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事務局

佐藤補佐

　ただ今より「平成30年度第１回龍ケ崎市予防接種健康被害調査委員会」

を開催いたします。それでは続きまして，川村副市長より，挨拶を申し上げ

ます。川村副市長お願いいたします。

川村副市長 ≪挨拶≫

事務局

佐藤補佐

　川村副市長，ありがとうございました。続きまして，池田委員長からご挨

拶をいただきたいと思います。池田委員長，よろしくお願いいたします。

池田委員長 ≪挨拶≫

事務局

佐藤補佐

　それでは次に，事務局の紹介に移らせていただきます。

≪事務局紹介≫

事務局

佐藤補佐

　ここで，条例第６条第２項の規定に基づきまして，委員の過半数のご出席

がございますので，本会議が成立しておりますことをご報告いたします。

　それでは，本日の会議次第に従いまして議事に移りたいと思います。

　本日は，任期満了後の委員会ですので，委員長不在であります。委員長が

選任されるまで，仮議長といたしまして川村副市長に委員会の進行をお願い

したいと思います。川村副市長お願いいたします。



川村副市長 　それでは，事務局からお話がありましたとおり，暫時，仮議長を務めさせ

ていただきます。よろしくお願い致します。

　龍ケ崎市予防接種健康被害調査委員会条例第５条第１項の規定によりまし

て，委員長及び副委員長を置くことになっております。そして，委員長及び

副委員長につきましては，委員の互選により選任することになっております。

皆様，いかがいたしましょうか。

　事務局の方で案があれば，それでお願い致します。

事務局

岡澤課長

　事務局案ですが，前期委員長であります，医師会会長の池田委員に引き続

き委員長を，医師会龍ケ崎支部予防接種委員長であります野上委員に副委員

長を推薦したいと思っております。

川村副市長 　事務局から，医師会会長の池田委員を委員長として，医師会龍ケ崎支部予

防接種委員長の野上委員を副委員長として就任いただきたいとの事務局提案

について，皆さんいかがでしょうか。

　異議なし。

川村副市長 　ありがとうございます。それでは，池田委員に委員長をお願いすることに

致しました。これを持ちまして，仮議長としての職務を終了させていただき

ます。ご協力ありがとうございました。

事務局

佐藤補佐

　ここからの議事の進行につきましては，条例第５条第２項の規定に基づき

まして，池田委員長にお願いしたいと思います。それでは，池田委員長よろ

しくお願いいたします。

池田委員長 　それでは，議事の進行にご協力をお願いいたします。

　次に，会議録署名人の指名をさせていただきたいと思います。本日は，山

村委員，内田委員にお願いをいたします。後日，会議録がまとまりましたら，

ご確認とご署名をお願いいたします。

　それでは，本日の議事でございますが，

（１）副反応疑い報告について

（２）平成29年度予防接種実績について

（３）予防接種事故防止の取り組みについて

（４）予防接種後の保護者等からの副反応疑い相談報告について

となっております。はじめに，議題（１）～（４）まで関連しておりますの

で，一括して事務局より説明をお願いいたします。

事務局

水本主査

≪議題（１）副反応疑い報告について≫

≪議題（２）平成29年度予防接種実績について≫

≪議題（３）予防接種事故防止の取り組みについて≫

≪議題（４）予防接種後の保護者等からの副反応疑い相談報告について≫

池田委員長 　説明が終わりました。ただ今の事務局からの説明に関しまして，ご質問，

ご意見がございましたらお願いいたします。

山本委員 　７ページのワクチン管理について，保冷庫温度管理（記録票管理），自動

切替型非常用電源「あんしん君」は，バッテリーが付いたものですか。市内

の委託医療機関で設置しているのは，何カ所くらいありますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事務局　唯根リーダー 　今はまだ把握していないため，これから調査をさせていただきたいと思っ

ています。



山本委員 　理由は，先日,台風による停電があちこちの地区であり，その時に委託医

療機関で保冷庫の温度管理がうまくいかない状況が発生しました。事故でや

むを得ないということもありますけど，うまくいかなかった所は何か所かあ

りますか。

　停電のために委託医療機関で，ワクチンを温度管理が限度内を越してし

まって，廃棄か何らかの処置をとらざるを得なかった所は，何カ所かありま

すか。

事務局　唯根リーダー 　２カ所です。

山本委員 　２カ所ですね。本数にしてどのくらいですか。

事務局　唯根リーダー 　２カ所で，合わせまして６０本くらいはあります。

山本委員 　２カ所で合計して６０本。

今後も事故は起きるものです。私のところも非常用電源バッテリーのついた

冷蔵庫を持っていないが，設置するとしたらコストがどの位かかるか把握し

てますか。野上先生ご存知ですか。

野上委員 　保健センターにも入っていますよね。

　公共と違うんですけど，初期投資１０万～１２万くらいです。私の所は入

れています。市内で３～４カ所はたぶんあると思います。その時，業者さん

から見せていただいたリストに龍ケ崎が入っていた記憶があります。私より

前に２～３件，私の所を入れて４件～５件くらいあるのではないかと思いま

すが，正確ではありません。

　バッテリーは，冷蔵庫の大きさによりますが，数時間だそうです。普通の

停電なら１～２時間ですが，実際，今回の停電も長かったですね。私の自宅

で３時間くらいでした。　だから，非常電源だけに頼るのは良くないし，

やっぱり見に行かないとだめですよね。

　今回も結構長かったので，被害に遭われた先生は，結構長い時間停電して

たためにワクチンを駄目にしてしまったと思います。

　私は，台風の時も雷の時も見に行きました。

福岡委員 　２～３時間はバッテリーでもつとしても，それより長引いた時の緊急避難

的に，電気がない状態でワクチンを守る方法はないのかと思います。保冷庫

へ入れても，電気がこない訳ですから，保冷剤が十分にあればそれを使って

保冷庫に入れて，その一定温度を越えなければ別に廃棄にする必要はないわ

けです。　

福岡委員　 　あと，自記温度記録計は，みんなつけていただいたと思うんですが，実際

すぐに規格の温度が外れることはないと思いますが，自記温度記録計等で被

害を受けた医療機関は，規格を外れた状態が何時間かあったのでしょうか。

その辺の事情をもしご存知でしたら教えてください。



事務局　唯根リーダー 　先程の補足をさせていただきます。被害本数が６６本です。この２カ所の

医療機関については，自記温度記録表を確認したところ，１０度以上の時間

が５時間～６時間，というのが記録上把握できたということもあり，ワクチ

ンのしかるべき対応を取らせていただきました。

　通常「あんしん君(小規模用非常用電源装置）」の金額は，野上先生が

おっしゃっていた金額で保健センターも購入しておりまして，業者に後日確

認したところ，保健センターでは大きい冷蔵庫とワクチンの保冷庫の２台が

あるのですが，その２つの冷蔵庫で今現在あるバッテリーだと２～３時間と

いうお話を聞きました。それは，やはり家庭用の冷蔵庫くらいのサイズだっ

たらもうちょっと長い時間もつということで，やはり容量によってもつ時間

が違うようです。今，実は保健センターも今までのような停電ですぐに復旧

すれば間に合いますが，この前はやはり深夜の１２時過ぎから翌日の１１時

過ぎまで停電し，場所によってはその日の夕方まで停電していた所もあった

ようでしたので，そう考えるとやはり２４時間くらいの対応は考えないとい

けないと思います。２４時間もつバッテリーはどのくらいかかるのかは，現

在業者に見積もりをお願いしているところですので，分かり次第ご報告した

いと思います。

山本委員 　ちなみに保健センターも停電になったのですか。

事務局　唯根リーダー 　保健センターは大丈夫でした。

山本委員 　保健センターでも，この間の停電くらいの時間だとだめになるのか。

事務局　唯根リーダー 　長ければうちもだめでした。

山本委員 　アウトか。

事務局　唯根リーダー 　アウトです。

山本委員 　それで，温度チェックしながら大量に保冷剤を入れれば良いのか。

事務局　唯根リーダー 　２つのうちの１カ所の医療機関さんでお話を聞いた時には，深夜の１２時

過ぎに電気が切れた。そして職員さんが出勤した８時過ぎくらいに庫内のワ

クチンを全部保冷庫に入れた。氷を全部敷き詰めた状態で，私が行って見た

時にはその状態で保管されていたので，ワクチンは冷えてはいたんですけれ

ども，やはり冷蔵庫の自記記録表を見たところ，１０度以上が６時間あった

ということで，このワクチンについては，破棄となりました。実際にこの記

録表があったので，長い時間１０度以上だったということが分かったのです

が，記録表がなかったら分からなかったと思います。

山村委員 　今のことに対して追加の発言なんですけど，２～３時間より長期になると，

かなり問題があると思います。保健センターのような所が何日かもつような

準備をして，各医療機関のワクチンを移動させる方法を考えるとか，いかが

でしょうか。

野上委員 　今の山村先生のご提言に関連してですが，この前の北海道の地震で，かな

り危なかったというのがあるらしいんです。やっぱり自分の所で自家発電を

持っている先生はいいのですが，もう一回業者に逆移動して，しのいだとい

う話も北海道の地震ではあったようです。今，山村先生がおっしゃったよう

な，もう一回保健センターのような所に戻すというのも一つの手かなと思い

ました。



内田委員 　二つに組織を分けてしまって，こちらに置くのは結構長く，１日２日で

もっていう形でやっていただくっていうのは，ものすごく重要だと思うんで

すけど，各医療機関が長くもたせるだけの蓄電池を持つのは，かなり現実的

ではないですし，移動する方法では，移動時が例えば夏だったら，かえって

移動することによって結構暑い状態で移動となってしまうのではないか，そ

して，その間の記録が全く残らないと，それで本当にいいのかということで

す。

　それから，各医療機関の方の問題として解決するのであれば，こちらの方

から私たちの所に配っていただくアンプルを，月１回となっているんですけ

ど，よく使う所は例えば月２回とか数を増やして，要するに何か起こった時

にも，ロスになるアンプルを最低にするように工夫する方法も良いのかなと

思います。それが６０何個が多いか少ないかは別にして，例えば１か月使う

だいたいの本数は決まってる訳ですから，それ以上の本数を保存しないとか，

そういう工夫もある程度必要なのではないかと思います。それから，もし足

りなくなった時，迅速に配っていただける体制があれば，たとえトラブルが

あったとしても解決できるのではないかと思います。

池田委員長 　山本先生から今回の台風というアクシデントのことで，今皆さんそれぞれ

の意見が出ましたので，このワクチンの保存のことは，その他の事項で議論

していただくことにして，今までの予防接種事故防止取り組みのワクチン管

理の件については，またその他のことでやってよろしいでしょうか。

　とりあえず他の質問を受けまして，また先ほどの皆さんの意見をまとめて

いきたいと思いますので，ワクチン管理以外で今まで事務局の説明に関して

ご質問，あるいはご意見ございますでしょうか。

　ないようでしたら，また山本先生から発言がありました件も含めて，事務

局からおそらく説明がございます。それに移ってよろしいでしょうか。

所長よろしくお願いします。

事務局

岡澤課長

　先ほど停電時の対応について，先生方から色々なご意見をいただいたとこ

ろなんですが，今後，市では医療機関における「あんしん君」の実態と自記

温度計の管理状況など含めまして，調査などをしながら方向性をまとめてい

きたいと思っておりまして，今日はお時間を頂いて担当の方から調査内容等

についてご説明させていただければと思います。

事務局　唯根リーダー 　今回の台風では，風速も龍ケ崎でも３２メートルという，過去例にない最

高記録を達したというのを聞きました。台風時，風速３０メートルを超える

と停電になる確率が高くなるということも，私も初めて知りました。また，

東京電力ではスマートフォンのアプリで，具体的にどこの地区が停電になっ

ているかというものも即座に見れる情報アプリがあるというのを聞きました。

そのような情報を受けながら，事前に，というか停電になっていることが分

かるような情報を伝えていくことも私たちの役割かなと思っております。で

すので，台風情報を聞きながら，先生方に事前に FAX等で連絡をすることに

よって注意喚起ができるのかなということも併せて考えでいきたいと思って

おります。

　今先生方からご意見がありました内容等につきましては，保健センターで

把握しきれていない部分がありましたので，実は調査の方をお願いしたいと

考えておりました。調査内容は，「あんしん君」等のような非常用電源や自

家発電・蓄電池等の設置の有無について，またその他停電に備えて何か対応

していることがあるかとか，自記温度計の記録用紙のチェックを定期的に確

認しているかとか，その他，災害時の対応について行政への要望等お聞きす

る内容となっており，各委託医療機関さんの方に送りたいと思っております。

池田委員長 　ただ今の事務局からのご説明，アンケート内容を含めて，どうでしょう。



野上委員 　保健センターにぜひお願いしたいと思います。結果を踏まえて，新たな対

応をぜひ検討して頂きたい。保健センターの方も，我々医師会の方も検討す

るべきと考えます。

　先ほども出ましたけど，あんまり自分の所で抱え込まないことも一つ条件

としてあるのではないかと思いました。リスクを出来るだけ最小限にすると

いうことに関しては，それも必要かなと思いました。

池田委員長 　どうでしょうか，福岡先生。今の件に関してよろしくお願いします。

福岡委員 　両面でやっていくことになると思うんですが，やっぱり保健センターにあ

る程度大型の非常用電源バッテリーを用意していただいて，緊急避難の備え

をするというのも，一つの大きな安心への防備になるのではないかなと思う

ところです。

　我々医師会として，そしてここが努力すべきものも，もう少し見直してい

く必要も大きいだろうと思います。

池田委員長 　あとは，山村先生と内田先生二人の意見は同じような意見ですので，まと

めて山村先生お願いします。

山村委員 　アンケート調査されるそうなので，その結論が出た段階で市の方針が出て

くると思うんですね。その段階で医師会に相談し，最終的に決めてもらえれ

ばよろしいのではと思います。よろしくお願いします。

池田委員長 　内田先生，追加発言等をお願いします。

内田委員 　僕の立場からしますと，ワクチンが無くなってしまうと困る。

結局，ワクチンを抱え込まずに，すぐ来てもらえれば安心感がある。そこら

へんをうまく業者の方と話し合って頂きたい。

池田委員長 　山本先生，台風に限らず地震もあるだろうし，四季を通じて色々あると思

います。最後に先生，まとめてお願いします。

山本委員 　一つは広域災害の場合と個別対応の場合です。広域災害の場合は，先ほど

からご意見出ているように行政と協力してやっていかなければならない。個

別のミスや単独災害のような場合と分けて考えなければいけないと思います。

先日のものは広域災害が予測できていたわけですから，そういう場合の対応

と個別の対応を分けて考えたほうがいいように思います。その他のことにつ

いては，今皆さんがおっしゃってるような意見で間違いないと思います。

池田委員長 　アンケートもお受けしますか。

山本委員 　はい。

池田委員長 　では，アンケート結果が出ましたら，野上先生が予防接種委員会の委員長

ですので，よく相談してください。

事務局　唯根リーダー 　実は，今回の停電では電話が通じないということがあったんですね。翌日

が月曜日で，朝から委託医療機関さんのほうに電話をさせていただいて，

「昨夜の停電どうでしたか」と電話をしたところ，だめだった医療機関さん

は電話もつながらなくて，それで私たちが病院に行きました。このような時

の連絡手段として，病院さんから保健センターに電話をいただくのか，私た

ちが即座に行って確認をしてくるのか，というあたりも併せてご相談させて

いただけたらと思いました。

　今回の台風は，1日の深夜だったということで，ワクチンが少なかった時

期というのも功を奏したというか，ちょうど毎月１日に注文を発注して，も

らうところで，納品される日だったので，どちらかというと冷蔵庫には

ちょっと少なかったというのも，良かったところではありました。

山本委員 　担当者のご意見は妥当だと思うんです。今，個別でも医療機関でも連絡は

とれるわけですから，少なくともこの地区の医師会の龍ケ崎支部としては，

個々の医師と行政とが連絡とれる手段を作っておいたほうがいいです。災害

時や非常時以外は使わないということですが。

非常災害時は，他のことでも現在の連絡手段をと考えていたわけだから，今



山本委員 回のことをいい教訓にして，行政と個別の医療機関の連絡方法を確立したほ

うが良い。

池田委員長 　携帯を使うというのはいけないんですか。携帯もだめだったんですか。

事務局　唯根リーダー 　携帯番号を知らなかったんです。

池田委員長 　携帯は通じたんですか。

事務局　唯根リーダー 　携帯は通じました。

池田委員長 　こういう大きなことがあったわけですから，携帯を使えるようにした方が

良い。

野上委員 　普段の通常の電話とプラス各携帯をそれぞれを保健センターに登録してお

くと良いと思います。これを機会にひとつの教訓にすれば良いと思います。

池田委員長 　アンケートにもそれを入れてみたらどうですか。

野上委員 　普通の電話以外の携帯の登録をお願いしては。

唯根リーダー 　登録をご協力いただけますか，ということでよろしいでしょうか。

山本委員 　協力いただけますかというより，協力しなきゃいけないでしょう。

野上委員 　停電で電話もかからなかったので，携帯とか，とにかくどんなときでも一

番つながりやすい他の連絡方法も市の方にメールで教えてくださいと。

佐藤補佐 　東日本大震災の時に，携帯もつながらなかった，メールしかつながらな

かったという時もあるので，メールも教えていただけると助かります。

野上委員 　ひとつだけじゃなくて，いくつかの手段を，考える必要がある。

山本委員 　あの時，自衛隊の人が言いましたよね。従来のものは全然だめですよと。

従来は自衛隊が使っている無線か，衛星携帯しかつながらないと断言しまし

た。

野上委員 　いくつかを登録しておけば，どうにかつながりますよね。

池田委員長 　アンケートを作るときは，野上先生に相談し見てもらってから，アンケー

ト出したほうがいいと思いますよ。

事務局　唯根リーダー 　分かりました。

山本委員 　個別連絡手段を教えて頂けますかと聞いたらだめ。そうしましょうとなる

べきだから。誰も意義ないと思う。

山村委員 　ただし，「この内容は市からは公表しません」と入れて欲しい。

山本委員 　あくまで緊急用にということで。

事務局　唯根リーダー 　ありがとうございます。

池田委員長 　他にご意見がございませんか。

　以上を持ちまして，平成３０年度第一回龍ケ崎市予防接種健康被害調査委

員会を終了いたします。

　事務局のほうから何か付け加えることがありましたらよろしくお願いしま

す。

事務局

佐藤補佐

　池田委員長ありがとうございました。

　連絡事項が一件あります。担当よりご説明いたします。

事務局　唯根リーダー 　皆様のテーブルの上に，一枚だけ田辺三菱製薬株式会社のチラシがあると

思います。先生方の医療機関にも情報提供等がなされているかもしれません

が，情報提供いたします。

　製薬会社からの情報で，現在風疹の流行等ありますけれども，麻疹と風疹



の単独ワクチンの製造を中止するというお話がありました。麻疹につきまし

ては，最終ロット番号が，今年の１２月２０日，もう出荷が終了されている

ということで，医療機関のほうに残っている分しかないということです。風

疹につきましては，来年の９月２０日までということで，田辺三菱製薬会社

もあと１回出荷したら終わりですとおっしゃっていました。ここのラインで

は，今度 MRワクチンを製造するということで，主流としては MRワクチンが

今後市場に出回るという形になるそうですので，情報提供としてお話させて

いただきました。

事務局　佐藤補佐 　ありがとうございました。

　会議の冒頭に，池田委員長からお話がありました本日の会議録なんですけ

れども，まとまり次第山村委員，内田委員に後日，ご署名のほうをお願いに

参りますので，その際はよろしくお願い致します。

　それでは大変お忙しい中，委員の皆様長時間にわたりまして慎重審議，誠

にありがとうございました。これで会議のほう終了したいと思います。

ありがとうございました。

　上記については，平成30年 10月 15日（月）に開催した平成30年度第１回龍ケ崎市予防接種健康被

害調査委員会の会議録に相違ないことを確認したので署名する。

　　　　平成３０年１２月２１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会議録署名人　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会議録署名人　　　　　　　　　　　　　　




