するのに苦労しています。事前にチェックしないと

接種の際に使用期限まで確認するのは難しい。人為的なミスを防ぐため

に現場の声を反映して、箱に使用期限の日付を大きく印刷してエラーを

防ぐ努力をすることが、メーカーの側からも出来るのではないかと思い

ます。先ほど、事務局側から「予約」という言葉が出ましたが、基本的

に予約が大事で、当院でも前日に、明日接種予定の患者について、接種

間隔などが問題ないかチェックしています。問題は患者が一つの医院で

接種しているわけではないことです。例えば、最初の３回のヒブワクチ

ンや肺炎球菌は他院で受け、追加接種は当院に予約が入った場合、３回

目の接種から正しい間隔があいているかどうかは、当日来院した時に母

子手帳で確認しないとわかりません。当日にその場で確認しなくてはな

りません。最初から同じ医院で接種していれば、前の接種記録が残って

いるので、前日に確認することが可能です。当院では、コンピューター

の予約システムを取り入れていますので、ネットで予約も出来ますし、

あらかじめコンピューター側で設定をしておけば、ネットで予約を取る



際に間違って接種間隔を短く予約を取ろうとしても、コンピューター側

がはねますので、間違った間隔で予約は取れない仕組みになっています。

生後最初の接種から予約システムを利用する方は、患者が間違った間隔

で予約を取ろうとしてもコンピューターがチェックしますので、間違い

は起きません。ただこのシステムにも欠点があり、生後最初の接種から

この予約システムを利用していないと前回までの接種のデータがない

ので、接種間隔のチェックができないわけです。コンピューターを導入

しても完全にエラーを防ぐことは出来ません。最後は人間がチェックを

しないといけません。当院でも、前日に職員がチェックし、私もチェッ

クする。当日も職員と私がチェックする。カルテも出して、最近熱を出

していないかなども、予約患者全員についてチェックします。前回まで

他の医院で接種していた人や当日飛び込みで接種する人はチェック出

来ませんから、完全ではありません。 

（事務局）  今、話を聞きながら保健センターとしては何ができるか考えていました

が、親子健康手帳を交付していますし、親子健康手帳を作成しています

ので、予防接種の記録のところに例えば追加接種の日にちは何年何月何

日以降と３回目接種した医院の先生が記入していただけるような項目

を一つ入れることはできるかなあと思います。そうすれば勘定しなくて

もそれを見ていただければ飛び込みであっても親子健康手帳は絶対お

持ちになるので、確認ができてチェックがしやすくなるかなあと思いま

すが、先生方にひと手間かかりますが日付を入れていただくことは医師

会にお願いして可能でしょうか。予防接種の欄はごちゃごちゃしていて

入れれるかわかりませんが、それも一つの接種間隔の予防になるかなと

思いますが、いかがでしょうか。 

（委員）   例えば追加接種に関してですが、４種混合の場合最低６か月、原則とし

て１年から１年半後と接種間隔に幅があります。例えば当院で、間隔に

余裕をもって「１年以上あけて次はこれくらいに接種しに来て下さい」

と言っても、もっと急いで接種したい人もいます。次の接種予定日を期

限ぎりぎりで書くか、少し余裕をもって書くか色々な選択肢がある。ま

た医院側が間違えるということもあります。人が行う以上は間違うこと

はあります。自分の医院で行うケースに関しては責任をもって行えます

が、他の医院で、次は何月何日以降に接種と書かれていても、それだけ

を信用せずに、もう一度必ず母子手帳の日付を見て、確認しないといけ

ません。接種予定日の日付が書いてあっても参考にはしますが、必ず確

認が必要です。母子手帳で確認することが一番大事だと思います。 

（事務局）  変な日付が入っていると邪魔になりますね。 

（委員）   自分の医院で接種予定日を書いて自分の医院で接種する分には、問題あ

りませんが、他院へ行ってしまったり他の医院で書いてもらったものを



持ってこちらに来ますとかえって混乱の原因になるかもしれません。 

（委員）   標準という言葉でうたっていますよね。追加は１年後、急ぐ場合は６か

月からできますよ。 

（委員）   間隔不足ですから、決められた期間より短く接種してしまうってことで

すよね。親御さんは面倒くさいとかそういうことですか。 

（委員）   お母さん方は間違えてしまうと思います。予防接種毎に接種間隔の設定

が異なり、ワクチン間で統一した表現もされていません。日数も何か月

だったり何日だったり、標準では１年あけるとか最低６か月あけるなど

細かい規定があり、お母さん方には難しくて理解できないところがある

と思います。 

（委員）   間違うわけですね。行政としてはお母さん方に対し、接種間隔による事

故は怖いんだということを啓発的なもの広報等で周知する。具体的なこ

とはわかりませんが、行政でできることといえばそんなことかなあと思

いますが。意識をもってもらうということで。 

（委員）   ヒブや肺炎球菌の二つが問題で周知が必要なのは、その二つじゃないで

すか。従来からあるワクチンの接種間隔不足も案件としてはあがってい

ますか。 

（事務局）  四種混合や三種混合は少なくなっています。ヒブ、肺炎球菌が多いかな

と思います。 

（委員）   四種混合でも半年以内に接種している人もいますか。 

（事務局）  います。 

       お母さんも接種してからきちんとそれを理解して勘定して次はいつ接

種しなければいけないかを自覚していただく。行政の問題かもしれませ

んが、細かく個人通知をして、だいたい接種できる年齢を知る、それが

きたら接種すればいいんだという受身でいらっしゃるお母さんが多い

のではないか。 

（委員）   予診票を送る時に追加は後から送るということはできませんか。 

（事務局）  先ほど、先生が質問されて、追加が接種率が低いと言われたときに追加

だけ別に送るというのも一つかなと思いましたが。 

（委員）   お母さんたちも結局忘れていて、１年後かという感覚でしかない。 

（事務局）  早く接種したい人は電話をいただく。１年後はその人によって違います

よね。どのあたりで送ったらいいのでしょうか。 

（委員）   ３回目の集計が来たときに１年後の発送日を決めるしかないですね。 

（事務局）  お母さんが子育てをしていくうえにおいて、自分が責任をもって子育て

をしていくんだということでやっていただきたいということはある。予

防接種も責任をもってきちんと接種していくんだというそういうお母

さんになってほしいということが現場としてはあります。そこまでする

とますます行政が機会をとってしまう気がします。今までの話を聞いて



いると、23年度みたいな研修を開く必要はないのかなと思いますが、ど

うでしょうか。後は、医療機関の先生方にどういう文章を出すと良いの

かなと思います。 

（委員）   結局、間隔は各個人の医師が理解をしっかりしなければいけない話です

ね。それは、個人の努力というのが大前提で、それでも間違う人がいる

のなら再教育という機会を設けないといけないが医師会側の話かもし

れない。 

（事務局）  間隔の期間というのをいつでも見れるようなポスターもしくは小さな紙

でもいいですが、そういうものを保健センターが作成して医療機関に配

布して貼ってもらうというのはどうでしょうか。 

（委員）   各メーカーがワクチン一覧表を作成していますので、勧奨ワクチン、そ

れ以外のワクチンなど年齢や間隔など記載されたものを作っている。 

（事務局）  全部のワクチンが記載されているものですよね。 

（委員）   全部のワクチンです。 

（事務局）  ２４年から２７年の事故報告の関係で、先生方のご努力で少なくなって

きていますが、２６年度の５件、２７年度はすでに４件。２６年度より

は少し多くなるかなという予想がたちますが、接種間隔不足が何の予防

接種でおきていたか、傾向が見えてきてヒブと肺炎球菌ですから、それ

だけに特化したものだけで、去年の結果はこうでしたので、この間隔は

こうですので、お願いしますぐらいなものを作成するのはどうでしょう

か。 

（委員）   それはいいかもしれないですね。注意喚起になりますので。 

（事務局）  貼る貼らないは先生方の判断で、貼って見て確認していただけるような

ものを作って、注意喚起ではないですが報告がてら利用していただける

ようなものを作りたいと思いますが。 

（委員）   基本的には、二つのワクチンの標準接種間隔についてを書いていただく。 

（事務局）  結果に基づいたものだけをピックアップして、それを１回やらせていた

だきます。 

       全部は、難しいと思いますがいろいろやれることはやってみたいと思い

ます。 

       予約は難しいですよね。１回目から追加まで同じ病院で行うことは。 

（委員）   それはなかなか難しいですね。人がやることですから、接種ミスはゼロ

にはならないが、ゼロに近づける努力をすることが必要だと思います。

たくさん接種している小児科でも、職員が慣れてくると、逆に油断して

しまう問題が出てきます。例えば、使用期限切れ不活化ポリオワクチン

の接種に関するニュースがあれば、そのことを朝礼で職員に話して、注

意喚起を促す。他の医院でこういう接種ミスがありましたという情報も

朝礼で話します。朝礼でワクチンの話題を出して職員の、危機意識を高



め保つようにしています。いつ間違いが起きてもおかしくないぞという

気持ちでいます。ヒューマンエラーは起こりうるし、実際ヒヤリハット

の事例はあります。職員の意識を高める努力は必要で、各医療機関向け

にも接種ミスを防ぐための啓蒙を行う必要があります。 

（委員）   もう一つお願いですが小牧市は接種間隔不足で、ある意味健康被害には

直接結びつかないけども、色々なミスという事例でとどまっていますが、

県下全体で見ますと先ほどご紹介したようにワクチン間違いや全国的

に見ると一番は接種済みの注射器でもう一度接種してしまったなど問

題の事例もあります。もし、小牧市で万が一あった場合、公表したりと

かいろんな事例になるため、そこは絶対に無いんだよと言うことを押さ

えつつ、こういった事例もあるという二段構えでやっていただきたい。 

（委員）   そういった文面をいれていただくといいですね。 

（事務局）  そうですね。委託をさせていただいていますので、愛知県の情報なのか、

国の統計なのか、今こういうことが予防接種で起こっているということ

をなるべく周知しながら先ほど言ったことを付け加えながら、伝えてい

きたいと思います。 

（会長）   今の議題で特にありませんか。なければ先にいかせていただきます。続

きましてその他（１）に入ります。「二種混合（第２期）の送付時期の

変更時期について」であります。事務局より説明をお願いします。 

 

６．その他 

 （１）二種混合（第２期）の送付時期の変更について 

                        （事務局説明 資料５ P．８） 

  

（会長）   ただ今の説明で意見等ありましたらお願いします。 

       特に無いようでしたら他に何か協議事項はありませんか。 

（委員）   協議事項ではありませんが、今年度インフルエンザ予防接種について一

つ質問があります。小牧市では６５歳以上の方に助成を行っていますが、

今年度よりインフルエンザワクチンの成分が３価から４価に変更され

るということで、それに伴い納入価格も上昇すると言われています。現

在小牧市在住の６５歳以上の方のインフルエンザワクチン接種は、小牧

市からの病院への委託という形で、小牧市から委託料をいただいて自己

負担１，０００円で接種を行っていますが、ワクチンの納入価格に変更

があった場合、今年度の委託料や自己負担額が変更になる予定はありま

すか。 

（事務局）  丁度、この月曜日に医師会執行部会のところへ相談にいこうと思ってい

るところです。ワクチン代が上がるということですので、委託料も変更

させていただこうかと、事務局としては考えています。それに伴って自



己負担額も少し上げざるを得ないかという心づもりでいます。執行部会

の意見を伺いながら決めていきたいと思います。 

（会長）   他に何かありますでしょうか。 

（会長）   事務局からは何かありますか。 

（事務局）  特にございません。 

（会長）   特にないようですので、事務局にお返しします。 

 

７．閉会 

（事務局）  それでは、以上をもちまして小牧市予防接種協議会を終了させていただ

きます。この協議会は今後、予防接種に関して大きな出来事、皆様方に

協議していただきたい事がありましたら、お集まりいただきたいと思い

ますが、特に何もなければ今回１回になると思います。また、お集まり

いただくことがありましたらその節はよろしくお願いします。本日はあ

りがとうございました。 

 

        

 


