
平成２２年度予防接種協議会 議事録 

 

【日時】平成２２年８月２３日（月）１４時～１６時 

【場所】保健センター 栄養指導室 

【出席者】委員５名 

     志水哲也、鈴木有紀子、大野敏行、宮澤孝彦、舟橋武仁 

     事務局５名 

     大野健康福祉部次長、江崎所長、野口補佐、佐橋係長、吉村看護師 

     欠席 委員１名 末永裕之 

【次第】 

１．開会 

２．あいさつ 

３．自己紹介 

４．会長選出 

５．報告 

（１）平成２１年度実績について 

  ①定期予防接種の実施状況 

  ②定期外予防接種の実施状況 

  ③指定医療機関外の依頼状況及び補助金交付状況 

  ④新規事業の実施状況 

（２）平成２２年度予防接種計画について 

（３）事前にいただいた事項について 

  ①定期接種と任意接種の同時接種の際の健康被害補償について 

  ②任意予防接種（子宮頸がん・肺炎球菌・Ｈｉｂ等）の公費補助について 

６．議題 

（１）予防接種の健康被害防止に向けて 

   ～種類の増加及び同時接種の可能性を視野に入れて～ 

７．情報提供 

（１）新型インフルエンザ流行に伴うワクチン接種と今後の課題について 

（２）尾張北部圏域における予防接種広域化の取り組みについて 

８．その他 

９．閉会 

 

【議事】 

１．開会        

２．あいさつ（次長） 

    

委員の皆様、本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうござ

います。近年、予防接種法の改正が目まぐるしく行われている中、実際に

予防接種を実施していただいております医師会の先生方には、大きな混乱



もなくご協力いただき、心から感謝申し上げます。昨年は新型インフルエ

ンザの流行に伴うワクチン接種にご協力いただきありがとうございました。

今年度は、流行する前に予防対策にも心がけていきたいと思います。又、

麻しん風しん混合の接種率９５％という目標が掲げられていますが、まだ

まだ目標に達していないのが現状であります。早い時期に到達できるよう

勧奨をし、少しでも接種率を上げていきたいと思っております。今後も、

接種率の向上に努めるとともに、予防接種事故のないように進めてまいり

たいと考えておりますので、より一層のお力添え、ご助言をお願いし、開

会に際しての挨拶とさせていただきます。 

 

３．委員紹介 

  事務局職員紹介 

 

４．会長選出     互選により志水委員を会長に選出 

            拍手にて承認される 

           職務代理は、会長より鈴木委員に指名 

 

５．会長あいさつ（会長） 

   予防接種も最近増えてきていて、いろいろな面で大変になってきていま

す。日本の予防接種は世界に比べ先進国の中でも後進国であります。まだ

まだやっていかなければならないことがたくさんあります。今は、国の方

針にのっとってやっていく以外方法はありません。効率よく防げる病気は

予防接種により防ぐことが大事です。上手にやっていくことが大切です。 

６．報告 

 （１）平成２１年度実績について 

（事務局説明 資料 報告１） 

≪質疑応答≫ 

（委員） 前年度に比べて三種混合がかなり接種率が低いが何か理由はあり

ますか。 

（事務局） 特に理由は見当たりません。 

（委員）  成人の百日咳が問題されている割には、関心が低いですね。成人

の百日咳は成人病だと言われていますが、予防接種をしていなけ

れば罹患します。この接種率低下が問題だと思います。 

（会長）  ２１年度に２回目まで接種している人については、３回目は集計

に含まれますか、除外されますか。 

（事務局） ２回目までの集計には含まれますが、３回目は除外しています。

接種率の出し方を昨年度発送した人で、その年度に接種した人に

計算方法を変えました。 

（委員）  １回目の接種率でも７９％だから低いと思われます。 

（会長）  脱落をどう防止していくのか。２・３回目の接種をしてもらうに



はどうしていくか考える必要があります。 

（委員）  プレベナー（小児用肺炎球菌ワクチン）等、任意のものも有りど

れから接種すればいいか、迷っているお母さんが多いです。同時

接種出来ると説明するが、恐がって一緒に接種できない人がいま

す。いろいろなものがあり、１歳前に接種するものも多くなり、

どれを先に接種したらいいのか迷っている方がいます。 

      Ｈｉｂ（ヒブワクチン）は予約がなかなか取れず、いらいらする

お母さんも多いです。 

（委員）  Ｈｉｂ（ヒブワクチン）がくるまで待つというタイミングもある

かもしれないですね。 

（委員）  結構あると思います。一緒に接種したいと言う希望もあり、三種

混合が遅れている可能性もあります。 

（委員）  Ｈｉｂ（ヒブワクチン）とプレベナー（小児用肺炎球菌ワクチン）

とＤＰＴ（三種混合ワクチン）を３つ一緒にうちます。 

（委員）  説明してうてるなら、うっています。恐がるお母さんもいますね。 

（会長）  両方にうちますか。足は使わないですか。 

（委員）  片方に２箇所、下１/３と三角筋に接種すればいいです。 

（会長）  アメリカは、２・４か月に７種類ぐらいうちます。熱は多分出ま

す。Ｈｉｂ（ヒブワクチン）はもうじき、かなり供給されてくる

ので、そろそろうまくいくのではないでしょうか。 

      ＭＲ（麻しん風しん混合ワクチン）第１期はいいが、第２期は悪

く９５％にはなっていないですね。入学前に集団健診で勧めても

らわないといけません。強制ぐらいにするとよいのではないでし

ょうか。 

（委員）  接種していないと学校に入れないぐらい言っていただけるといい

ですね。 

（事務局） チラシは就学時検診で全員に配布しています。関心のあるお母さ

んは見られて電話をいただいています。 

（委員）  今時、チラシは見ないと思います。関心がある人でないと。 

（会長）  養護の先生からも言っていただかないといけません。 

      高校生は、だいぶ上がってますね。 

（事務局） 去年よりは、あがっています。今年は、３・４期については、７

月の終わり、２期については８月に入ってから勧奨の手紙を未接

種者に対し、個別に通知しています。この８月で少しあがってく

るのではと思います。 

（会長）  長野県は、集団接種に第３期は変えるようです。接種率が８０％

しかない為。愛知県はもう少し高いので勧奨すればもう少し上が

ってくるのではないでしょうか。 

      二種混合も接種率が低い。学校から帰ってくる時間帯は、夜にな

る為でしょうか。 



（委員）   この年齢の二種混合が三種混合に変更するという話しが出てま

すね。 

（会長）   百日咳の関係でですね。アメリカはどのようにしたんでしょう

か。百日咳が多い為、アメリカも考えていましたが。 

（委員）   就学時検診の問診で、「うちましたか」と聞いて更に認識をさせ

るといいと思います。「うっといてくださいね」だけでなく。 

（会長）   ３期・４期は後２年ですか。今年入れて３年ですか。 

（事務局）  今年入れて３年です。 

（会長）   後２年ですね。 

      他にはよろしいですか。なるべく勧奨をしてもらうように。 

（委員）   １歳６か月児健診で１期のＭＲ（麻しん風しん混合ワクチン）

の問いかけはしていますか。 

（事務局）  １歳６か月児健診でアンケートをとっています。未接種者につ

いては、健診で勧奨しています。 

（委員）   １歳６か月児健診の受診率はどのくらいですか。 

（事務局）  ９４．６％です。 

（委員）   そこに来る人は、だいたい接種してあるんでしょうね。 

（事務局）  ほとんどやれていますが、やれていない人でも勧奨すれば出か

けていただけてると思います。 

（委員）   接種率９５％になっていないのは、健診に来ていない人の中で

接種できていないのではないでしょうか。 

（会長）   １歳６か月児健診をその時点で来なかった人に対し、勧奨はす

るのですか。 

（事務局）  その時点では、やっていません。 

       後は、３歳児健診で同じようにアンケートをしています。やれ

ていない人は、定期外の手続きをして帰っていただいているの

で、そこで何人かはうけていただいていると思います。 

（委員）   うけていない人が、どの層の人なのか。１歳６か月来ない・３

歳来ないなど、どの層の人たちに未接種者があつまっているの

か。何処を集中で援護すれば接種率があがるのか。健診等来な

い層の人が接種率を下げているのではないのか。 

（会長）   できたら、そこを掘り下げていただいて援護してください。 

       中・高は学校から特に勧めてもらうようにする。南高校でした

か、接種後に書類を出すというのは。 

（事務局）  だいたいの高校で、親が接種したというのを記録して出すよう

になっていると思います。 

（会長）   先生が、早くうって持ってくるように言っていただいているか

どうかですね。 

（委員）   日本脳炎の第２期はいつから接種できるようになりますか。問

合せが多いです。 



（事務局）  国の方から通知がまだ来ていません。近いうちにうけれるよう

になるとは、メーカーから聞いています。 

（会長）   日本脳炎第１期については、勧奨を始めていますか。 

（事務局）  手紙を出しているのは、今年３歳になるお子さんについては出

しています。それ以上のお子さんは連絡をいただいた方に送っ

ています。 

（会長）   厚労省も第２期について夏ごろには出すと言われていたが、そ

の後通知がないですね。 

（委員）   問合せがあった場合は、無料券を発行しますか。 

（事務局）  ７歳半未満のお子さんには出します。 

（会長）   新ワクチンでもＡＤＥＭ（急性散在性脳脊髄炎）が１例でてい

ます。回復しているが岡崎で出ています。たくさん接種すれば

必ず副作用はどこかで出てくると思います。日本脳炎第２期に

ついてはさっぱりわからない。第１期については３歳から勧奨

していますね。ＢＣＧ接種率がいいのは、４か月児健診でやっ

ているからだと思います。後はどうでしょうか。 

       接種率に関しては、そんなことでよろしいでしょうか。６５歳

以上のインフルエンザは他に比べて４６％というのは少ないの

でしょうか。新型インフルエンザが流行するとこの年代が危な

いのではないでしょうか。インフルエンザについては、又後で

やります。 

（会長）   指定医療機関外定期予防接種についてはどうでしょうか。 

       この補助事業は、金額については償還払いにしていますか。ど

ういう形ですか。 

（事務局）  実費払っていただいて、領収書を出して還付しています。 

（会長）   例えば春日井なら春日井市の値段でうつということですか。 

（事務局）  はいそうです。小牧市の上限でお返しをします。 

（会長）   よろしいでしょうか。 

       新規事業の実施状況のところで、７５歳以上の肺炎球菌ワクチ

ン１回５，０００円を補助していますが、うてる医療機関の値

段はまちまちですか。 

（事務局）  はい、まちまちです。 

（会長）   統一はしていないですか。 

（事務局）  はい、していないです。 

（委員）   対象者何人という形があって満額の予算をとるのですか。 

（事務局）  対象者に対して、４０％の接種率を見込んで予算を取っていま

す。 

（委員）   勧奨はほぼ１００％ですか。 

（事務局）  はいそうです。 

（会長）   新型インフルエンザワクチン接種に係る費用軽減事業ですが、



何かありますか。 

（委員）   新型インフルエンザワクチン接種の予防接種者数は 16,712 人で

すが、だいたい何％ぐらいの接種率になりますか。 

（事務局）  対象者を４５，０００人ぐらいで見込んでいる為、３４％ぐら

いの接種率だと思います。 

（会長）   （市独自の対象者は）中学生以下でしたか。 

（事務局）  市独自の対象者は、国のいう優先対象者で妊婦・基礎疾患を有

する方・１歳未満の保護者・中学生までが市独自の対象者にな

ります。 

（委員）   この年齢だと結局、中３までの子どもが接種する前に罹患して

しまったので、接種せずに済んでしまったんでしょうね。 

（会長）   結局、最後はワクチンが余ってしまいました。何しろ大変でし

た。 

（委員）   市町村によっては、岡崎みたいに集団接種を行なったところも

あるが、集団接種するか個別接種でするかは、市町村の独自の

判断ですか。 

（委員）   医師会の主導ではないか。最終的には。 

（委員）   医師会さんが個別では大変だから集団でやってくれと言う事で

調節してやるということですか。 

（会長）   小牧も集団でやるということを言い出したことがありますが、

すでに新型インフルエンザが流行し始めていて、益々ややこし

くなる為、個別のままだったと思います。 

（委員）   場所・人・責任が問題でした。 

（会長）   供給がいくらでもあれば安心してやれたのではないでしょうか。 

       集団でもいろいろ問題がありました。 

       他にありましたら、又後ほどご意見をうかがいます。 

 

（２）平成２２年度予防接種計画について 

 （事務局説明 資料 報告２） 

  新型インフルエンザについて、本年９月までは、昨年からの引き続きで１

価の新型インフルエンザワクチンでの接種となります。現在、国とワクチン

接種等に関する契約を交わしているところですが、その契約は本年９月３０

日をもって解除されます。 

その為、１０月１日から新たに季節性と新型の混合である３価の新型イン

フルエンザワクチンでの接種事業が開始となり、医療従事者のみの接種をす

る医療機関につきましても再度契約が必要になります。又、６５歳以上の二

類疾病の定期予防接種についても原則３価ワクチンでの接種になり、期間は

昨年と異なり１０月１日から平成２３年３月３１日までの接種となります。 

 ≪質疑応答≫ 

（会長）   集団接種について、愛知県内でもＢＣＧ個別化しているところ



もあるが、接種率を考えると集団、４か月児健診でやるのが一

番いいのではないでしょうか。 

       個別接種ですが、ＭＲ（麻しん風しん混合ワクチン）について

は、２０１２年までに撲滅する目標がありますね。 

       新型インフルエンザについては、９月中までの接種は１価のワ

クチンで接種ですか。 

（事務局）  ３価ワクチンは１０月１日からなので、９月中は１価ワクチン

での接種になります。 

       先月は、まだ１価ワクチンでうけている人もいました。 

（会長）   勧めている人があるのですか。 

（委員）   やれますかという人はありました。 

（会長）   １価ワクチンは国会で引き取ると決まりましたね。 

       ３価ワクチンの低所得者は全額補助だが、それ以外はどうなっ

ていますか。医師会との交渉ですか。 

（事務局）  はい、そうです。まだこれからになります。 

（会長）   いろいろな情報が入ってきてて、今は新臨時接種になったので

すか。 

（事務局）  法改正されると、新臨時になります。 

（会長）   ３価で接種するというのは、法改正ではなくその前からやるの

ですか。 

（事務局）  １０月１日からです。 

（会長）   新型インフルエンザ対策担当課長会議のＱアンドＡで７月２８

日開催分では愛知県からも質問が結構でています。 

       新臨時接種において市町村は医療機関の委託事業として実施す

る場合、多数の市町村の住民が従事している事業所等における

産業医による接種及び他の住所地の者に対する接種及び健康被

害の救済に対してどのように対応すべきか。 

       これ読みましたか。 

（事務局）  はい 読みました。 

（会長）   かなり問題がありますか。 

       小牧市としては、これからということですね。９月いっぱいに

は決まりますか。１０月までに法は改正されるんですか。 

（事務局）  法律は、１２月くらいに新臨時に移行するのではないかと言わ

れています。 

（会長）   前倒しでやるのですか。 

（事務局）  それまでは、予防接種事業として行います。 

（会長）   各医院で予約を取り始めています。予約をとらないとややこし

くなるのですが、予約は普通にとっていいのですか。接種費用

は規定されるのですか。 

（事務局）  はい、そうです。 



（会長）   よっぽど早く決めていただかないといけないと思います。あく

まで任意では、なくなるのですか。 

（事務局）  任意ですが、６５歳以上の人に関しては、二類定期と新臨時が

併用します。６４歳以下は任意接種になります。 

（会長）   今までどおりということですか。 

（事務局）  実費を徴収してということです。 

（会長）   任意だから価格設定を各医療機関で設定していいのですか。 

（事務局）  これから決めていきます。 

（会長）   情報がわかればなるべく早く医師会を通じて流していただきた

いと思います。 

（委員）   １０月１日からの３価の取り扱いについて、一般市民への周知

は市としてどのように考えていますか。 

（事務局）  ９月１５日号広報に載せます。 

（委員）   どういう内容で載せるのですか。 

（事務局）  １０月１日から新しいワクチンの接種が始まります。その時点

で、１回当たりの金額が確定していれば金額を、低所得者につ

いては、免除券を交付するので、それを持っていくと無料にな

ります。というような内容です。 

（会長）   ６５歳以下の接種１回目の接種 3,600 円 ２回目の接種  

       2,550円 ２回目で１回目と違う医療機関で接種 3,600円 診

察のみで接種できなかった場合 1,790 円とし、市町村は低所得

者に対する接種費用の助成にかかる国庫補助基準額により当該

市町村に所在する医療機関において接種する場合の接種費用を

設定すると書いてある。規定しちゃうということですが、６５

歳未満で低所得者に対してということですか。 

（事務局）  市が補助するのは、すべての年齢の低所得者。所得に応じて市

民税非課税世帯と生活保護世帯になります。 

（委員）   去年のように１回 1,000 円の補助はつきませんか。 

（事務局）  今のところはありません。 

（委員）   今年の４月からあくまで２１年度の時限的措置として現在今の

１価をうたれる方は、すべて自費で接種しています。１０月１

日から去年やったような１回あたり 1,000 円の接種は市として

の考えは持っていません。あくまで国の基準で生活保護世帯又

は、非課税世帯はお申し出いただいて無料で、他の人について

は市と医師会とで国庫補助基準額を基準として単価を設定し、

その単価で接種していただくという考え方をもっています。 

（会長）   従来の季節性インフルエンザワクチン接種における費用の整合

性を勘案して市町村の判断により上記基準額と異なる接種費用

の設定は可能とするという文書もある。 

       愛知県医師会が出したものですが、昨年はパンデミックを防ぐ



為、緊急避難としてやむを得ず国による価格統制と配給制に従

ったが、今回は状況がまったく異なっており紛れもなく国によ

る接種費用の設定であり日医はこのような設定を容認してはな

らないと言っています。 

（委員）   単価の設定については、医師会と調整していきます。 

（会長）   その他、第３期・第４期の問題、定期外接種の問題については、

よろしいですか。小牧市は定期外接種の補助をしていただいて

いてありがたいです。 

 

（３）事前にいただいた事項について 

  ①定期予防接種と任意接種の同時接種の際の健康被害補償のついて 

                            （事務局 説明） 

   予防接種法第１１条以降及び予防接種法施行令第８条以降に予防接種に

よる健康被害の救済に関する措置が記載されているが、定期予防接種につ

いてのみのものであります。 

   任意接種による健康被害を受けた場合には、医薬品副作用被害救済制度

に基づく救済の対象となります。しかし、同時接種をした場合の取り決め

については、記載されたものはありません。左右別に接種をして局所的な

反応によるもので明らかにどちらの接種によるものかわかる場合を除いて、

全身的な症状であれば区別はつかないと思われます。健康被害が出た場合、

市の調査委員会で協議をし、申請を出すかどうか決定するが、申請を出す

と決まった場合は、市が定期予防接種によるものと認めることであり、国

もその申請を受理していただけます。（Ｈ．２２．７．２０県に確認） 

（会長）   同時接種した場合は、国の救済が受けられるということですね。

そういう回答を得られていればいいです。 

       名古屋市はポリオをうってきた日に肺炎球菌等をうってもそれ

も補助するという回答でしたが、小牧市は認めていないですね。

同じ日なら違う先生の診察でもＯＫにするのか。名古屋市はＯＫ

と言ったようです。翌日になると間隔をあけないと接種できない

が、同じ日ならいいことにするのか。すぐには、決めれないと思

いますね。 

（事務局）  先生のお考えはどうですか。違う先生が診察、接種をするのはＯ

Ｋですか。小牧の場合ポリオは集団接種になりますので、個別接

種とは違う先生になると思いますがどうでしょうか。 

（会長）   何とも言えないです。 

（委員）   生生、不活化不活化という組み合わせは、一般的に考えられて

いるが、生と不活化、何種類かやっている先生もいるが、健康

被害補償はどうかという議論はなされていません。やっても差

し支えないということはわかっているが、もし起こった時に何

が原因でそれに対して補償はどうするのか具体的にはでてきて



いません。 

（事務局）  国の話では、小牧市であれば協議会の中で決めていただければ

定期予防接種の被害として県へ出し、県から国へいって審査が

行われるという形になります。その状況になったらまず、この

会議を緊急に開かせていただき、ここで先生方のご意見を聞い

てまとめ、県を通じて国へ出すという形になります。 

（委員）   なるべく救済を考えれば高い方の救済でできるようにお願いし

たいです。 

（会長）   インフルエンザの時もそれが問題になったのではなかったでし

ょうか。市が保険に入るかどうかで違いましたか。 

（事務局）  予防接種の補償が一番いい保険に入っています。 

（会長）   もし、そういったことが起こった場合は、緊急に開いてやると

いうことでよろしいでしょうか。 

 

②任意予防接種（子宮頸がん・肺炎球菌・Ｈｉｂ等）の公費補助について 

（事務局 説明） 

  本年度、６月議会において、Ｈｉｂワクチン及び子宮頸がん予防ワクチ

ン接種に対する市の助成を求める請願書が提出され、採択されました。助

成のあり方について検討しているところであります。肺炎球菌ワクチンに

ついては、今後検討していきたいと思います。 

（会長）   金沢で会議があった時に県内の状況を調べたものです。（資料参

照） 

      富山県の「とやまっこ子育て応援券」という県単独事業で第１

子・第２子は１万、第３子は３万の支給があり、保育や任意予

防接種（水痘・おたふく）に利用ができます。 

      助成があると接種率が上がる可能性が高いので上げる為には是

非助成をしてほしいです。 

（委員）   小牧市では、Ｈｉｂ（ヒブワクチン）だけ検討中ですか。 

（事務局）  Ｈｉｂと子宮頸がんは請願が出て承認されましたので、検討し

ています。 

（会長）   請願というのは、署名何名いるとかですか。議員が出せばいい

のですか。 

（事務局）  紹介議員があればいいです。 

（委員）   どの程度の助成とか決まっていますか。 

（事務局）  検討中です。 

（委員）   小児用肺炎球菌は、出てないですか。 

（事務局）  請願としては出ていません。 

（会長）   医師会からは出しました。 

（事務局）  要望書をいただきました。 

      現在子宮頸がんワクチンについては、新聞等の報道で国・県・



市で助成するという話がでています。 

（会長） 是非、子どもたちの為に補助をしてください。 

（委員） 見込みとしては、いつ頃からとか具体的にはわからないですか。 

（事務局） 来年度からやれればいいと思いますが。 

（委員） 皆さんが、子宮頸がんワクチンの助成について、待っています。 

（事務局）  お母さん方がうちたいという方もおられますか。 

（委員）   あります。 

（委員）   ４５歳未満はやったほうがいいと思います。 

（事務局）  費用対効果はあると文献読みました。 

（委員）   どうしてもやってほしいのは、１０代の人です。 

（事務局）  それ以上の人も接種したほうがいいと思いますか。 

（委員）   思います。お子さんができる可能性がある人は、やったほうが

いいです。実際おなかに赤ちゃんがいて頸部がんになっている

人がいます。赤ちゃんがいるから何も出来ずに待つしかしょう

がないですから。 

      最低限の１０代はやってほしいです。 

（事務局） １０代は１９歳までですが、中学生くらいまででもいいですか。 

（委員）   １５歳まででもいいからやってほしいです。 

お母さん方は、高いからっておっしゃる方が多く、１回でも補

助がでれば助かると思います。半年の間に３回はきついです。

せっかくワクチンが出来て予防できるので接種してほしいです

から。 

（委員）   今後、ロタウイルス等いろいろなワクチンが増えますので予算

をたくさん取ってほしいです。 

７．議題 

 予防接種の健康被害防止に向けて 

（事務局 説明 資料議題１） 

  市内の個別予防接種は小児科だけでなく、承諾をいただいている医療機

関で接種が可能となっています。接種可能な予防接種の種類も増え、同時

接種をする医療機関も増えてくると思われ、健康被害が出る可能性も増え

てくるのではないかと思われます。 

  他市では、講習会を開催しているところもあり、小牧市としての取り組

みについて、検討していただきたいです。 

 

（会長）   接種のミスや期間の間違いがおこる可能性が高くなります。そ

の為医師会の教育をやる必要があるだろうと思います。 

（委員）  二種混合を0.1ｍｌではなく0.5ｍｌ接種してしまう人が多いで

す。 

（会長） 本当は、認定講習会を受けて認定された人の医療機関でやるよ

うにすると良いと思います。それはなかなか大変であると思い



ますので、定期的に講習会を開くことを医師会に提案するか、

市でやるかです。 

      ある市では、講習を受けないとやらせてもらえないところもあ

ります。複雑になってきている為、接種間隔等のミスが起こっ

てくる可能性があります。講習会を医師会に申し込んでやると

いう風にしてはどうでしょうか。 

（委員）生涯学習でやってはどうでしょうか。月に１回ありますから。 

（委員）   小牧市内の医療機関は何施設あって、その内の予防接種事業を

やっているのは、全ての医療機関ですか。 

（事務局） 実施医療機関は今、５５医療機関です。 

（会長） 定期のものだけですね。定期以外の任意のものが増えてきてい

るので、その点が問題であると思います。 

（委員） 更新性とかあるといいと思いますが。 

（事務局） 先生方もそのほうが安心ですか。予防接種は、センタ－の事業

で１番恐い事業だと思っていますので。 

（委員）   週末、金曜日や土曜日に接種をして熱が出て救急外来に来る人

も多いですから。 

（会長）   日本は、外国と比べると副反応を気にしすぎますね。 

（委員）   接種後４８時間以内は因果関係をみます。 

（会長）   ブラジルは予防接種をして熱が出ないようにすぐに坐薬を入れ

てしまいます。 

      講習はきちんとやる必要があると思います。 

（事務局）  定期だけでなく任意のものを含めてですね。 

（会長）   そうでないと意味がありません。同時接種をいっぱいするし、

その辺の講習が必要だと思います。各ワクチンの講習はやるこ

ともあるが、トータルなものをする必要があると思います。 

（事務局）  先ほど、認定講習会までは難しいという発言がありましたが、

やっている市町はありますか。 

（会長）   何処まで厳密にやっているかはわかりませんが、三河の方であ

ります。 

（事務局）  それは、あくまで、そこの市の認定ですね。 

（会長）   良ければ医師会に申し込んでやってもらうようにします。 

（事務局）  是非、お願いします。 

（会長）   いい講師を選んでやりたいと思います。 

      とりあえず、そこからスタートしていきましょう。 

８．情報提供 

 （１）新型インフルエンザ流行に伴うワクチン接種と今後の課題について 

                      （宮澤委員 資料 説明） 

   国のほうで昨年の新型インフルエンザ流行の総括会議の抜粋 

   ワクチン関係の抜粋 



   県の新型インフルエンザの５月に行われたもののワクチン関係を抜粋 

   担当課長会議の資料の抜粋 

        

    比較的死亡率が低かった。ワクチン関係の課題は、パンデミックワク

チンの供給については、国内生産体制の強化を始めたばかりであり、一

度に大量のワクチンを供給できなかったこと。病原性がそれ程高くない

新型インフルエンザに対応して臨時にワクチン接種を行う法的枠組みが

整備されていなかったこと。ワクチン接種についての体制・制度の見直

しや検討、事前準備を要する問題として、実施主体、費用負担のあり方、

集団接種についても検討すべきである。実施主体が明確でなかった為、

今後は市町村でやっていただきたい。 

    今回の新型インフルエンザ対策の検証について、ワクチン接種の抜粋

ですが、問題点として県がワクチンの調査等をやっていた為苦労した。

ワクチン製剤が３種類・４種類の包装形態があり複雑であった。接種の

スケジュールを組んだが要望が強く、日程が早まる傾向が生じたが、ワ

クチンの供給が追いつかなかった。 

    予防接種法の改正について、昨年１０月から国が実施主体とする予防

接種を行ってきたが、今年度は、市町村が法律に基づき安定的に予防接

種を実施できるよう、予防接種法等の改正を通常国会に提出されました。 

   公的関与で対象者に接種を受ける努力義務は課さないが、行政は接種を

受けるように勧奨する。実費徴収については、低所得者を除き、接種対

象者から実費徴収可能である。費用負担割合は、国１/２、県１/４、市

１/４になります。 

    実際の新型インフルエンザワクチン接種についての案ですが、昨年の

秋から冬にかけてのインフルエンザの見通しとして１１月からピークに

なり今は沈静化している。ワクチンについては、３価のワクチンで接種。       

９月までは従来の国のワクチン接種。１０月からは定期接種と３価ワク

チンの接種で国が実施主体ですが、費用の設定は市町村で行います。法

が改正されて施行されると新臨時接種になります。実施主体は市町村に

なり接種費用の設定も市町村がおこないます。 

 

（委員）   健康被害救済ですが、法改正後の障害年金等は、定期接種と同

等の補償金額になっていますか。 

（委員）   給付水準を上げていこうということだと思います。 

（会長）   ３価のワクチンは１０月１日から、一般の人は接種していいの

ですか。低所得者以外の人の接種も契約しないといけませんか。 

（事務局）  契約をしないといけないです。 

       接種費用も契約になります。接種費用は市町村で決めて、契約

は国としていただくという形になります。 

       今までは、６５歳以上の季節型インフルエンザは単価がいくら



で、医師会との契約でした。 

（会長）   低所得者層だけでなく、一般の人の分もおこなうのですか。 

（事務局）  対象者が、国民すべてですので、同一単価で市と医師会と調整

をして契約をします。 

       契約をしないとやってはいけないということになります。契約

をせずに接種をして事故が起きたときには、補償がありません。 

（会長）   小牧市としてはいつ契約するのですか。 

（事務局）  来月の医師会の役員会で、決定していきたいと思います。 

       それをうけてすぐに、契約をさせていただきます。 

       １つ問題になっているのは、今まで自由に価格の設定をしてい

たものを統一すると、今までより高くなり、お子さんだと負担

が今までより増えていくので難しいという意見が出ております。 

（会長）   負担が増えると、接種率が下がりますね。 

（委員）   この資料は、すべて抜粋ですが、県・国のホームページから入

手できます。 

（委員）   ３価ワクチンの話が出てますが、流通についてしくみがわから

ないので教えていただきたいが、卸しの方からワクチンがどの

くらい必要かという話しはきていますか。 

（会長）   まだきていません。 

（委員）   きています。 

（委員）   おおよそ昨年の実績から流通している量がわかるので、そこか

ら極端に増減することはないと思います。 

（会長）   例年通りの供給はあると思います。 

（委員）   １価は１０月１日以降は出荷しないということですか。 

（事務局）  希望で１価と３価選べます。 

（委員）   １価は製造していないですね。 

（事務局）  在庫で対応します。 

（委員）   新型だけは作らない、２価も作らない、作るなら３価というこ

とですね。 

（委員）   市民の方は、１価とか３価とかわからないですよね。 

（会長）   新型も含まれていますという説明をします。 

       卸しの値段が、全然違うため価格設定するなら卸しのほうも一

定にしてほしいです。市町村が価格設定をするのだから本当は、

卸しのほうも契約してほしいです。 

（委員）   新型の時は、国か県が流通を完全にコントロールしてましたよ

ね。 

（委員）   今度は市場流通になりますよね。 

（会長）   薬剤費を含めた接種費用を設定しますか。 

（事務局）  はいそうです。 

 



 

（２）尾張北部圏域における予防接種広域化の取り組みについて 

                       （宮澤委員 資料 説明） 

    一昨年度からやっていますが、平成２１年１月に４医師会と７市町の

課長により会議を開催しました。住所地が異なっていてもそこの住所地

の市町の単価で接種するということで医師会の合意をもらっています。 

    昨年度は新型インフルエンザの流行で会議が開催できなかった。     

今年度は、５月２８日に７市町の担当者会議を開催、事務的な詰めの作

業だけと思っていましたが、いろいろな問題が事務的なレベルで起きて

います。まず１点は、広域化に伴う事務量が増大するのではないか。       

２点目は、実績報告や請求事務の間違いが発生した時の対応をどうする

か。３点目は、一部の市町は圏域の広域化よりも県下一斉に広域化して

ほしいという意見が出ました。そのほうが市町の負担も少ないからとい

う意見です。 

    積極的な市町とそうでない慎重な市町がわかってきたので、慎重な市

町の方に確認したところ、請求事務を国保連合にお願いすると県下一斉

にできる。市町によっては、年度初めに債権者登録をしなければならな

いという問題をどうクリアしていくのか。県に問合せたところ、県下一

斉に広域化は出来ない、とても無理だということでありました。国保連

についても医療圏レベルでの広域化ができていないのに無理であるとい

うことでした。後、数回担当者会議をおこなっていき、実施していきた

いと思います。 

 

（会長）   富山県・石川県・長野県・三重県が全県下での広域化を実施し

ています。全国的にも半数以上が広域化を実施しています。ま

ず、医療圏レベルで広域化を実施してほしいです。 

       他に何かありますか。ないようならこれで終わりたいと思いま

す。 

 

９．閉会のあいさつ（江崎所長） 


