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審議会等議事概要 

 

平成２３年度 第１回 滝川市予防接種対策協議会 議事概要 
                                              

日 時 平成２３年６月６日（月曜日）午後６時３５分～午後７時５０分 

開催場所 滝川市保健センター １階 Ａ相談室 

出席者 
委  員：男澤委員長、藤原副委員、武田委員、武内委員、磯委員、平木委員 

事務局等：橘保健福祉部長、金野健康づくり課長、織田主幹、岩佐主査、運上主査 

議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開 会 

２ 委員長挨拶 

  ・男澤委員長挨拶 

３ 報告事項 

  委員長）平成22年度予防接種実施結果について報告願いたい。 

  事務局）資料１について説明する。 

            麻しん風しん混合（ＭＲ）について、20年度から１期から４期になっ 

て３年目になるが、接種率95％を目指しているが、22年度第１期は、

95.0％、第２期は、94.1％、第３期は82.8％、第４期は、74.1％。昨

年度よりは、第４期は上がっているが第３期は下がっている。第４期

というのは高校３年生であるが、部活とか研修旅行で、学校側からＭ

Ｒの勧奨をされているという状況を聞き、高校３年生にならない高校

１、２年生に対して事前に学校からの証明書があれば任意接種として

受けてもいいという制度を設けた。昨年度は高校１年生が24名、高校

２年生が58名の計82名が受けたが、これらは高校３年生時点では対象

としていない。 

  委 員）（高校1、２年は）第４期の数に入ってないのか？ 

  事務局）第４期に入っていない。 

  委員長）高校２年生が今年高校３年生になるのだが、それを来年（の第４期） 

      の数に入ることになる。（高校２年生で）58名行っているから、数値 

      もう尐し上がるかもしれない。 

  事務局) ポリオですが、市立病院で5月と10月に集団接種しているが、のべ人 

数706名となっている。ポリオ年齢別接種状況では、０歳で46.1％、

１歳で42.7％、１歳代までで88.8％受けていることになっている。 

三種混合ですが、19年度までは集団接種と個別接種両方行っていた 

が、20年度から個別接種となっている。年齢別接種状況をみるとだい

たい１歳代までに受けていて、２歳以降はそれほど多くない。延べ人

数で1340人受けている。 

  委 員）これは１回でやるのか？ 

  事務局）３回で、追加に１回受ける。 
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   委 員）1340人が４回やるのか？ 

  事務局）（1340人は）年度内に行った人数となっている。 

  委 員）対象は何人ぐらいか？ 

  事務局）だいたい340人は計上している。 

事務局）二種混合は、20年度から個別接種になって、20年度は90.1％、21年度

は78.1％、22年度は87.6％。 

委 員）二種とは？ 

事務局）ジフテリアと破傷風になる。 

事務局）ＢＣＧはほとんどの方が受けている。季節性インフルエンザは高齢者

の定期の予防接種で、13年度から始まって21年度はワクチンの供給量

が限定されたということで42.8％と下がっているが、だいたい高齢者

の50％弱が受けている。 

委 員）新型インフルエンザは入っているのか？ 

事務局）65歳以上の季節性インフルエンザだけある。 

事務局）定期の接種ではないが、３月１日から始まった子宮頸がんワクチン・

ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチンの４月までの接種実績をまとめ

ている。子宮頸がんは３月は60名、４月は57名、計117名。ヒブワク

チンは３月は50名、４月は42名、計92名。小児肺炎球菌ワクチンは３

月は54名、４月50名、計104名受けている。 

    （予防接種の）通知の方法は、広報と出生時に予防接種に関するファ

イルを渡して勧奨している。ＭＲは２期、３期、４期を個別に案内し

ている。二種混合も小学校６年ということで就学前の３月に個別に案

内し、12月末未接種者に１月に入り案内し、土壇場の３月30日、31日

に問い合わせが殺到している。 

    以上、22年度予防接種実績状況です。 

委員長）ＭＲの現状だが、４期は（接種率）低いが、１期、２期は95％前後に

なっているので、ここの水準を保ててればいいかなと思っている。３

期、４期は前からの追加の人で後２年間で終わってしまう。３期、４

期これだけ受けないと10年ぐらい経つと流行ってしまう。 

委 員）都道府県の（接種率の）順番は半分より上か？ 

事務局）今年はまだ出ていない。12月ぐらいで中間（数値）は出ているが、滝

川市は低かった。３月までの結果は出ていない。 

委 員）12月のは21年度の（数値）か？ 

事務局）22年度の中間報告で９月ぐらいに報告している。 

委員長）これは全部１月～12月ではなくて、４月～３月でしょう？ 

事務局）そのとおり。去年の９月に中間報告があった。 

委員長）３期、４期を一生懸命周知させることだけど、４期の場合、高校生な

ので滝川の高校に周知しても滝川市民ではないので・・・ 

事務局）個別通知になっているので滝川市民の個人には通知している。 

委員長）３～４年前東京大学で流行った。今、大学の入学後、ワクチンの接種 
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が分かるようになっている。国学院など抗体を計っている。そういう

意味では必ず母子手帳に（接種記録を）書くという形で進む・・・。 

  委 員）３期、４期は経過措置でやっているのでしょう？ 

  事務局）後２年ぐらいで・・・・。 

委員長）１期、２期は95％なので、それ以下にならなければたぶんその間は大 

丈夫。これは（麻しん風しん）個別でやっているし特別に問題はな

い。 

ポリオは、市立病院で集団でやっているが何か問題はあるのか。 

  委 員）問題はない。接種率も高い。後は国が不活化ワクチンをやるようにし 

なければならない。本当にだらしない。どんどん後進国になってしま

う。テレビでも麻痺子供の特集をやっていた。300万に１人。毎年日

本では（ポリオ接種で）１人麻痺している。厚生労働省の窓口になっ

ているところは本当にだめである。 

  委員長 ＭＭＲで問題が起きたのでそれが厚生労働省の問題でしょうが、集団 

   防衛だから、本来国が補償してみるべきである。そんなに恐れて個人 

   の自由にしてしまうと麻疹のように大流行に繋がる。厚生省に期待す 

   るしかない。 

三種混合は、個別接種してからよくなったのか？ほとんど100％だ

が。 

 が。  事務局）接種率なので（数値の）出し方が変であるが、三種混合は、遅れてい 

る子は、２歳以降、３歳以降にぽろぽろと出ているが、６，７歳でも 

受けてくればいいが、二種混合の時、（三種混合を）２回しか受けて 

いないとか、回数の不足の人が二種混合の時見られる。全く受けてい

ないということはほとんどないが・・・。 

  委員長）100％というのは信じられないが・・・。 

  事務局）個別接種ということで・・・。 

      委員長）個別接種をやっているのが100％。集団接種はやっていなのだから。 

     委 員）三種と二種の違いがわからないが。 

  事務局）三種混合を受けて追加で二種混合を受けて・・・。 

  委員長）年齢が違う。１歳から１歳半までに三種混合を３回受ける。二種は５ 

      ～６歳になって受ける？ 

  事務局）二種は小学校６年生に受ける。 

委員長）百日咳は抜けているのだけど、大人の百日咳は増えていることがあ 

    る。 

これ（三種混合）は個別になってうまく運用できている。どのくら      

いの接種率という拾い方がむずかしいのだが、３回受けるのを２回し

か受けていないのに全部受けたことにするのか・・・。 

   事務局）二種混合をやっている病院で、二種混合が足りないというと再度追加 

を案内している。 

  委 員）受けていないという人はかなりいる。未婚の時、ゼロとか・・・。 
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  事務局）３歳児健診までに各健診ごと母子手帳を見ながら・・・。 

  委 員）毎年２人ぐらいゼロの人がいる。 

  委 員）回数多いから、そういう問題もある。 

  委 員）今まで上げたワクチンはただ？ 

  委員長）今まで話していたのは全部公費。 

      個別でやる人には周知徹底すること。 

      ＢＣＧは、市立病院でやっているのか？ 

  事務局）３ケ所。市立病院、こどもクリニック、江部乙ファミリークリニッ 

ク。 

  委 員）うちはそんなに（ＢＣＧの接種は）来ない。やり始めて特に問題はな 

      い。 

  委 員）97.7％だからまあまあの接種率だ。 

  事務局）法定期をはずれる６カ月から１歳までは、医療機関に長期入院してい 

      る以外は受けているので、ほぼ受けている。 

  委 員）成人の結核が多い。 

  委 員）65歳以上の結核も減らない。 

  委 員）うちの病院でも平均で毎年３件ぐらいでている。全部大人。子供の結 

核はここ10数年一人もいない。 

  委員長）季節性インフルエンザは65歳以上の方がやるもので、半分はいかな 

いみたい。47.4％になっている。 

  事務局）対象数11,811人というのは、滝川市の住民台帳の数で、別なところに 

      いる人も入っているので・・・。 

  委 員）対象数11,811人というのは？ 

  事務局）65歳以上の全住民。 

  委 員）接種人数は多く感じるのだが・・・。 

   事務局）実際に5,602人受けている。当初の頃は（接種率）18％ぐらいだっ 

た。 

  委 員）高齢化率は何％？ 

  事務局）27％ぐらい。全道平均に比べて多い。 

  委 員）65歳以上は無料なの？ 

  事務局）今年（22年度）は1,700円。 

  委員長）1,700円ぐらいで受けられるのだから（受けに）来る。前は（接種期 

間は）11月、12月だったが、今年（22年度）は10月から3月までだ。3 

月まで余分である。手間だけかかる。1月から3月はいらないと思う。 

      1月ぐらいに接種するのはいい。接種して抗体できるのに２週間ぐら 

      いかかるのにそんな後から（接種に）来ても遅いような気がする。 

  委 員）子供のワクチンは効いているのか？ 

  委 員）難しい。でも（接種を）やめるとばーっとでる。いずれにせよ重症に   

      は尐ない。そういう意味では効いているのか・・・。 

  委員長）小児だとタミフルは何歳から使えるのか？ 
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  委 員）イナミルも使える子は使っている。３歳以下も使っているし、１歳 

以下は本当はだめなのだけど１歳以下の方が使ってやりたい。６カ月 

以上１歳未満、いろいろな条件をあれ（クリア）して使っている。 

  委員長）10代は使うのか？ 

  委 員）10代は（使っても）いいのではないか。効くから。 

  委員長）注射剤できたのでは 

  委 員）去年できた。年に１、２回しか小児科は使っていない。 

  委員長）副作用とかないのか？ 

  委 員）うちは副作用云々という経験がない。内科など結構使っているみたい 

      だ。15～20、１箱で買って、尐し余って破棄するぐらい使っている。 

  委員長）効果的には注射剤の方が早いのか？ 

  委 員）元々錠剤には悪い人に使うので単純には比べられないが、効くのでは 

      ないかと思う。 

  委員長）季節性インフルエンザはこれ以上（接種率を）上げるべきか、上げな 

くていいのかわからないが、50％前後キープしていけば集団的に65 

歳以上の人には感染しないだろう。 

      子宮頸がん、ヒブとかは始まったばかりであるのと子宮頸がんはワク 

      チンが足りないこともあって今後どう進むのか難しいが、出足として 

      はこれらの数字がお母さん方に受け入れられたのか。 

  事務局）４月に始まった健診等で聞くとちょっと様子をみたいというか、すぐ 

      受けたいというお母さん方は尐ない。 

  委員長）報道等があって一時的になんだったのだろうとか・・・。 

  事務局）ちょっと控えたいという雰囲気は４月、５月はある。 

  委 員）それでも積極的にうちたいというお母さんはいる。事故の件を話して 

      も同時にうちたいと。厚労省からの文書で同時にできるだけやるな 

      と。ただ、保護者が希望すれば別に・・・。 

  委 員）同時でなくて単独でうつことができるということを親に言わないとだ 

      めだ。ただ今回のことは同時接種はあまり関係がない気がする。 

  委員長）状態の悪い患者が多かったということだろうが、ああいう人にやらな 

      いと効果がない。健康でないからうっといてかからないようにすると 

      いう主旨であって、体調の悪いにはだめだとは・・・。 

  委 員）頸がんワクチンは猛烈な金だ。皆さん受けられる。金はあったのだろ 

      うか。 

  委員長）将来的に子宮頸がんがなくなるかどうかで、子宮頸がんの元はわかっ 

      ているので予防できればちがう。教育してあれをしてはならないとい 

      うのは難しい。 

  委 員）学校では話しているのか？子宮頸がんとは 

  事務局）学校では・・・・？中学一年から高校三年に個別通知しているので。 

  委員長）どこの学年に（接種を）するのか難しいところだ。性教育の問題とい 

っしょだ。何歳ぐらいから性交渉があるかということで、その前にや 
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らなければ意味がない。中学校２年でも間に合わないかもしれない。 

これ（子宮頸がん・ヒブ・小児肺炎球菌ワクチン）は、厚生省の問題 

もあって積極的に進めていいかと難しいところもある。そういう意味 

では個別的防衛の範ちゅうにはいってしまうので、選択にまかせるし 

かない。 

次は予防接種の単価について 

  事務局）23年度の単価についてこのような数字になっている。24年度の単価も 

      そうだが、予防接種の単価は原則医療費の改定がない限り、昨年同様 

      と考えている。ただ、三種混合とポリオに関しては、スズケン、モロ 

      オ、ほくやくから毎年見積もりを徴取して、その平均を単価設定に反 

      映している。24年度もそのように計算した単価にしたい。インフルエ 

ンザは22年度で個人負担は1,700円としたが23年度は（個人負担）50 

％、（市負担）50％として、24年度もこのようにいたい。子宮頸がん 

ヒブ、小児用肺炎球菌だが、厚生労働省でワクチン接種の基準対価が 

決められており、改定があれば改定しようと思う。なければこの数字 

でいくと考えている。 

  委員長）ワクチン代は企業の問題で必ずしも同じ値段にならない。極端な（値 

段）が一つあって本当にできるのかと思ったが、例えば安いのにして 

しまうと、そこのところの（ワクチンが）入ってしまう。だいたい、 

三社の価格というのは、メーカーからの導入額がいっしょなはずだ。 

そこから（安い値段にするのが）問屋の努力で、そのなに差がないは 

ずなのに、ものすごい値段があってびっくりしたが、今後も三社の間 

をとる形になる。皆さん自分のところでワクチンの見積もりをとって 

みればいいのだが、一社しか取引ないところもあって、そこのところ 

が難しい。一番はワクチン代がでかいので、手技料とか反映されてい 

るかとなると難しいところもある。小さい子供のいるところは大変で 

大人だと問題ない。初診と再診を足して半分に割った出し方は厚生省 

としてよくわからない。小児科とか内科とかで違う。内科だと慢性的 

な疾患でかかって、ついでにインフルエンザをやっていくと診療があ 

ってないようなもので、小児科だと本当に初診で来るだろうから高い 

方がいいかなと思う。 

ただ、23年度はこういう形にやりましたと。24年度は流動的で市も 

大変だろうが医療機関も大変なのでよろしくお願いします。 

      何かほかにあるか？ 

  委 員）（質問なし） 

４ 協議事項 

   委員長）次に平成23年度予防接種事業について、次の頁に予防接種日程とか書 

       いてあるのが23年度の予防接種事業か？ 

  事務局）広報をそのままコピーしている。半期ごとに広報で周知している。３ 

月号に４月から９月までの日程、９月号に10月から３月までの日程と 
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いうことで。コピーにあるのは、今年４月から９月までの日程という 

ことで、ポリオ、ＢＣＧ，三種混合、二種混合、ＭＲを載せた。その 

裏も３月号の広報だが、子宮頸がんワクチン、ヒブワクチンを載せた 

が、これについては、９月号に載せる検討はしていない。物によって 

は個別周知している。 

  委員長）日程的にはあまり変わらないか？ 

  事務局）変わらない。 

  委員長）個別接種に参加している医療機関については？ 

  事務局）須貝先生は今年から抜けて、石田クリニックも昨年度から入っている 

      ので子供の予防接種に関して変化はない。子宮頸がんワクチン、ヒブ 

ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン関しては、ヒブと肺炎球菌は小児 

科の三ケ所で、子宮ケがんに関しては数か所お願いしている。今は 

子宮頸がんはほとんどなくて２回目以降の方が何人か受けている。  

  委 員）１回目の人はほとんどいないのか？ 

  事務局）初回の方は、供給できるまでお断りということで。３月から始めて、 

      ２回目、３回目の方を優先的に実施したのが、今の（資料にある）数 

      である。 

  委 員）１回目はいつからか？ 

  事務局）近々の情報では、６月10日から高校１年生に限って順次予約開始とい 

うことで、厚生労働省から都道府県に周知がきたが、一遍に高校１年 

生が来ても（ワクチンが）足りないことと、医療機関にどれだけ供給 

されるということがはっきりしないことで、保健所から詳しい情報が 

入るまで待ってくれということで、まだ何も周知していない。一応 

厚生労働省は高校１年生に限って順次予約を開始してよいと通達を 

都道府県にした。 

  委員長）子宮頸がんの接種の仕方はＢ型肝炎と同じである。１回うって４週間 

      後にうって、完全に慣れてからもう一回うち計３回うつ。１回目にあ 

      ったとしても４週間後にもう一本なければ意味がない。だから、新し 

くうつ人には２本用意しないと危ない。 

  委 員）お金もっている人は別なのか？ 

  事務局）全額公費である。 

  委 員）最近どこか入ってきているようだが。 

  事務局）尐しずつはきているようだが、周知するとどっと来てしまう。医療機 

      関によっては入荷の仕方はまちまちなので、そこがはっきりしないと 

      医療機関側としても大変だ。 

  委員長）ということで予防接種事業はいいか。 

  委 員）（質問なし） 

  委員長）次に高校２年生におけるＭＲの接種について 

  事務局）高校１、２年生の接種について、22年の６月から任意接種だけれども 

滝川市独自で助成している。最近、国の方でも海外渡航を条件に健康 
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被害について（費用を）みようとしているが、滝川市では引き続き、 

高校１、２年生の分で、学校の証明があれば（費用を）みたい。 

  委員長）それは（ワクチンを）うって病院の領収書を持って・・・。 

  事務局）償還払いになる。 

  委員長）それは直らないのか。 

  事務局）国の方で定期接種となれば個別通知して（接種を）できると・・。 

      高校２年生でも海外渡航するとか・・・。 

  委員長）（費用の）払い方の問題だ。わざわざ保健センターにお金をもらいに 

いくのでなくて、今までの報告書の中で（接種人数を）出せば医療機 

関に入る。 

  事務局）任意接種として始まったものだから・・・。 

      海外渡航に限るというみたいで、法定（接種）ではない。 

  委員長）それはわかるが市の取り決めだけのような気がする。市が医療機関に 

      お金を払うのか、親に払うかというだけだ。 

  事務局）海外渡航かどうかは証明書がなければ払えない。 

  委員長）海外渡航関係なく、滝川市は高校１年、２年に（接種を）認めている 

のでしょう？ 

  事務局）修学旅行とか条件はついている。 

  委員長）金の払い方の問題だけだ。親が保健センターに来て、お金を取りに来 

させるのか、医療機関に収めるのか、市としてお金をはらうのが大し 

た変わらないのだったら、住民からしたら、医療機関に収めるのは全 

然問題ないのでしょう？ 

  事務局）契約書の問題があって、直し方によれば市の方から（病院へ）払うこ 

      とできる。検討させてもらいたい。 

４ その他 

  委員長）これ（配られた予診票）を持って帰り中身を見てほしい。（項目に 

は）これはいるとかいらないとかあると思うけれど・・・。 

  委 員）これはひな形を作ってあるのか？ 

  事務局）ある。これに自治体が追加したりしている。 

  委員長）自治体が追加しているのはどんなのか？ 

  事務局）二種混合で言えば、上の学校名とか、下の方に乳幼児期に三種混合を 

      何回受けてるかとか、それ以外、国どおりの内容になっている。 

  委 員）看護婦からの要望なのだが、下の日付入れるところとワクチン名を入 

れるところがワクチンによって微妙に違う。できるだけ統一できない 

のか。 

  委 員）各市町村によっても違う。 

  委員長）これは毎年々作っているのか？ 

  事務局）毎年印刷だけしている。今年の場合、藤原先生からも指導を受けたが 

      今年はもう配っているのでこのままで・・・。来年は変えるというこ 

      とで、新十津川町と雨竜町とで三市町で色は統一した。 
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  委員長）色は来年統一するというのと、内容は検討すると・・・。 

  委 員）実際に使っている看護婦に見てもらった方がいいのでは。 

  事務局）是非願いたい。 

  委員長）それで検討してほしい。なるべく簡素化するような・・・。 

      作るのは９月か10月ぐらいか？ 

  事務局）そこまで早くない。３月中には作る。 

  委員長）他に何か・・・。 

  事務局）西小の、食中每ではなかったと報道はあったが、ノロウィルスも出て 

      いるが、庁内でも検討していて、学校、保育所には感染予防の周知文 

      は出しているが、一般市民への周知はどうなんだろうと聞かれた。意 

      見を伺いたい。 

  委 員）周知してもいいのでは。ノロウィルスでもいいし、感染症胃腸炎とで 

      も・・・。 

  委員長）出すとしたら広報に出すのか？ 

  事務局）広報だと６月25日にでるので、タイムリーではなくなる。また、緊急 

      で折り込みをすると予算がないし、そこまで必要かと・・・。 

  委員長）そこまでやると（市民は）えっとなる。 

  事務局）市の教育委員会で西小、各学校の父兄に文書を作っている。これまで 

      の経過含めて、予防対策、症状等を出している。その他、保健所で使 

っているマニュアルを添付している。また、保育所関係については、 

全保育所に保護者宛てに文書を作っている。全市民には（周知は）や 

っていない。 

  委員長）記者会見はするのでしょう？ 

  事務局）記者会見までは・・・。 

  委員長）何らかの形ではやるのでしょう？ 

  事務局）厚生常任委員会と総務文教委員会で発表する。新聞にはたぶん出すと 

      思う。 

  委 員）子供がいる家庭には出しているが、子供がいない家庭にも出していい 

のかということでしょう？ 

  事務局）６月の広報が25日なので、スペース的に載せられるかということがあ 

      って、一枚物なら班回覧ということで町内会の回覧で回すことも可 

能。 

  委 員）広報に載せた方がいいのでは。 

  委員長）市立病院の先生が広報の後ろにいろいろ書いている。その中で紹介す 

      るのがいいのかどうかわからないが、ノロウィルスのことを書くのが 

いいのか、感染症胃腸炎として書くのがいいのか難しいが・・・。 

  委 員）胃腸炎に関しては１回書いている。 

  委員長）それを読んでいるかどうか。 

  委 員）別の頁に書いたほうがいいのか・・・。 

  委員長）食中每、感染性胃腸炎がどのように違うのか書かないと今回の場合ま 
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      たなるかもしれない。 

  委 員）今回の場合、保健所は、感染ルートはこれ以上発表する気がない。感 

      染ルートは分からず。ノロに関してはノロだと言ってあるから、そう 

      いことを踏まえて６月にノロウィルスの感染症に対する注意を出すの 

      はいいのではないか。 

  委員長）後何かあるか。 

  委 員）（なし） 
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