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審議会等議事概要 

 

平成２４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２４年６月６日（水曜日）午後６時３０分～午後７時４０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：藤原委員長、磯副委員長、平木副委員、男澤委員、黒田委員、伊東委員 

事務局等：佐々木保健福祉部長、長瀬健康づくり課長、織田主幹、岩佐主査、運上

主査 

議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開 会 

２ 保健福祉部長挨拶 

３ 委員長、副委員長選出 

      藤原委員長、磯副委員長、平木副委員長選出 

４ 委員長挨拶 

      藤原委員長挨拶 

５ 報告事項 

  委員長）報告事項について、事務局から報告を・・・。 

  事務局）資料1の1頁について説明する。 

    麻しん風しん混合（ＭＲ）について、18年度から2回接種に、20年度

から第3期、第4期、中学1年生、高校３年生の追加接種が始まって23

年度の実績だが、第1期は、91.2％、第2期は、94.9％、第3期は、

83.0％、第4期は、79.8％で、目標値とする95％には遠い状況だ。第2

期がかろうじて94.9％に達している。国と道との比較だが、昨年度の

集計は出ていないので、参考までに昨年12月までの全国集計は、第2

期で72.3％、第3期で71.9％、第4期で62.5％という中間報告だが、そ

の前の年の全国、全道平均からすると今年でだいたい達した状況で、

前年度の道では、第1期で97.9％、第2期で91.9％、第3期で82.5％、

第4期で道と同じようなレべルになっている。次にポリオだが、春と

秋に集団接種を市立病院で、春に9日間、秋に9日間実施してきた。22

年度まではだいたい700人台の接種数だったが、23年度の秋ぐらいか

ら不活化ワクチンの導入の話が出てきて少しずつ落ちてきて、23年度

の実績でトータル540人の延べ人数だった。24年度は5月に9日間実施

したが、201人とかなり接種者数が減ってきている。2頁において、ポ

リオ年齢別接種状況だが、概ね１歳までが91％で、１歳代まで受けて

いる。三種混合は、個別接種になって総数を書いてあるが、年齢も0

歳、1歳で91％が受けており、まれに6，7歳にぱらぱら受けている人

もいる。二種混合は、小学校6年生を対象に行っているが、個別接種

化は平成20年度からで、21年度は78％と落ちているが、昨年度は
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88.8％の接種率である。BCGは、対象者数は出生者数で、その数で割

っているので接種率が100％を超えていることもあったが昨年98.4％

でほぼ6カ月以内に接種している。高齢者のインフルエンザは、昨年

は接種率が落ちて、接種人数が4,993人、接種率が41.6％。子宮頸が

ん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンは、昨年3月から公費助成を始め

ている。ここにある接種率は、昨年4月から今年3月までの1年間の接

種率である。子宮頸がんは全体で70.4％、ヒブワクチンは対象者によ

ってかなり差があって、乳児期の満7カ月期までは78.9％、12カ月期

までは43.8％で乳幼児期に受けている率は高いが、2、3、4歳児は低

い。小児用肺炎球菌はほぼヒブと同じ状態で全体として28％の接種率

である。 

委員長）MRワクチンについて、全国では95％を目指そうと各市町やっている訳

だが、滝川市においては第1期91.2％。22年度では95％達している

が、何とか（95％を）目指していきたいと考えている。受けなかった

理由とか把握しているのか。 

事務局）接種者数は問診票の数で、はっきりした人数である。お母さん方に

は、連絡が来る前に任意で受けたという例は何例かある。それは接種

者数には入れていない。3月末には4月から受けられる個別案内をする

が、12月時点で受けていない率が高く、再度1月に受けていない人に

案内を出して10％ぐらい上がるが、それでもさらに受けない人は、過

ぎてしまって忘れていたとか、必要ないと思っていたというケースだ

が、はっきり何件というのは把握していない。 

委員長）転出などで滝川で受けれなかった人は入っているのか。 

事務局）厚生労働省に報告するときは、4月1日時点での対象者数とすることで

これから動いている人も結構いるが、対象者数は変えないで、接種者

数を対象者数で割っているので誤差がある。 

委員長）北海道全体の数字と他の自治体の数字を見ると町村部が低い。転勤や

引っ越しでその町で受けなかったという気がする。北海道全体で見る

と数字が上がっている。そういう解釈でいいか。 

事務局）よくわからない。4期も2年前から高1、高2を受けられる体制をとっ

て、それをプラスした人数で、そのうち10％まで受けた人数はいない

と思う。いっぱい予防接種があって既に予防接種を受けたと思ってい

る人もいる。年度途中の転出入者も12月でもう1回（勧奨連絡を）出

している。 

委員長）札幌では転出者に何か連絡はなかったか。 

事務局）よくわからない。（滝川市は）毎月転出入者はチェックしていない。 

委 員）ポリオの成人の接種は把握しているのか。 

事務局）平成24年度の今回は3名だった。5月と10月に行う（ポリオ接種の）

時、申し込みをとるので、だいたい5月と10月でそれぞれ10名弱ぐら

いだった。 
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委 員）それは（資料の）3歳以上実績に入っているのか。 

事務局）任意接種なので、この数字には入っていない。 

委員長）小学校6年生の二種だとか、中学生の（MR）3期の時、ポリオを打って

ない子がたまに出る。保健センターにどうすればいいか聞いている。 

事務局）任意接種となり対象外なので、市立病院で受けてもらっている。自己

負担は、1万円前後する。 

委員長）BCGに関して98％から100％となっているが、生後6カ月になったらBCG

はできないと予防接種法に書いてある。若い人が妊娠中に離婚するケ

ースがある。ある産科医によると（離婚する）4組か、5組に1組は生

まれた時には離婚していると言っている。子供を産んだ直後に離婚し

ているのも結構目につく。生まれて1カ月健診ではお父さんがいるの

だが、その後、母子になっているとか、早い人だと（子供が）3カ月

ぐらいで人に預けて働きに出るとかBCGを受けるに受けられない。子

供を預けるから風邪をもらってきてワクチン受けられないとかある。

7カ月か8カ月で、頻繁に風邪をひいて受けられらなかったという事

で、1例公費扱いで行ったかもしれないが、また、（同様の理由で）

何とかならないでしょうかと相談に来ている。1歳を過ぎたら自費で

受けられると説明をしている。 

事務局）特例措置しているのは、長期入院だとか病気を繰り返して受けられな

かったとか、医師の判断によって（接種が）遅れた場合は、6カ月か

ら1歳まで受けられるが、公費負担はあるが法的には救済措置はない

ということを確認してお願いしている。 

委員長）1例であるが、10カ月か11カ月で、生後3カ月から月1～3回ぐらい発熱

を繰り返して当院にかかって受らけれなかったということがある。そ

の辺の救済を何とか考えられないであろうか。 

事務局）先生方に何か診断的のようなものを付けていただいて特例措置として

救済する方法も一つだが、うっかりしていてたまたま受け忘れていた

という人もいて全てを救いきれないが、先生方の判断があれば可能な

ような体制ができると思う。 

委 員）BCGのモデル、ガイドラインが変わる時、保健所長会でも論議となっ

た。6カ月で果たして間に合うのか、1歳内ならいいのではないかとい

う議論があったが、国の方がエビデンスとかで6カ月が大事なのだと

言い張られたので、結局これ（6カ月）に落ち着いたと理解してい

る。7か月以降でも止むを得ない事情がある場合は受けてもいい。児

童、成人でもかなり接種する場合があるので、このペーパー（各種予

防接種日程）には、BCG接種は、公費ではできないとか記載をしたら

いいのではないか。 

委員長）これ（各種予防接種日程）を見たら（6カ月を過ぎたら）絶対受けら

れないとか、中には生後6カ月過ぎたらかからないと思う人がいる。 

委 員）高齢者のインフルエンザは、本人負担はあるのか。 
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事務局）1,800円自己負担額がある。 

委 員）子宮頸がんワクチンの自己負担額は？ 

事務局）ない。全額公費助成している。 

委 員）成人用肺炎球菌ワクチンの助成予定とかあるのか。 

事務局）現在のところ予定はない。これから予防接種の対象になっていく可能

性がある。来年早々ということはない。 

委 員）小さいところでやっているところが少しずつ増えてきている。大きい

ところは大変でしょうから。 

委員長）次の協議事項に入る。平成24年度予防接種事業、①定期予防接種につ

いて 

事務局）資料は4頁で、広報の写しとなっている。このような予防接種を市民

に周知しいる。意見のあったBCGについては、9月号で周知する。（資

料の）最初にポリオの集団接種が書いてあるが、9月号の広報でさら

に10月から3月の案内をするが、ここがこれから協議する内容なので

変わってくる。その他、BCG、三種混合、二種混合、麻しん風しん、

下に医療機関が書いてある。子宮頸がん、ヒブワクチン、肺炎球菌ワ

クチンの医療機関は書いてないが、受ける対象者に個別に通知してい

る。 

委員長）これに関しては、BCGが3カ月から6カ月ということだが、どうしてこ

ういう設定になったかというと乳児期早期の結核性髄膜炎が発症する

と致命的なので、それを予防するということが、3カ月から6カ月で何

とかやるということになっている。実際に高齢者も発症しているの

で、6カ月をすぎても受けられるということを検討してもらいたい。 

委員長）他に質問はないか。 

委 員）なし 

委員長）去年の12月、肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンの接種希望者が増えて

きてパンク状態になってどうにもならなくなった。接種の負担軽減と

いうことで内科の先生方の協力をいただいて3期、4期でなくて2期も

麻しん風しんを接種していただくようにした。そんなに多くはないと

思うが何人かは流れると思う。ポリオを含めた、麻しん風しんの1期

からとか、BCGとか内科の先生にお願いするのは難しいのか。不可能

でしょうか。 

委 員）内科でやれるというのであればやれないことはないが。当院も被接種

者がすごい増えてきつい。須貝先生が抜けたからすごい来る。 

委員長）風邪の患者が少ないこともあるが、下手をすれば患者の3割か4割はワ

クチン接種という日も最近はある。これ以上増えたらどうしようかと

思う。極端な場合、内科の先生にもお願いしようかと思っている。 

委 員）打つワクチンの種類がものすごい増えた。回数も3回から4回になって

市立病院も人数を30人に制限をしていたが、そのような制限をなくし

た。そうしたら50人、60人来るようになった。そういう部分で何とか
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市立病院で吸収していきたいと思っている。それでも足りないという

ことであれば回数を増やしていくことを考えている。 

委員長）市立病院は、時間とか区切って行っているのか。 

委 員）曜日を決めて予約制で行っている。今まで人数を制限していたが、制

限をなくして対応している。 

委員長）資料2については、よろしいですね。 

委 員）今のところ大丈夫なのか？  

委員長）何とかなっている。冬場、風邪が流行ったりした場合はアップアップ

状態。 

委 員）インフルエンザの予防接種をしなければいけないとか、駆け込みで3

月31日にとかもある。 

委 員）インフルエンザをかかった人の横に予防接種に来た人がいることもあ

る。 

委員長）インフルエンザに関しては、毎年10月の初めぐらいからちらほら患者

が出始める。12月に入ると、一気に患者が増える。マスコミが悪いか

もしれないが、ワクチンの効果が長持ちしないから、12月に入ってか

ら打てと信じている人たちがいる。その時期に駆け込みで入ってきて

インフルエンザ患者の隣にワクチン接種を希望する人がいる。 

委 員）MRは、当院で行っているが、4月は結構来るが、また、ぱっと来なく

なる。たぶん、4月に広報に出して、それを見て来る人はいるけれ

ど、その後の人は減る。広報をいかにして行うか。早めに受けるよう

に話をしないとなかなか難しい。時期的にMRの時期とかインフルエン

ザワクチンの時期とか、分けられればそんなに忙しくはない。 

委員長）年に何回か通知を出しているのか。 

事務局）インフルエンザの時に重なって通知を出している。3月31日までには

通知を出し、4月1日から受けられるようにしている。その後、3カ月

ごと各病院から報告をもらえるので、3回目の集計をすると12月に全

部終わって1月に未接種者を個別通知しているため、ちょっと遅いか

もしれない。6月が終わったら7月中に報告が来るので、その時にすべ

きか、秋にもう1回すべきか、少しサイクルを早めてもいいのかと思

う。 

委 員）3月ぎりぎり来る人がいる。通知を前倒しにして早く行うことが一番

良い。西高かどこかの校長がワクチン接種を早く行うよう生徒に話を

している。全国大会に出る人とか、修学旅行ということもあるから。

必ずしも滝川市民が滝西とか滝高にいっている訳でないから、なかな

か難しいかもしれない。その辺をうまくやるしかない。内科はやらな

い訳でないし、やってくれと頼まれればやるけれど小児科の領域だと

思っていた。それを分けるのだったらどこで分けてどのようにやるの

か考えないといけないと思う。今後、スケジュールで調整を行うのが

大変かもしれない。 
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委員長）（MR）2期、3期を内科の先生達にお願いした時、他のワクチン接種も

お願いできないかと検討したが、赤ちゃんということから、頼めない

ということで2期だけをお願いした。将来的に内科の先生に赤ちゃん

に行うワクチンを頼めるのかというと無理かなとも考える。 

委 員）3期、4期は、今年いっぱいで来年は終わり。そうなると（今年）内科

で3期、4期しか行ってないところはワクチンを行わないということに

なってしまう。そこで2期ぐらいは行うとなると行えないことはない

かもしれない。2期ならできる。 

委 員）1期は、最後の砦の小学校就学以前の健診で確認し、今すぐやってと

言えるから、2期の門戸は広げた方がいいと思う。二種混合は、年齢

的にやれると思う。その辺を行ってくれというならいい。対象人数を

把握しながらこことここは内科でやってくれというなら可能かもしれ

ない。でもそんなに内科に来ないのではないか。 

委員長）MR1期をお願いしなかったのは、卵アレルギーが増えているため。か

なりの割合で卵アレルギーがいる。当院はテストをしながらやってい

る。それを内科の先生にお願いするのは、酷かなあというのがあっ

た。二種を頼まなかったのは、時々三種を中途半端に終わっている子

がいる。1回しか受けていないとか、2回しか受けてないとか。それら

が来た時はせっかくだからちゃんとやりましょうと、2回目、3回目を

打ったりしている。それも普段やりつけていなければその判断は難し

いこともあってお願いしなかった。全く受けていないとか1回しか受

けていない場合にはDTワクチンを2回やってその後1年ぐらいにもう1

回打つ。 

委 員）破傷風だけ行って、ばらけてしまうけれど・・・。 

委員長）ジフテリアは、結構腫れる原因になるので、DTをやらないで破傷風だ

け行うということもある。 

委 員）DT2回やって1年後に追加ワクチンを・・・。 

委員長）将来的には内科の先生方にお願いすることがあるかもしれないが、今

現在は何とかやれるのではないかと考えている。 

    他に意見はないか。 

委 員）なし 

委員長）次に、任意接種、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチン等に移

る。 

事務局）問診票だが、従来、子宮頸がんはガーダシル、サーバリックス2枚の

問診票があるが、昨年、この協議会で、出来れば近隣市町村と様式等

の統一を図ってほしいということもあって、雨竜町と新十津川町と協

議して、内容に関してできるだけ、書く段、色の統一と書く内容を統

一した用紙とした。子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンは、

今年も継続して来年3月31日まで公費助成で行うことになっている。 

委 員）来年度末まで？ 
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事務局）3月31日までである。おそらく25年4月からは定期接種化になる可能性

は高い。 

委 員）ワクチンの供給は、大丈夫か。 

委 員）今は問題ない。 

委員長）この点について意見はないか。 

委 員）なし 

委員長）これは当院の看護師からの要望で何とか統一してほしいということ

で、滝川市、新十津川町、雨竜町で様式と紙の色の区別を行ってもら

った。まだ、古い問診票が出ているが、流れとしては順調だ。看護師

も色で確認できるので安心してできる。 

委 員）内容は統一されたのか。 

事務局）はい。 

委 員）新十津川と雨竜と滝川？ 

事務局）三ヵ所である。砂川市は入っていない。 

委員長）次は、ポリオ不活化ワクチンの導入について。 

事務局）資料5頁になる。導入時期は、国の方針では9月1日予定となってい

る。三種混合にポリオが入った四種混合が11月予定ということで、滝

川市も国の方針どおり進めていきたいと考えている。6頁以降の資料

は、6月1日付で開示された資料を添付した。6頁から13頁ということ

で資料を添付した。12頁、13頁にはわかりやすいようなフローチャー

トで、生ワクチンを1回だけとか、すでに（不活化を）受けている人

とか、参考までにつけた。市民への周知ということで、14頁、15頁は

5月中に厚生労働省からポリオワクチンの接種が必要で、生ワクチン

の接種が受けられないとうチラシになるが、滝川市では、このチラシ

が出てから乳幼児の対象者には健診のある毎、5月のポリオ（接種）

の会場等で周知したチラシになる。このような状況で不活化ワクチン

の周知を進めているが、5頁の資料にあるとおり、9月1日からポリオ

ワクチンが導入されるにあたってどのぐらい予想されるかということ

で、飽くまで推定だが、23年度は540名ということで前年度より200名

減っている。推計だが2割から2割5分ぐらいの未接種者が不活化ワク

チンを待っているということで、9月にいっぺんに来るという訳でな

いが、9月からの接種者数を推計してみた。9月には生後3カ月の新規

の人と未接種者を合せて100名ぐらいになって、10月以降は新規の人

に追加接種の人が増えていくので、だいたい12月までは100名前後の

人が増えるのではないかと予測している。トータル3月ぐらいまでは

600人が単独不活化ワクチンを受けなければならない。このような状

況の中で、かなり（他の）ワクチンが大変な状況ということで、この

不活化ワクチンを皆様にどのように対応していただけるかということ

で、案を考えたのが（資料5頁）2番の実施方法になる。3つの案を考

えてみた。①案に関しては、原則個別接種になっているので、医療機
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関に協力をいただいての接種方式にする。②案は、今、集団接種を市

立病院に協力してもらっているが、24年度中は集団接種方式を続ける

ということで、その方法としては、9月から3月まで滝川市立病院に協

力してもらって、月3回程度の接種日を決めて接種会場に来てもら

う。③案は、集団接種をしながら個別接種をする併合型の考え方で、

この3案を提案させていただき、審議願いたい。 

委員長）ポリオを持っている人が全国で40万人弱いるということで、9月に始

まるまでどんどん増えていく。ワクチンの供給は、十分可能だという

話だが、医療施設の側でそれを接種できるかできないかという問題が

あって、滝川市だけでなくて他の町村でも集団でやらざるを得ないだ

ろうということで、集団で対応するというところもある。法律上、集

団はできない。市立病院で集団方式でやるとしても個別接種を集団で

やる形になる。全部市立病院でやっていただけたら、個人病院として

も助かる。問題になるのは、三混を始めている人が個別で打ちなさい

となる。そういう人たちは個別でやらなければならない。お父さんお

母さんの懇意があって、例えば、三混の1回目を磯先生のところでや

ったので、後全部も磯先生のところでやりたいとか、当院でやりたい

とか、市立（病院）でやりたいとかいる。集団接種でできるかなとあ

るがいかかがでしょうか。 

委 員）滝川市立病院としては、不活化3回程度を集団で接種する場所とスタ

ッフを確保した。どのように決めていただいても結構だ。①案でも②

案でも③案でも対応していく。 

委 員）一般対応は、予約でそれぞれ対応する。1回やったら3回やる。これは

かなり混乱をきたす。集団、どこか入ってくれたら助かる。併用とは

具体的にどういうふうになるのか。 

委 員）個別もやるし、集団もやる。 

委員長）問題になってくるのは、あそこの家の子供はここで打てたのにどうし

てうちの子は打てないのとかいう人がいる。 

委 員）予約制なのか？ 

委 員）前日まで予約制で、時間がフリーなので結構いっぱいのところにいき

なり明日行きますとかある。初診とかが来られるとすごい大変だ。 

委員長）①案というのは、実際あり得ない。②案か、③案か、言い換えれば全

てを市立病院で引き受けてもらうか、あるいはおよその部分を市立病

院で行い、一部に関しては個人病院にするなど。 

委 員）混乱すると思う。急に9月から（接種するとなると）用意しなければ

ならない。 

委員長）最初から集団と言ってしまえば混乱は生じないと思う。 

委 員）集団接種といっても市立病院では集団接種とは言わないでしょう。例

えば保健センターやると集団接種になる。 

委員長）個別接種を集団で市立病院でやる。 
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委 員）3ヵ所で個別接種をしているという意味で捉えると個別接種になる。 

委員長）磯先生のところも、当院も個別接種を行うことについて手を上げない

が、保健センターでは問題ないか。 

事務局）市立病院で、もし集団とした場合ということで平木先生と相談させて

いただいたが、先生のスタッフとうちのスタッフが組んで月3回ぐら

いいただければ何とか対応可能。1月ぐらいがピークになるかなあと

考えている。先生の方でスタッフと会場を確保できそうと言質をいた

だいている。 

委 員）この時期はインフルエンザが始まる。 

委 員）11月、2月はインフルエンザが重なる。それが大変だ。 

事務局）四種混合は、個別接種でいいか。 

委員長）四混は個別で良い。 

    私としては、基本的には（ポリオは市立病院に）全部行っていただけ

れば助かるが・・・。 

委 員）そういうことであれば、今年は（市立病院で）行わせていただきま

す。 

委 員）③案でなくて②案でいい。 

委 員）25年度から個別接種方式ということで・・・。 

委 員）四混で大丈夫だと思う。 

委 員）スタートは、また何か起こるかもしれない。 

委員長）25年度は単独で未接種の方々がでると思う。 

委 員）それは個別で対応できると思う。 

委員長）あと意見はないか。 

委 員）不活化になっても予防接種法は変わらないでしょう？後遺症とか？ 

事務局）4回目の追加接種が、例えば札幌で3回受けて4回目が9月以降になる人

は予防接種法の対象にはならない。（今後、4回目の追加接種も予防

接種法の対象となる予定。） 

委 員）予防接種法だったら負ける訳ない。 

委員長）（不活化ワクチンの）実施方法は②案で決定させていただく。 

委 員）なるべく予定は早く出てくれたほうがいい。患者さんに案内しなけれ

ばいけない。 

委員長）広報で周知するのか。 

事務局）9月号の広報に後半の10月から3月分載るときに、いっしょにポリオの

欄に市立病院の案内ができればと思っている。 

委 員）9月号からでなくて8月号の広報？ 

事務局）9月号は8月25日から配られる。 

委 員）そうしたらもっと前でないとだめでは？ 

委 員）早い方がいい。 

委 員）9月の（接種の）曜日を決めるのでしょう？ 

事務局）別枠で（日程が）決まれば（8月号で周知を）進めた方がいいか。 
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委 員）今でも受けたらいいか、どうしたらいいかとか電話応対にかなりとら

れる。そう思うと早く方針を出してほしい。 

委 員）広報の締め切りはいつ？ 

事務局）7月10日まで原稿を出れば8月広報に間に合う。 

委 員）日程は作ったが今でも出せる。 

事務局）8月号広報に出して早めに周知して、9月の（ポリオの）案内も行う。 

委員長）市民からの問い合わせについて、医療機関から行っても構わない？ 

委 員）どうなるのかとか聞いてくる。 

委 員）もう一つ決めておかなければならないのは、地域ごとの割り振りをす

るのかしないのか。 

事務局）今は資料の広報に書いてあるように、予備日は入れない7日間は地域

割りしていて、30名前後で考えていた。今度は3日間になるので、今

の実績を合せて、3日間を地域割りして（広報に）出したいと思う。 

委 員）例えばこの地域の人達は9月は受けられるが、この地域の人達は10月

から受けられないとかが考えられる。 

事務局）9月中に3日間あるのでそこに少しまとめてみてはどうか。 

委 員）そうすると9月に集中しないのか。 

事務局）9月の3日間の中で地域を、3分割して行うことを考えている。 

委 員）私のイメージは、9月はこの地域、10月はこの地域から始めてくださ

いというふうになれば、ある程度数字コントロールできるけれど今の

やり方だと9月にものすごい集中する気もするがどうだろう。 

事務局）追加の場合はどうしたらいいか。例えば、9月に受けた人がA地域だか

ら、10月はA地域の人は受けられなくなる。9月に3地域に分けたほう

がいいかと思っている。 

委 員）そうしたら9月に集中してもしょうがない。 

事務局）100名を概ね考えると30名ずつ3日間の形になる。そううまくいくかど

うかは予想がつかない。 

委 員）わかった。 

委員長）広報で市民に知らせるのはいいが、ポスターとか作るのか。各医療機

関に配ってもらいたい。 

委 員）医療機関とか、保育所においておくとか広報は重要である。 

事務局）8月からでいいか。8月号広報に載せるので、8月1日からポスターもい

っしょに配布する。 

事務局）7月26日に広報を配るから、その前に先生に持っていくことになる。 

委員長）7月26日に一斉に周知していいのか。 

事務局）はい。 

委員長）その前はしないほうがいいか。今は下火になっているが前は問い合わ

せが多かった。だんだん9月1日が近づいてくると、いつからですかと

か問い合わせが増える。あんまり早く出すと先に予約した者勝ちみた

いな感じになってしまうのではないかと思う。 
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委員長）7月26日から周知するとこととする。 

委 員）広報もいいが、ネットで見られるのか。 

事務局）滝川市の公式ホームページに載せる。 

委員長）市民への周知方法は、今出た方法で行っていきたいと思う。その他、

予定人数は、600人かける4日、トータルで2,400人・・・。 

事務局）延べ数で（600人）。 

委員長）この件について追加の意見はないか。 

委 員）なし 

委員長）意見がないようなので、その他に。 

事務局）先ほどの四混の話がでたとき、その都度協議会を開催するかもしれな

いのでよろしくお願いします。 

委 員）ロタはいつごろ？公費負担の見込は？ 

委員長）後2年から3年か。 

委 員）水痘とおたふくが先行するみたいだ。 

委 員）6歳ぐらいまでは一通り（予防接種を）するならば、毎月やっていか

なくてはならない。 

委 員）ロタは今の時期ならば、１歳過ぎたら・・・。 

委 員）ロタだって混合でやって、また、何か出てきたら国はあっというまに

消えてしまうから。 

委 員）相当（市の）お金が出るのでしょう。 

委 員）国から一人当たりいくらとお金がくる。それをどう使うかは市の（判

断の）部分もあるから、ほとんどは予防接種に使っているから。 

事務局）補助金の関係と地方交付税算入があるから、その辺を踏まえながら財

政当局、理事者と協議していく。 

委員長）その他はいいだろうか。（予防接種）対策協議会を頑張って続けてい

きたいと思っている。某ワクチンメーカーのワクチン担当者から聞い

た話だが、この会の議事録をホームページで公開しているのでしょ

う。札幌の富樫先生が大変評価している。ワクチンの話を定期的に話

し合っているのは他市にはないみたいだ。 
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