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その他
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○新型インフルエン ザ対 策推進室長

それでは、定刻になりましたので、意見交換会を始めたいと

思います。
今日は、健康局 長、医 薬局長等、ちょっと他の業務で到着が遅れていますが、後ほどまいると思
います。
それでは、尾身座 長、 よろしくお願いしま す。
○尾身座長

それで は、今回の「新型インフルエンザワクチンに関する意見交換」を始めたいと思

います。
今日の議題は 、まず、最 初にワクチン優先摂 取の 対象とする基礎疾患 の定 義について議論したい
と思います。
２番目に新型イン フル エンザワクチンの接 種回 数について。
３番目に新型インフルエンザワクチン接種時における季節性インフルエンザワクチン等の同時
接種の扱いについて どう するか。
４番目に保存剤（チメ ロサール等）が 添加されている新型インフルエンザワクチンの使用につい
て。
５番目にその他と いう ことにしたいと思い ます が、よろしいでしょ うか 。
それでは、順番どお りに 第１の議題、ワクチンの優先 接種の対象とする基礎疾患の定義について、
まず、事務局側から 説明 をいただいて、その 後に 議論をしてみたいと 思い ます。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

その前に、資料の確認をしたいと思いますが、資料の１がワ

クチンの優先接種の 対象 とする基礎疾患の定義について（案）。
資料の２が接種回 数に ついて。
資料の３が同時接 種。
資料の４が保存剤 。
そして参考資料と して パブリックコメント の状 況。全部そろってお りま すでしょうか。
○尾身座長

ありが とう ございます。それでは、マスコミの方の頭撮りはここまでにしたいと思い

ます。御協力よろし くお 願いいたします。

○尾身座長

それで は、資料の１について御説明をしたいと思います。ワクチンの優先接種の対象

とする基礎疾患の定 義に ついてということで す。
これについては 、かね がね関係の学会にお願いをして、クライテリアづくりに御協力をいただき
ました。ようやく大 体の クライテリアがまと まり ましたので御報告し たい と思います。
１ ペ ー ジ 目 は 、 太 字 で書 い て あ り ま す が 、 ま ず、 優 先 接 種 の 対 象 と す る基 礎 疾 患 を 有 す る 者 は 、
現在、下記の疾患・状態 で入院中または入院中の者とするということで、慢性呼吸器疾患、慢性心
疾患、慢性腎疾 患、肝硬 変、神経疾患・神経筋疾患、血液疾患、糖尿病、疾患や治療に伴う免疫抑
制状態。
こ れ に つ い て ※ で 、 もう 尐 し そ れ が わ か る よ うに 、 そ の 下 に 、 例 え ば 慢性 呼 吸 器 疾 患 で あ れ ば 、
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ぜんそくや COPD、気道 分泌物の誤嚥のリスクのある者を含むとか、慢性疾患であれば、血行動態
に障害のあるもの 。ただ し、高血圧を除く と言っ たような形で、こ の疾患 群について説明を加 えて
おります。
１ ペ ー ジ 目 の 下 の 方 です け れ ど も 、 一 方 、 接 種開 始 当 初 は 、 ワ ク チ ン の供 給 量 が 限 ら れ て お り 、
これらのすべての者 が同 時にワクチン接種を 行う ことは困難なため、上記 の うち特に優先して接種
する者の基準を別添 のよ うに示すということ で、２ ページ目以下にその 基準 をお示ししておりま す。
す べ て は 御 説 明 し ま せん が 、 ２ ペ ー ジ 目 の 目 次を ご ら ん く だ さ い 。 慢 性の 呼 吸 器 疾 患 、 心 疾 患 、
腎疾患というふうに 並べ て、８番のところ は、免 疫抑制状態のところ を悪 性腫瘍、内分泌疾 患、関
節リウマチ・膠原病 、消 化器疾患として、最 後に 小児の関係の疾患と いう ふうにしております 。
１つの例として 、３ペ ージ目をごらんください。慢性呼吸器疾患であれば、対象となる基準、以
下の①、②、③のいずれか に該当する者ということで 、ぜんそく患者と COPD を有し、継続して治
療を受けているか、 資料 を受けていなくても 経過 観察のために、定期 的に 受診している者。
②として、陳旧性 肺結 核、非結核性抗酸菌症等々。
そこで、Hugh-Jones の 分類でⅢ以上と、 Hugh-Jones の分類は、そこの下に示しております。
あとは③として、 過去 １年以内に誤嚥性肺 炎の 既往がある者。
その下に背景とし てど うしてこういうもの が優 先されるのかという 理由 を書いております。
以下は、２番、３番、４番、５番と、それぞれの疾患について、対象基準と背景について示 して
おります。
とりあえず、説明 は以 上でございます。
○尾身座長

どうも あり がとうございます。今の事務局からの説明は、３ページ目までやりました

けれども、基本的に 同じ 考え方でほかのペー ジも いっているわけです ね。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長
○尾身座長

はい。

それで は、 委員の先生、どなたかこの案全体についてコメントはありますか。

なければ、私の 方から 尐しこれについて、私の理解では、各学会の先生方の協力を得てやったわ
けですね。非常に 細かい ３ページから最後の ペー ジまで、私もずっ と見ま したけれども、医 学的に
もかなり合理的だと 思い ます。
その上で、更に よくす るためのコメントといいますか、はっきりさせるために、ちょっと事務局
に質問あるいはコメ ント ですけれども、ま ず１ペ ージに、○で８つ 慢性疾 患からあって、そ の次に
※で説明があって、 更に また細かい説明が３ ペー ジ以降にきている。
定義についても 、２ペ ージ目に別の定義があるということで、やや複雑になっているという感じ
があって、私の ここに至 る経過についての理解は、前回の委員会あるいは前々回 ですけれども 忘れ
ましたが、慢性疾 患、基 礎疾患を有する者というのはかなりの数になっ て、基礎疾患といっても非
常に軽度なものから 、か なり基礎疾患がはっ きり していて、そうい う人が 感染すると、重篤 化にな
るという、本当に 基礎疾 患の中でもコアな人と、本当に軽い基礎疾患という人がいて、そのすべて
の軽い基礎疾患まで 入れ ると、なかなか ほかに接 種をしたいグループ 、例 えば小学校の低学年 なん
かが行かないんでは ない かということで、尐し基 礎 疾患の定義をしっか りし た方がいいんではない
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かということで、こ の議 論が始まったんだと 思い ます。
そういう中で 、１ペー ジの※の１～７を定義に使うのか、あるいは ３ページ以下の細かいも のを
使うのか。例えば、１ペー ジの※の１のところは、ぜんそくや COPD、気道分泌物の誤嚥と書いて
あるけれども、非 結核性 抗酸菌症なんかは、１ページには入っていないですね。そうすると、どっ
ちの基準を使うのか とい うことがあるので、そこ が 尐しややこしくなっ てい るなということがあっ
て、そのことがまず １つ 。
も う 一 つ 、 １ ペ ー ジ の最 後 の 段 落 に 、 一 方 、 接種 開 始 当 初 は ワ ク チ ン の供 給 量 が 限 ら れ て お り 、
これらのすべての者 が同 時にワクチン接種を 行う ことは困難なため 、上記 のうちといって 、特に優
先となっていますが 、こ の接種開始当初は限 られており云々となると、この接種開始当初は限られ
ており云々となると 、接 種の尐し時間が経っ てか ら、接種中期ある いは後 期になると、あた かも自
動的にワクチンが足 りて 、優先ではない 、かなり 軽 度な慢性疾患の人に もワ クチン が行くというイ
メージがここにある と考 えられますので、
そこははっきり今回 は、ほかの先生方の御意 見を 伺いたいんですけれ ども 、私の今の個人 的な考え
は、基本的には今 回は基 礎疾患を持つ中でも、ある一定の定義を、この定義については １ページ目
の○、※でやるか 、３ペ ージ以下のかなり詳しいものでやるかはまた議論ですけ れども、いずれに
しても１つの定義を 使っ て、その定義に合 った、つまり基礎疾患の中 で、しかもその定義にあ った
人たちに、基本 的には優 先的にす るんだということを言えば十分で、接種開始当初ということを あ
えて言わなくてもい い。
なぜかというと 、開始 当初、開始の後になってきても、場合によっては軽い人たちにワクチンが
行くという保証はな いで すね。例えば輸 入ワクチ ンが全部だめになっ てし まったとか、安 全性に問
題があるとか、あるいは 今考えられて いる１回の接種でうまくいくということが、あるいは最終的
なイールドが足りな いと いうようなことになると、接種の後期になっても、基礎疾患の軽度の人に
回る可能性はありま すけ れども、必ずしも 保証が ないから、私の今 のサゼ スチョンは、そう いう定
義に合った人に、原則的 には優先をするんだ と。当然何らかの理由で 余れ ば、余るというの は、普
通後期には余るので 、そ ういう場合には、そうい う人にも自動的にや ると いうことで、あえ てここ
で開始当初というこ とを 言う必要はないんだ と思 うのが１点。
もう一つ、どち らの定 義を使うのか。１ページ目の定義を使うのか、２ページ目の、３ページ以
下の定義を使うのか とい うのが私の問題提起 です けれども、事務局あるいはほかの委員の先生 から
ありますか。
どうぞ。
○岡部委員

確かに 、例 えば定義上でも慢性腎疾患という非常に広い中で、※は透析中の者を含む

ということになって 、こ れはむしろ広くなっ てい るような状況ですね 。
ですから、最優 先とい うことでは、幾つかランクづけをしてあるというか、こういう人たちが高
度の腎異常症であるということを前提にしておいた最優先順位という考え方の方がいいだろうと
いうふうに思います 。
ですから、こ れは一応 国産がターゲットになっていると思うんですけれども、最初にやっていか
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なければいけない人 たち は、このリストにあてはまっている、いわゆる定義。
ただ、かなり 臨床の現 場では、医師の 裁量というのはかなり左右するというふうに も思いますけ
れども、やはり ある程度 のルールとか法則ということではなくて、ガイドラインとしての示しとし
ては、私はこれを用 いた 方がいいだろうと思います。
ですから、供給量が限 ら れている中でこういうものを使うという考え方の方がいいんではないか
と思います。
それから、こ の定義か ら尐し離れるかもしれませんが、ハイリスク者にこれこれのワクチン を接
種するということで すけ れども、一般に 例えば免疫異常、免疫抵抗力が尐ない人に対する不活化ワ
クチンは、一応 安全性は あるかもしれないけれども、効果はより低いということも一応認識しなが
ら使っていかなけれ ばい けないんではないか と思 います。
○尾身座長

岡部先 生、もう一回クライテリアの方の確認ですけれども、３ページ以降の※の を使

うということですか 。
○岡部委員

はい。

○尾身座長

わかり まし た。それと同時に、一部免疫反応が悪いということを附記しろということ

ですね。
○岡部委員

これは 、言 わずもがなですけれ ども 、一応確認をして おいた 方がいいと思います 。医

療関係者はわかるけ れど も、一般 の 方 は 同じ では ないかと思ったりす る可 能性があると思いま す。
○尾身座長

はい。 では 、川名先生、お願いします。

○川名委員

私も 、やは りある程度のクライテリアが必要だ ろうと思いますので、こういったよう

なものをつくること は、 どうしても必要だろ うと 思います。
先ほど尾身先生が 御指 摘されましたけれど も、確 かに１ページに○で書いてあります内容と ３ペ
ージ以降の内容が必 ずし も一致していない部 分が あるので、例え ば１ページ目の○と、※で書いて
ある部分は省略して しま ってもいいんではないかと思います。
例えば、１ペ ージ目の ○の中に、本文 中に ９番として入れてある小児の疾患というものがこの中
に入っていないのが 尐し 気になるところです 。
それから、２ページ目 の ここからをメインと して 使えばいいんではな いか と思うんですけれど も、
２ページ目の８番で すが 、本文の方を見ますと、 ちょうど 10 ページになると思いますが、８番の
中に対象基準として 、原 発性・後天性の免疫 不全 （HIV 感染症を含む）。それから免疫抑制薬、副
腎皮質ステロイドホ ルモ ン云々というところ が入 っていて、ここ が８にかかっていて、８－１から
悪性腫瘍というのが 始ま っていますけれども、これが恐らく８－１として原発性・後天性の免疫不
全、ステロイド が入って 、８－２から悪性腫瘍になってい った方がわかりやすいんではないかと思
いました。
○尾身座長

わかり まし た。そうすると 、川名先生は、基本的にはページが ２から始まるというこ

とですね。
○川名委員

いろい ろコ メントが書かれている、アンダーラインが引かれているような、こういう

部 分 が 必 要 な ら ば 、 こ れを 勿 論 残 し て い た だ い てい い と 思 い ま す け れ ど も、 四 角 で 囲 っ た 部 分 と 、
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※は省略してもいい んで はないかと思います 。
○尾身座長

わかり まし た。文章は尐しあれして残 すということですね。

あと、今の 10 ページ の ことは事務局よろしいですか。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

ちょっとよくわからなかったんですが、10 ページのところを

８－１にするという こと ですか。
○川名委員

疾患や 治療 に伴う免疫抑制状態 というのが８になるわけですが、その中に 10 ページ

では最初に HIV 感染だ と かステロイドホルモンというものが出てきて、 ８－１から悪性腫瘍が始
まっておりますけれ ども 、要するに HIV 感染症とか、ステロイドホルモンに番号が振られていな
い意味がよくわから なか ったので、８－１に HIV 感染症とか、ステロ イド を入れるならばそこに
入れて、８－２ 悪性腫瘍 、８－３内分泌疾患という形に同列に並べていった方がわかりやすいので
はないと思ったんで すが 。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

なるほど、そうすると、10 ページに、このタイトル自体が８

－１、これは何か８ －１ から４までを含む総 合タ イトルみたいな形な んで すが。
○尾身座長

それが 尐し 誤解があるんですね。そもそも 10 ページが要りますか。疾患や治療に伴

う免疫抑制状態とい って 、すぐに８－１ から行け ばどうですか。それでも 何か失うものがあります
か。
○川名委員

つまり、HIV 感染症とかステロイ ドホ ルモンが８－１から ８－ ４に優先する位置づけ

になっているように 見え るわけですね。
○尾身座長

HIV は どこ にも書いていないんですか。

○川名委員

10 ページの ８の下に入っているんです。

○新型インフルエン ザ対 策推進室長

10 ページの四角に囲ってあるのは、 11 ページ以降の８－ １

とか２とか、同列に 扱っ た方がいいという御指摘ですか。
○川名委員

いや 、同列 なんではないかなと理解したんですけれども、これは８－１から８－４の

全体にかかっている 位置 づけになっているんですか。そうであるならば、番号が外れているは意味
がわかるんですけれ ども 。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

確かにそうです。

○尾身座長

そうす ると 、８－５まである必要があるのかな。

○川名委員

HIV を ８－ １にするならそういうことになると思います。

○尾身座長

HIV は どこ にも入っていないから、その一部をオーバーラップするところだけを除い

て、８－５までつく れば いいんじゃないです か。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長
○尾身座長

そっち の方 がすっきりしますよ。

○新型インフルエン ザ対 策推進室長
○尾身座長

そうですね。どちらがいいか。

では、８－５をつくって。

漏れた もの を、HIV なんかどこにもほかのカテゴリーでピックアップされていないの

を入れるということ で、それで、疾患や 治療に伴 う免疫抑制状態というのは説明がなくてもわかる
から。
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○川名委員

あと、 ２ペ ージの見出しを見たときに、最も重要な疾患の一つである HIV 感染症が

一体どこに含まれて いる のかというのがわか らな かったというところ です 。
○尾身座長

ですか ら、 ５つのカテゴリーに して いただければいいと 思い ます。

では、そのほかに あり ますか。
どうぞ。
○川名委員

質問で すが 、何回か前の意見交換会のときに、大体基礎疾患 を持っている人の人数と

いうものが、大ま かな数 字として出されたわけですけれども、例えば、こういったクライテリアに
した場合に、大体ど れく らいの人数に見込ま れる という数字が学会か ら出 ているのでしょうか 。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

そういう御質問が出るかと思いましたが、幾つかの学会から

はいただいているん です が、結局全体で どうかと いうのは、かな りオーバ ーラップしたりして いる
ので、結局わからな かっ たです。
○尾身座長

最初 1,000 万とされていて、それから 900 万になって、これは全く根拠がありません

けれども、恐らく普通の常 識からすると、今、岡部先生がおっしゃった厳しいクライテリアですね。
３ページ目以降 のク ラ イ テリ アに の っとった、いわゆる最重要基礎疾患グループというのは、 900
万人をある程度下回 ると 考えてよさそうです か。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長
○尾身座長

恐らくそうなると思います。

どのく らい 下回るか、それが 600 万 か 500 万かわからないけれども、900 万を超える

ことは絶対ないでし ょう ね。
そのほか、ござい ます か。
なければ、もう 一点、内容というよりも全体に関わるものですが、最終的には、３ページ目から
のクライテリアを実 際の それぞれのケースに 適用 して、お医者さんが判断 す ることになると思いま
すけれども、一つ あり得 ることは、患者さんの方が私はこれに合うんだと、そのクライテリアに合
うんだと、ところ が医師 の方は、そうではないといって、そういう緊張感が出るということが恐ら
く現場で何回かある と思 うんです。
そういうときに 、一応 そういうことも想定して、これも私の個人的な考えですけれども、そうい
う 場 合 に は 、 法 律 で 縛 るな ん て い う こ と で は な くて 、 国 の 一 つ の レコメンデーションすけれども、
当該の医師は、セ カンド オピニオンをもらうために、言葉はあれですが、信頼できる上司あるいは
信頼できる同僚等々 にコ ンサルトすることが望ましいとか、その心は、実は皆さん御承知だと思い
ますけれども、アメリカ で例の H5N1 のレスピレーターを奪う、数が足りなくなって、実際に主治
医が２人の患者さん をも って、１つしか レスピレ ーターがないときに どう するかというときに 、本
人にはその判断をさ せな いということで、不当な プ レッシャーを本人か ら軽 減させるというのがあ
るので、それとち ょっと 近いんですけれども 、そうなった場合に、脳というのは、なかなか本人は
難しいですね。そ ういう 意味では、一応第三者にも聞いたと、セカンドオピニオンを取ったという
こ と で お 医 者 さ ん が 言 えば 、 ノ ー と い う の が 言 いや す い ん で は な い か と いう こ と で 、 個 人 的 に は 、
そういう文章をどこ かに 書いておけばいいん では ないかと思いますが、事 務 局あるいは委員の先生
方、どうですか。
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○新型インフルエン ザ対 策推進室長

これを医療現場にお示しするときに、そこまで細かいことま

で言うかどうかとい うの がありますけれども 、感 覚的には、現場で 適宜判 断して、もしトラ ブルを
起 こ し そ う だ っ た ら セ カ ン ド オ ピ ニ オ ン 的 に ほ かの ド ク タ ー に 相 談 し た りと い う の は 実 際 に は あ
るかもしれませんが、あ え てそれを役所から何 かそ うしたらというのを 示し た方がよろしいでしょ
うか。
○尾身座長

それは 、こ れの第１番目に出てくるようなものではなくて、そういう場合にはそうい

うこともあり得るん です よということを言っ てあ げれば、お医者さんの方 の 負担を軽くするのでは
ないかということで、おっ しゃるように、全面に出て くるような話ではな くて、どこかで言うなり、
そのことを伝えられ る方 法があれば、こ この文章 の中に入れるかどう かと いうよりも、そういうこ
ともどこかでメッセ ージ が伝わればいいというのが私の考えです。その後のことは事務局の方にお
任せします。
○岡部委員

これに 対し て Q＆A みた いなものが付く予定があるんですか。

○新型インフルエン ザ対 策推進室長
○岡部委員

恐らく質問はいっぱいくるでしょうから。

そのと きに 、やはり今みたいな、もし困ったときはセカンドオピニオンを 求めてくだ

さいとか、ある いは必ず しもこれは法律で縛っているようなマストの話ではない。現場で基準に入
らなくてもかなり危 険だ と思うこともあるでしょうし、そこら辺の裁量は残して おくという考え方
が必要ではないかと 思う んですが。
○尾身座長

それで は、 Q＆A のところがいいかもしれないですね。

どうぞ。
○川名委員

また尐 し細 かいことなんですけれども、３ページ目の慢性呼吸器疾患というところで、

基準の②になります けれ ども、ここに Hugh-Jones の分類が出されてい るの はいいと思うんですけ
れ ど も 、 陳 旧 性 肺 結 核 云 々 、 塵 肺 症 の う ち Hugh-Jones 分 類 で 何 と か と い う こ と に な る と 、
Hugh-Jones 分類で呼吸 困 難を訴えるような人であっても、例えば 上記 の疾患ではない人の場合だ
と基準から外れてし まう という感じになるんでしょうか。
例えば、慢性呼 吸不全 の原因はいろんなものがあると思 いますけれども、術後肺だとか、例えば
放射線肺臓炎だとか 、い ろんな希尐疾患もい っぱ いあると思うんです けれ ども、その最終 的な病像
として慢性呼吸不全 に至 っている人を全部対 象に するのか、あるい は結核 、気管支拡張症、びまん
性汎細気管支炎、間 質性 肺炎、塵肺症によっ て呼 吸困難を呈している 人に 限定するのか。
○尾身座長

私、勉 強不 足で申し訳ありませんが、 Hugh-Jones というのはそもそも呼吸器障害全

体の程度をあれする もの なんですか、それとも何か特定の疾患に関わるものなんですか。
○川名委員

いや、 Hugh-Jones 分類は疾患に限定されずに、ただ呼吸困難の状況を示しているも

のです。ですから 、もっ と細かいことを言うと、例えば在宅酸素療法が導入されていて、酸素を吸
っていれば呼吸困難 は解 除されてしまいますので、例えば重症慢性呼吸不全で在宅酸素が入ってい
ると、ちょっと Hugh-Jones の基準が使えなくなっ てしまったりするこ とは あります。
○尾身座長

事務局 は、 何かありますか。

○新型インフルエン ザ対 策推進室長

学会が言ってきたものをそのまま書いていますので、学会に
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後で確認しておきま す。
○尾身座長

そうで すね 。では、基礎疾患の定義についてその他ございますか。

どうぞ。
○川名委員

もう一 つ教 えてください。海外のハイリスクグループということを言うときには、必

ず肥満というのが出 てき ますけれども、これを見 ますと、８－２ の中の内 分泌疾患というとこ ろの
⑥ですか、ここに BMI が 30 以上で 、腹部内臓脂肪が何とかで、睡眠時無呼吸症候群、慢性心不全
何とかかんとかを合 併す るものというふうに 書か れていますけれども、例 え ば単純な肥満というの
は、疾患ではないと 考え て、これは除外されているんでしょうか。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

はい。よりプライオリティーの高い人ということで、このよ

うな書きぶりになっ てい ます。
○川名委員

わかり まし た。

○尾身座長

それで は、 よろしいですか。事務局の方、何かありますか。

○新型インフルエン ザ対 策推進室長

冒頭に尾身先生がおっしゃったことなんですけれども、この

定義については 、学会か らいろいろ御意見をいただいて、大きなクライテリアは資料の１ページに
あるようなクライテ リア で、その中でも 特に優先 されるものは２ペー ジ目 以降だというこ とで、学
会から御意見をいた だい てきたところです。
そこは、そういう こと でよろしいでしょう か。
○尾身座長

そうで すね 。私の理解は 、基礎疾患といっても、最初の１ページの上のボックスに書

いてあるのは、一 般の人 が基礎疾患といったって何かわからないですね。ですから、基礎疾患とい
うものを大まかにざ くっ と説明したというこ とで すね。その中で 、実際は ２ ページということにさ
っきなったわけだけ れど も、２ページの 定義を使 うということになっ たけ れども、こうい うのが基
礎疾患と言うんです と、だけれども、基礎 疾患の 中にも、それほど 問題を起こさない、危険度の非
常に尐ないものもあ るか ら、ワクチンの 優先順位 としては、ペー ジ３以降 で書かれるものを特 に優
先してやるんだとい うこ とだと、私は理解し てい ます。
そうなると、さっきか らも議論があるように、１ページの 基礎疾患の表というよりも２ページ目
の基礎疾患の表を挙 げた 方がわかりやすいか もし れないですね。それをや って、基礎疾患 というの
は、一体どんなも のがあ るんだということが一般の人がわかって、その中で、全部ではありません
と、その中で、今、言っ たようなクライテリアの合ったものに最優先してあげるんだと。勿論 、最
優先という意味には 、場 合によれば、余裕 があっ た場合には、それ 以外の ことも勿論あり得る とい
うことを言外に示し てい るわけだけれども、優先という意味では、その人たちだというのが 私の理
解ですけれども、こ れは どうですか。
○技術総括審議官

今、議論になっている話というのは、表のつくり方のまずさで、尐し誤解を生

じているんではない かと いう気が、私は先ほ どか ら聞いておりまして して いるんです。
というのは、１ページ 目の一番下に、特に優先して接種する者の基準を別添の４に示すと書いて
ございます。
２ ペ ー ジ 目 以 降 は 、 実は 別 添 な ん で す 。 で す から 、 １ ペ ー ジ は 別 の 紙 にし て 、 ２ ペ ー ジ 以 降 は 、
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このつづりだと思っ た方 がいいような気がす るん ですね。
そう考えますと 、２ペ ージ目にも冒頭に特にと書いてございますので、１ページ目に書いてある
表は、特にではなく て、 単に優先する者のカ テゴ リーがこういうもの がご ざいますということ 。
２ページのは、あえて 別の別添の見出しでして、特に優先する者が１～９まで、こういう目次が
ありますと、そ れぞれに ついては３ページ目に書いていますというふうに御理解をいただくと、先
ほどの議論の交錯が 尐し 解消するんではない かと 思って聞いておった んで すけれども。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長
○技術総括審議官

２ペ ージ以降が別添なんでしょう。

○新型インフルエン ザ対 策推進室長
○技術総括審議官

済みません、これは別添を書き忘れてしまっています。

はい。

別 添 の 中 の 単 な る 目 次 が １ ～９ ま で ２ ペ ー ジ に 並 ん でい る と い う ふ う に 御 理

解いただければ、そ んな に矛盾はないんでは ない かと思うんですけれ ども 。
○尾身座長

ただ 、谷口 審議官の、そのときに、相変わらず １ページ目の ボックスのところの 疾患

は、そのまま残すと いう ことですか。
○技術総括審議官
○尾身座長

削っ てしまっても構わないかもしれませんけれども。

これは 、本 当にボックスと２ページのはほとんど変わらないですね。２ページの方が

正確ですね。２ペー ジ目 の目次の方が正確で すね 。
○技術総括審議官

２ペ ージのものは特にという意味の中のカテゴリーなんですね。ですから、１

ページ、２ページが 一緒 になっているのが誤 解の 基ではないかと、私 は思 うんですけれども。
○尾身座長

ですか ら、基礎疾患が一体何かというのを説明するのに、１ページ目のボックスを使

うのか、１ページ とほと んど同じですけれども、２ページ目の方が正 確ですね。しかも２ページ目
のこれを使えば、その後 のと１対１で対応するから、見ている方は、最初にこれを見た人は、２ペ
ージ目のものが最初 の目 次にあって、別添でも同 じ ものがあったらわか りや すいことはわかりやす
いですね。そうじ ゃない とどういうふうにして分けたというのを、また説明が、しかも基礎疾患と
いったときに、２ ページ 目のことでも、大体一般の人はわかると思いますよ。２ページ目のテーブ
ルが、最初の基礎疾患 とい う表が出たとしても。あるいは何か２ページ目の表が最初に出てくると、
何かちょっと誤解が 生じ るとか、そういうと ころ が事務局、何かあり ます か。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

１つ懸念するのは、２ページ目以降のクライテリアに入らな

い基礎疾患を有する 方々 というのは、ど うなるの かと、その方々 は打つチ ャンスがないという わけ
ではないということ であ ればいいんですけれ ども 。
○尾身座長

どうぞ 。

○岡部委員

それは 、多 分、接種するチャンスは 、本来は等しくあるべきだけれども、やはり限ら

れている量を使うこ とと 、ワクチン接種 の目的で ハイリスクの人とな った ときに、殊にこ の中のハ
イリスクグループは これ ですよというのが、この 基 準というような形で示してあることだと思うん
です。ですから 、判断に 困ったときには、これを見て最優先者はこの方ですというような説明に使
えるんではないか。
ただ、本当に ワクチン が仮にもう尐し潤沢に来るような場合であったり、あるいは生産量が増え
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る場合もあるでしょ うし 、そういったよう なとき には、当然基礎疾 患のあ る人という、その ほかの
ところにも広がって はい く可能性はあります けれ ども、今の段階 で、全部 の 基礎疾患を有する人が
対象であるというふ うに なると、これはちょっと 全 体量として間に合わ なく なってくるおそれがあ
るからということの 決め 方だと思うんですけれども。
○尾身座長

これは 、ど うも形式だけではなくて、どうも事務局と、尐しまだ実質の方で尐し考え

の違いがあるから 、多分 そこに、これは単 に形式 のことではなさそう なの で、そこをもう一 回後で
混乱が起きないよう に整 理して、一応、私の意見 、考えをやって、そこで どこかおかしいとか、そ
ういうふうに言って いた だければいいと思い ます 。
私の今の考えは 、基礎 疾患といってもいっぱいありますよと、基礎疾患というのは、実は２ペー
ジ目に書いてある基 礎疾 患と、１ページの ボック ス、２ページの方 がもっ と詳しいんですね 。小児
なんていうのは入っ てい ないし、消化器 疾患なん ていうのは、そ ういう免 疫抑制状態というの も縛
りが入っていますけ れど も、消化器疾患と いうの は、１ページでは 出てこ ないということで 、ある
意味では２ページ目 の方 が広いんです。恐らく事 務局側の懸念は 、なるべ く基礎疾患のコアの グル
ープではなくて、できれ ば、その周辺の人 も打っ てあげたいという気 持ち でしょうね。そう いうこ
とですね。
そ う い う 意 味 か ら し ても 、 ２ 番 目 の 方 を 取 っ た方 が 明 ら か に 広 い で す ね。 １ 個 １ 個 見 て み る と 、
ずっと最初の方は一 緒で 、後の８番、９ 番になる と、こっちの方が 増えているから、そのことはそ
れほど私は１ページ のも のにこだわる必要な く、む しろ２ページ目の方 が基 礎疾患を網羅している
というのがまずあっ て、もう一つの御懸念の 、そ ういうふうに言って しま うと、しかも３ペ ージ目
からのクライテリア に合 ったものだけに限定 する と、それ以外のやや軽症 な 人たちは打てないんで
はないかという懸念 です ね。それについ てどうさ れるかというのが 、恐ら く事務局のあれでし ょう
けれども、私は基 礎疾患 の中に、基礎疾患というのはこういうものですよと、その中の３ページ目
から書いてあるクラ イテ リアのものを中心に 、優 先的に打つと、その人に限定するということでは
なくて、優先的 に打つと いうことを言えば、もうこれは実態的にはいろんなところでグレーのエリ
アが出てきますね。
ですから、優先的に やる という場合であれば、勿論いろんな事情でワクチンが余るといいますか、
その周辺の人たちに もで きれば、当然や るという ことになると思うの で、そこはこの人だけと いう
のではなくて、その人た ちを中心に優先的にやるということで、我々の議論の精神は伝わると思い
ます。それ以上細 かくや っても、現場ではグレーエリアの判断するところがありますから、余りそ
れ以上言っても実質的なガイドラインとしての意味がないんではないかというのが私の考えです
けれども、どうです か。
○川名委員

非常に 今の お話はよくわかりましたけれども、例えば自分で外来で患者さんを診療し

ていると、結局 、ほとん ど 自分の患者さんに対してはワクチンを使いたいような人たちばかりなわ
けです。
そういう人たちに 、や はりどうしても優先 順位 を付けなければいけ ない という、ある程 度苦渋の
決断をしなければい けな いときに、恐らくこうい っ たものが目安として 役に 立つだろうと思います
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ので、やはりある 程度具 体的なところで線引きをし ておく必要はある だろ うと思います。勿 論、最
終的なところでは 、一種 の裁量ということが あっ てもいいだろうと思 いま すけれども、そ ういうこ
とですね。
○尾身座長

そうす ると 、２ページ目のことでよろしいですか。さっきの谷口審議官が整理しろと

いう話で、私の サジェス チョンは１ページ目にもこの２ページ目を出したらどうかと、それで別添
というよりも、そ れを出 してやれば一貫性がありますね。違うものが出てくると、一体何だという
ことになるから、そ こは いいですか。
○川名委員

はい。

○尾身座長

事務局 は、テーブルの話はそれでいいですか。あと、２番目の優先というのは実質に

入るからそっちの議 論、 まず、その形式につ いて は、それでよろしい です か。
（「はい」と声あり）
○尾身座長

では 、それ で形式については、もう一度繰返しますと、１ページ目のボックスを取っ

て、２ページ目の これが 最初に表われるということですね。それで、別添ということであれば、そ
れがまた同じことが なる と。
もう一点は、今 、室長 の御懸念のそれ以外の人に行かないんではないかと、有効になると困ると
いうので、私の提 案は、３ページ以降の定義に合った人を中心に優先的にやると、言葉はもう尐し
あれしてもいいです けれ ども、そういう意味のことを書けば十分だと思うんですけれども、そこは
どうですか。事務局 は、 それでよろしいです か。 何かもう尐し強い言 葉が 必要ですか。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

疾患の分類は、２ページのような分類でというのはわかりま

した。
それから、川名先生 がお っしゃったので何となくわかったのは、最終的には医師の判断ですので、
あくまでも私どもは判断材料を提供するという観点で特に優先的なクライテリアは３ページ目以
降ですよということ をお 示しすると。それ は、最 終的には医師の判断 なの で、こ の３ページ目以降
に、仮に入らな い場合は 、全く打つチャンスがないというわけではないという意味と考えてよろし
いですか。
○尾身座長

それは 、そ うだと思います。明らかに定義は、一般の臨床医が判断をするためのガイ

ドラインとして使っ てく ださいということだ と思 いますから、そのことの 御 懸念は大体解消される
と思いますけれども 、よ ろしいですか。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長
○尾身座長

はい。

で は 、 そ うい う こ と で 、 もしあれだったら、文章にそういうことを書いていだいて、

これはガイドライン で臨 床科の人が実際にや るた めの手引というか、判断材料ですということを書
いたらどうですかね 。
○川名委員

また、 細か いところで質問が２点ほどあるんですけれども、１つは 23 ページのワク

チンの接種対象者と なら ない者というところ があ ります。
先ほどの岡部先生 の冒 頭での質問ともちょ っと かぶるんですけれど も、① は恐らくコンセンサス
だろうと思うんです が、この②番目以降 、これは どこか学会とか何か が出 してきたクライテリ アな
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んでしょうか。
というのは、例えば免 疫抑制状態でワクチン接種の効果が期待できない者。例えばエイズの患者
さんなんかですと 、そう いったようなこともあり得るでしょうし、⑤でプレドニンが 20～ 30mg 以
上というのは、これはや はり適切な免疫反応が得られない可能性もあるわけですけれども、医師の
判断としては、ワクチン を 打っておいた方がいいんではないかといったような判断も当然出てくる
だろうと思うんです けれ ども、これを接 種対象者 としないと明確に表 記し たのは、どこか 学会とか
から出てきたものな んで しょうか。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

日本臨床腫瘍学会なんですが、ページで言うと、11 ページ目

から 12 ページ目にかけ て です。
11 ページ目の下の 方に、接種対象者とはならない悪性腫瘍患者の基準を以下に示すということで、
全身状態が著しく不 良で ワクチン接種が困難 な患 者とか、あと 、免疫不全 状 態でワクチン接種の効
果が期待できない。 それ から、リツキシマブ 等々 という記述を示して きて おります。
○川名委員

そうす ると 、②番目から⑤番目までは、臨床腫瘍学会の基準ということになると、悪

性疾患もしくは腫瘍 性疾 患を背景に持つ人に 限定 した場合に、これが成り 立 つということであっ て、
例えばぜんそくでプ レド ニンを 20mg 飲んでいるような人とか、ネフローゼでプレドニンを飲んで
いるような人とかい ろい ろいるわけですね。そういう方ですと、これは非常にインフルエンザの極
めてハイリスクのグ ルー プだと思われるので 、そ れがこれにかかって しま うと、結構本来 やらなけ
ればいけない人が外 れて しまう可能性がある んで はないかというのが ちょ っと心配されます。
○尾身座長

つまり 、こ の記載は、こうしたプレドニン等々をやると、免疫のワクチンが上がらな

いからやらないので 、本 来はやった方がいい けれ ども、やっても 効果が上 がらないからやらな いと
いう意味ですね。
○川名委員

そう取 れま すね。

○尾身座長

本来は プロ テクトすべきあれなんだ けれども、ワクチンの効果がない免疫反応 は恐ら

くないだろうから、 最初 から除外するという こと ですね。
○川名委員

そうい うふ うに取れると思うんですけれども、まさに冒頭で岡部先生が質問された内

容とかぶるんですけ れど も、わからないです ね。
○岡部委員

文章の 問題 だと思うんですけれども、前のところも全身状態が著しく不良でというふ

うに書いてあるよう に、免疫状態が著しく不 良で 、本当に効果が できない 状態というのは判断でき
るので対象にならな い。
それから、こ ういう免 疫の低下している方自身は、本来は予防接種の要注意者の方に入 るんであ
るという認識も持っ てや らないと、こういう人た ち は全部抗体が付きや すく て安全であるというこ
とではない。ワクチンを あ る程度注意深くやらなければいけない人たちであるということが前提に
あると思うんです。
そうすると、免疫不全 状態が著しい人に対しては、むしろ危険性をあえて冒す必要もないだろう
という意味の記載だ ろう というふうに理解す るん ですが。
○尾身座長

岡部先 生、それは要注意だけれども、やった方がいいんですか、やらない方がいいん
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ですか。
○岡部委員

それは 、高 齢者接種のときのこととか、予防接種法のときの予 防接種要注意者、不適

当者というのを決め ると きも大きな議論があ って 、特にインフル エンザワ クチンは、ハイ リスクの
人はやはり優先的で ある ということ書きなが ら、一方では、予防 接種要注 意者であるというの はど
ういうことだという 議論 もあったと思うんで すけ れども、健康者 に比べれ ば、やはり注意 をしなが
ら接種しなければい けな い。しかし、接種に対す る禁忌ではないということだと思います。そこが
うまく伝わらないと、ハ イ リスク者は勿論対象 でで きるだけ新型に限ら ずイ ンフルエンザに対して
問題点を尐なくしよ うと いうのがありますけ れど も、その効果が表われにくいということであるこ
とと、細心の注意を払 いな がら接種をする必要がある、対象があるという認識は必要だと思います。
○尾身座長

だけれ ども 、そのこととここに書いてあるのは接種対象者とはならないと、かなりは

っきり言っているこ とと は別ですね。そうす ると 、これははっきりし ない といけないですね。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

そうですね。添付文書上も１つ目の○のアナフィラキシーを

呈したことが明らか な者 、これも明らかに 禁忌な ので、２つ目以降 の○は 、必ずしも禁忌で はあり
ませんので、ちょ っとこ の表現ぶりを 変えるか、余りにも誤解を招くのであれば、このページ自体
を取ってしまうとい うの もありますけれども 。
○尾身座長

今、この議 論は、今回基礎疾患の中で、どの人 を優先的にやるということがこの議論

です。ワクチン の接種、一 般的な ワクチン接種をだれにしてはいけないという話をしているんでは
ないですね。
恐らくここに附則 を付 けた心は、今 、言った３ ペ ージからずっとこう いう 定義に合った人に主に
やるんですと、ただし、そ ういうふうな定義に合った人でもこの人たちだけは別ですよということ
が言いたいんですね 。で すから、ワクチン 一般に ついての禁忌を言っているんではないから、それ
に議論を集中した方 がい いですね。これ だと一般 のワクチンについて の禁 忌という話と、それから
このカテゴリーに合 った 人たちの中で、この人た ちは別という議論は 違っ て、私はここの 中では後
者の方、つまり 、こうい う人たちが優先的にやるんだけれども、そのクライテリアに合った人でも
以下の人たちだけは 別で すよということの方 が、この文章には合って いま すね。そういう ことに変
えたらどうですか。
そういう意味では 、ワ クチンの接種対象と はな らない者というよう な書 き方よりも、こ れは例外
なんです。１～９に あって も、以下の 10、例外はこういう人たちであるという方が誤解がないかも
しれませんね。
どうぞ。
○岡部委員

事務局 がお っしゃるように、これはデリートしてもいいんではないでしょうか。一般

的な注意として、これは 存在するものだし 、それ から言葉の問題です けれ ども、附則という 則とい
うような形でくると 、前 半のが全部ルールで あり 、規則であるとい うふう にも読めてしまうし 、そ
のことも含めて、こ こは なくてもいいと思う んで すけれども。
○尾身座長

取って 何か 失うことはないんでしょうね。あるんですか。

○岡部委員

いえ 、予防 接種要注意者として、例えばアナフィラキシーとか、そういうようなこと
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は出ていますし 、ある薬 をこれ以上使っている者というのは、確かに腫瘍のところにも入っている
ので。
○尾身座長

では、 取り ましょう。

○新型インフルエン ザ対 策推進室長

はい。

○尾身座長

どうぞ 。

○川名委員

時間を 取っ て申し訳ありませんけれども、１点、また気が付いた点なんですが、初期

のころの、例え ばアメリ カからの報告ですとか、あと日本国内でも 例外と するものがあると思 うん
ですけれども、いわゆる メ ンタルリタデーションというのは 割とリスクになるんではないかなとい
うふうに個人的には 実は 思っております。
例えば７ページの 神経 疾患の中に、そういうも の が入っているかなと 思っ て見たんですけれど も、
それに該当するよう なも のがなさそうなんで す。
例えば 18 ページの小 児 の疾患の方に行きますと、例えば⑭などで染色体異常だとか、そういう
ものが入っています ので 、例えばダウン だとか、あ るいは③で脳性麻痺 とい ったようなものが入っ
ていますから、小 児の疾 患の中には含まれるのかもしれませんけれども、これは成人になると、そ
ういった疾患が完全 にネ グレクトされてしまっているので、７ページの神経疾患は、やはり神経系
の学会が出してきた もの なので、そうい ったよう なものは、今回 あえて入 れなくてもいいとい う理
解でよろしいですか 。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

そうですね。学会から上がってきたのをそのまま出していま

すので。
○川名委員

その辺 はど うでしょう。初期のころのアメリカなんかの論文を見ると、そういった背

景の方が尐し含まれ てい たように思うんですけれども、例えば最近重症者とか死亡者で、厚生労働
省に挙げられてきた よう な症例の中で、そう いっ たような方は含まれ てい ないでしょう か。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

そうしましたら、その点については、また学会に確認をして

みたいと思います。
○尾身座長

わ か り ま した 。 で は 、 そ れでお願いします。その他この定義についてはありますか。

よろしいですか。
（「はい」と声あり）
○尾身座長

それで は、 ２番目の資料をお願いします。

○審査管理課長

そ れで は、資料の２「新型インフルエンザワクチンの接種回収について」を御説

明させていただきた いと 思います。
「１

現状」でござい ますが、現在、新型インフルエンザワクチンの接種回収は２回を前提とい

たしましてワクチン 確保 を進めているところでございます。
最近、海外の 臨床試験 等におきまして、健康成人については１回でも十分な効果が得られるとの
結果が順次報告され てい るところでございま す。
別添１、２とい うこと で、２枚めくっていただきたいと思いますが、別添の１ですございますけ
れども、９月 15 日にア メ リカで承認された新型インフルエンザワクチンのリストでございます。
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ノバルティス、CSL、サ ノフィー、メディミューンということで、４品目につきまして、 H1N1 ワ
クチンとして承認さ れて おります。
このうち、ノ バルティ スと CSL、サノフィーにつきましては、鶏卵法、それからアジュバントな
しということで、日 本の 国産のワクチンと同 タイ プのものでございま す。
メディミューンに つき ましては、鶏卵 法でござ いますけれども 、生ワク で経鼻ワクチンとい うこ
とで、これは使い方 が異 なります。
用法・用量の方は、成 人は４つとも１回ということになっておりまして、用法・用量については
小 児 の 方 で ご ざ い ま す けれ ど も 、 基 本 的 に ９ 歳 のと こ ろ で 分 か れ て お り まし て 、 ９ 歳 以 下 は ２ 回 、
10 歳以上は１回 というア メリカでの承認内容になっております。
もう一枚めくって いた だきまして、別添の２でございますけれども、別添の１は承認内容でござ
いますが、別添の２ は臨 床試験の結果が報告されているのがございます。
サノフィーにつき まし ては、国主導という こと で、鶏卵、抗原料 15μ g／30μ g の筋肉注射とい
うことで、健康成人 につ いては 96％に有効な免疫応答が得られた。
高齢者については 、65 歳以上でございます けれ ども、56％の免疫応答が得られた。
それから、CSL でござ いますが、これは２つやっているようでございまして、企業主導の関係で
は、健康成人では 15μg で 96.7％、 30μ g で 93.3％。
国主導の方では、 健康 成人で 80％、高齢者で 60％というものでござ いま す。
あと、国内メ ーカーと いうことで、国 主導で国産の臨床試験については現在実施中ということで
ございます。
また、 GSK につきま し ては、5.25μg あるいは 21μg の投与の試験で、5.25 の方がアジュバン
ト有でございまして 、21μg の方が無と いうことでございますけれども、有／無でアジュバント有
の方では 98％ 、アジュバ ント無では 95％が有効な免疫応答という報告でございます。これは、プ
レスリリースでござ いま す。
それから、ノバル ティ スのプレスリリースと New England journal of Medicine の報告でござい
ますけれども、これ は 7.5μ g を１回投与いたしまして、筋肉注射でございますけれども、１回で
80％、２回で 90％の 有効 な免疫 応答 が得られたというようなリリースがされているところでござ
います。
元に戻っていただ きま して、１ページ目 でござ いますけれども、という ことで、これらを 踏まえ
まして、今後の対 応方針 案でございますが、国産ワクチンにつきましては、接種回数について、当
面２回接種の方針に 基づ いて接種体制の整備 を進 めさせていただくと 、併 せて、海外の状 況等につ
いては情報収集を進 める 。
成人につきまして は、 ９月 17 日 から国立病院機構におきまして、健康成人 200 名を対象としま
した臨床試験が開始 され ておりまして、１回 目の 結果が 10 月中旪ころに抗体も含めて出るんでは
ないかと予測してお りま す。
その中間結果が得 られ 次第、海外で実 施されて おります類似ワクチ ンの 試験結果、各国 での承認
内容等、接種方針 等を併 せまして、国産ワクチンの１回接種の有効性について、専門家の先生によ
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る評価をお願いした いと 考えております。
「（２）輸 入 ワ ク チ ン 」で ご ざ い ま す が、輸入予定ワクチンの接種回数については、次の状況を
踏まえまして、当 面、２ 回を前提といたしまして、接種体制の整備を進めさせていただきたいと思
っております。
１枚めくっていた だき まして、輸入ワ クチンに つきましては、各種の臨 床試験が国内外で進 めら
れておりますけれど も、 最終的な結果や詳細 なデ ータは得られており ませ ん。
国内におけます臨 床試 験の第１回の接種時 の結 果が得られるのは、 早く ても 12 月ごろと見込ま
れる。
輸入予定ワクチン につ きましては、欧米ではまだ承認されておりませんということで、接種 回数
が明確に示されてお りま せん。このような状 況で ございます。
ということで、輸入予 定ワクチンにつきましては、国内外で起きます各種の試験、臨床試験の実
施されているところ でご ざいますので、接種回数 につきましては 、海外に おける当該ワクチン や類
似ワクチンの試験結 果、承認内容等の情報に 基づ きまして、適宜 専門家の 御意見による評価を 行い
まして、最終的には特例 承 認時にそれまでやられた国内外の臨床試験のデータ等を踏まえて検討を
行うというようなこ とで 対応を考えておりま す。
○尾身座長

どうも あり がとうございます。これについて 御意見、御質問はありますか。

○岡部委員

仮 に ワ ク チ ン 接 種 回 数 が 尐 な く な れば 、 そ れ に 越 し た こ と はな い ん で す け れ ど も 、

WHO の会議や何かでも 往 々にしてワクチンの供給が尐ないと、原料法というのを必ず試みていい
か、悪いかとい うことを 検討するので、やはり結果は相当吟味をして判断していく必要があるだろ
うと思います。
それから、先 ほどハイ リスクの優先順位ということがありましたけれども、ハイリスクの方々は
基本的には、む しろ免疫 が付きにくいグループに入るので、これもすべて１回接種という ことを演
繹しないような形は、こ れ もワクチンをやっている人はよくわかっていることだと思いますけれど
も 、 よ く お 伝 え し て お かな い と 、 み ん な １ 回 で いい ん で は な い か と い う 誤解 が あ る か と 思 う の で 、
その辺をちょっと確 認し ておいた方がいいと 思い ます。
○尾身座長

どうも あり がとうございました。 ほかにありますか。

○川名委員

特にな いで す。

○尾身座長

では 、これ は尐しモニターをして、その都度アジェストするということですね。それ

以上は、今日はでき ませ んね。
１つだけノバルテ ィス と CSL、日本と同じ方法をやって、これは、今までの過去のあれだと、こ
れは日本の生産と同 じ方 法を使っているわけですけれども、基本的には結果は同じなんでしょうけ
れども、過去のあれでは、季節性のインフルエンザの経験だと、欧米のとノバルティスなんかと
CSL と日本の 抗体の上が り方なんていうのは、特に差はないんでしょうね。あるいは日本の方がち
ょっと優れていると かあ りますか。
○審査管理課長

今 のと ころ、直接比較したデータはございませんので、明確には答えられません

けれども、製法的 には似 通っている。ただ、製造所が違いますので、やはり製法については微妙に
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異なるところがござ いま す。
○尾身座長

では、 わか らないですね。

○審査管理課長
○尾身座長

例 えば 保存剤でありますとか、そういったことも異なっております。

では 、これ は事実に基づいて後で判断するしかないということですね。では、これは

これでよろしいです ね。
（「はい」と声あり）
○尾身座長

それで は、 今度は資料の３番に行きましょう。

○安全対策課長

そ れで は、資料３番をごらんいただければと思います。新型インフルエンザワク

チンを接種する際に、従 来 の季節性のインフル エン ザワクチンあるいは 肺炎 球菌ワクチン等も話題
に な っ て い ま す が 、 同 時接 種 に つ い て ど う な の かと い う 御 質問が出ることが何度かございました。
それにつきまして、 一応 現状の様子を見て整 理を したものが、資料３ でご ざいます。
これは、現状と して、今、添付文書等の記載について禁止されているんではないかという御質問
を受けたことも何度 かあ るんですけれども、実際 に これはどのように考 えて いるかということにつ
いて、１つの資料 として 、ここにインフルエンザ予防接種ガイドラインあるいは Q＆A について書
いている本などもご ざい ますが、そうし たものの 中には、他の予 防接種を 受けている場合の接 種間
隔というようなとこ ろで の解説をして、生ワクチ ンでは４週間以上、不活化ワクチンあるいは毒素
誘導については１週 間以 上間隔を開けるとい うよ うな、これは２つのワク チ ンのそれぞれの副反応
の 影 響 を き ち ん と 評 価 で き る よ う に す る と い う 観 点 で 間 隔 は こ れ く ら い とい う こ と で 示 し て い る
ものですが、その 一方で 、十分検討した上で 必要と認める場合には、同時接種を行うことができる
という見解が示され てお ります。
したがって、同時接種 は禁止されているわけでないということを、ここで改めて確認をさせてい
ただきたいというこ とで ございます。
翻って、海外の状況 を２ 番に示してございますが、ここ も海外の添付文書等を見てまいりますと、
そもそも新型インフ ルエ ンザワクチンとほか のワ クチンの同時接種というのは、これは世界的にも
まだやられていない とい うことで、安全性 のデー タというのは得られ てい ない。これは 、自明のこ
とではございます。
従来の季節性インフルエンザのワクチンの添付文書でどのように書いているかということに関
しては、そこで も他のワ クチンとの同時接種を評価したデータがないということと、それから同時
接種をする場合には 、打 つ場所を別々にしな さい 。あるいは混ぜ たらだめ ということが海外の 添付
文書には書いてある とい うことでございます。あるいは肺炎球菌ワクチンとの同時接種についての
扱いについては 、ここに 参考として示してありますような文献に、やはり必要と認める場合には同
時接種ができるとい うこ とで解説がされてい るも のがございます。
こういったことを 踏ま えまして、方針 としては 、まずは既存の製法で つく っている国内のワクチ
ン、これについ て従来の 季節性ワクチンと同時接種するかどうかということについては、これは必
要とする場合にはで きま すということを接種 要領 や Q＆A にしっかり書いて情報提供するというこ
とでまいりたいと思 いま す。
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ただ、今後登 場してく る可能性のありますアジュバント入りの輸入ワクチン、これを従来の季節
性のワクチンと同時 接種 するということにつ いて は、これは情報 がござい ませんので、現 時点でま
だ材料がないという 点で は、当面の間は差 し控え るというような形の 考え 方で、ただ、情報が得ら
れてくる、今後 の承認あ るいは接種開始時に更に海外の情報等が入ってまいりますので、こういう
ものを勘案して 、予防接 種実施要領の改定等を行っていくと、情報提供もしていくというようなこ
とで対応してまいり たい と考えております。
いずれにしまして も、こ れは今後も海外でのいろんな接種経験あるいは試験の結果等を得られて
いる中で、副反応の情報 の 中にそういう同時接種についてはどうなっていますかということを情報
として求め、それについ て の情報提供をできるだけさせていただきたいと考えているということも
方針としてもう一つ 加え させていただいてお りま す。
以上でございます 。
○尾身座長

ありが とう ございます。これについて、御意見はありますか。いろんな理論的な問題

は 別 と し て も 、 接 種 回 数、 ま と め て 接 種 で き れ ばそ の 方 が 例 え ば 病 院 の 待ち 合 い 室 で の 感 染 と か 、
あるいは接種場所に 大勢 の人がわっと集まるとか、そういう感染の機会を減らすことはできると思
いますので、でき ればま とめて接種できるように、運用できるようにしていただけると、恐らく接
種する側はよけいな 心配 が減るんではないか とい う気がします。
ほかにございます か。
１つ確認ですけれ ども 、これは接種したと きの 副作用がどうとか、 そう いう技術的な話。
もう一つ、そも そも今 回、季節性のインフルエンザのワクチンが、そろそろマーケットに行き出
していますね。こ れをや るのかどうかというところを、もう今の新型インフルエンザで、今回ウイ
ルスが単離されたの は、ほとんどが新型だという状態で、非季節性の、そういう状態の中でも季節
性インフルエンザを やる んだということは 、これ は国としては、一 応あれ したんですか。今 、この
議論は一緒にやった とき の技術的な問題です けれ ども、そうでは なくて、疫 学的にやることを進め
る季節性のインフル エン ザは、今の段階 でやるか 、この議論はちょっと 私も 追っていなかったので
どうなっていますか 。あ るいはまだやってい ない か。あるいはも う当たり 前だからその議論は 省略
したのか、その辺は どう ですか。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

当初７月ごろだったと思いますが、６月だったかもしれませ

んけれども、 WHO は尐 な くともあの当時は季節型のインフルエンザのワクチンをとにかくつくっ
て、ある時期に なってか ら新型に切り替えるという、切り替えるタイミングを出したのは相当遅か
ったと思います。そ れは 、ある程度季節型を つく ってからという判断 があ ったんだと思います 。
そういう意向もあ った ので、今、既 に季節型の ワクチンがおおむね でき 上がっていますから 、で
きるだけ早く、日本の場 合はまず季節型を打っていただくというようなつもりで、尐なくとも省内
は考えています。
○尾身座長

だから 、こ れと同時にこれも大事だけれども、むしろそっちの疫学的な観点からやる

かどうかという議論 が同 時にあった方がいい んで しょうね。普通 常識的に 考えると、そろ そろ季節
性のインフルエンザシーズンだからやりましょうという前提でこの議論がなっているんだと思い

19

ますが、現場の 方では一 部やった方がいいですかという疑問が多分あると思うので、これはなかな
か、今は９月で すが、今 の 季節性インフルエンザのがマーケットにでき次第どんどんやってくださ
いというような方針 を出 すのか、そうい うことと 議論がまず先にあっ て、この議論は物すごく 大事
なんです。その ことが尐 し早急にやった方がいいと思うんですけれども、そこは岡部先生どうです
か。あるいは常識に 任せ ている。
○岡部委員

それは 、積 極的に同時接種のことも含めてということですか。

○尾身座長

ちょっ と別 にして、同時接種かどうかというのは技術的な問題で、そもそも今ほとん

どドミナントな株は 、今 の場合は新型インフ ルエ ンザですね。だけ れども 、今から季節性イ ンフル
エンザを冬に備えて 、し かもマーケットにで きつ つあるわけだから 、今か らでき次第どんどん やっ
て、それと同時に新 型の 方も 10 月末になるから、それもどんどんやって、そ れでたまたまオーバ
ーラップするところ はな るべく能率的にやっ てく ださいというメッセ ージ か、そこは尐し国として
決めておいた方が私 はす っきりするんではな いか と思います。
○岡部委員

基本的 には 季節性インフルエンザは、よく出る質問ですけれども、次のシーズンにど

れくらい前のと季節 性と 新しいのとミックス アッ プするかというのは わか らないわけですね。
それで、現実 に南半球 ではかなり新型の方が優位になっているところもあれば、１－３とか１－
２くらいで混ざって いる ところもあるので、この 季 節性インフルエンザ が消 え去ってしまうとい う
ことを与える保障は ない わけで、そうで あれば、イ ンフルエンザとして のそ れなりの被害であると
か、危険性はあるわけなの で、ということであれば、やはり季節性インフルエンザは今までどおり、
特に定期接種という こと が中心になると思う んで すけれども、それは進め て いくという方針は変わ
りないと思うんです が。
○尾身座長

そうす ると 、今はもうそろそろあるから、でき次第例年のごとくやってくれと。

○岡部委員

ただ 80％と いう生産量があるので、あまねくすべての人どんどんやってくださいとい

う言い方はできない と思 いますけれども、ほぼ 従 来どおりの考え方で はな いかと思います。80％生
産量というのは、た しか ２、３年前と同じく らい ですね。
○尾身座長
○事務局

どうぞ 。
補足でご ざい ますけれども、アメリカの方では、やはりこういった接種を尐しでも季節

性のものを始めると いう ことで、できるだけ季節 性 インフルエンザの接 種を やるようにという勧告
が出ております。
日本の方も、今 年も従 来どおり、基本的には供給体制というのは 敷いて 、現時点で市場の方に出
つつあるという状況 でご ざいます。
○尾身座長

ですか ら、実態が先行していて、ただ、今回の場合、私のサジェスチ ョンは、私も個

人的には岡部先生に 全く 賛成で、どうな るかわか りませんけれども 、これ はやった方がいいと 思う
ので、そこははっ きり国 としては、まだいろいろ不確定要素があるけれども、ワクチンが 医療機関
に出だすと同時に 、高齢 者あるいは医療関係 者で 希望する人等々 、例年ど おりやってください とい
うことをはっきりど こか でなるべく言った方 が混 乱が尐なくなると思 いま す。
その中で、恐ら く同時 接種のことが実態的には出てくるから、そういう場 合には、基本的にはい
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いですよということ で、あと輸入品について は別途やるということと、輸入品につ いては、今から
始めるとオーバーラ ップ する可能性が尐ない かも しれません。それ は、今 、書かなくてもいいと思
いますけれども、そんな ことで、是非事務 局の方 にいつあれするかわ から ないけれども、季 節性イ
ンフルエンザのこと はや ってくださいという メッセージをどこかで出されたらいいと思います。
どうぞ。
○川名委員

私もそ の意 見に大変賛成で、実際に患者さんを拝見していますと、今年は季節性イン

フルエンザを打たな くて もいいんですかとい う質 問は非常に多いので、や は りそれに対するある程
度の考えを示すべき だろ うと思います。
季節性インフルエ ンザ もこの冬流行すると予想される株からつくっているわけですから、それが
１つ。
あと、どのく らいの割 合で流行するかわかりませんけれども、季節性だけでもある程度抑制する
ことができれば 、不必要 に病院を受診する必要がなくなりますし、病院を受診する患者さんの数も
どのくらいになるの かわ かりませんけれども 、尐 し抑制する方向に働 くと 思いますので、それは是
非打つ方向で進める べき ではないかと思いま す。
○尾身座長

ありが とう ございます。

○新型インフルエン ザ対 策推進室長
○尾身座長

わかりました。

それで 、も う一つの紙、季 節性インフルエンザワクチン接種時における同時接種の扱

いというのは、いわゆる そ っちの季節性をやってくださいというのとリンクさせてやったらどうで
すか、そういうこ とを今 回はやるんだと、そういうことで同時接種も結構ですよと、そういう文脈
の中でこれが来たら 意味 が出てきますね。で すか ら、２つを付けてあ れし たらどうですか。
では、そういうこ とで 、もし、問題がなけ れば 、資料の４に行きた いと 思います。
○安全対策課長

そ れで は、資料４をごらんください。こちらは保存剤、チメロサール等という防

腐剤ですが、これが添加 さ れている新型インフ ルエ ンザワクチンの使用 につ いてということでまと
めさせていただいて おり ます。
次第に各社の製品 それ ぞれの組成内容 、こうい ったものが明らかに なっ てきておりますし 、それ
の供給開始時期等も 次第 に具体的になってき てい るという状況にござ いま して、それを今 回、全体
としてきれいに整理 をさ せていただいたとい う趣 旨の資料でございま す。
それで、チメロ サール について簡単に御紹介を、先生方 もよく御存じとは思いますが、エチル水
銀に由来する防腐剤 でご ざいまして、特 に複数回 接種をするようなバ イア ル、これの場合 に細菌汚
染防止のために古く から 用いられてきている もの でございます。
1990 年代に 自閉 症等 の 発達障 害と いうものに関係するのではないかという指摘がございました
が、最近の疫学研究 では 、その関連性という のは 示されていないとな って きております。
また、薬物動態という面 から見ましても、エチル水銀というのは、排泄が早いということなので、
接種によるベネフィットがチメロサールのリスクを上回るというような評価が主流になってござ
います。
現状の日本あるい は欧 米の規制当局もその考え方でいるという状況でございます。

21

ちなみに、最 近のリス ク評価のまとめたものとして、出典の２番、 Institute of Medicine という
ところの 2004 年のレポ ー トのコピーを先生方のお手元の方に置かせていただいております。この
中に詳細に疫学調査 の結 果等の評価、それに 対す る見解といったもの が示 されてございます。
ただ、こうした 経緯も あったということでしょうか。ワクチン全般において、予防的な対応、こ
れは英語で言います と、プレコーショナリー・メ ジャーと書かれてお りま すが、こうしたと ころを
考えて、各国と もワクチ ンからチメロサールはできるだけ除去し、減量す るという動きを取っ てお
ります。
現在、明確に 確認でき ている米国の状況をここの２番に書かせておりますが、妊娠中の暴露に心
配というような声が ござ いますので、妊 婦、小児用として単回接種用のシリンジにチメロサールが
入っていないワクチ ンを 、充填した製剤とい うの を用意している状況 にあ ります。
妊婦に対しては、チメ ロ サール含有あるいは 非含 有のどちらの製剤で もワ クチン接種をしてもよ
いと勧告をしており ます 。
それから、小 児に対し てもチメロサール含有製剤について使用制限はしていないと。どちら を使
ってもいいという形 にな っております。
こういうアメリカ の状 況、そのほか 、幾つかの 海 外の規制当局の方針 とい うのがいろいろあると
いう状況にございま すが、やはりチメロサール 入り のものをそのまま使 って いるというような国も
あり、あるいは若干製剤 と してチメロサール抜きのものを使おうという考え方を検討しているよう
な国もある。そうい う情 報を今、収集してい る過 程にございます。
３番として、で は、現 在、日本国内で製造している製品について保存剤チメロサールあるいはそ
れ以外の保存剤とい うの はどうなっているか とい うのを３番にまとめ てご ざいます。
４社国内メーカー の製 造品があるわけですが、１社、一番冒頭の化血研の製品については、チメ
ロサールの代わりに２－フェノキシエタノールという防腐剤を使っているということでございま
す。
それから、北里 ですが 、ここはチメロサール入りのバイアル製剤と、チメロサールの入っていな
い 0.5mL のシリ ンジ製剤 というものの両方を一応供給する予定になっております。
それから、阪大 微研、デンカ、それぞれについてはチメロサール入り、できるだけ減量している
もののようでござい ます が、こうしたものを供給 す る予定になっている とい うことでまとめて ござ
います。
こうしたことを一 応情 報として整理をさせ てい ただきましたが 、まず、化 血の２－フェノキシエ
タノールについての 安全 性の評価ですけれど も、こ れは２ページ目の注 の１ に書いてございます が、
妊娠動物の催奇形性 試験 の結果では、特に問 題ご ざいません。
ただ、実際の妊 婦さん に使用された実績という面では、確認されていないというか、余り使われ
ていない、経験がな いと いう状況です。
それから、北里の チメ ロサール無しの 0.5mL シリンジ製剤、これは 11 月中旪以降から供給され
るということで、量とし て は年内に 70～ 100 万本程度供給可能ということで、出荷時期については、
できるだけ前倒しで きな いかということで調 整を していると聞いてお りま す。こうした状況にござ
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います。
一応、今後の 対応の方 針案でございますけれども、これはチメロサールの使用と自閉症等の発達
障害との関連は、最新の 情報では、その関 連は示 されていないという こと で、小児について は、季
節性インフルエンザワクチンの接種においてチメロサール等の保存剤が従来からも使用されてお
ります。
今回の国内製造ワ クチ ンの保存剤の種類 、濃度 というのも、基 本的に従 来の季節性インフル エン
ザワクチンと同じと いう ことでご ざ い ますの で、 情報提供は行いまし ょう ということでありま す。
ただ、妊婦につ きまし ては、保存剤を使用しない製剤を選択できるようにということで、供給体
制を整備して、そし て情 報提供も行っていく とい うことでまいりたい とい うことです。
いずれにしまして も、チメロサールあるい は２ －フェノキシエタノ ール といった保存剤 、防腐剤
の情報についてはき ちん と提供してまいりた いと いうことで、このような 方 針で臨みたいというこ
とで整理をしたもの でご ざいます。
資料の説明は、以 上で ございます。
○尾身座長

ありが とう ございます。何か御意見はありますか。

○岡部委員

一応、 WHO でも CDC でも日本側もそうだと思いますけれども、チメロサールにつ

いては、一応リ スク評価 ができていて、特にいわゆる水銀中毒を一般には目に浮かべられるわけで
すけれども、それ と違う ものであると、エチル水銀であるということから、これの可能性はないけ
れども、しかし、理 論的 なリスクというもの が全 く否定できないとい うこ とで、 WHO のリコメン
デーションでもでき るだ け減らした方がいい とい うことがあると思う んで す。
日本のここの中に も１ バイアル当たりのチ メロサールが入っていますが、これは以前に比べれば
随分減量していると いう 事実もあるので、勿論情 報 提供は必要なので十 分に やっていただいた方が
いいと思いますけれ ども 、チメロサール が今、も う 一回問題になるよう な危 険性をはらんでいると
いう意味ではないと 、こ こら辺は説明の部分 だと 思いますが、そ ういう解 釈でいいんではない かと
思います。
○尾身座長

ありが とう ございます。どうぞ。

○川名委員

何回か 前の 会議のときに、ワクチン、数が尐ないものをできるだけ無駄を出さないよ

うに、できれば 保存剤と か、そういう添 加物が入らないものを つくるのがベストであるという観点
から、プレフィールドタ イ プのワクチンはどうかという提案をさせていただいたと思うんですけれ
ども、そのとき 、結構プ レ フィールドにすると非常に無駄が多くて捨てられてしまう部分が多いん
だという回答をたし かい ただいたと思うんで すけ れども、２の１ つ目の○ として、妊婦と 小児用と
して単回接種用シリ ンジ にチメロサール非含 有の ワクチンを充填した 製剤 を準備していると、これ
は要するにチメロサール抜きのプレフィールドタイプのワクチンができているということなんで
すか。
○安全対策課長

そ の関 係では、３枚目の資料、そこの説明を飛ばしてしまったんですが、米国の

製品について御説明 をし ている資料になって おり ます。参考１の 上の表で すが、こちらを ごらんい
ただきますと、例え ば３つ 目の Sanofi Pasteur の、ここの製品でチメロサール無しのもの、ここに
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0.25mg/L シリンジあるい は 0.5mg/L シリンジ、多分 0.25 が小児用で、0.5mg/L が成人用、妊婦用
ということで、こう した 製品が供給されてい ると いうことを確認して おり ます。
ですから、小児 用にな りますと、１回の用量が尐ないので、こういう入れ目のものであれば 無駄
がないということに なる かと思います。こうした ものが一応海外にも ある ので、日本はと いうこと
で確認をしましたら 、北里 の方が 0.5mg/L のものをつくるということで準備をしているという状況
でございます。
○尾身座長

それは 、プ レフィールドタイプの注射器、シリンジに充填したものでということです

か。
○安全対策課長
○尾身座長

は い、 そうです。

では、 国内 でもそういうのができているんですね。

○安全対策課長

そ れが 、今はとりあえず 11 月くらい供給開始というところで、１枚目の３の表

のところにお示しし たよ うなものですが。
○川名委員

例えば 1,800 万人分の中の何％く らい が、そういう剤型として供 給されるんでしょう

か。
○安全対策課長

今 のと ころの見込みで、２枚目のところの上から２つ目、注２のところに書いて

ございますけれども 、お およそ 70 万～100 万本くらいへ供給可能ということで準備をしていると
いうことで、一応 、この くらいの量があると、妊婦さんの希望者に対して 行き渡りそうな本数 にな
っているのかなと思 われ ますが、一応、こう いう 見通しであるという こと でございます。
○尾身座長

そうし ます と、このプレフィールドタイプのチメロサ ール抜きのものは、日本でも妊

婦さんに優先的に接 種し ていくということと リン クしているんですか 。
○安全対策課長

必 ずし もそういうわけではないんですけれども、希望される方がそういうものを

使いたいということ に、 きちんと答えられる よう にしていこうではな いか と。
したがって、供給開始 時期を尐しでも早くして差し上げないと、最初はチメロサールしかないで
すよということです と、選択ができないとい うよ うなこともございま すの で、ここはなる べく前倒
しをして、チメ ロサール フリーの、そう いうプレフィールドシリンジの製品を供給できない かとい
うことで詰めている とい う状況でございます 。
○川名委員

実際 、プレ フィールドタイプのものができれば、極めて清潔に無駄なく保存剤無しで

使える。もしかす ると、値段が上がるかもしれませんけれども、非常にいいものができると思いま
すので、もし 、そういう も のができるキャパシティーがあるのであれば増やしていただけるといい
なと思います。
○尾身座長
○事務局

どうぞ 。
先生が先 ほど おっしゃられたとおり、以前、このプレフィールドタイプのものはつくれ

ないという状況でご ざい ました。ただ 、私どもい ろいろな会社との調 整を 行って おりまして、北里
研究所は外部委託をして生産をしていただけるという形での委託契約をつい先週こういう形で結
ぶという形になりま した ので、こういった供給体 制 をプラスαでつくる こと ができるようなってき
ているということで ござ います。
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先ほどお話のあっ たと おり、出荷時期 等につき ましても、ある いはプレ フィールドだけでは なく
て、その他の製 品につい ても尐しでも供給体制を早い時期に、かつ量が上がるようにという形で引
き続き努力をしてい ると いう状況でございま す。
○川名委員

わかり まし た。

○尾身座長

特に、 この 件についてあります か。いいですね。

それでは、次に議 題の ５ですけれども、そ の他 ですね。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

その他で、お手元に参考資料としてお配りしているものがあ

ります。これは 、先般、ワクチンの優先順位とかについて、厚労省の素案をパブリックコメントに
かけて、この前の日 曜日 に締め切りました。 その 結果について御報告 をし たいと思います。
１ページ目ですが 、ト ータルで 2,993 人、これは個人であったり、団体であったりでしたが、件
数にして 4,345 件 と、複 数の意見も含んでいますが、そういうような結果でございました。通 常の
パブリックコメント と比 較すると、相当な数 だっ たと思います。
男女比はおおむね 男性 対女性が３対７くら いで す。
年齢別に見て、 30 代、 40 代の方が多かったように見受けられます。
職業については 、医療 関係者が多く、次に会社員とか公務員とか、主婦の方、保育関係者といっ
たような順でありま した 。
おめくりいただい て、３ページ目、４ペ ージ目 は、素案の目次に 沿って どんな意見が来てい たか
というのを整理して いま す。
例えば２－２－１ 、イ ンフル診療に係る医 療従 事者の関係では 、医療従 事者の定義を明確に すべ
きだとか、範囲を広 げる べき、あるいは制限すべき、そういった御意見がありました。
あと、基礎疾患 につい ては、２－２－３、基礎疾患の疾患名を明らかにすべきだとか、種類や年
齢によって優先順位 を付 けるべきというよう な御 意見もありました。
それから、２－ ２－４ であれば、１歳未満 の乳児も対象にすべきとか、就学以降の小児にも接種
すべきとの御意見。
多そうなものを挙 げて いますけれども、下から４つ目、２－３－３－１、小学生、中学生、高校
生の順位は引き上げ るべ きとか、そんな御意 見も ありました。
次のページは、４ペー ジ目で「○○」を 優先接種すべきというような御意見、いろいろあります
けれども、例えば 保育関 係者は非常に多かったです。受験生とか予備校生、浪人生、心身障害者及
び施設の職員、介護従事 者、こういった 方々を追加して優先接種すべきというような御意見も多か
ったです。
基本的にこの素案 に賛 成だという御意見も いた だいております。
あとは、２－５－３、そ の他の順位関係ということで、子どもを優先すべきというような御意見。
それから、多そうなの は、４－１－２、輸入ワクチンの有効性、安全性の関係では、輸入ワクチ
ン の 安 全 が 不 明 確 だ と いう よ う な 御 意 見とか、それから、直接素案とは関係ないんですけれども、
５－１以下、主 に接種の 体制について、接種の費用とか体制等についても御意見はいただいており
ます。
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その意味では、次の５ ペ ージ目の１日も早く接種すべきというような御意見とかもいただいてお
ります。
最後の７ページ目 は、一 応多い順にどうかと いう のを並べてみました。先ほ ど申し上げましたが、
保育関係者も接種す べき だとか、受験生 とか若い 世代とか、そう いった御 意見は多かったと思 いま
す。
あと、保育関係者 は、 保育関係の団体から の御 意見が多かったよう に見 受けられまし た。
あとは、ごらんに なっ ていただければいいかと思います。
一応、このパ ブリック コメントは非常に件数が多かったので、みんなで徹夜しながらここまでま
とめるのが精一杯で 、こ の後、また連休も ありま すので、連休中に いただ いた御意見をどのよ うに
素案に反映していく か、 その辺について整理 をし ていきたいと考えて おり ます。
以上です。
○尾身座長

どうも あり がとうございます。１つ確認ですけれども、このパブリックコメントに関

しては、これはそれ こそ もう一回まとまった もの をパブリックするんですね。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

そうですね。大体このイメージでありますけれども、こうい

ったまとめた形でホ ーム ページには載せたい と思 っております。
○尾身座長

それは 、最 終案にするときにリンクさせますか、こういうコメントを考慮して最終案

にしたというふうに リン クさせますか。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

そうですね。すべての御意見に対して回答を述べるのはちょ

っと難しいと思いま すの で、ある程度ま とめた形 で、厚労省とし ての考え 方みたいなものは載 せた
上で、素案に反映し なが らと考えています。
○尾身座長

これは 、今 日議論をする対象にはなっ ていないんですね 。

○新型インフルエン ザ対 策推進室長

そうですね。一応、参考までにこういうのが来たということ

です。
○尾身座長

では、 一応 質問はいいですか。どうぞ。

○川名委員

男女比 で７ 対３で女性が多かったというのは、非常にインパクトが強くて、やはり妊

娠とか、恐らく 自分の子 どもさんのこととか、そういうことで関心が高かったんだろうというのが
非常に強く感じます 。
１つ質問なんです けれ ども、７ページ のパブリ ックコメントの最も 質問 の件数が多かった 、断ト
ツで 341 件、保育関 係者 にも接種すべきというのが出ていますけ れども、これは団体からの方が多
かったみたいだとお っし ゃいましたけれども 、こ れは、要するに個 別では なくて、何か団体 でどん
と出てきたようなも のが このようにカウント され ているんですか。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

確定的なことは言えませんが、同じ部署で何通も来ていまし

たので、その可能性 はあ るかなと思った次第 です 。
○川名委員

という のは 、もし、これ が本当に個々の意見の集積として断トツ１位だとすると、こ

れはやはり検討する 必要 があるのかなと思っ たも のですから、そうで なけ れば結構です。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

その辺も細かく分析してみたいと思います。
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○尾身座長

もとも と医 療関係者が多いから、多尐のバイアスがかかっていることはかかっている

んですね。
私は、事務局が 休み中 か、あるいは休み明けにこれを考慮して 、尐しあれするということですけ
れども、ひとつみ んなで 、これは今 ここで結論を出す必要はないと思いますけれども、ちょっと考
え て い た だ き た い の は 、受 験 生 、 予 備 校 生 と い うの が 盛 ん に 言 わ れ て い て、 こ れ を ど う す る か と 、
しかもこれは高いで すね 。２番目ですね 。いろん なところでこれは言 われ ていて、なかなか これを
やるのが難しいとい うの で、これをどちらにするにしても、しっかり理屈をつくっておいた方がい
いという気がします が、１つこれが、受験 生がほ かの、例えば今回 は、介護士さんなんかは素案で
は入っていないわけ です ね。救急隊の搬 送の人は 入っているけれども 、例 えば介護する方なん かは
入っていない。あ るいは 消防士も入っていない。警察も入っていない んだ けれども、では一 体警察
と受験生は一緒とい うふ うにくくれるかとい う話 があって、これはなかな か 私もどちらがいいかわ
かりません。
ただ、問題提起と しては 、消防車の人たちとか そういう人たちは、今のまま尐しずつ休んでく れ
れば、何とかコア のファ ンクションをできる。コアの消防署なら消防署の機能は維持できる。尐し
ずつ休んでもらって ね。
受験生の場合は 、受験 生が尐しずつ休んで受験日というのがなかなか難しいというのが、私が１
つの、私はこれを やった 方がいいと言っているんではなくて、これだけは誤解のないように、私が
やった方がいいとか 、や らない方がというこ とは ありませんが、そ れに対 して、もしやらな いとな
った場合に、受験 生を入 れなかった場合に、つまり受験生は１回 あれ だと、１年待たなければいけ
なくて、つまり 入学試験 をそれぞ れ何回もやらなければいけないということになって、これが消防
署と違うので、ここをも しやらないと、これだけ薬があってやらないというときの理屈を尐しつく
っておく必要がある のか なというのが私のサ ジェ スチョンです。
あと、ほかに何か あり ますか。
○岡部委員

今日は 議論 までいかないと思うんですけれども、受験生というのを考えると、必ずし

もイメージの大学だ けで はないと思うんです 。ま さにお受験のころか ら小 学校、中学、高校全部受
験の対象になるとい うこ とになると、こ れも勿論 たくさんあれば 、そうい うこともいいんです けれ
ども、目的を今 回はハイ リスクの重症化を防ぐというところもあるので、そこら辺も含めながら次
回に議論していきた いと 思います。
○尾身座長

その他 ござ いますか。

○新型インフルエン ザ対 策推進室長
○尾身座長

事務局からは以上であります。

それで は、今日の５つの議題は終わりましたので、事務局の方から何か連絡等はござ

いますか。
○新型インフルエン ザ対 策推進室長

次回は、一応 24 日、営業日で言うと、翌日になってしまう

わけですが、５連休 を挟 んで、また来週の木 曜日 、よろしくお願いい たし ます。
○岡部委員

電話会 談は 可能にできますか。

○新型インフルエン ザ対 策推進室長

場所はまた別途お伝えしたいと思います。
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○尾身座長

９月 24 日 の 夜７時ですね。

○新型インフルエン ザ対 策推進室長
○尾身座長

場所は 決ま っていないんですか。

○新型インフルエン ザ対 策推進室長
○尾身座長

はい。

厚労省 内です。

それで は、 どうもありがとうご ざい ました。
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