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審議会等議事概要 

 

平成２８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２８年６月１日（水曜日）午後６時３０分～午後７時２０分 

開催場

所 

滝川市保健センター 

出席者 

出 席：藤原委員長、磯副委員長、永井副委員長、堤委員、男澤委員、武田委員、 

鈴木委員、平木委員 

欠 席：文屋委員、荒田委員、道鎮委員 

事務局：国嶋保健福祉部長、森健康づくり課長、白石課長補佐、運上係長、森主査 

議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．開会   

事務局）今年度は委員の改選期にあたり、滝川市医師会、市立病院から前期と同

一医師の推薦を受けている。滝川保健所長の荒田委員は 4 月の人事異動

により滝川保健所長に着任している。また、事務局は、保健福祉部長、

健康づくり課長が人事異動により交代している。 

 

２．挨拶 

事務局）市長が公務により欠席のため、変わって挨拶させていただく。予防接種 

に関しては、今年度から日本脳炎ワクチンの定期接種が開始され、つつ 

がなく進行している。皆さんのご協力の賜物と感謝している。また、Ｂ 

型肝炎ワクチンの定期接種化に関する情報も入っている。国の予防接種 

に関する方針も変わってきており、その都度、皆さんにご迷惑をおかけ 

すると思うが、これからもご協力をお願いする。 

 

３．委員の変更について 

事務局) 今年度より 2 年間の新たな職務期間となる事から、委員長と副委員長の

選出をお願いする。要綱第 5 条第 2 項に基づき、委員長 1 名、副委員長

2 名を選出する。自薦又は、他薦をお願いする。 

委 員）特になし。 

事務局）事務局案として、委員長、藤原先生、副委員長、磯先生、永井先生を推

薦する。 

（反対意見なく事務局案を承認する。） 

     

４．委員長挨拶    

委員長）各委員と協力し、滝川市の予防接種事業に関して情報を共有し、予防接

種対策について検討できればと思っているのでよろしくお願いする。 
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５．報告事項 

 １）予防接種業務の変遷について 

委員長）平成 27 年 5 月、インフルエンザワクチンは 3 価ワクチンから 4 価ワク

チンに変更になり、10 月からワクチンの使用を開始している。平成 28

年 4 月から日本脳炎ワクチンが定期接種となった。北海道だけが定期接

種していなかったことで様々問題になっていたが、ようやく北海道でも

定期接種が開始された。昨年の 2 月、3 月頃から北海道医師会で道など

に働きかけ、4 月から定期接種が始まったが、滝川市だけでなく、道内

の各自治体でも 7 歳半問題に気付けていなかった。2 月、3 月の準備期

間で疑問点もあったが、4 月に入り各医療機関の協力でつつがなく始め

ることができたと思っている。優先接種の 3 歳、6 歳、9 歳の子ども達

は問題なく接種できると思うが、優先ではない 6 歳半や 6 歳 10 ヶ月な

どの子どもの予防接種について疑問点があれば、保健センターに問合せ

をするなど対策を取っている。予防接種は 4 回行わなければならない

が、3 回目、4 回目の予防接種を行うさい、疑問点があれば順次解決し

ていければと考えている。 

 

２）今後の動向について 

委員長）今後の動向として、B 型肝炎ワクチン接種について、当初、平成 28 年 4

月から接種開始を予定していたが諸事情により、4 月開始は見送られ

た。10 月開始で準備を進めようとした矢先に、熊本で大地震があり、製

薬会社の生産ラインが壊滅状態になった。今後の状況しだいでは、10 月

開始ができないとの話も出ている。状況を見ながら、各医療機関と協力

し準備を進めたいと考えている。 

 

３）27 年度予防接種に関連した対応について 

事務局) 平成 27 年 8 月に滝川市立病院で予防接種事故があった。2 か月児に四種

混合ワクチンをヒブワクチンと間違えて接種した。幸い 2 か月児に健康

被害は無かった。市立病院は、再発防止策を作成し実施している。保健

センターから厚生労働省へ事故報告を行い、併せて市内の予防接種委託

医療機関へ事故防止についての事務連絡を通知した。 

インフルエンザワクチンの値上げに伴い、今年度の高齢者インフルエン

ザワクチンの接種料金の個人負担額は 1,800 円から 2,050 円になった。

警報関係については、資料 2 のとおり各種感染症についての警報注意報

の発令に伴い、ホームページ、学校教育、保育所などへ周知している。 

日本脳炎ワクチン接種が 4 月に開始となったが、3 月に日本脳炎ワクチ

ン接種を委託している医療機関を訪問し、実施方法の説明と意見交換を

行った。また、滝川市立病院で予防接種に従事する職員を対象に説明会

を開催した。 
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 ４）未接種者勧奨について 

事務局）未接種者の勧奨については資料 2 に掲載のとおりである。乳児の予防接 

種について、出生時に全戸配付している「たきかわっこファイル」の中 

に予診票や説明書等を入れている。保健師の新生児訪問でさらに説明し 

周知している。4～5 か月児の各種乳幼児相談健診で、保護者に対して、 

接種状況の確認と接種スケジュールの説明を行っている。また、水痘、 

MR１期、2 期、二種混合は接種状況を確認し、未接種者へハガキで勧奨 

を行っている。 

 

 ５）平成 27 年度予防接種実績について 

事務局）予防接種実績は資料 3 を参照する。 

麻しん風しん混合ワクチンの接種率は、1 期 94.4%、2 期 97.4%だった。1

期は 95%を超えなかったが、未接種の要因として兄弟の感染症罹患、本

人が体調を崩すなど接種時期の延期や母親の妊娠、仕事の都合などによ

り接種できない場合があった。要保護児童家庭では、予防接種だけでは

なく健診自体が未受診の家庭もあり、家庭児童相談室と協力し勧奨を継

続したいと考えている。 

不活化ポリオワクチンは四種混合ワクチンに含まれたため、ポリオワク

チン単独接種は少数となっている。ポリオ未接種者は、平成 22 年度～23

年度生まれで、四種混合ワクチンの導入前にポリオ接種が途中となって

おり、10 月の就学児健診で MR2 期と併せて勧奨を行っている。 

三種混合は、平成 27 年度から市立病院のみで接種を行っている。 

健康管理システムを導入したことで、四種混合、ヒブ、小児肺炎球菌ワ

クチン、水痘ワクチンは、年齢別、接種回数別の接種人数がわかる表に

変えている。 

四種混合は、初回の標準的な接種期間で必要歳児のうちに 1 回目、2 回

目、3 回目を接種し、その後 1 年後くらいに 1 歳、2 歳で追加接種を受け

ている。接種率については、平成 27 年度から国への「健やか親子 21」

に関する報告は、1 歳半健診の時点で、四種混合 1 期初回の接種者と 3

回目を 1 歳までに終了している人数とし形式を変更したいと考えてい

る。接種率は、標準的な接種期間である 12 か月未満に 1 期初回の 3 回を

終了した子の人数をその年の出生数で割って算出し、接種率は 95%だっ

た。 

二種混合の接種率は 89.8%、BCG は 97.1%だった。 

ヒブワクチン接種は、適正な乳児の時期に初回の 3 回を行っている。ヒ

ブ、小児肺炎球菌は、初回接種開始時期が 2 か月～7 か月の子や 7 か月

～10 か月で開始する子がいるため、0 歳で 1 回目を接種した子の数を、

その年の出生数で割って算出した。ヒブの接種率は 95.7%、小児肺炎球

菌ワクチンは 95.7%だった。 

子宮頸がんワクチンは、平成 25 年 6 月に積極的勧奨は中止になり、広報
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たきかわで周知をしているが、積極的に未接種者の追跡は行っていな

い。平成 26 年度で中学 1 年生時に 1 回目、2 回目を接種している子が平

成 27 年度に 3 回目を受けている。その他、子宮頸がんワクチンの接種者

はいなかった。 

水痘ワクチンの接種率は、1 歳で 1 回目を接種した人数を接種人数と

し、その年の出生数を対象数として算出し、接種率は 85.4%だった。 

高齢者肺炎球菌は、平成 27 年度から 65 歳以上 5 歳刻みで 100 歳まで

と、60～64 歳の内部障がい者を対象に実施している。接種率は 39.1%

で、前年度 33.6%より 5.5％増加している。各年代の接種率は表のとおり

である。65 歳、70 歳の接種率は、平成 26 年度より減少しているが、75

歳以上の後期高齢者は増加している。接種率が上がった要因はわからな

いが、テレビ CM により周知され、本人、家族が理解したことも一因と感

じている。 

高齢者のインフルエンザワクチン接種率は、41.6％から 42％で推移して

いたが、平成 27 年度は、40.7%で、1.3%の減少だった。65 歳以上人口の

増加と料金値上げの影響も多少考えられるが、今年度の動向を見据えて

周知活動を行いたいと考えている。 

委員長）事務局の報告について、質問や意見があればお願いする。 

委 員）水痘ワクチン接種率は 1 歳で 1 回目を接種した者を接種人数とし、「そ

の年」の出生数を対象数として算出するとはどういう意味か。 

事務局) 平成 26 年度生まれの子を対象としているので「その年」でなく「前の

年」に訂正する。水痘ワクチン接種率は、1 歳から 3 歳未満で接種する

事になっている。1 歳で打ち始めと考え 1 歳で一回目を接種した子の数

を分子とし、平成 26 年度生まれの子の出生数を分母として算出してい

る。 

委  員）高齢者の肺炎球菌の接種率は、全国的に見て滝川市の接種率は高いの

か。 

事務局）国、道から接種率は報告されていない。管内の平成 27 年度接種率は報

告されていないが、平成 26 年度接種率は、赤平市 43.9%、砂川市

49.8%、芦別市 47.5%、浦臼町 29.9%、奈井江町 34.7%で、滝川市 39.1％

よりも 2 市が高値だった。管内の合計接種率は集計していない。 

委 員）子どもは未接種者の勧奨を行っているが、高齢者は未接種者勧奨につい

て記載がないということは行っていないということか。 

事務局) 未接種者の勧奨は行っていない。成人（高齢者）は、追跡調査を行って

いないが、高齢者肺炎球菌ワクチン接種対象者へ年度初めに対象者全員

にハガキで個別通知している。また、広報の 4 月号と 10 月号に掲載し

周知している。 

委員長）高齢者肺炎球菌ワクチンは 65 歳から 5 歳刻みとなっているが、対象年

齢以外は助成対象には入らないのか。 

事務局）助成対象ではない。 
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委  員）対象外の年齢は、自費扱いになる。 

委  員）今は特例期間で、2 年後は 65 歳を対象とした定期予防接種となる。 

委員長）小児で水痘ワクチン接種を受けていない子の家庭で、水痘を発症した兄

弟がいると感染する場合が多い。接種率は感染した子を除いて計算する

ため、値が低めになっていると考えたが、そういう認識でよいか。 

事務局）そのように考えている。健診で母子手帳を確認するが、予防接種を受け

ているか、すでに感染している子がいる。 

委員長）二種混合ワクチンの接種率が上がらないが、何か良い方法はないか。 

事務局）未接種者への勧奨時期と方法を資料に掲載しているが、年度はじめに対

象者全員に個別案内を送って、夏休み前、冬休み前、2 月末か 3 月はじ

めに未接種者にハガキを出すなどしているが中々接種率の向上には結び

ついていないのが現状である。 

委員長）小学校高学年では母親も共働きで忙しい家庭も多く、予防接種に行くの

は難しいかもしれない。 

事務局) 二種混合はハガキの案内だけだが、MR2 期のように就学児健診時に保護

者に会うことができれば、未接種者勧奨もできるのではないかと考えて

いる。 

委員長）他の自治体はどうなのか。 

事務局）他の自治体の状況は分からない。定期的に保健担当係長会議があり、他 

のワクチン接種率について情報収集したい。歌志内市は対象人数が少な 

いため直接市民に勧奨できると聞いている。 

委員長）二種混合ワクチンを除いた他のワクチンは、平成 27 年度ワクチン接種

目標の 95%を超えている。水痘は接種に至る状況が他と違うが、小児の

ワクチン接種は順調に進行していると考えている。今後も各医療機関の

協力を得ながら予防接種事業を進めていきたい。 

 

６．協議事項 

１）平成 28 年度予防接種事業について 

事務局）資料 4 は、平成 28 年 4 月に広報たきかわに掲載した各種定期予防接

種、日本脳炎、高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種に関する原稿である。 

また、ホームページにも掲載している。日本脳炎の個別通知は、3 歳、6 

歳、特例措置の 18 歳、19 歳に個別通知を実施した。市民から質問等の 

問い合わせが相当数あると考えていたが、予想よりも市民からの問い合 

わせはなかった。しかし、個別通知の対象者に兄弟がいる場合の対応に 

ついて、広報だけでは周知が難しかったようである。 

高齢者肺炎球菌は、平成 28 年 3 月に対象者全員にハガキを送付してい 

るが、昨年の当協議会で説明内容が少し分かり辛いという意見があり、

レイアウトを変更し、より分かりやすい内容で個別通知ハガキを制作し

た。広報は 4 月、10 月も掲載する。日本脳炎ワクチン接種の個別通知

は、今後も 3 歳、6 歳、9 歳、18 歳に実施する。 
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委員長）当院で予防接種を受ける市民は、広報たきかわ、保健センターからの個

別通知や書類を見て来院する人が多いが、広報や案内を見て分かりにく

いという問い合わせはなかった。また、日本脳炎ワクチン接種は 4 月当

初、優先接種の対象外の市民が多かったが、対象外の市民も広報を見

て、予防接種に来ており、案内、周知に関しては、大きな問題点はない

と思っている。他の医療機関ではどのような状況か聞かせてほしい。 

副員長）二種混合の接種時に当院で日本脳炎を受けられることを知った市民がい

る。個別通知が届かない市民は、広報たきかわを見ない傾向があると感

じている。 

委員長）日本脳炎の予防接種開始当初は、広報を見た市民が多かった。その後、

徐々に個別通知の市民の割合が多くなった。 

副員長）町内会に加入していない市民は、広報たきかわが届かない。広報たきか

わが届かない市民は市のホームページで確認するしかないが、市のホー

ムページを見る市民は、接種に来るために調べており、未接種者にはな

らない。質問だが、6 歳児の個別通知は 6 歳何ヶ月児に出しているの

か。 

事務局）6 歳児は幼稚園、保育所の年中と年長で、平成 21 年 10 月 2 日から平成

23 年 4 月 1 日生まれまでを個別通知している。それより上で 7 歳前後に

なっている子は、初回の 3 回目が終わっていない年齢に当たるため、個

別通知していない。 

副員長）当院で 6 歳 9 か月や 11 か月の子が来た場合、接種間隔の説明に時間を

要している。 

委 員）定期接種の個別通知ハガキでは詳しく説明していると思うが、広報たき

かわの掲載スペースには限りがある。予防接種にどのようなメリットが

あるか広報に明記すると読んだ市民の接種率が向上することも考えられ

る。外来診療中に高齢者肺炎球菌の予防接種について尋ねられることが

あるが、答え方の違いによっても接種率が変ってくると感じている。 

委 員）日本脳炎ワクチン接種は 20 歳以上が受けられないのであれば、19 歳後

半で 1 回目を受けた場合、20 歳までに 4 回接種できないがどうなるの

か。 

事務局) 接種年齢が 20 歳を超えた場合は、定期接種から任意接種になるため接

種費用が自費扱いになる。 

副員長）6 か月の期間があれば 4 回接種できるが、それを過ぎると難しい。 

委 員) 当初、市民の出足は鈍いと考えていたが、9 月までに 2 回受けなけれ

ば、3 回目以降は受けられないということになるため、4 月早々に来る

市民が多いと感じた。 

 

２）日本脳炎の接種状況について 

事務局）委託契約している医療機関の4月接種状況は資料５に掲載した。 

接種状況などについて、質問、意見があればお願いする。 
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委員長）対象年齢は幅広いが、対象人数はどのくらいと考えているのか。 

事務局）定期予防接種の対象者のうち積極的に勧奨する3歳、6歳は90%、18歳、

19歳は40％、他の年齢は他県の動向を参考に5％の接種率と考え対象人

数を決めた。 

委員長）4月の接種者235名は予定数と比べどのような状況か。 

委 員）4月の接種者は予定より若干多いと感じている。 

委員長）4月は接種者が多かったが想定内と認識している。今後の動向を注視し

たい。 

 

３）その他 

特になし。 

 

７．閉会 

 

会議 

資料 

 

資料  平成２８年度 滝川市予防接種対策協議会議案 

     
                                              


