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審議会等議事概要 

 

平成２９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２９年６月７日（水曜日）午後６時３０分～午後７時４５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、佐々木委員、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、森主査 

議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．開会    森健康づくり課長挨拶 

 

２. 挨拶    保健福祉部國嶋部長挨拶 

 

３. 委員長挨拶 藤原委員長挨拶 

 

４．報告事項 

(１)予防接種の変遷について。 

事務局) 平成 28年度は、4月から日本脳炎の予防接種が開始となった。また、

10月よりＢ型肝炎ワクチン接種が開始されている。 

 

(２)２８年度予防接種関連の対応について。 

【日本脳炎ワクチン・Ｂ型肝炎ワクチン接種勧奨関係】 

事務局)  日本脳炎ワクチンの接種勧奨は、広報・市のホームページを利用し、

資料①～③を対象に個別通知している。Ｂ型肝炎は、資料①②を利用し

個別通知している。(資料2ページ参照) 

【警報関係】 

事務局)  季節性インフルエンザは、12月 6日に注意報が発令され、3月まで継

続した。 

【その他】 

事務局)  予防接種の契約単価について平成 28年度診療報酬改定による注射料の

増額で診療報酬点数が 18点から 20点になった。滝川市医師会と協議し

た結果、4月12日付で変更契約を行い締結した。 

      6月「夏の蚊対策国民運動」における蚊の対策に関して、市ホームペー

ジ・班回覧・ＦＭ放送で周知した。 

 

(３)未接種者勧奨について。 

事務局) 未接種者勧奨を実施し、接種漏れがないように対応している。(資料 2
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(４)平成28年度予防接種実績について。 

事務局)①麻しん風しん(ＭＲ) 

接種率は第一期 90.3％、第二期 92.2％、就学児健診で案内を配布して

いるが、前年度と比べると若干値が下がっている。 

    ②ポリオ 

四種混合ワクチンが開始され、前年度と比べると16名減少している。 

    ③三種混合 

四種混合ワクチンに移行中で、28年度 3名、27年度以降については、

市立病院のみで三種混合の予防接種を実施している。 

    ④四種混合 

接種率94.9% ほぼ例年通りの接種率だった。 

    ⑤二種混合、⑥ＢＣＧ、⑧小児用肺炎球菌 

⑤接種率 87.5%、⑥接種率 96.4%、⑧接種率 93.5% は、例年並みであ

る。 

    ⑦ヒブワクチン 

接種率 93.5% 前年度よりは若干下がっているが、他年度と比べると

例年並みである。 

    ⑨子宮頸がん 

平成 25年 6月より積極的勧奨を中止している。今のところ、副反応

に関する問い合わせはない。 

    ⑩水痘 

接種率 89.2% 平成２６年、２７年度は、特例で 3歳 4歳を対象に予

防接種を実施した。平成 27年度から特例接種が終了したが、接種者は増

加傾向で、水痘の予防接種が定着したと考えている。 

    ⑪Ｂ型肝炎 

接種率 78.5% 初年度と言うこともあり個別指導を行ったが、接種率

は、80％を切っていた。 

    ⑫高齢者肺炎球菌 

接種率34.8％ 例年並みの接種率である。 

    ⑬高齢者のインフルエンザ 

２７年度に価格の改定があり接種率が低下したが、２８年度 41.9% 

例年並みに戻っている。 

    ⑭日本脳炎 

４月から開始し、市内の７医療機関で実施している。接種率は、国か

らの特例対象としている３歳・６歳・１８歳について接種率集計を行っ

ている。18歳は、接種対象者の 40％を見込んでいたが実際は 23.2%と低

かった。 

委員長)  Ｂ型肝炎ワクチンの接種率が 70％台後半と言うことだが、予想より低
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かったと考えるか、予想通り低かったと考えるか微妙な所だが、今後の

伸びを期待したい。 

 

５.協議事項  

(１)平成２９年度 予防接種事業について。 

事務局)  広報たきかわに平成２９年度の予防接種実施案内を載せている。今年

度から三種混合ワクチン接種は行っていない。 

      下段に予防接種ができる医療機関を掲載している。季節性インフルエ

ンザの予防接種は、今回広報に載っていないが時期が来たら案内する予

定である。高齢者肺炎球菌ワクチン接種は、平成２６年度から定期接種

が始まり平成３０年度が特例接種の最終年度となる。 

 

(２)日本脳炎ワクチン個別通知対象について。 

事務局)  日本脳炎ワクチン接種の個別通知は、資料 11ページ①から⑤のとおり

実施している。前年度は３歳、４歳、６歳、６歳６ヵ月、１８歳に対し

て接種案内を送付している。特例接種対象の分りにくさの解消と、定期

対象外の接種や誤接種・接種忘れ予防のため２９年度も引き続き道の基

準通りに、３歳・９歳・１０歳・１８歳について接種案内を送付した。

案内を出していない子を持つ市民から、接種対象者に関する問い合わせ

があったことを踏まえ、新たに滝川市独自で９歳と１１歳から１７歳に

接種案内を送付している。 

委員長) 国が検討中の新たな定期予防接種について説明はあるか。 

事務局)  資料 11ページの下段に掲載されているが、国が検討中の新たな定期予

防接種について説明する。 

      平成２９年２月１０日開催の厚労省審議会・小委員会で意見交換さ

れ、水痘、帯状疱疹ワクチンは、５０歳以上の帯状疱疹の予防に効果、

効能が追加承認された。三種混合ワクチンに代わり、百日咳、ジフテリ

ア、破傷風と三種混合ワクチンの用法、用量の変更が承認されたことを

うけ、２月１０日開催の厚生労働省ワクチン分科会予防接種基本方針部

会ワクチン評価に関する小委員会で意見交換が行われ、両ワクチンの定

期接種化が妥当であるか今後審議される。 

委員）  水痘、帯状疱疹の予防接種を勧めた場合に対象年齢をどのように考え

るか。海外や国内の情報はあるのか。 

委員長)  基盤となる免疫学データが必要と厚労省の委員会で意見が出ており、

改めて委員会で議論する事になったと聞いている。三種混合ワクチンに

関しては乳幼児期に３回または４回接種した１１歳未満の小児、成人等

にも追加接種が可能になっている。年長者に百日咳ワクチンを接種する

ことで、非接種者の発症予防が期待される。集団免疫効果によって致死

率の高い生後３か月未満の感染を防ぐ事に期待している。もう少し上の

年代にも接種したらいいのではないかと議論されている。 
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     また、成人の百日咳の実態が分かっていない事と副反応の可能性を考

慮し、免疫学的データを集め議論した方がいいと思っている。 

事務局) 日本脳炎ワクチンを製造している化血研がワクチンを出荷停止にした

件についてだが、平成２９年５月８日化血研が日本脳炎ワクチンの在庫

がなくなり出荷できない見込みであると発表があり、厚生労働省が都道

府県に対し事務連絡を発出している。 

     化血研は昨年の熊本地震で生産設備が被害をうけ、前年度の半分まで

減産していた。日本脳炎定期接種の地域から外れていた北海道が新たに

加わり、想像以上に需要があったことが原因と考えている。 

    ５月時点の情報では卸業者の在庫も２ヶ月くらいで無くなるとの情報も

あるが、化血研以外でも日本脳炎ワクチンを製造しており、厚労省は全

国的には不足は生じないと説明している。 

委員長) 協議事項に対し、質問、意見、があればお願いする。 

委 員)  二種混合の案内ハガキを出しているのか。二種混合の案内ハガキに三

種混合は受けているか確認する記載はあるのか。 

    母子手帳に三種混合の記載が無く、予防接種はできませんと注意した事

が何度かあった。        

委員長) 二種混合の対象は、公費で一回接種することになっている。三種混

合、四種混合の場合は一期３回接種し追加になる。二種混合のみで行う

場合は、一期の初回が２回で１年後に追加接種すればよい事になってい

る。 

委 員)  二種混合ワクチンは接種部位が腫れやすいのではないか。 

委員長)  二種混合ワクチンは、ジフテリアの抗原成分に対するアレルギー反応

と言われている。 

委 員)  母子手帳を確認すると稀に予防接種を受けていない子がいる。そうい

う子に二種混合ワクチンを接種しても意味がないし、四種混合の接種は

ポリオとも関連してくる。ポリオも接種していない子が多い。四種混合

は合計３回接種、１ヵ月あけて２回、半年～１年後に１回接種すること

で二種混合は必要ないとしている。 

委 員)  自費になるが破傷風は予防接種した方が良いと思うが、自費だと断る

人もいる。 

委員長)  破傷風の予防接種は勧めた方が良いと思っている。 

委員長) 四種混合は製造過程でナノフィルターを通すようになり、交雑物を除

去するようになってから副反応が減り腫れにくくなった。二種混合も腫

れなくなった。稀に接種後、接種部位が腫れて来院する人がいるが少な

くなっている。 

委 員) 国の指針では、日本脳炎ワクチンは７歳半から９歳未満は接種できな

い。７歳半まで３回接種するか、９歳以降に接種する方が良いのか。ま

た、４回目をいつ接種すべきかなど接種間隔について再度確認したい。 

委員長) ４回目は、３回目接種後５年経ってからの接種になる。 
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委 員) ７歳半で３回目を接種したら９歳で接種しても良いのか。 

委員長)  ７歳半で３回目を接種したら、４回目は１２歳で接種する。年令に関

係なく最後は５年あけて接種することが望ましい。 

委 員) １８歳、１９歳は、１期、２期接種し、半年後に３回目を接種し、４

回目は３回目を接種後、６日目から接種となっているがなぜか。 

委員長) ６日あけて接種可能になっているのは沖縄県など西日本で局所的な日

本脳炎の流行があった場合に緊急対応する為と聞いているが、法律的に

は６日後から接種可能となっている。 

委 員) ４回目の接種は、７歳半前は５年あける。それ以降の人はすぐに接種

か５年後とした方が良いのか。 

委員長) ワクチンの効果を考えると５年あけた方が良い。 

委 員) ４回接種の意味はあるのか。 

委員長) ４回目接種後５年～１０年おきに接種した方が良いと考える医師もい

る。抗体は時間が経てば低下するので継続して接種した方が良いのかも

しれない。 

委 員) ７歳半から９歳未満は接種できないのはなぜか。 

委員長) 予防接種法で７歳半から９歳未満は対象外で接種の必要はないとされ

ている。東日本で始まった時もこの時期は接種対象外としている。北海

道だけ遅れて始まっているので問題になってきている。定期接種の対象

年齢は各自治体で決めていると思うが、実際に７歳半から９歳未満につ

いて接種している自治体はないと聞いている。 

 ワクチンで気になる事がある。水痘ワクチンの定期接種が始まって２年

になる。有効率が９割８割との報告があったが、２回接種が始まった時点

で減ると思っていたが発症する子が意外と多いと感じている。 

委 員) 昨年か今年の初め市内の某保育所で水痘が流行した。１回のワクチン

接種では発症しやすいのかもしれない。２回の接種で発症した子が複数

名みられた。ウイルス分離をしたが細かいことは分からなかった。２回

接種した子は軽い発症で治りが早いと感じた。２回接種で効果はあると

思うが全く発症しないとは言えない。 

委員長) ２回接種している子もかなり発症している。４、５歳の子で２回接種

後、熱はないが水疱の出現量が多いと感じている。ワクチンの抗体が低

い子もいる。水疱数は目視で確認できるため、ワクチンが効いてないイ

メージがある。 

 

６.報告 

  当院の予防接種の記録 ～１９年間のデータより～ 

     医療法人 滝川こどもクリニック 院長 藤原正貴先生 

 

委員長) 開業１９年間のデータを基に予防接種の記録を振り返える。平成２８年 

度から日本脳炎、Ｂ型肝炎が定期接種となった。日本脳炎は、２０歳未満 



６ 

 

の未接種者全員が接種対象だが、先程も話題になったが、７歳半の接種問 

題に関して、北海道医師会の乳幼児の保健推進委員会でワクチン問題につ 

いて、答弁に参加してきた。７歳半問題は大きな問題であり、滝川市等自 

治体に迷惑をかけている問題であるが、日本脳炎ワクチンの定期接種に関 

しては順調に進んでおり問題ないと認識している。Ｂ型肝炎ワクチンは、

平成２８年４月１日から接種開始となる予定だったが、ワクチンの供給 

が安定するまで開始が遅れたと聞いている。 

平成２８年４月１４日に熊本地震があり熊本県にある化血研のワクチン工

場が大損害をうけた。 

平成２５年～２７年度の全国のワクチン事故について、平成 25年 4.596

件、26年 5.685件、27年 6.168件で徐々に増加している。厚労省の厚生科

学審議会予防接種ワクチン分科会で発表されるデータである。 

ワクチン接種事故の接種 10万回の事故率について。平成 25年 11.7％、

26年 13.8％、27年 13.81％で事故件数は増えているが、発生率は増えてい

ないという結果が出ている。 

事故原因は、半数は接種間隔間違い。続いて期限切れワクチン接種であ

る。平成 26年10月に水痘ワクチン開始したことにより事故報告が増えたよ

うに感じている。平成 28年度に関しては10月ごろ報告される予定である。

日本脳炎・Ｂ型肝炎の定期接種化により事故件数が増えているかもしれな

い。増加理由として、事故の報告義務があることが予防接種実施施設に認識

されてきたため、報告数が増えてきた可能性がある。 

滝川市の若年人口は、北海道が発表する人口統計を参考した。徐々に人口

が減ってきている。年間マイナス 2.7～2.8%。10年で約 25％、20年で約

50％で若年層は減っている。年代別で減少幅は違うが、私見だが平成 9年拓

銀が破たんした後の数年間は小学校高学年が減ったと感じている。平成 25

年は、0歳児の出生率が低下している。 

開業時期は当院でのワクチン接種可能の認知が低かったが徐々に増えてき

た。2008年にはＭＲの三期、四期が中高生に接種開始。2000年から 2007年

滝川市は二種混合を集団接種していた。2008年に集団接種はやめて個別接

種再開となった。2009年の夏から 12月にかけて新型インフルエンザが流行

した。2011年肺炎球菌ワクチンとヒブワクチン、2012年 9月不活化ポリ

オ、11月四種混合が導入となった。 

    当院のワクチン接種可能な種類(資料参考) 

定期接種は、最初麻疹と風疹と三種混合の 3種類だったが、今は 13種類

となっている。当院では任意接種を含め、接種できるワクチンはこれ以上増

やす予定はない。海外渡航する方が来院することもあるが、対応していな

い。定期接種対象のワクチン数が多く、接種する子供も親も大変であるが、

接種する施設も大変になってきている。 

年度初めに保健センターで勧奨ハガキを出ためか4、5、6月に予防接種が

集中しているように感じている。秋以降は少ない。季節性インフルエンザの 
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予防接種は、月に 80人くらいで、１日あたり平均 4.5人。多くても   7.8

人となっている。２０１６年度のインフルエンザの流行株は、12月Ａソ連

型、年が明けてＡ香港型、1月末から 2月にかけてＢ型、5月の連休前に流

行が終息した。2007年以降、前半に流行すると後半の感染者数が少ない。

反対に前半が多いと後半が少ない傾向があると感じている。開院した当時

は、定期接種数も少なく負担はなかったが、院長を含めスタッフの高齢化と

ワクチン数の増加により事故を起こさないよう細心の注意を払っているが、

これ以上のワクチン数の増加に対応できるか不安を感じている。 

委 員) 98年度から 99年度はインフルエンザ罹患数が少なかったようだが何か

要因があるのか。 

委員長) 国や道の報告体制が整っていなかったことも一因と考えている。当初は 

タミフル、リレンザは大きな医療機関・大学病院でしか使用できなかった

ことや診断や報告の体制も整っていなかった。実際の患者数は多かったか

もしれないが、数年間は診断率が低かった。04年 05年くらいから迅速診

断ができるようになり薬も使用できるようになってきた頃から報告体制も

整ってきたと記憶している。 

季節性インフルエンザワクチンの接種は人口の減少と共に徐々に減って 

いる。09年から新型インフルエンザと季節性インフルエンザの混合ワクチ

ンとなっている。06年以降減少しているのは、ワクチン価格を値上げした

ことも一因と感じている。 

当院の１９年間の予防接種に関する傾向、記録について、説明させても 

らった。今後、ムンプス・ロタワクチンの定期接種も予定されており、定

期接種増による医療事故が懸念される。ヨーロッパ・アメリカで使用され

ている六種混合不活化ワクチン・四種混合生ワクチンなどの早期導入を望

んでいる。 

 

事務局)  ２９年度 滝川市予防接種対策協議会を終了する。 

 

７．閉会 

 

資料   平成２９年度 滝川市予防接種対策協議会議案 

 
       


