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平成30年度 第２回八戸市地域保健医療対策協議会（会議録） 

 

日時：平成31年３月20日（水） 午後１時から 

場所：八戸市庁別館８階 研修室 

出席者：17名 

高木伸也会長、田口豊實副会長、於本章委員、松尾芳明委員、山内正孝委員、山田文義委員、 

松本朊子委員、伊藤恵美子委員、佐々木留美子委員、齋藤稔委員、横町俊明委員、大久保典佳委員、 

西村美八委員、安田潤委員、石山明委員、杉山靖子委員、橋本敏子委員 

事務局： 

佐々木健康部長、澤保健所長、保坂次長兼国保年金課長、西村保健所副所長兼保健総務課長、 

石藤保健所副所長兼健康づくり推進課長、小笠原総合保健センター推進室長、金田保健予防課長、 

長嶺衛生課長 

司会 定刻となりましたので、ただいまより、平成30年度第２回八戸市地域保健医療

対策協議会を開会いたします。 

本日の出席状況を御報告いたします。本日は委員20名中、ただいま16名の方が

出席しており、２名の方が遅れて来られることになっておりますので、八戸市地

域保健医療対策協議会規則第４条第２項の規定により、会議が成立いたしますこ

とを御報告いたします。 

それでは開会にあたりまして、高木会長より御挨拶をお願いいたします。 

会長 みなさんこんにちは。司会進行を務めさせていただきます医師会の高木でござ

います。本日は第２回目の会議ということで、どうか忌憚のない御意見をいただ

ければと思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。 

司会 ありがとうございました。 

次に、本日の会議の資料を確認させていただきます。 

資料は、あらかじめお送りしておりました会議の次第、委員名簿、資料１、冊

子となっておりますが「平成31年度保健所業務進行管理表」、次からが一枚ものと

なりますが、資料２「八戸市自殺対策計画の策定について」、そして資料３「平成

31年度定期予防接種事業について」、資料４「委員の改選について」、こちらのほ

か、本日追加の資料といたしまして、席図及び差し替えとなりました資料３「平

成31年度定期予防接種事業について」をお配りしておりますほか、参考資料とし

て「八戸市健康増進計画 第２次健康はちのへ21 改訂版」の冊子をお席に御用意

しております。資料に不足等ございましたら、お知らせくださるようお願いいた

します。 

よろしいでしょうか。 

また、あらかじめお伝えしておきますが、この会議の議事につきましては、発

言者の氏名を伏せて議事録を作成し、八戸市附属機関の設置及び運営に関する要

綱第６条により公開いたします。 

それでは、議事に入らせていただきます。 

規則第４条第１項の規定によりまして、協議会の会議は、会長が議長を務める
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ことになっておりますので、高木会長よろしくお願いします。 

会長 それでは、議事に入ります。 

初めに議事の１番「平成31年度保健所事業計画について」事務局から説明をお

願いいたします。 

なお、御質問、御意見等につきましては、案件ごとに事務局の説明が終了後受

けることといたします。それではよろしくお願いします。 

事務局 

 

平成31年度保健所事業計画につきまして、お手元の資料１「平成31年度保健所

業務進行管理表」により、御説明いたします。 

説明の方法でございますが、担当課ごとに説明者が変わります。また誠に恐縮

ですが、説明は全員着座にての説明とさせていただきます。 

それでは、私からは保健総務課の所管業務について御説明いたします。 

１ページをお開きください。総務企画グループの事業計画ですが、まず、「地域

保健対策の推進」として、年度を通じて、保健所業務全般の進行管理や健康危機

管理体制の確認を行うとともに、全国をはじめとする保健所長会の会議への出席

等を通じ、保健所相互の連携や公衆衛生に係る情報収集等を行います。 

「動物愛護施設の整備」につきましては、引続き候補地の検討を行うとともに、

施設の具体的な運営方法について関係団体等と協議を行い、その結果を基に動物

愛護施設整備基本構想の策定を目指します。 

「保健衛生統計業務」につきましては、毎年行われる各種調査のうち、国民生

活基礎調査が３年ごとの大規模調査の実施年度にあたり、当市では18地区を対象

に調査を実施いたします。 

「保健所移転準備」につきましては、来年４月の総合保健センターへの移転に

向け、必要となる作業を実施してまいります。 

２ページを御覧ください。医事薬事グループの事業計画について説明いたしま

す。 

まず、「医療機関等に対する監視指導業務」として、診療所等の許可申請や届出

に係る調査を行うとともに、立入検査に関しては、２年に一度実施しております

衛生検査所を対象に加えて実施し、医療安全と院内感染対策の推進を図ります。 

「薬局等の薬事関係施設に対する監視指導業務」としては、薬局等の許可申請

や届出に係る調査や立入検査、一斉指導を実施し、薬事関係施設の適正な業務運

営の推進等を図ります。 

「医療安全支援センターの運営」としては、医療に関する相談等の受付を行い、

医療安全に関する助言及び情報提供を行います。保健総務課の事業計画の説明は、

以上でございます。 

事務局 

 

それでは、次に健康づくり推進課の事業計画について御説明申し上げます。 

３ページを御覧ください。３ページにはがん検診、歯周病検診等の各種検診事

業や、中核市の移行に伴って実施している不妊治療費助成事業、国民健康・栄養

調査事業等を掲載しており、今年度同様に実施いたします。 

次に、４ページは主に妊産婦さんを対象とした健康教育、健康相談、健康診査
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等を掲載しております。９番の「子育て世代包括支援センター事業」でございま

すが、妊産婦及び乳幼児の保護者の方に、妊娠期から子育て期にわたる切れ目の

ない支援を行うことで、不安や悩みを解消し、安心して子育てできることを目的

として、今年度10月にセンターを開設しております。また、センターの開設とあ

わせ、10番「産前産後サポート事業」と、11番「産後ケア事業」を開始いたして

おります。来年度も引き続き実施してまいります。 

次に５ページは主に乳幼児を対象とした健康教育、健康相談、健康診査等を掲

載しております。今年度と同様に実施してまいります。 

次に６ページを御覧ください。６ページは成人を対象とした健康教育、健康相

談、訪問指導や食生活改善推進員養成講座、保健推進員育成等の事業について掲

載しております。この中の９番「『第２次健康はちのへ21』の推進」についてでご

ざいますが、昨年度、計画の中間評価とともに改訂版を策定し、医療対策協議会

委員の皆様に改訂版の冊子をお配りしたところでございますが、肥満者の割合や

80歳で20歯以上の自分の歯を有する割合など、一部のデータの誤りや、またグラ

フを記載している年を誤って年度と記載していた箇所が複数あったため修正し、

冊子全部を印刷し直しお手元に御用意しておりますので、差し替えていただきま

すよう、また今年度からの委員の皆様には初めての配付となりますが、御覧くだ

さるようお願いいたします。以上で説明を終わります。 

事務局 

 

続いて、７ページ、保健予防課感染症対策グループの31年度の事業計画につい

て御説明いたします。 

１番目の予防接種事業に関する業務につきましては、後ほど議事の３番で詳し

く御説明いたしますので省略します。 

進行管理表の中の黒い帯で囲っているものが、来年度から新たに取り組む事業

でございます。真ん中の「感染症の予防及びまん延防止に関する業務」の中、「結

核予防対策」の黒帯のところに「ゲノム分析 結核研究所と連携」とあります。

これは来年度新たに取り組むものでして、これは専門機関である結核研究所が、

東北地区の結核菌をより高精度な分子疫学遺伝子解析をして、感染伝播の分析を

調査研究するものでございまして、それに青森県、青森市保健所、八戸市保健所

も協力して結核感染対策に活かしていくものでございます。 

その下の黒帯のところは、「庁外研修会」とありますが、今年度は特に結核患者

等に関わる機会の多い高齢福祉課など福祉事務所の職員を中心に、市の職員を対

象として結核についての研修会を実施しましたが、来年度はここに書いてありま

すように、社会福祉施設や保健推進員等を対象に結核の研修会を実施する予定で

す。 

次に、８ページを御覧いただきたいと思います。８ページは保健福祉グループ

の計画ですが、この中で真ん中の「難病対策事業に関する業務」の中、「難病の日」

というところを黒帯にしております。これは、2014年５月23日に難病法が成立し

たことから、以後、毎年５月23日を「難病の日」と日本難病団体協議会が登録し

たことから、当保健所でも、市民に広く難病について理解していただきたく、広
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報やホームページ等で普及啓発するという取組でございます。その横に、「全受給

者へ災害対策用アンケート送付・回収」とありますが、こちらも同じく、難病患

者さんに対して災害時対策に反映するために、難病患者・家族の皆様にアンケー

トを行い、災害時に備えることとしております。 

その下の右端のほうに黒帯になっているところが、精神保健福祉に関する業務

の中の新たな取組といたしまして、「精神障害者の退院後支援」とあります。こち

らは、昨年、国会での法改正が予定されておりましたが、国のほうでは法改正に

至りませんでしたので、国のほうから現行法の中でこういった退院後の支援を取

り扱うというガイドラインが示されました。内容は、主に措置入院等で治療を受

けていた精神疾患患者さんに対して個別支援計画を立て、退院後のフォローアッ

プを強化する事業でございますが、これは、県や医療機関の協力が不可欠ですの

で、来年度は関係機関と連携し、徐々に体制を整備していくということで進めて

いきたいと計画を立てております。保健予防課の新たな取組は以上です。 

事務局 

 

それでは、平成31年度衛生課の業務について御説明いたします。 

資料の９ページを御覧ください。 

最初に、食品衛生グループの業務について御説明いたします。「犬の登録及び狂

犬病予防注射業務」でございますが、犬の登録事務については、衛生課と分室の

二箇所を窓口としますが、これに加えて集合注射会場でも登録に対応してまいり

ます。登録犬の正しい所在の整理を進め、実態に即した登録原簿の管理に努めて

まいります。予防注射については、春と秋の集合注射について、利便性や安全性

等を勘案して注射会場や滞在時間の見直しを図りながら接種率の維持向上に努め

てまいります。 

「動物の愛護と適正な飼養に関する業務」でございますが、適正飼養の指導を

推進しながら、収容動物の情報提供を速やかに行い、飼い主への速やかな返還を

図るとともに、県と協力し、里親への譲渡の取組を推進して、ひいては殺処分頭

数の減尐につなげたいと考えております。 

次に「食品衛生業務」でございますが、年間を通じて営業許可申請に対する適

正な許可事務と八戸市食品衛生監視指導計画に基づく業務を実施してまいりま

す。 

食品関係施設の衛生レベルの維持向上のため、目標の監視業務に加え、食中毒

リスクの高い施設に対する重点的な監視指導を実施してまいります。特に食中毒

の発生件数の多いノロウィルスやカンピロバクターを原因とする食中毒防止の指

導をしてまいります。 

万一、食中毒等の健康被害を探知した際には、関係部署と連携して事故の拡大

防止、早期収束を図るため、迅速・的確に対応してまいります。 

資料の10ページを御覧ください。続いて、生活衛生グループの業務について御

説明いたします。「水道法及び県の水道条例等に係る業務」及び「生活衛生関係施

設に係る業務」でございますが、原則として三年で全施設を監視指導する計画の

もと、平成31年度については、平成29年度と30年度に立入検査をした施設以外の
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施設について立入検査を実施します。特に重大事故につながる専用水道や入浴施

設への立入検査を重点的に実施し、健康被害防止に努めてまいります。以上で衛

生課の業務の説明を終わります。 

会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について、御意見、御質

問等ございますでしょうか。 

委員 

 

先ほど御説明ありました９ページ及び10ページで、食品衛生関係と生活衛生関

係施設に係る業務についてでございますが、ある保健所での対応の事例をお話し

て、八戸市保健所にお願いしたいことがございます。ある保健所というのは、基

本的には県が保健所を設置するわけですけれども、八戸市と同じように市で設置

している保健所がありまして、そこに生活衛生同業組合から、衛生講習会を開く

ので講師を派遣していただきたいということと、あわせて多数の参加者を集める

ために、保健所の名前を一緒に使わせていただきたいということ、それから保健

所の封筒を提供していただきたいということの御相談をしたところ、いち民間団

体にそのようなことはできないと断られたそうでございます。青森県においては、

県の保健所については、県の保健衛生課のほうから通知文が出ておりまして、協

力してくださいということになっております。なぜかといいますと、食品関係も

含めていろいろな業種があり、県内に10組合の生活衛生同業組合がございますけ

れども、これは法律によって衛生水準の維持向上のために自主的な活動を行うと

いう社会基盤のひとつでございます。保健所が衛生講習会を開催するのではなく、

自らがそのような活動をしながら衛生水準の維持向上を図ろうというものでござ

いまして、そのような活動をいち民間団体であるから断るというのはいかがなも

のかと思います。 

それで、先ほども話しましたが県の設置している保健所は、県からの課長通知

や国の課長通知もありますし、法律で行政が協力するようにと定められておりま

すので、県の保健所の場合はかなり支援をしていただいているのですが、ある市

でそのようなことがあったということでございます。八戸市保健所においては、

お願いするたびに快く協力していただいておりますが、今後は県との人事交流が

なくなって独自に進められると、八戸市においてもそのようなことが起こるので

はないかと危惧しております。ついては、全国生活衛生営業指導センターが、生

活衛生関係、食品衛生関係の研修を毎年夏に実施しておりますので、どなたか一

人を必ず毎年出していただければと思っておりますのでよろしくお願いしたいと

思います。以上でございます。 

会長 事務局、どうでしょうか。 

事務局 今まで通り、今後も継続して協力していきたいと思います。 

会長 ということですが、よろしいでしょうか。 

委員 はい、ありがとうございます。 

会長 そのほか、何かございますか。 

委員 ９ページの「犬の登録及び狂犬病予防注射業務」のところで、３月に「飼い犬

飼育指導員による戸別訪問」という項目がありますが、これは何名で何件くらい
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の予定になっているのか、それから、これは例えば地区を決めて行くのか。もう

ひとつ、犬の登録頭数の維持ということで一生懸命頑張っていただいて、かなり

県内でも全国的にもいい接種率になっていると思いますけれども、未登録犬への

対応はどのように考えておられるのか。やはり問題なのは未登録犬だと思うので

すね。特に、室内犬で登録していないというのが見受けられる状況のようであり

ますので、これはなかなか難しい問題だと思うのですが、接種率もさることなが

ら、未登録でありますとまったく統計にも載ってこないということがありますの

で、考えておられたらお答えいただきたいと思います。 

会長 事務局お願いいたします。 

事務局 ３月に行っている飼い犬飼育指導員の戸別訪問ですが、だいたい10名程度、シ

ルバー人材センターにお願いしてまわってもらっています。軒数は、未接種のと

ころの自宅をまわっていくことになりますので、実際この戸別訪問と未接種飼育

者に対する催告通知でかなり注射は増えております。今年度もまだ３月の途中な

のですが、92％の接種率で、県内においてはかなり高い接種率となっております。 

未登録犬については把握が難しいのが現状でございます。市でやっております

のは、収容した犬あるいは捕獲した犬の登録状況を確認して、登録していなけれ

ば返還しないと。必ず登録していただいてから返還するという体制をとっており

ます。あとは未登録犬についての対策はとっておりません。 

ただ、注射について92％といっても、８％残りがあるのですけれども、そのほ

とんどが所在不明というのが多くて、これについては今後、台帳の整理の仕方を

考えていかなければならないと考えております。 

以上です。 

委員 あまり遅くない時期におそらくマイクロチップの制度化がされると思うので、

そこのところでひとつ対応ができるように考えていっていただければと思いま

す。特に31年は動愛法の改正があるはずですから、環境省のほうもだいぶマイク

ロチップの検討を深めているようでありますから、ひとつそのへんも踏まえて対

応をしていただきたいと思います。 

会長 事務局よろしいでしょうか。そのほか何かございますでしょうか。 

委員 資料10ページのところで生活衛生関係について状況を教えてもらいたいと思い

ます。一番下のところにレジオネラ症発生防止のための、というところで、公衆

浴場等はやっていると思うのですが、市内であったり、近隣というと三戸地方と

なるのかと思いますが、温水プール系でも、レジオネラの検査をしたほうが、と

いう指導みたいなものはなされているのかどうか。実は、隣の町の温水プールで、

保健所の立入検査があったときに、レジオネラの検査をしてほしいという指導が

あったということだったのですね。それを受けて、市内の学校のプールと薬剤師

会のほうで毎年検査をしているのですが、その中でレジオネラの検査をできます

かという問合せがありました。ところが、レジオネラの検査はけっこう高額な検

査でして、一次検査、二次検査とあって、一次検査で菌が出なければ二次検査ま

で行く必要はないのですが、予算を組むときに、二次検査分まで組んでいないと、
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一次検査で出ました、しかし二次検査をやる予算が出せませんという形になって

いくということで。二次検査までやると15〜20万円くらいかかります。そういう

中で、温水プールに対しても今後レジオネラに対する検査等を、義務にはなって

いないので、お願いしていくというふうな形でこれからも進んでいくのかどうか、

今後の見通しみたいなものがあれば、教えていただきたいと思います。 

会長 事務局お願いします。 

事務局 市内において、温水プールというのはないと思っておりますけれども、プール

全体については、指導はしていないです。 

委員 室内プールと考えてもらっていいですか。 

事務局 レジオネラに関する指導はしていないです。プールに対する指導も行ってはい

るのですが、一般に残留塩素濃度の指導を主に行っているところでありまして、

レジオネラの検査の指導は行っておりません。今後はいろいろ考えていかなけれ

ばならないとは思っております。 

以上です。 

会長 よろしいですか。 

委員 一点だけ付け加えます。もし指導される場合には、けっこう高額な検査になり

ますので、検査料の予算であったりとか、そのへんのところも検討した上で、こ

の後実施等を検討していただきたいというような指導としていただきたいと思い

ます。 

会長 それではそのほかございますでしょうか。よろしいですか。 

それでは次に行きたいと思います。議事の２番「八戸市自殺対策計画の策定に

ついて」事務局から説明願います。 

事務局 それでは、八戸市自殺対策計画の策定について御説明いたします。着座にて説

明させていただきます。 

資料２を御覧ください。まず、１の「計画策定の経緯」でございますが、平成

28 年３月の自殺対策基本法の改正により、すべての都道府県及び市町村に対し、

計画の策定が義務付けとなったものでございます。 

次に、２の「計画期間」でございますが、来年度策定することとしております

が、策定からおおむね５年程度と考えております。 

３の「計画策定体制」についてでございますが、（１）庁内検討会議は、庁内の

課長級を対象とし、計画策定に係る検討を行います。（２）自殺対策ネットワーク

会議では、医療、福祉、保健、教育等の関係団体からなるネットワーク会議を開

催し、自殺対策のための連携強化や情報交換を図るとともに、自殺対策の推進に

ついての意見を伺い、計画策定に反映させます。 

４の「策定スケジュール」でございますが、まず今年２月に自殺対策関連事業

の洗い出しをし、庁内各課に依頼し、現在まとめているところでございます。今

後は５月から８月にかけて、庁内検討会議と自殺対策ネットワーク会議をそれぞ

れ２回開催し、その後、９月にパブリックコメントを行い、市民の皆様の意見を

お聞きし、その後、庁内検討会議と自殺対策ネットワーク会議を経て、11 月に計
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画を策定する予定としております。 

参考に、平成 25 年から 29 年の八戸市、青森県、全国の自殺者数と自殺率を掲

載しております。自殺率は、八戸市は青森県より低いですが、全国よりは高い状

況でございます。 

なお、パブリックコメントについて事前質問をいただいておりました。ありが

とうございます。御質問は、パブリックコメントの具体的方法についてお知らせ

ください、とのことでございましたので、ここでお答えしたいと思います。パブ

リックコメントは、八戸市パブリックコメント手続実施要綱に基づいて行います。

公表の方法でございますが、実施機関が指定する場所での閲覧または市のホーム

ページへの掲載等により行うとされておりまして、現在、ホームページへの掲載

を考えておりますが、その他の方法についても現在検討しているところでござい

ます。また、パブリックコメントの公表の期間は 30 日以上としており、提出され

た意見及び意見についての市の考え方も、後ほど公表することとしております。

以上で説明を終わります。 

会長 それでは、御意見、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

委員 お答えくださってありがとうございます。 

八戸市民が健康で過ごせる寿命がもっと延びること、それから悲惨な自死者が

今より一人でも尐なくなるようにという思いです。皆様も同じかと思います。 

我が家の健康カレンダーとか市の広報に、非常に詳しく相談の場所など載って

おりますが、ただそういう方々というのは、おそらく自分から動けないことがネ

ックになっていると思うのですね。そのへんが大変難しいところだと思うのです。

でも、皆様のおかげで前よりずっと減っているような気がしますので、本当に御

苦労さまでございます。これからも減っていくようにと祈っております。以上で

す。 

会長 ありがとうございます。そのほかございますでしょうか。 

委員 市内の小・中・高の学校で、実際昨年に児童や生徒が自殺したことがあります

か。昨年はゼロですか。 

いろいろなマスメディアを通じて耳にすることは、非常に家庭内の虐待もあり

ますし、学校の中の、言葉にならない、いろいろなものを使った虐待というかい

じめが、かなり子どもたちに深い傷を残しているようなことを耳にしますけれど

も、学校教育の中で、勉学だけではなくて、行動に対しての教員たちの見守りと

いうか、注意をする時間帯が持てるのかどうか。ほとんど手一杯で、子どもたち

の行動や言動から、家庭内のこと、また部活、クラスの中のいろいろなことが汲

み取れないのかどうか。やはり教員の質の向上もあるでしょうが、そういう環境

の変化に対応した学校のあり方というのも、何か必要なことではないでしょうか。 

会長 事務局いかがでしょうか。 

事務局 御意見ありがとうございます。おっしゃる通りでして、国の方針の中でも、児

童・生徒の心の健康づくり、あとは困ったときのＳＯＳの出し方の教育というの

が、この自殺対策計画の主な取組の中に位置づけられていますので、今後、私た
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ちは、教育委員会であったり、小中学校等の学校現場の方々とも意見交換しなが

ら、どのように子どもの命を守ったりとか、市民の命を守っていくかというあた

りを検討しながら、そういうことも踏まえて計画を策定していきたいと思います。

以上です。 

委員 ありがとうございます。 

会長 そのほかございますでしょうか。よろしいですか。 

それでは次に、議事の３番「平成 31 年度定期予防接種事業について」事務局か

ら説明願います。 

事務局 資料３につきましては、皆様に事前送付していた資料に誤字脱字がございまし

たので、本日差し替えさせていただきました。それでは差し替えの資料３につい

て説明させていただきます。 

（１）の「高齢者肺炎球菌ワクチン接種の経過措置の延長について」御説明い

たします。65 歳の方を対象に、平成 26 年 10 月から実施された定期予防接種です

が、全国の接種率がおよそ 10％から 40％と全国的に差があり非常に低かったこと

から、国では再度５年間延長し、一度も受けていない 65 歳以上の方に受けていた

だくという事業でございます。 

当市の状況ですが、真ん中の表を御覧いただきたいと思います。八戸市では、

平成 26年 10月に定期化する前の平成 22年７月１日からすでに任意接種の助成を

開始しております。そのため、この表の平成 26 年度の接種者合計には任意接種の

数も加えておりますので、上から３段目の接種者 6,492 人、一番下の接種者合計

6,843 人というところで、ここが定期化前の任意助成接種の方の数も足しているの

で、３段目と一番下の数が違っているという状況です。27 年度以降は定期化され

ておりますので、定期接種助成を受けた接種者と合計が一致しております。この

表のように、平成 26 年度から実施終了した 29 年度までですと、だいたい 45％前

後の接種率となっております。今年度につきましても、12 月末現在で 33.7％とい

うことで、年度末までを踏まえると例年通りの接種率となると推測されます。そ

のため、八戸市でもこの５年間で新たに 65 歳になる方と、これまで対象であった

未接種の方に対して受けていただくように個別通知をするとともに、広報等での

周知に努めたいと思っております。平成 31年度の対象者生年月日につきましては、

下の表の通りでございます。 

続きまして、裏面の（２）の成人男性の風しん予防接種の実施について御説明

いたします。成人男性、昭和 37 年４月２日生から昭和 54 年４月１日生までの男

性を対象とした風しん予防接種の実施についてでございます。これは、対象とな

る方に対し、抗体検査を実施し、抗体価が低い場合にワクチン接種を実施すると

いう事業で、３か年限定の事業となっております。資料の（２）①の表のすぐ下

の黒ポチのところですが、国では、首都圏、名古屋、大阪、福岡等の地域を中心

に、成人男性が風しんに感染した旨の発生届出が急増している現状があります。

今年に入ってもまだその勢いは止まっておりません。このたび、東京オリンピッ

ク・パラリンピックまでに、風しんの感染拡大防止を図るため、各年代を通して
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一番抗体価保有率の低い年代に国のほうは焦点を当てて、このような生年月日で

対象を定めておりますが、そういった方々に対して、法改正をし実施するという

段階に入っております。 

対象となる生年月日の男性は、八戸市では全部で現在 27,167 名となっておりま

す。ただ、初年度に接種者が集中しないようにするため、国では平成 31 年度は、

39 歳から 46 歳までの男性に対して、受診券となるクーポン券を発送することとし

ております。八戸市につきましては、この年代の方は現在 11,320 名おられます。

ただ、国のほうでは、39 歳から 46 歳でクーポン券を受け取った方以外の、56 歳

までの男性であれば、希望があれば自治体でクーポン券を交付してもよいとされ

ておりますので、初年度の対象は現在 12,000 人程度ですが、希望される方にはク

ーポン券を発行する準備を進めております。現在どのような準備段階にあるかと

申しますと、現在国では、国や県を中心にこういったワクチン接種、抗体検査を

取り扱う医療機関については、医師会を通じて取りまとめを行っております。ま

た、実施する市町村の委任等を集約し、知事会を通して全国規模の集合契約をす

るということで、住所地に限らずどこの市町村でも契約をしている医療機関であ

れば、クーポン券を持っている方に対しては、抗体検査、低抗体であればワクチ

ン接種ができるという仕組みづくりを今進めている段階でございます。現在八戸

市のほうでは、クーポン券の準備を進めているところでございますが、今後、抗

体検査、ワクチン接種までの流れ、受け方等が決まりましたら、クーポン券と一

緒に個別通知、案内を行い、また広報・ホームページなど様々な媒体を活用して

周知していく予定でございます。以上で説明を終わります。 

会長 ありがとうございます。御意見、御質問等ございますでしょうか。 

委員 この周知をしていただくため、媒体を介していろいろなことをなさるのでしょ

うけれども、子どもの頃に風しんをやったからいいやという非常に安易な考え方

でいる男性も多いと思うのですが、やはり大きな問題ですので、ワクチン接種も

そうですけれども、まず抗体検査をしようということの知らせる手段をどのよう

に考えていらっしゃいますか。市の広報だけだと見る人見ない人、さっとで終わ

ってしまいますし、何かもっとこうインパクトのある教え方というか知らせ方で

ないと、たぶんもうしなくてもいいやという考えの男性が多くなると思います。 

会長 事務局お願いします。 

事務局 御意見のとおり、やはり関心の薄い世代ですので、抗体価の保有率の低い世代

ということで、国のほうでもターゲットを絞って進めていて、テレビであるとか

いろいろな機会を捉えて目に留まるような形で周知をしていくということです。

八戸市でも、職域で実際に取り組んでいただけるよう、各企業・事業所の職場健

診で抗体検査ができるように仕組みづくりを進めておりますので、会社や職場の

ほうでも呼びかけていただき、またこちらのほうでも対象ですので必ず抗体検査

を受けてくださいというような個別通知あるいは未接種者への再勧奨というあた

りで強化していきたいと思っております。以上です。 

会長 よろしいですか。 
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委員 ありがとうございます。 

会長 それでは、そのほかございますか。よろしいですか。 

それでは次に、議事の４番「委員の改選について」事務局から説明願います。 

事務局 それでは、「委員の改選について」御説明いたします。 

資料４を御覧ください。 

１の「概要」でございますが、現在の委員の任期は今月末までとされているこ

とから委員の改選が必要となるもので、新年度において、各団体に対し委員の推

薦を依頼するとともに、公募を実施いたします。 

２の「団体推薦及び公募の人数」につきましては、現行からの特段の変更は考

えておりません。 

３の「今後の予定」でございますが、団体推薦は年度が明けましたら６月頃ま

でに各団体に手続きをお願いしたいと考えております。 

また、公募につきましては５月上旪から中旪までを募集期間として実施を予定

しており、広報はちのへ５月号にお知らせを掲載するほか、４月下旪から各公民

館等へのチラシの設置や市のホームページでの周知を予定しております。説明は

以上でございます。 

会長 ありがとうございます。委員任期が切れるということですが、何か御意見、御

質問等ございましたらお願いします。よろしいですか。 

それでは、その他、何かございますでしょうか。 

では私からひとつよろしいでしょうか。マスコミでも言われておりますが、い

わゆるＶＲＥ、バンコマイシン耐性腸球菌ですね。今、市民病院と八戸赤十字病

院で院内感染していて、診療の一部に支障を来たしているわけですが、保健所と

して現時点での御意見や今後の見通しなどあればお願いします。 

事務局 会長からお話のありましたように、マスコミでも病院名も出ておりますし、ど

れくらい患者さんがいるかも皆公表されております。 

対策としては、まず院内感染対策が一番の基本であると考えております。ＶＲ

Ｅに関してはＶＲＥを対象に検査をしないと実はわからないのですね。普通の便

の培養では出てこないので、ＶＲＥを対象とした細菌検査をしないと検出されな

いということです。実は、保健所としては市内の病院に依頼をしまして、新しい

入院患者さんに対してスクリーニングをしてもらいました。そうすると市内の５

つの病院でやってもらったのですけれども、５つの病院の新入院患者に関しては、

ＶＲＥの陽性の方は誰もいなかったのですね。 

それから、八戸赤十字病院も市民病院も、新しく入院してくる患者さんに関し

てはスクリーニングしているのですけれども、前にそういう病院に入院をしてい

て一旦退院した方が入院してきた、という人の中には陽性患者がいるのですが、

そうではない入院患者に関してはいないということです。総合して見ますと、今

大きな病院の中で院内感染として対応をとっていくことで、市中にはそんなにＶ

ＲＥが広がっている状況にはないだろうという考えを持っております。それで、

両方の病院に院内感染に対する対策をきちんととってもらうことが対策のひとつ
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ですね。それから、医師会の先生方にもお願いしたいのは、市民病院とか八戸赤

十字病院から転院される患者さんがいるのですけれども、そういう患者さんに対

しては、スクリーニングというか検査をされて、保菌ですとか元保菌者でしたと

いうのがわかる患者さんにはそれなりの対応をされるのですけれども、そうでな

い転院の患者さんに対しても、感染対策に対する注意を厳重にとってもらいたい

なということをお願いしたいと思います。こういうことでよろしいでしょうか。 

会長 ありがとうございました。 

そのほか何かございますでしょうか。ないようですので、議事を終了させてい

ただきます。最後に事務局からお願いします。 

事務局 閉会にあたりまして一言、御挨拶を申し上げたいと思います。 

本日は大変、年度末等々でお忙しい中御出席をいただき、多くの議事について

慎重に御議論いただき、大変ありがとうございます。 

今日は、２年の任期の最後の会議ということでございまして、これまで２年間

にわたりまして大変貴重な御意見を頂戴しました。改めて御礼を申し上げたいと

思います。 

新年度を見据えますと、今日も御説明したような様々な課題、多々山積してお

ります。また今日は話題には出ませんでしたけれども、受動喫煙対策などそうい

ったことにも対応していかなければならない。さらには皆様御案内のように田向

に建設中の総合保健センター、来年４月開設予定で進めております。新年度はそ

の準備の年ということで、これもまた遺漏のないように進めていきたいと思いま

す。折に触れまた皆様方に、あるいは関係団体の方々に御意見を頂戴しながら進

めてまいりたいと思いますので、引続き御指導・御支援をよろしくお願いしたい

と思います。 

私のほうから御礼と、またお願いをさらにいたしまして、挨拶に代えさせてい

ただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

司会 それでは、これをもちまして八戸市地域保健医療対策協議会を閉会いたします。 

なお、会議の報酬等につきましては、ご指定の口座に後日振込とさせていただ

きます。 

本日はどうもありがとうございました。 

 


