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に関する法律に関する附帯決議に基づき、臓器移

脳死下での臓器提供を実施することができる施

委員の異動について御報告いたします。

提供における本人同意の扱いについて、平成二十

れてから今年で二十五年を迎えます。また、臓器

臓器の移植に関する法律は、平成九年に施行さ

れています。

移植医療を行うことができる体制の整備が進めら

イルス感染症が発生している状況下においても、

報告書に記載しているとおりです。新型コロナウ

設や移植を実施することができる施設については、

昨日までに、秋野公造君、衛藤一君及び三原

二年に改正法に基づく新制度が施行されてから十

次に、移植結果について申し上げます。

植の実施状況等について報告します。

じゅん子君が委員を辞任され、その補欠として杉

二年が経過します。この間、善意により臓器を提

平成九年の法施行後に実施された移植に関する

○委員長（山田宏君） ただいまから厚生労働委

武君、中田宏君及び松下新平君が選任されまし

供された多くの方々、また、様々な立場から移植

生存率と生着率は配付の報告書のとおりですが、

員会を開会いたします。

た。

医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に

良好な結果を残すことができていると考えていま

─────────────

心から感謝申し上げます。

○委員長（山田宏君） 政府参考人の出席要求に

厚生労働省では、今後とも、公益社団法人日本

す。

令和四年三月末現在の移植希望登録者数及び令

臓器移植ネットワークとともに、臓器移植に関す

まず、臓器移植の実施状況について報告します。

社会保障及び労働問題等に関する調査のため、

和三年度の移植実施数は、配付の報告書のとおり

る知識の普及や、臓器提供に関する意思表示を行

関する件についてお諮りいたします。
本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働
です。

う決定いたします。

○委員長（山田宏君） 御異議ないと認め、さよ

百三十五名です。また、このうち、改正法により

和四年三月末までの間に臓器を提供された方は七

が全面施行された平成二十二年七月十七日から令

続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律

は御理解を賜りますようお願いいたします。

われるよう努めてまいりますので、委員の皆様に

今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行

っていただくための啓発を進めます。また、臓器

─────────────

可能となった、本人の書面による意思表示がなく、

に関する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事

平成九年の法施行から令和四年三月末までの間

○委員長（山田宏君） 社会保障及び労働問題等

家族の書面による承諾に基づいて行われる臓器提

業の実施状況等について報告します。

提供施設の体制整備等のための支援等を継続して

に関する調査を議題といたします。

供は五百七十六名であり、さらに、このうち十五

まず、事業の概況について申し上げます。

に、法に基づき八百二十一名の方が脳死と判定さ

省大臣官房総括審議官村山誠君外十九名を政府参
考人として出席を求め、その説明を聴取すること
に御異議ございませんか。

臓器移植に関する件及び戦没者の遺骨収集事業

歳未満の小児からの臓器提供は四十六名となって

令和三年度においては、新型コロナウイルスの

まいります。

に関する件について、後藤厚生労働大臣から報告

います。なお、令和三年度においては、七十九名

感染拡大の状況に配慮しつつ、可能な範囲で事業

れ、臓器を提供されています。このうち、改正法

を聴取いたします。後藤厚生労働大臣。

の方が脳死と判定され、臓器を提供されています。

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○国務大臣（後藤茂之君） 最初に、臓器の移植
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を実施しました。今後とも、関係国における感染

を行い、その結果を踏まえて御遺骨を収容するこ

しては御理解を賜りますようお願いいたします。

推進してまいりますので、委員の皆様におかれま

○委員長（山田宏君） 以上で報告の聴取は終わ

ととしております。
次に、戦没者の御遺骨の鑑定及び伝達について

状況等を踏まえつつ、より多くの国々において速
やかに事業を実施できるよう、引き続き努力して

りました。

なお、厚生労働省から提出されております両報

申し上げます。
収容した御遺骨については、身元特定のための

まいります。
次に、戦没者の遺骨収集に関する活動を実施す

告書につきましては、これを本日の会議録の末尾

また、身元特定のためのＤＮＡ鑑定は、従来は

ＤＮＡ鑑定を実施しており、令和三年度は十八柱

厚生労働省は、令和三年度も、指定法人である

遺留品等の手掛かり情報がある場合に実施してお

○委員長（山田宏君） 御異議ないと認め、さよ

る指定法人の事業計画の策定及び指導監督等につ

一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会と委託

り、手掛かり情報がない御遺骨については、これ

う取り計らいます。

に掲載することにいたしたいと存じますが、御異

契約を締結しており、同指定法人は、新型コロナ

まで試行的に沖縄や硫黄島などの地域においてＤ

これより質疑を行います。

を御遺族へお渡ししました。

ウイルスの感染拡大の状況に配慮しつつ、可能な

ＮＡ鑑定を実施してきました。令和三年十月から

質疑のある方は順次御発言願います。

いて申し上げます。

範囲で現地調査及び遺骨収集を実施しました。指

は、これらの地域に加えて、対象地域を厚生労働

議ございませんか。

導監督の状況等については、配付の報告書のとお

省が御遺骨の検体を保管している全地域に拡大し
て実施しており、令和四年三月末までに九百四十

民の森屋隆でございます。質問の機会をいただき、

いゴールデンウイークで、久々に観光地に出かけ

今回、コロナ禍の中で三年ぶりに移動制限のな

きたいと思います。よろしくお願いをいたします。

今日は、労働関係について質問をさせていただ

ありがとうございます。

令和三年度は、外務省と連携し、フィリピン政

関との連携協力について申し上げます。

最後に、関係国の政府との協議及び関係行政機

おります。

七件のＤＮＡ鑑定の申請を御遺族から受け付けて

○森屋隆君 おはようございます。立憲民主・社

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

りです。
次に、戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集及
び遺骨収集の実績について申し上げます。
令和三年度は、硫黄島や沖縄において七十三柱
の御遺骨を収容いたしました。
また、令和二年五月に取りまとめた「戦没者遺
骨収集事業及び事業実施体制の抜本的な見直しに

また、遺骨収集を円滑に実施するため、関係国

ろお話を聞きますと、やはりまだまだ感染が怖い

ています。また一方では、私も身近な人にいろい

られた方も大変多かったと、こういうふうに思っ

遺骨である蓋然性が高いとされた場合には、御遺

の政府との協議等においては外務省から、硫黄島

よと、こういった人も当然おります。

府等と協議等を行いました。

骨からＤＮＡ鑑定用の検体を持ち帰ることとして

からの御遺骨の輸送支援等においては防衛省から、

ついて」に基づき、形質鑑定等により日本人の御

おり、マリアナ諸島及び米国において百九十七柱

については少し増加傾向のように見えますけれど

そんな中で、ゴールデンウイーク後の感染状況

それぞれ協力をいただきました。
今後とも、法に基づき戦没者の遺骨収集事業を

相当の検体を採取しました。今後、日本人の御遺
骨であるか否かを判断するための所属集団の判定
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るのは一番最後といいますか、そういった業種で

ども、やはりまだまだ業種によってばらつきがこ

貸切りバスや当然ホテル以外にも、業種によっ

もありますから、やっぱりそういったところも考

七月以降もやはり出していただかないと雇用がや

しい判断ですけれども、この社会経済活動に向け

ては雇用調整助成金をまだまだ活用していかなけ

慮していただきたいと思います。

も、今週これがどのような数値になるのか、今後

て、アクセルをもう当然一気に踏み込むというこ

れば雇用を守っていけない業種がたくさんあると

外国人観光客の受入れも六月の上旬から実証事

れ必ずありますし、観光業というのは、もう大臣

とはあり得ないと思うんですけれども、そのバラ

思います。これについて、七月以降の雇用調整助

業を始めていくということも検討しているという

っぱり守っていけないと、こんなようなことも伺

ンスを見ながら徐々に社会経済活動を正常化して

成金について、後藤厚生労働大臣の御所見を伺い

ことも聞いていますから、バランスを取って、い

の判断についても特に重要な一週間になってくる

いくことは、これは非常に私も重要だと、こうい

たいと思います。よろしくお願いします。

きなりやめるんではなくて、やはりまだまだそう

も御承知のとおりですけれども、需要が戻ってく

うふうに思っています。そんな中で、この一週間、

○国務大臣（後藤茂之君） 雇用調整助成金につ

いう必要な業種もあるということを加味していた

っています。

本当に重要な一週間になるなと、こういうふうに

きましては、これまでに例のない特例措置を講じ

だきたいと、こういうふうに思っています。よろ

んだろうなと、こういうふうに思っています。難

考えています。

まして、事業主の雇用の維持を強力に支援してき

しくお願いします。

そこで、質問をさせていただきたいんですけれ

たところでございます。

ども、二年間に及ぶコロナ禍の中で、雇用をどう

額等については大変な状況だったと思うんですけ

要視されてきました。私もそうだと思います。金

た中で、雇用調整助成金が大変雇用を守る中で重

課題であったわけでありますけれども、そういっ

討の上、五月末までにお示しをすることといたし

企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら、検

地域及び特に業種が厳しい企業に、業況が厳しい

〇二一に沿って、引き続き、感染が拡大している

つきましては、経済財政運営と改革の基本方針二

用者の指揮監督の下にある時間のことを労働時間

揮監督の下にあることをいうと、そして、この使

労省は、労働とは、一般的に労働者が使用者の指

についてお聞きをしました。その問いに対して厚

私は、労働とは何か、労働時間は何かということ

一、先月の二十一日の厚生労働委員会において、

次に、労働の関係について、令和四年四月二十

れども、もうこの未曽有のコロナの中では必要な

ております。

というふうに解していると、こういうふうに答弁

御指摘の七月以降の雇用調整助成金の取扱いに

部分だったと、こういうふうに思っています。

○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。五月

をしていただきました。また、手待ち時間につい

いうふうに守っていくかというのが非常に大切な

しかし、例えば、私も聞くと、まだまだ、少し

末に検討して発表してくれるということでありま

いうことで、労働者が使用者の指示があった場合

ずつではあるんですけれども人が移動し始めてい

当然検討が必要ですし、状況をその都度その都

に即時に業務に従事することが求められており、

ても質問したんですけれども、一般論としてはと

働く仲間に伺いますと、当然、団体旅行だったり

度見極めて的確な判断の中で考え方を示していた

労働から離れることが保障されていない状態で待

す。

とか大きなパーティー等々はまだやはりないとい

だけると、こういうふうに思っているんですけれ

るんですけれども、貸切りバスやホテルなどでは、

うことで、できれば、当然、この雇用調整助成金、
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は通常定められているかと思いますけれども、具

労働協約などで定められているケースも多い、又

手待ち時間につきまして、労働契約や就業規則、

○政府参考人（吉永和生君） 労働時間あるいは

ことについてお聞かせいただきたいと思います。

るか否かはどのように定められているのか、この

や手待ち時間などが労働や労働時間として該当す

そこで、私が今日お聞きしたいのは、この労働

と思います。

こういうふうに考えていると答弁していただいた

機などをしている時間というものというふうに、

○森屋隆君 ありがとうございます。

ていくということになろうかと考えてございます。

ても、こういったものについては客観的に判断し

れるケースもあろうかと思いますが、いずれにし

争いになるということであれば裁判所に持ち込ま

断させていただく、あるいは、具体的に民事的な

基準監督官などが入って判断するということ、判

とにはなりますけれども、最終的に私どもや労働

は労使で基本的には話し合っていただくというこ

○政府参考人（吉永和生君） 評価につきまして

の評価をするんでしょうか。

でも定めないということでありますから、誰がこ

仕事中なんだろうなと、こういうふうに思うのが

人が見てもバス会社で働いているんだろうな、今

を着て座っていれば、誰がどう見ても、第三者の

ばバスの運転手さんがバスに乗って運転席に制服

ですけれども、前回も私お話ししたように、例え

物事を見て判断するというようなことだと思うん

○森屋隆君 ありがとうございます。

ことでございます。

というふうに判断されれば労働時間になるという

その労働の実態を見て、それが指揮命令下にある

ますので、実際にどういう働き方をしているか、

客観的というと、通常、第三者の立場から見て、

体的にその労働時間あるいは手待ち時間に該当す

思っているんですけれども、今答弁いただいたよ

通常かと思うんですけれども、そういった部分が

的にということはどういうふうに解釈したらいい

うに、そういったことが少し、最終的にはその労

何回も済みません。今言われたように客観的に

の指揮命令下に置かれたものと評価することがで

でしょうか。

使でいろいろ意見があって話し合うということも

るか否かというものにつきましては、こうした規

きるか否かにより客観的に定まっていくものとい

○政府参考人（吉永和生君） 具体的に、先ほど

あるんでしょうけれども、先ほど言われたように、

客観的というふうに評価をされるんだろうと私は

うふうに考えているところでございます。

申しましたとおり、例えば労働契約にこう書いて

その労働協約等々でも定めじゃないということで

ということが大事だと思うんですけれども、客観

○森屋隆君 ありがとうございます。

あるからということではなくて、実際に指揮命令

程の定めにかかわらずに、労働者の行為が使用者

ちょっと聞き取れなかった部分もあるんですけ

あれば、こういった問題というのはもう少し明確

やるのかというふうに私はなるんだと思うんです。

下にあるかどうかという形の判断になろうかと思
ですので、先ほど手待ち時間についてお話があ

これは少しやはり問題だと思いますし、そのこ

れども、労働時間に該当するか否かは、その今言
労使の労働協約などの定めのいかんによらずとい

りましたけれども、具体的に実際に使用者から呼

とがずっとグレーなままに来ていると思うんです。

にしていかないと、何でもこの裁判、司法の中で

うことですよね。そして、評価についてなんです

ばれて働いているようなケースがあるということ

したがって、働き方改革についても私はその辺の

います。

けれども、これは客観的に定まるということだと

であれば当然手待ち時間になりますし、そういっ

ところをもう少し明確にしていかないと、人員不

われたように労働契約、就業規則だとか、あとは

理解しました。ありがとうございます。

たものは労働時間に入ってくるということになり

であれば、この労使の労働協約等々、就業規則
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っています。

なか改善がされていかないと、こういうふうに思

足の業種、特にそういったところにやっぱりなか

と思います。

のはないというふうにおっしゃっていただいたか

たように、正式なというか厳格なその定めという

でちょっと調べてみたんですけれども、今言われ

ろでございます。

いないところかというふうには理解しているとこ

争議権等の労働基本権制約は特段の定めは置いて

法人、いわゆる非公務員型の独法に関しましては、

お伺いをしたいと思います。よろしくお願いしま

引き続いて、次にみなし公務員の定義について

に思います。ありがとうございます。

後また論議させていただきたいと、こういうふう

をしながら、また少し具体的な例も挙げながら今

弁いただいたということで、私の中でも少し整理

たいと思います。今日はそういったところまで答

扱いを受ける者というと。そして、このため、秘

する者として刑法の適用について公務員としての

及び公共性を有している者や公務員の職務を代行

員ではないが、職務の内容が公務に準ずる公益性

の中で少し調べますと、みなし公務員とは、公務

という使い方はあるかと思うんですけれども、そ

うか、準公務員というか公務員に準ずるというか、

しかし、みなし公務員というような使い方とい

さい。

のはどれぐらいあるんでしょうか、お聞かせくだ

厚生労働省のこの管轄に、今言われた法人という

定めはないというんですけれども、言われる方が、

続いて、そうであれば、このみなし公務員と、

きました。

丁寧にありがとうございます。確認させていただ

○森屋隆君 ありがとうございます。済みません、

この問題については今後も論議させていただき

す。

密の保持義務、いわゆる守秘義務が求められるほ

以上でございます。

○政府参考人（村山誠君） お答え申し上げます。

公務員職権濫用罪等汚職の罪、虚偽公文書作成の

ただいま委員御指摘の厚生労働省所管の独立行政

○政府参考人（村山誠君） お答え申し上げます。

められているものではございませんが、例えば法

罪ですよね、そして公務執行妨害等を適用される

法人は、厚生労働省所管独立行政法人全て、十七

か、公正妥当な執行を担保するための贈収賄罪や

人制度を所管する総務省の委託調査研究の報告書

と。さらに、今言われたように、国家公務員法及

法人が該当するところでございます。

御指摘のみなし公務員は、法令上その定義が定

によりますと、みなし公務員とは、刑法その他の

び地方公務員法の制約として争議行為、ストライ

いわゆるみなし公務員の規定を個別法に有する、

罰則の適用について、法令により公務に従事する

キ等は包括的に課されないという。

ざいまして、厚生労働省としても同様の理解をし

が適用されるものであるとされているところでご

しょうか。くどくなりますけど、どうでしょうか。

ているんですけど、こういうようなことでいいで

こういうようなことだというふうに私は認識し

し公務員とされている法人が合計八法人ございま

習機構でございますとか、その他、役職員がみな

金機構でございますとか認可法人の外国人技能実

独立行政法人以外にも、例えば特殊法人の日本年

なお、厚生労働省所管の法人全体を見ますと、

職員とみなす旨の規定を持ち、罰則について刑法

ているところでございます。

○政府参考人（村山誠君） 委員御指摘の前段に

以上でございます。

す。
なお、後ほど御議論深めていただくところかも

○森屋隆君 ありがとうございました。十七法人、

以上でございます。

ついては御指摘のとおりかと思います。

刑法の適用というところが重要かなと思ってい

しれませんけれども、中期目標法人等の独立行政

○森屋隆君 ありがとうございます。
るんですけど、私も少しみなし公務員ということ
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最後言われた、八法人ですよね。ありがとうござ

全体で、八法人でいいんですか、こっちの方は、
はこれは高いでしょうかね、五百六十万円という

五百六十万円ということで、全産業の平均より

の十年で少しずつ上がってきているのかなと私も

年収については、今答弁いただいたように、こ

四十万人の方が整備士として働いているという

承知をしました。

ういったルールがありながら給与規程が決められ

ことで、これは慢性的な人員不足なんでしょう、

ことと、あと、公務員の方や民間の企業等々、そ

そういった法人が厚生労働省の管轄においてあ

ているということであります。ありがとうござい

います。
るということで、厚生労働省の今答弁いただいた

この辺についてちょっとお答えいただきたいと思

うんですけれども。

ます。
今日は、自動車局の野津次長にもお越しいただ

この法人等々の管轄で働いているみなし公務員の
方の平均年収というのはどのくらいなんでしょう

士の今の年収、あるいはその就労状況というんで

少し質問は変わるんですけれども、自動車整備

不足、二八・六％がやや不足ということで、半分

方にアンケートを取りますと、大体二一・八％が

いいますか、人員不足感についてその事業者側の

○政府参考人（野津真生君） 人員不足の感覚と

○政府参考人（村山誠君） お答え申し上げます。

すかね、これについてどのようになっているのか、

ぐらいの事業者が不足感を感じているということ

いて、ありがとうございます。

独立行政法人に関しまして、一定のルールで今

お聞かせいただきたいと思います。

でございます。

か。分かる範囲内で結構だと思います。よろしく

御指摘の年収について公表しておりますので、独

○政府参考人（野津真生君） お答え申し上げま

直近で公表している令和二年度の公表対象となる

尋ねの十七の所管独法の職員の給与に関しまして、

されているところでございまして、その上で、お

や雇用形態等を考慮して定めなければならないと

また法人の業務の実績、そして職員の職務の特性

ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、

法通則法におきまして、一般職給与法の適用を受

独立行政法人の職員の給与につきましては、独

万人ということでございます。それから平均年齢

こちらは近年ほぼ横ばいでございまして、約四十

ってございます。それから人数でございますが、

にございまして、年間平均給与は約四百万円とな

まず、年収でありますけれども、近年増加傾向

収、人数、年齢を御報告いたしたいと思います。

ます。令和三年度の調査結果に基づきまして、年

動車整備振興会連合会が毎年調査を行ってござい

自動車整備要員の実態につきましては、日本自

度化に対応する人材確保に係る検討ワーキンググ

今回、五月の十三日に、国交省で自動車整備の高

は高齢化してきているということだと思いますし、

からも聞きますし、先ほど言ったように平均年齢

まうということも私もその整備士をやっている方

なかなか、若い人が入ってきてもすぐ辞めてし

○森屋隆君 ありがとうございます。

いているところでございます。

取りづらいですとか、そういったような問題も聞

いましょうか、営業日との関係でなかなか土日が

お願いします。

立行政法人のみなし公務員についてお答えさせて
す。

常勤職員について、その年間給与額の平均を計算

でございますが、上昇傾向にございまして、四十

ループですか、これも設置をしたということで、

また、不足感とは別に、休みの取りづらさとい

いただきます。

いたしますと、約五百六十万円でございます。

六・四歳となってございます。

そういった若手がなかなか入ってこない、入って

以上でございます。

○森屋隆君 ありがとうございます。

○森屋隆君 ありがとうございます。
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です。

うようなことがやっぱり多い業種なんだと思うん

きても二年とかで離職をしてしまうとか、そうい

策などについても問題があるということでいろん

の沈没事故、これ国交省が今調査をして、安全対

ですけれども、今回のあの北海道の知床の観光船

ふうに感じているか、私と同じであれば幸いなん

きにやっぱり大型バスを運行するのは不安だと、

大型バスの経験がないと、そして、面接試験のと

りになりましたけれども、その企業に入るときに

の事故。これについても、運転手さんがお亡くな

に新しいと思いますけれども、軽井沢スキーバス

そういったところをやっぱり改善していかなき
なことが分かってきていると思うんです。

って完成検査を行う方ですよね、この人もみなし

の自動車検査員というんですかね、車検などをや

問をさせていただいたんですけれども、実は、こ

し今、みなし公務員から整備士の関係について質

医師の師はちょっと違いますけど、士師業という

から、この士師業というんですかね、運転士とか、

会ですから、医師の方、ドクターの方も多いです

は、こういった技術を要する、今日は、この委員

私は、この観光船もそうなんですけれども、実

命を預かる仕事ですから、特にこの交通関係は、

どれも、お医者さんもそうですけれども、人の

けど。

して事故を起こしてしまったということなんです

こういった中でやっぱり出庫をしてしまって、そ

ゃいけないと私は思っているんですけれども、少

公務員としてされていると思うんです。いきなり

をどのように保障していくのかということが大事

天候や夜間、様々なアクシデントに対応するこの

例えば、規制緩和以降、二〇〇七年のあずみ野

だと思っているんです。そのキャリアを是非評価

んですか、こういうやはり経験が必要な業種、こ

うのは経験が必要だと思うんですね。やはり整備

観光、長野から大阪へ行っていた、スキーバスだ

しないと駄目だと思っています。

工場長や車検をやってこの検査員になれるわけじ

士をやって経験を積んで、実務経験を積んで、そ

ったんですかね、あれは。ドライバーの方も、も

この今、企業間の競争だけで、当然、規制緩和

経験値が物を言うと思うんです。そうですから、

して最後はこういった、みなし公務員じゃないで

うこれ家族経営だったですから、覚えている方も

後、こういった重大事故が発生しているわけであ

れが私は、特にこの交通関係でいえば規制緩和以

すけれども、そういったところに行くようなこと

いるかと思いますけれども、二十一歳の運転手さ

りますけれども、その後、大きな事故があってか

ゃなくて、今は専門学校等々から例えば二級整備

なんだと思うんです。

んでした。まだまだ大型の経験がなくて、添乗員

ら規制強化をするだけではなくて、今、そのもう

この経験値をもっと私は評価をしていく。みなし

何が言いたいかというと、今回国交省の方にも

さんは弟さんで高校生のアルバイトでした。残念

一歩を踏み込んで、やっぱりそういった業種に入

降いろんな問題が起きていると思うんで、そこを

来ていただいたんですけれども、そういった業種

ですけれども、事故でお亡くなりになった中で。

っても長く勤めていただく。この今回の知床の観

士等々を取得して企業に入ってくる方も多いと思

が本当に、先ほどみなし公務員の話を質問させて

やっぱりそういったこともありましたし、これ

光船も、やはり昔いた人が辞めて、それで船長さ

公務員というのであれば、そこをやっぱり、身分

いただいて、答弁もいただいたんですけれども、

もその後、いろいろ国交省の方で、どういう状況

んもいなくて無理な働き方をしていたということ

あえて指摘をしたいんです。

もっともっとその私は経験値を評価するべきだと

だったのか、何か改善が必要なのかということで

も指摘をされていますから、やはりそういう経験

うんですけれども、やっぱりこういった業種とい

いうふうに思っているんです。

あったと思いますし、さらには、これもまだ記憶

それは、皆さん、委員の方も今回これどういう
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ねていくということは非常に重要なことです。特

入院していた患者が身体拘束解除直後に肺動脈血

値を大事にしていく。

栓塞栓症で死亡しました。二〇一八年に両親が提

それぞれの産業の中には、産業に関わる取引の

に、今先生から丁寧に御指摘のあった人の命を預

経験値の中でやっぱり行政サービスができるわけ

状況や、あるいは雇用や事業の形態等によりまし

公務員、準公務員、あるいはみなし公務員です

ですから、そういうのと同じような形でこのみな

て、大変に労働時間やあるいはキャリアパスをつ

検証、議論、将来どう生かしていくのか、いかが

訴、二〇二〇年、名古屋高裁が身体拘束の開始時

し公務員の、いろいろ職種ありますけれども、そ

くっていく、そういうことについても難しい業況

ですか。

かるような仕事については、そのことはなおさら

ういったところにも私は厚生労働省として評価を

も、事業形態もあります。そうしたことも含めて、

○政府参考人（田原克志君） お答えいたします。

から、公務員の方も最初からいいお給料もらえる

していく必要があると、こういうふうに強く思っ

今先生から御指摘のあったような経験を重ねて、

まずは、お亡くなりになった患者の御家族の皆

からの違法性を認め、三千五百万円の賠償を命じ

ています。

そして質の高いサービスや質の高い労働につなが

言えることだろうというふうに思っています。

今回、こういった質疑をさせていただいたんで

るようにしっかり考えていく必要があるというこ

わけじゃないですから、積み重ねていって、その

すけれども、これ、通告してないんですけれども、

とを改めて実感をいたしました。

ました。二〇二一年十月に上告受理申立てを退け、

大臣、今私がこの論議の中で、働き方改革、そし

○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。

公務員というのであれば、やっぱり多くの国民に

経験値を積むことが、その人のみならず、みなし

がせっかく入ってきても経験値を積めない。私は、

争原理だけでそして判断されてしまって、若い人

命を預かる、命に携わる仕事をしている業種が競

ていただきたいと、このように思います。

ですから、大臣からもこれまで以上に号令を掛け

うに、命を預かる仕事に就いている方は大変多い

是非、大臣、今大臣がおっしゃっていただいたよ

くのは難しい部分もあると思うんですけれども、

民間ではなかなかここを競争の中で評価してい

今回の事案を受け止めまして、精神科の医療現

範囲で行うことができる行動制限でございます。

と判断した場合に、病院の管理者が必要最小限の

院患者に対して医療保護を図る上でやむを得ない

定医が、代替方法によることが困難であって、入

を有し法律等に関する研修を修了した精神保健指

精神保健福祉法に基づきまして、精神科実務経験

精神科病院におきます身体拘束につきましては、

様に心よりお悔やみを申し上げます。

厚生労働省は、この判決をどう受け止め、また、

高裁判決が確定をしております。

て人材が慢性的に不足している業種、更に言えば、

そのサービスが提供できるんだろうと、安全が提

場において精神保健福祉法の適正な運用を確保し、

誰もが安心して適切な精神科医療を受けられるよ

終わります。ありがとうございました。
○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みず

供できるんだろうと、こういうふうに考えている
わけでありますけれども、大臣、通告がなくて済

うにしてまいりたいと考えております。

で構成されました検討会を開催して、身体的拘束

精神障害の当事者、家族、医療関係者、法学者等

こうした視点に立ちまして、昨年の十月から、

ほです。

二〇一六年十二月に、石川県内の精神科病院に

和の問題についてお聞きをします。

まず初めに、精神科病院における身体拘束の緩

みません、できれば大臣から、今のやり取りの中
でお言葉をいただけたら有り難いですけれども、
よろしくお願いします。
○国務大臣（後藤茂之君） 働きながら経験を重
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○福島みずほ君 現在、厚生労働省内で、地域で

進められております。

の概要も示した上で、現在具体的な方策の検討が

おります。検討に当たりましては、御指摘の判決

かどうかの論証が極めて難しいのではないか。今

働省の見直し案では治療が入っていますが、治療

ウには治療的な要素が入っておりません。厚生労

すが、この現行の身体拘束の実施要件のア、イ、

ただ、今、かつというふうにおっしゃったんで

でに、かつで要件緩和ではないんだという御答弁

があり、治療という概念を入れてしまうと、今ま

○福島みずほ君 点滴でかなり長時間やる可能性

というふうに考えております。

ようになることがないように議論が行われている

在の基準を満たさないような場合が基準を満たす

拘束の対象の明確化を図るものでありまして、現

安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に

後の裁判では、医療側が治療が困難と判断したと

なんですが、点滴を理由にかなり長時間例えば身

があると思います。

向けた検討会が開催されております、今おっしゃ

すれば、今までは違法判断となったものが適法と

の最小化に向けた取組について議論が進められて

ったように。そこで大臣告示の議論が進んでおり

○政府参考人（田原克志君） お答えいたします。

危険性はないでしょうか。

体拘束が行われる、治療を名目に行われる、この

ですから、かつになる、あるいは要件緩和とは

なってしまう可能性があるのではないか。

○政府参考人（田原克志君） お答えいたします。

絶対ならないんだということについて御答弁くだ

ますが、どのようなものでしょうか。
御指摘の検討会におきましては、地域で安心し

例えば、身体的拘束に関する基準の一つに多動

を図る趣旨で議論が行われております。具体的に

安易に行われることがないように、対象の明確化

に多動又は不穏が顕著である場合に身体的拘束が

うに、刑務所の中で拘束具という、かつて使われ

後も議論したいんですが、要件緩和とならないよ

○福島みずほ君 治療ということについてまた今

を深めていきたいと考えております。

そういった事例につきましてもこの検討会で具

又は不穏が顕著である場合という要件がございま

は、生命維持のために長時間点滴等の医療行為を

ていましたが、法務省はそれを廃止をしました。

さい。

すけれども、これを、多動又は不穏が顕著であっ

継続することが必要な患者などについて身体的拘

身体拘束をできるだけしない、このような死亡事

て暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けて

て、かつ、患者に対する治療が困難であり、その

束の対象として明確になるように、多動又は不穏

例が出るのは極端なケースですが、身体拘束、そ

体的に議論され、また、検討会の結論が出た後も、

まま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそ

が顕著である場合を、多動又は不穏が顕著であっ

れも本当に極めて人権侵害になる、身体的にも精

○政府参考人（田原克志君） お答えいたします。

れが切迫している場合などに限定し、対象の明確

て、かつ、これにより治療が困難であり、そのま

神的にもですから、是非、これが緩和と絶対なら

検討が行われておりまして、精神保健福祉法に規

化を図るべきではないかといったような議論が行

ま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれ

ないように今後もまた議論させていただきたいと

更に具体的な内容について検討が、関係者で検討

われております。

が切迫している場合などに限定をして明確化を図

思います。まさに、検討されていらっしゃる隔離、

今御指摘ございましたように、検討会では、単

○福島みずほ君 隔離、身体的拘束を可能な限り

るべきではないかとの議論が行われております。

身体的拘束を可能な限りゼロとするためのという、

定されております身体的拘束を最小化にする取組

ゼロとするための最小化に係る取組というので、

このように、今回議論されている内容は身体的

につきましても議論が進められております。

ゼロとするための取組というところに本当に意味
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してくださるようにお願いを申し上げます。

このゼロにするためのというところに向けて努力
ている実態がある中で、診療報酬でどのように評

ービスが提供され、妊婦側がそれを自由に選好し

めに必ずしも医療的な必要性によらない多様なサ

していないところでございます。

しては、自由診療になるため、正確な費用把握を

保険適用されない場合の人工妊娠中絶につきま

○政府参考人（谷浩樹君） お答えいたします。

では次に、リプロダクティブヘルス・アンド・

価するのかといった課題があるというふうに承知

ライツについてお聞きをいたします。
適用すべきではないか。日本は、公的医療保険は

○福島みずほ君 諸外国では、保険化したり無償

識しております。

でございます。

て危険な場合については保険適用しているところ

妊婦高血圧などの理由で妊娠の継続が母体にとっ

なお、治療上中絶が必要な場合、例えば重度の

世界的に見ても適用範囲が広いです。今年度から

化したり、多いです。なぜ日本ができないのか。

○福島みずほ君 いや、十代、二十代、あるいは

をしておりまして、慎重な検討を要するものと認

不妊治療が保険適用となり、バイアグラも対象と

これについて、是非保険適用、そして無償化に向

これについて、まず、正常分娩の公的医療保険

なっております。保険が適用されないのは、美容

望まない妊娠をして出産をして遺棄するという事

うのを変えたいというふうに思っています。

件が後を絶ちません。こういうことがある国とい

けていくように要望を強く申し上げます。
について申し上げます。

次に、人工妊娠中絶費用が高過ぎるという問題

整形と正常分娩、避妊、人工妊娠中絶です。
正常分娩については、出産一時金四十二万円と
いう現金給付があります。しかし、自由診療であ

いるケースもあります。初期中絶の方が危険や心

このことについて是非検討してくださるようにお

中絶費用が高過ぎる、もうお金出せないんですよ。

厚生労働省は内密出産やいろんなことにも努力

身の負担が軽いですが、現金給付が出る時期まで

願いいたします。

出産育児一時金の医療機関への直接支払制度に

妊婦に待ちを誘導することもあります。この委員

ＷＨＯの二〇一二年ガイダンスと二〇二二年ガ

るため、出産育児一時金が上がれば医療機関が費

ますが、いかがでしょうか。

会でも質問がありましたけれども、理由はやはり

イドラインがあります。これに関して、二〇一二

されていることは敬意を表しますが、まさにこの

○政府参考人（谷浩樹君） お答えいたします。

人工妊娠中絶費用が高過ぎるという問題がありま

年のガイダンスは、安全な方法として中絶薬を推

よって、その現金給付を中期中絶の費用に充てて

正常分娩の保険適用ということだと思います。

す。初期で十万から十五万、中期で四十万とかで

奨しております。そして、薬事承認がされ、中絶

用を上げるというイタチごっことなり、出産を希

正常分娩を保険適用とすることにつきましては、

すね。女性による女性のための相談会などをやっ

薬の安全性、有効性が確認をされた場合は、厚生

望する人の経済的負担が非常に重いわけです。

身体の一時的な異常である疾病や負傷に対しまし

ていると、中絶費用が出せない、中絶ができない

労働省の方として中絶薬について依頼文を出して

新たに求められることにより、地域によっては新

ィブヘルス・アンド・ライツを損なっているんじ

この費用について、日本におけるリプロダクテ

保険適用し、無償化していく方法がよいと考え

て行われるという療養の給付の基本的な考え方を

という声も本当に聞いております。

たな自己負担が発生する。また、出産におきまし

ゃないでしょうか。

も聞こうと思いますが、中絶について、配偶者、

この中絶について、後からの中絶薬のところで

いただきたいというふうにも思っております。

見直す必要がある。それから、定率の自己負担が

ては、分娩時の安心感や産後のケアの充実等のた
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律上、仮に経口中絶薬が承認されて経口中絶薬を

しての配偶者の同意という点だと思いますが、法

○政府参考人（橋本泰宏君） 妊娠中絶につきま

完璧に矛盾しますが、いかがですか。

す。これは日本の母体保護法の配偶者同意要件と

療ケアのアクセスを侵害すると指摘をしておりま

のプライバシー権や両性の平等に基づく女性の医

親又は病院当局の許可を要件とすることは、女性

次男女共同参画計画においても特に重要と記載を

も合意が得られて日本も合意していますし、第五

京宣言、北京行動綱領、ニューヨーク特別会議で

ド・ライツは、まさに国連のカイロ行動宣言、北

○福島みずほ君 リプロダクティブヘルス・アン

いと考えております。

携して母体保護法の適切な運用に努めてまいりた

き、所管省庁として、関係省庁や関係団体等と連

が深まることが重要と考えておりまして、引き続

○福島みずほ君 ＷＨＯから言われていて、なぜ

るものというふうに承知いたしております。

方をめぐりまして、様々な国民の間で御意見があ

人工妊娠中絶ということそのものについての在り

意と、配偶者の同意というポイントのみならず、

いうことについて承知しておりますが、やはり同

推奨あるいは非推奨ということがなされていると

ガイドラインなどについても、そういった様々な

○政府参考人（橋本泰宏君） ＷＨＯの中絶ケア

また、今年三月に出たガイドラインに関して、

用いた人工妊娠中絶を行う場合におきましても、

論点が全く違います。厚生労働省は、女性のリプ

厚生労働省で是非翻訳をしていただきたいと思い

それが実現できないのかと思います。

ただし、強制性交の加害者の同意を求める趣旨

ロダクティブヘルス・アンド・ライツを認めない

ますし、これを、この世界標準となるガイドライ

されております。胎児の生命尊重といいますが、

ではなく、また、妊婦が配偶者暴力被害を受けて
んですか。

原則として配偶者の同意が必要となります。

いるなど婚姻関係が実質破綻しており、人工妊娠
合は、本人の同意だけで人工妊娠中絶が可能でご

きない、出産を強要されるという問題です。二人

が反対、同意してくれなければ中絶そのものがで

○政府参考人（橋本泰宏君） 今御指摘いただき

きたい。いかがですか。

見直し、改善するということを是非やっていただ

ンに基づいて、人工妊娠中絶の在り方、法制度の

ざいます。

で話をするという話でもないんです。中絶をする

ましたのは、中絶ケアガイドラインというＷＨＯ

配偶者の同意要件というのは、女性が、配偶者

人工妊娠中絶につきましては、今委員おっしゃ

のに本人で判断できないんですよ。これはまさし

中絶について配偶者の同意を得ることが困難な場

ったような女性の自己決定というふうな観点から

の方で出しているものかというふうに思っており

仮訳があることについては承知いたしておりま

く女性のリプロダクティブヘルス・アンド・ライ
これ、胎児の生命尊重と違う話です。また、胎

すけれども、この取扱いについてはまたいろいろ

の御意見、また胎児の生命尊重といった観点から
しており、また、個々人の倫理観や道徳観、家族

児の生命尊重というのは女性のリプロダクティブ

検討させていただければと思います。

ます。

観、そういった、様々そういった問題に関わる深

ヘルス・アンド・ライツと対立すると思いますが、

○福島みずほ君 中絶の堕胎罪がありますが、こ

ツ、侵害していると思います。

い難しい問題であるというふうに認識いたしてお

いかがですか。しっかり女性のリプロダクティブ

の自己堕胎罪について警察庁に聞きましたところ、

の御意見など、様々な御意見が国民の間でも存在

ります。

ヘルス・アンド・ライツに立つという形で母体保

検挙した件数、二〇一七年二件、二〇一八年二件、

厚生労働省としては、母体保護法の規定の在り

護法を見直すべきじゃないですか。

方については、このような国民各層における議論
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令和三年五月に要望等があったものですから、六

ということになったわけでございますけれども、

ども、科学的根拠に基づく薬剤そのものの安全性

Ｃ化について検討しているわけでございますけれ

二〇二〇年三件、二〇二一年二件です。
法務省にお聞きをいたします。

点から今課題と対応策について御検討いただいて

や有効性に加えまして、御指摘のございました薬

元々、今御紹介申し上げましたように、平成二

いるところでございますので、引き続き迅速かつ

月から、医療用から要指導・一般用への転用に関

○政府参考人（竹内努君） 平成二十三年から令

十九年の課題がどのように実行されているのかと

適切に議論を進めてまいりたいと考えております。

これに関して、まさに刑法の堕胎罪、二百十二

和二年の十年間で見ますと、各年における刑法第

いう現状、あるいは今までの状況などを紹介しつ

○福島みずほ君 安心、安全な避妊や中絶の方法、

局における適正販売、適正使用が本当に確保され

二百十二条の堕胎罪の起訴件数でございますが、

つ、さらに海外ではどのような状況かということ

アクセスできる、これはまさにガイダンスやガイ

する評価検討会議というところで検討を開始して

いずれもゼロ件であるとされております。

を今議論していただいておりまして、さらには、

ドラインが言っていることです。できるだけ早い

条の堕胎罪に基づいて有罪となった、起訴された

○福島みずほ君 ゼロ件なんですね。起訴されて

性暴力救援センターにおける性被害の実態等も含

方が身体的な負担も本当に少ないですし、是非、

るのか、あるいは悪用されないかなど、様々な観

いるケースはないんです。でも、ベトナム人技能

めて議論を行っているところでございまして、引

諸外国では処方されている緊急避妊薬、入手でき

いるところでございます。

実習生などで自己堕胎罪、検挙された例はありま

き続き迅速かつ適切に議論を進めてまいりたいと

る、それを日本でも本当にやるべきだと思います。

ケースがあるのかどうか、教えてください。

す。

考えているところでございます。

したように、平成二十九年十一月に、会議におき

イッチ化については、まず、何度かお尋ねありま

ッチ化のお尋ねかと存じますが、緊急避妊薬のス

○政府参考人（鎌田光明君） 緊急避妊薬のスイ

現在どういう状況でしょうか。

ます。

撤廃すべきではないかということを強く申し上げ

この堕胎罪、あるべきなのかということについて、

ケースも有罪となっているケースもない。本当に

緊急避妊薬を入手していただくためには、現在医

○政府参考人（鎌田光明君） 御指摘のとおり、

て要望しますが、いかがですか。

うようにすべきだというふうにも考えます。改め

らう、あるいはその緊急避妊薬を入手できるとい

薬局で、そこできちっと説明を受けて処方しても

さんに今研修をしていて、医者の処方箋なくして

医療機関が開いていなかったりして、薬剤師の皆

妊娠を避けられるというものです。ただ、土日、

言われ、七十二時間以内に飲めば、一〇〇％近く

○福島みずほ君 緊急避妊薬はアフターピルとも

○政府参考人（谷浩樹君） お答えいたします。

ますが、いかがですか。

場合に配偶者の同意要件は要らないとも考えられ

が中絶する場合にはと書いてあるので、薬を飲む

りわけ薬を飲むこと、母体保護法十四条は、医師

有無、それから、さっきの配偶者の同意要件、と

かどうかという段階です。値段、入院の必要性の

これ今申請がされて、年内にはこれが認められる

が、七百円、千円未満で入手できると。日本では

諸外国では、いろいろグラデーションあります

次に、中絶薬についてお聞きをいたします。

是非進めていただけるように強く要望します。

堕胎罪について、もう本当に、起訴されている

まして、性教育の問題ですとかあるいは薬剤師の

師の処方があるということでございまして、ＯＴ

次に、緊急避妊薬についてお聞きをいたします。

研修などという課題があるということで時期尚早
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妊娠をし、中絶ができず、望まない出産をしてど

つり上げるのか、難しくするのか。そうしたらま

これ、入院を要件としますか。それから、私自

こかに遺棄するとか殺すとかという事件を日本で

障されてない、中絶費用がばか高い、何十万って

身は、私がある薬を飲むことについて配偶者の同

なくしたいんですよ。みんながどんなひどい思い

まず、薬価、値段につきましてお答え申し上げ

意が必要というのはまさに変だというふうにも思

で、というか、どんな思いでたった一人でトイレ

た、より良いアクセスというのはできないんです

いますが、どうですか。

で赤ん坊を産むのかなと思うと、もう本当にそう

みんな払えない、そういうところで本当に苦しん

該薬剤を製造する企業からの薬価収載希望があり、

○政府参考人（鎌田光明君） まず、この経口中

いう事件、そういうことをなくしたいと思ってい

ます。経口中絶薬につきましては、昨年十二月に

中医協で了承されたときに、治療として、今回は

絶薬を飲む際に入院が必要かどうかということに

ます。制度がそれを保障しない、おかしいですよ、

よ。悲劇が、悲劇と言ったら変ですが、望まない

治療として中絶が必要な場合につきまして保険適

ついて、薬事上の対応でございますけれども、結

本当に、本当におかしい。中世なのかと本当に思

だり人に言えないというので悩んでいます。

用となります。その際の具体的な薬価につきまし

論から申し上げますと、今まさにその点を審査中

うので、是非ガイドライン、ガイダンスに従って

薬事申請がなされておりまして、現在、ＰＭＤＡ

ては、今後、薬事承認がされ、薬価収載希望がな

でございますので、予断を持ってお答えすること

やっていただきたいと思います。

におきまして有効性、安全性等の承認審査を行っ

された後に中医協で議論することとなります。

はできません。投薬の管理、入院管理、医師の下

スもすごく困難であると。だから、毎年毎年とい

絶費用が莫大なお金が掛かるし、病院へのアクセ

か。結局日本って中世なのかと思うんですが、中

○福島みずほ君 これ、入院を必要とするんです

必要になると考えております。

母体保護法に基づきまして、原則配偶者の同意が

を用いた人工妊娠中絶を行う場合におきましても、

したように、経口中絶薬が承認され、経口中絶薬

心な中絶、リプロは必要だということですので、

ほしい。安心、安全でより良いアクセスを持つ安

イン、これしっかり厚生労働省の方でも理解して

○福島みずほ君 ＷＨＯのガイダンスとガイドラ

ところでございます。

承認審査を適切に行ってまいりたいと考えている

御指摘の入院管理も、必要かどうかを含めまして

査中でございますので、そうした安全性の確保、

うか、まさにそれは、今企業の申請を踏まえて審

年生まれの子供から個別審査が撤廃され、二十八

別審査の基準で審査をされてきました。二〇二二

ますが、出産、週数二十八週、三十二週未満は個

補償対象になると、補償プラス原因分析が行われ

しています。九九％の妊産婦が加入をしています。

を補償する産科医療補償制度は重要な役割を果た

けました。出産トラブルで脳性麻痺になった子供

った子供を持つ親の集まりの人たちから要望を受

産科医療補償制度の個別審査で補償対象外とな

この薬価でございますけれども、一般的に、当

ております。

○政府参考人（橋本泰宏君） 配偶者の同意の件

で管理をするのかですとか、その際入院必要かど

うか、たくさん、トイレで赤ん坊を産んで遺棄し

是非、諸外国では中絶薬を飲むに際して入院やい

週以上は無条件に補償対象となります。

次に、産科医療補償制度についてお聞きをいた

でございますけれども、先ほど御答弁申し上げま

たとか殺したとか、そんな事件が後を絶たないわ

ろんなものは要件となっておりません、値段も七

します。

けです。一体どういう国に住んでいるのか。安心

百円とか千円です。日本だけこれをばか高くまた

この基準で、今まで補償対象外となった人たち

な避妊、中絶、もちろん出産、こういうことが保
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○福島みずほ君 性教育は重要ですし、性教育を

考えております。

ガイダンス等、これを是非生かしていただきたい。

まさにジェンダー平等教育、人権教育としてなさ

性教育の現状について、ユネスコの性教育包括

○国務大臣（後藤茂之君） 産科医療補償制度は、
いかがでしょうか。

も救済すべきではないでしょうか。
原因のいかんによらず、分娩に係る医療事故によ

児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行

れることも本当に大事です。インターネットやそ

でございます。本制度は、補償金に対し公費の補

動が取れるようにすることは非常に重要なことだ

養護教諭についてお聞きをいたします。

○政府参考人（淵上孝君） 学校における性教育

助があるものではなく、医療保険者が実質的に掛

というふうに考えております。このため、学校に

養護教諭の皆さんたちといろんな意見交換をや

りまして脳性麻痺となった子供やその家族の経済

金を全て負担する保険制度により実施をいたして

おける性に関する指導につきましては、学習指導

ってきました。公立学校は養護教諭は必置なんで

ういうので訳の分からない情報をもらうというよ

おります。この制度の補償対象基準については、

要領に基づきまして、保護者の理解を得ながら、

すが、私立学校は養護教諭は必置ではなく努力義

に関しましてのお尋ねにお答え申し上げます。

各々の時点での医学的知見や医療水準を踏まえま

児童生徒の発達段階に応じて、保健体育科ですと

務です。今、養護教諭の皆さんは、コロナ禍の中、

的負担を速やかに補償することを目的とする制度

して、専門家や学会関係者による専門的な議論を

か特別活動を始め学校教育活動全体を通じて行わ

あるいは家庭がいろいろ大変だったり、子供たち

りも、しっかり性教育がなされるようにというこ

経た上で、医療保険者及び学識者が参画する審議

れているところでございます。

とを強く要望します。

会保険部会において掛金とともに決定されており

○福島みずほ君 もう今は、個別審査じゃなく救

ふうに思っております。

いて引き続き丁寧に説明をしてまいりたいという

ところでありまして、こうした制度の仕組みにつ

いうことは制度的にはなかなか想定されていない

議により定められた保険契約を事後に遡及すると

このような保険制度において、医療保険者の協

りますが、先ほど申し上げましたように、我が国

慎重に検討していくことが重要であると考えてお

学校における性に関する指導の在り方については

このユネスコのガイダンスの有用性を含めまして、

対する価値観は国によって異なっておりますので、

ふうに承知をしておりますが、性に関する指導に

教育についての様々な提言がなされているという

アリティ教育ガイダンスにおきまして、包括的性

ロナによる心身への影響、また様々な児童生徒の

新型コロナウイルス感染症対策ですとか新型コ

○政府参考人（淵上孝君） お答え申し上げます。

てほしい、学校にいてほしい。いかがでしょうか。

必要だと思います。私立学校でもこれ必置にし

しているのは養護教諭の皆さんたちです。

のを学校で対応しているのが、大きな役割を果た

遂も実は水面下ではたくさんあります。そういう

女性や子供の自殺増えていますし、子供の自殺未

の相談、物すごく乗っています。今、残念ながら

済するんですよね。そうしたら、やはりその基準

の学校における性に関する指導は学習指導要領に

現代的な健康課題に対応するためにも、養護教諭

今御指摘ございましたユネスコの国際セクシュ

に従って救済をすべきだということを、これを是

基づいて行われているところでございまして、今

は非常に重要な役割を担っていると考えておりま

ます。

非実現してください。

後とも、性に関して正しく理解し、適切な行動が

す。

次に、今日、文部科学省に来ていただいており

取れるように、指導の充実に努めてまいりたいと

ます。
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ております。

同程度の養護教諭が配置をされていると承知をし

それから兼務の養護教諭合わせますと、学校数と

立学校全体として見た場合には、本務の養護教諭

も、令和三年度の学校基本調査によりますと、私

状況について詳細は把握をしておりませんけれど

が判断するものでございます。私立学校の個別の

しては、各学校の状況に応じてそれぞれの設置者

学校における個別具体の教職員の配置につきま

っとしてくださるよう申し上げ、質問を終わりま

○福島みずほ君 是非必置にし、かつ補助をきち

必要な支援を行ってまいりたいと考えております。

成をまずは行っていただいた上で、それに対する

のスキームを使いまして所轄の都道府県による助

○政府参考人（淵上孝君） 引き続き、私学助成

いただきたい。一言いかがでしょうか。

いただきたい、補助していただきたい、必置して

是非、こういうところこそ文科省、お金を使って

もようやく進んできたということですが、それに

遺骨収集帰還について、またそのＤＮＡ鑑定など

められるということをお考えなのか、また、その

いて、どのようにその元々の当初の計画どおり進

あるということですが、今後のこの集中期間につ

すが、この予算については継続しているところも

外国の収集がなかなかできなかったということで

過して、本当にこの二年間はコロナのことで何か

遺骨収集帰還、本当、あともう集中期間が五年経

○政府参考人（本多則惠君） お答え申し上げま

いてお答えいただければと思います。

ついてどのように今後五年間進めていくのかにつ

○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。

ありがとうございます。

す。

いずれにしましても、養護教諭含みます教職員
の人件費などに係る私立学校の経常的経費につき
ましては所轄の都道府県により助成が行われてお

す。

ただ、ということは、皆さんおっしゃるんです

けました。

と私立の学校はほぼ一致しているという報告を受

○福島みずほ君 私立学校における養護教諭の数

えております。

引き続き必要な支援に取り組んでまいりたいと考

てまだ詳しく分析をしておりませんし、私の方か

○国務大臣（後藤茂之君） 判決の内容等につい

けですけれども、感想をいただければと思います。

まずちょっと大臣の率直な、まあまだ判決出ただ

についてどのように受け止めていらっしゃるのか、

営業時間短縮命令が違法ということになった判決

ス対策の改正特別措置法に基づき東京都が出した

一方で、令和三年度以降は、沖縄や硫黄島での

ことはできませんでした。

響によって、令和二年度は計画どおりに実施する

を実施することができましたが、新型コロナの影

年度の事業実施計画どおり現地調査及び遺骨収集

平成二十八年度から令和元年度まではおおむね各

が集中実施期間とされております。こうした中で、

進に関する法律におきましては、令和六年度まで

まず、大臣、ちょっと通告していないんですけ

が、小中高と例えば一貫教育をやっている私立だ

ら今の段階で特に御意見を言わせていただくこと

遺骨収集を引き続き行うとともに、海外、具体的

り、国はその助成の一部を都道府県へ支援すると

と、兼任しているんですよね。だから、常にいる

について、差し控えさせていただきたいと思いま

にはマリアナ諸島、パラオ、インドにおきまして

平成二十八年に成立した戦没者の遺骨収集の推

わけじゃない。私立中高で兼任、一人とかそうい

す。

も、新型コロナの状況に配慮しつつ事業を実施し

れども、昨日判決が出ました、新型コロナウイル

う、小学校も合わせて一人とか、やっぱりとても

○川田龍平君 それで、まず第一問目ですけれど

ているところでございます。また、令和三年度に

いうこととしておりまして、文部科学省としては、

それでは間に合わないと。

も、私からは、まずこの遺骨収集について、この

今、補助をしているとおっしゃいましたけれど、
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た協議を実施していく予定でございます。

いまして、今後、ほかの関係諸国とも実施に向け

施に向けたオンライン協議を行ったところでござ

マリアナ諸島などの現地政府等と今後の事業の実

おきましては、フィリピン、インド、パラオ及び

移植を受けた方が日本で医療機関にかかれないと

日も質問させていただきましたが、海外に行って

そのために海外に移植に行かれる方ですとか、先

か順番が回ってこないという可能性が大きいです。

このペースでは移植を待たれている方にはなかな

常に多く、移植件数は百二十八件ということで、

医療機関向けの質疑応答集を作成し、周知を図っ

法、御家族への説明における留意点等を記載した

よう、心停止後の臓器提供を行うための準備の方

くの施設において心停止後の臓器提供が行われる

設要件はないため、厚生労働省としては、より多

停止後の臓器提供には手術室のほかには特別な施

一方で、脳死下の臓器提供と異なりまして、心

こうした状況等も踏まえまして、まずは令和六

か、いろんなことが起きてきております。

○川田龍平君 この集中期間、十年間のうちの後

を尽くしてまいりたいと考えております。

ように対策をしているのか、併せてお伺いしたい

かなか進んでいない現状、厚生労働省としてどの

族の提供も含め可能と承知していますが、そのな

そんな意味で、腎臓については、生前移植、親

ニュアルの整備等を進めています。

を抽出するほか、心停止後の臓器摘出に関するマ

調査を実施し、心停止後の臓器提供に関する課題

した厚生労働科学研究において、医療機関等への

ているところです。さらに、昨年度から開始しま

年度までの集中実施期間内に一柱でも多くの御遺

半の五年間の真っただ中ということで、可能な範
と思います。

今後も、心停止後の臓器提供を行う医療機関の

骨を収容し、御遺族の元にお返しできるよう全力

囲で現地調査や遺骨収集実施いただいたと思いま

○政府参考人（佐原康之君） お答えいたします。

指摘のような医療機関が心停止後の臓器提供を行

すが、本当にこの期間があったことにより、やっ

増加している一方で、心停止後の臓器提供件数は

いやすい環境の整備に努めてまいりたいと考えて

負担を軽減するための検討を進めるとともに、御

しっかり実施していただければというふうに思っ

減少しておりまして、本年三月に審議会が取りま

おります。

議員御指摘のとおり、脳死下の臓器提供件数は

ております。

とめました臓器移植医療対策のあり方に関する提

○川田龍平君 今国会の当委員会でも、食の安全

ぱり非常に残念なところもあると思います。是非

それから、平成二十一年以降の法改正から、こ

言におきましても、心停止後の臓器提供を増やす

今ほど、臓器移植の、この疾病で困られている

の脳死による臓器移植件数が増えてきています。

心停止後の臓器提供におきましては、心停止ま

方のお話も、対応も聞きましたが、誰しも病気に

が健康につながるということで、後藤大臣とも何

れます。臓器移植提供の件数の推移を見ると、総

での医療関係者の長期間の待機、また心停止後に

はなりたくないというのは当たり前のことです。

ため、更なる取組を進める必要があると指摘され

件数も減ってきていますが、心停止後の移植件数

おける緊急での対応等が必要であり、医療関係者

また、ただ、私も先天性の、生まれつきの血友病

ただ、脳死に比べて心停止による件数が年々減っ

が減っている理由について伺いたいと思います。

の負担が大きいことなどから、心停止後の臓器提

という、生まれつきの病気や遺伝性疾患もありま

度もこの議論をさせていただきました。

また、現在、腎臓移植を待たれている方が一万

供の増加数が増加に至らないという現状がありま

すが、ただ、その予防と、病気の予防というのも

たところであります。

三千七百二十二名ということで、私のところにも

す。

てきていることは検討が必要ではないかと考えら

相談が来ておりますが、その他の臓器に比べて非
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きたローカルフード法案というのを今国会に提出

今、私も、何人かとこの二年間掛けて作成して

うということは重要なことだと思います。

旬の食材などを実際に食べて健康を実感してもら

おいて、食を通じて健康の知識や教育、それから

そのためにも、子供のときから食育という観点に

まだ浸透できていないのではないかと思いますが、

食生活の改善による病気の予防が、この日本では

生活習慣病など、まだまだ生活習慣の見直しや

インの、いろんないい効果があるということを思

がまた図れればと思って、本当にこのウイン・ウ

持ちが自然に身に、もう育みながら健康維持促進

本当にこの地元に対する誇りですとか感謝を、気

のものを大人になってからも選択したりですとか、

この子供たち、地元のものを食べていると、地元

な学校給食の提供などを通じて子供たちが地元に、

旬の食材の活用など、そして有機でオーガニック

な食の提供を目指して、地産地消でもって食の、

食育という観点で、この子供たちに安心、安全

そのように考えております。

ものの一つの大きな要素になるのではないかと、

豊かで、そして質の高い地域での生活、そうした

い方もすると思いますけれども、そうしたことは、

ド、ヨーロッパ等ではスローフードとかという言

しい取組だというふうに思います。ローカルフー

育にとっても、また地域づくりにとってもすばら

べるという、そういう考え方は、私は、子供の教

候の中で地域の方たちが丹精して作った食物を食

に子供に対して、地産地消、地域の土、地域の気

今、川田委員の方から御指摘のありました、特

して各党に働きかけているところですが、これは、

っているんですが、改めて後藤大臣に、これにつ

病の予防等を推進していくことは非常に大きな意

思いますが。

各地の種農家さん、種苗ですね、これを守ってい

いての御所見いただければと思います。

義のあることだというふうに思っております。

重要なことだと考えています。

く。種というのは、特に地域の気候や風土や土、

○国務大臣（後藤茂之君） まず、腎疾患や糖尿

こうした取組等によりまして、様々な生活習慣

それから文化に合った種苗を保全して、そして種

厚生労働省では、国民の健康の保持や増進、生

くるということで、それによってこの遺骨の国の、

域で食べているかということが調べると分かって

○川田龍平君 これ実は、遺骨収集で同位体比検

することに、使用することによって、未来を担っ

活習慣病の予防のために参照していただけるよう

どこからの遺骨なのかということも分かってくる

病等の生活習慣病の予防には、栄養、食生活の改

ていく子供たちの命と健康を同時に守って、そし

に、食物繊維、ビタミン、ミネラル等の栄養素の

みたいなこととか、最近はもうグローバル化して

取り農家さん、種取りから消費まで地域で循環を

て持続可能な循環型の地域経済のシステムを構築

摂取量の基準を食事摂取基準として策定し、普及

いて、その食べているものによって分からなくな

査というのも、やっぱり食べているものによって、

するための法律なんですけれども、この今ローカ

啓発をいたしております。また、厚生労働省、文

っているんじゃないかという気もするんですけれ

善に関する取組が重要であると私も思っておりま

ルフード法と、それから各地で主体的に動くため

科省、農林水産省で策定した食生活指針において

ども、本当にその地域のものをやっぱり大事にし

させて、地域の生産者である農家の皆さんや、そ

の条例、そういったものを、地域の食を守るとい

も、そうした食物繊維、ビタミン、ミネラルを摂

ていくということはとても重要なことではないか

組成されている骨とかそういったものがどこの地

う観点で、そういうホームページも作って立ち上

取することや、地域の産物や旬の食材も活用して

というふうに思っております。

す。

げているんですが、是非これ、大臣お忙しいと思

いくこと等を提唱しております。

して学校給食などを通じてこの食材を地域で提供

いますが、国会終わってから見ていただければと
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界的に起こっておりまして、世界の国々、本当に

というんですかね、やっぱり特に今食料危機が世

昨日も決算委員会でも、実はこの食料安全保障

九百万回分あることになります。

千三百万回、使用していないワクチンが六億二千

す。単純計算でも、使用したワクチンは約二億五

ことで、国民全体の接種率は四四％になっていま

います。

着実な実施に向けて取り組んでいるところでござ

要なときなんだということを非常に強く感じてお

高めていく、自給率を高めていくことが本当に重

ういった地産地消というのが本当にこの自給力を

とても重要な時期にあるという中で、やっぱりそ

の食というのをやっぱり本当に守っていくことが

出を規制するようになってきていて、日本の今こ

アルゼンチンやインドネシアもいろんなものを輸

今このウクライナ、ロシアの問題を発端にして、

ついて、また使い切れない公算が大きくなってい

ワクチンを一人当たり七回分調達している理由に

高齢者と基礎疾患がある方に限定する方針ですが、

すが、政府は、四回目接種は重症化リスクの高い

種回数の掛け算を大きく上回る購入となっていま

分のワクチンがあることになります。総人口と接

なので、それでも日本国内に約五億八千六百万回

万回分を東アジアを中心に送っているということ

アストラゼネカ製ワクチンについては四千三百

の使用状況は、一回、二回目の余りは三回目に活

これ、ファイザー、モデルナ両社製のワクチン

について質問させていただきます。

○川田龍平君 それでは、ワクチン破棄の可能性

いと考えております。

り組み、ワクチンの適切な活用に努めてまいりた

引き続き、国内での適正な使用や海外供与に取

ところでございます。

を可能な限り効果的に活用できるよう努めている

海外供与に活用しておりまして、貴重なワクチン

型コロナを収束させていくための国際貢献として

また、国内で使用しない分につきましては、新

今、輸出を即時禁止したインドですとか、本当に

ります。

る現状についての厚労省の見解を伺いたいと思い

ザー、モデルナ、アストラゼネカ、ノババックス

ナワクチンの確保のために二兆四千億円、ファイ

国費が投入されたと発表いたしました。新型コロ

の強化、それからワクチン確保などの十六兆円の

型コロナウイルスに対応するための医療提供体制

先月、財務省が財政制度等審議会の分科会で、新

能性を視野に入れてワクチンの確保に取り組んだ

の皆様にワクチンをお届けできるようあらゆる可

ります。世界各国で獲得競争が継続する中、国民

国民の生命や健康を守る観点から極めて重要であ

新型コロナワクチンを確実に確保することは、

○政府参考人（佐原康之君） お答えいたします。

ます。

破棄の見通しを発表しました。

ましたし、先週十三日にも京都市でも八万回分の

製ワクチン八万回を使用期限切れで破棄を発表し

ます。既に報道では、四月には大阪市がモデルナ

期限九か月を迎えてしまう在庫が出てきてしまい

率が低い状況で、このままだと大量に余り、有効

用中と承知していますが、三回目、四回目の接種

それでは、次の質問にさせていただきますが、

で計八億八千二百万回の調達計画を結んだとの集

ところであり、こうした取組は必要というふうに

現在の三回目の接種状況が進まない中で、その

計も公表しています。

他の自治体でも同様の状況が起こっているのでは
ワクチンの活用につきましては、国内において

現在の接種状況でどれくらい余るというシミュ

考えております。

が、令和四年の四月一日現在、今年の四月一日現

は、接種会場でも有効期限が近いものから使用す

レーションはできているのでしょうか。当然、使

国民一人当たりこれ七回打てる計算となります
在で、接種実績は、一回目、二回目それぞれ接種

るようお願いしつつ、三回目接種と四回目接種の

ないかと考えられます。

が一億人で、三回目接種は約五千三百万人という
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当然ですが、ワクチンが余るので接種を促進する

内のこのワクチンを確実に使用するということは

思います。接種を希望する方に対しては有効期限

用期限が切れるものは破棄しなければならないと

解しています。

四千三百万回分が海外諸国に供与されていると理

回分を上限として海外諸国への供給を決め、現在、

二千万回分のワクチンについて、半数の約六千万

すね、英国のアストラゼネカ社から購入した一億

おります。

ネカ社と調整の上、順次納品されることになって

必要となる時期や量を踏まえまして、アストラゼ

チンの活用を順次進めているところでありまして、

現在も、国内使用や海外供与により、このワク

というのでは本末転倒だと考えますが、いかがで
○政府参考人（佐原康之君） お答えいたします。

います。四千万回分については購入を取り消した

目で十一万回しか使用されなかったと公表されて

九千九百万回、モデルナ社から三億一千三百万回、

○川田龍平君 現在までにファイザー社から三億

うに考えております。

今後も最大限有効に活用してまいりたいというふ

新型コロナワクチンにつきましては、現在も国

としていますが、それでも単純計算で二千万回以

アストラゼネカ社から一億二千万回、そしてノバ

アストラゼネカ製のワクチンは、一回目、二回

内での使用や海外供与での活用が継続していると

上、現在、かなりの在庫を抱えている状況である

しょうか。

ころでありまして、御質問のワクチンの廃棄量、

バックス社から一億五千万回分をそれぞれ購入し

用状況について教えてほしいと思います。

ていると思いますが、現時点の各社ワクチンの使

と思われます。
まま行くと大量破棄という可能性もあると思いま

有効期限、これいつまでなのでしょうか。この

廃棄数の見込みについて現時点でお答えすること
は困難でございます。
また、先ほども申し上げましたとおり、ワクチ

引き続き、国内での適正な使用や海外供与に取

おります。

らの判断で接種していただくことが重要と考えて

信し、そうした情報を踏まえて、国民の皆様が自

ては、その有効性や安全性を国が分かりやすく発

ところでございます。ワクチンの接種につきまし

しようというようなことはもちろん考えていない

の廃棄を少なくすることを目的として接種を推進

のの、確保したワクチンにつきまして、ワクチン

献として海外供与しているところでございます。

体に供給し、現時点では四千四百万回分を国際貢

千万回分のうち、約二十万回分を国内向けに自治

ンセルをしているところでございます。残りの八

して、同社と協議の上、既に約四千万回分はキャ

供給を止めていただくことが可能となっておりま

として供給を受ける必要がない分につきましては

ましては、一億二千万回分を購入したものの、国

アストラゼネカ社の新型コロナワクチンにつき

○政府参考人（佐原康之君） お答えいたします。

分、モデルナ社のワクチンについては八千七百万

ー社のワクチンにつきましては二億四千六百万回

対象者全員が接種を受けられるように、ファイザ

新型コロナワクチン接種を開始して以来、接種

○政府参考人（佐原康之君） お答えいたします。

ますが、厚労省の見解を伺います。

棄ということになってしまうのではないかと思い

か。希望が少ない場合、このワクチンも最終、廃

ワクチンの接種希望者を見込んでいるのでしょう

ックス社のワクチンですが、今後、どれだけこの

ねられている中、先月薬事承認されたこのノババ

ワクチン選択、このワクチンの選択も国民に委

り組みまして、ワクチンの適切な活用に努めてま

この残余につきましては、既に日本政府に納品さ

回分、アストラゼネカ社のワクチンについては約

すが、厚労省の見解を求めます。

いりたいと考えております。

れたものもあるものの、未納分につきましては、

ンの有効活用、非常に重要であると考えているも

○川田龍平君 政府がアメリカの、あっ、英国で
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の予備費を使いワクチンを購入してきました。こ

○川田龍平君 政府は、これまで二兆四千億円も

用に努めてまいりたいと考えております。

使用するようお願いするなど、ワクチンの有効活

すが、接種会場において有効期限が近いものから

迎えるものについては廃棄せざるを得ないわけで

送されたものの結果として使用されず有効期限を

るところでございます。

は、これは来週、約五万回分の配送を予定してい

た、武田社のノババックスワクチンにつきまして

体に対してこれまでに供与してきております。ま

二十万回分、合計で約三億三千四百万回分を自治

な予算を適時に確保した上で早急に契約を締結す

ずに十分なワクチンを確保していくためには必要

得競争が継続している中で、世界から後れを取ら

まいりました。これは、世界各国でワクチンの獲

ましては、これまで主に予備費により措置をして

新型コロナワクチンの確保に必要な予算につき

○政府参考人（佐原康之君） お答えいたします。

省の見解を求めます。

ついての予備費の活用をしたことについて、厚労

ているのではないかと思います。ワクチン購入に

ての購入という基本的なチェック機能が甘くなっ

に予備費での購入であったために、方針と連動し

億四千五百万回分必要なのでしょうか。このよう

ぐになっているのではないでしょうか。本当に一

況についても調査、公表する必要があると考えま

コロナ対策費として、この交付金などの使用状

に使用されていると承知しています。

る地域創生臨時交付金も医療提供体制の確保など

ますが、地方自治体が地域経済活性化などに使え

六兆円の国費がコロナ対策で使用されたとしてい

○川田龍平君 今回、財務省の公表資料では、十

性があったものと考えております。

約の締結等を行う必要があったものであり、緊急

こうした内容を早急に確実に実現するためには契

た結果、両者と追加購入の合意に至ったことから、

ファイザー社やモデルナ社と真摯に交渉を行っ

追加購入する必要があったものでございます。

株に対応するワクチンの確保ということも念頭に

とが、チェック機能が働かなくなりワクチンの破

的に対処し難い緊急性があったためでございます。

る必要があり、予備費の使用によらなければ時間

○政府参考人（武井佐代里君） お答え申し上げ

すが、内閣府の見解を伺います。

また、今後の使用の見込みですが、自治体に配

れだけの予算を国会議論を経ずに使用してきたこ
棄ということにもつながってきているのではない

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

ます。
これは債務負担行為に当たりまして、財政法に基

付金は、未曽有の危機に対して迅速に感染症拡大

また、ワクチンを購入するための契約の締結は、

緊急購入や機動性という意味では一定の意味が

づきまして、予備費等による裏付けがない限り契

かと思うところです。
あると思いますが、今年三月に、この三月末だっ

防止などを図るため、地域の実情に応じた対策を

おります。現在、各自治体には、実施計画の提出

約を締結することは認められておらず、予算を早
また、御質問の本年三月二十五日に使用を閣議

時点で成果目標や地域住民への周知方法の記載を

たと思いますが、購入したファイザー七千五百万
回分については四回目の接種分の購入のためだと

決定しました予備費につきましては、四回目接種

求めるとともに、その事業の実施状況や効果につ

講じられるよう自由度高く活用できることとして

思いますが、その後、すぐに政府からは、四回目

の実施について、この段階でいかなる結論になっ

いて、事業終了後、各自治体において公表するよ

期に確保する必要がございました。

接種は高齢者や基礎疾患がある方に限定する方針

たとしても対応できるよう、また、ファイザー社

う要請しているところです。

回分、モデルナ七千万回分、合計一億四千五百万

が示されました。

やモデルナ社が開発を進めておりますオミクロン

このワクチン購入とワクチン接種方針がちぐは
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ることで、地域の実情に応じたコロナ対応に適切

今後も、各自治体に適切に情報提供、助言をす

定です。

実施される事業についても、今後検証を進める予

ころであり、令和三年度に実施された事業や今後

その使途や効果などの把握、分析を行っていると

在、令和二年度に実施された事業につきまして、

内閣府のホームページで公表しますとともに、現

した方全員に接種券を送付する方法を取りたいと

るいは十八歳以上六十歳未満の三回目接種を完了

る可能性が高い方に接種券を送付する方法や、あ

いただくことが考えられますが、接種対象者とな

は接種を希望される方に接種券の発行を申請して

する接種券の送付方法につきましては、基本的に

まして、まず御質問の基礎疾患を有する方等に対

○政府参考人（佐原康之君） 四回目接種につき

知されたのかを確認したいと思います。

省、そして各自治体、その辺りの、どのように周

配慮しながら進めていただきたいという答弁をい

ということが必要で、そうしたことをしっかりと

ータがきちんと分かりやすく整理したものである

科学的に国民にも理解していただくためには、デ

から、勉強したら手法が違うということが分かり、

いうことを指摘させていただきました。後藤大臣

の公表しているデータが厚労省と感染研で違うと

労働委員会の質疑で、新型コロナ感染症の感染者

○川田龍平君 最後に、この四月二十六日の厚生

ろでございます。

国としても、自治体から提出された実施計画を

に活用されるよう一層努めてまいります。

ただきました。

きたいと思います。

本日は、より科学的な論点で議論させていただ

考えている自治体があることを踏まえまして、そ
ししているところでございます。

の場合の留意点とともに対応方法を自治体にお示

○川田龍平君 よろしくお願いします。
新型コロナウイルスワクチンの四回目接種につ
いて、これ六十歳以上の高齢者と基礎疾患のある

四回目接種は年齢や基礎疾患の有無等によりその

資料一を御覧ください。この図は、厚生労働省

先日も紹介した名古屋大学の小島勢二先生の分

働省は自治体に対し、送付方法などを通知したと

対象者を設定しているため、接種会場における接

アドバイザリーボードに毎回提出されるＨＥＲ―

御指摘の個人情報のお取扱いにつきましては、

報道されています。今回は限定接種となる中での

種を受ける方のプライバシーの保護について一層

ＳＹＳデータに基づく資料、全国の新規陽性者等

方などを対象に今月末から始まることで、厚生労

接種券の郵送ということで、限定情報の把握が難

の留意をするよう自治体に対して依頼をする等行

析を基に説明します。

しい自治体には、三回目接種を終えた十八歳から

及び高齢者のワクチン接種等から算出した我が国

のワクチン効果の推移です。この表では、我が国

っているところでございます。
また、全員に接種券を送付する場合の留意点に

五十九歳までの全員に接種券を郵送することもで
きるようにするということですが、対象ではない

におけるワクチン接種効果の減衰が遅いことが分

資料二を御覧ください。三月二十八日から二回

つきましては、接種券を受け取った方が接種対象
報等により、現時点の接種対象者の範囲や引き続

目接種と三回目接種に区分したデータが提示され、

方が接種を受けられると誤解してしまうおそれが
接種に必要な基礎疾患情報については機微な情

き様々な情報を収集しながら検討していくことを

このことで、二回目接種の効果は諸外国と同じよ

かります。

報でもあり、本人の申告や障害者手帳などを持っ

十分に周知すること等に留意しつつ、慎重に検討

うに減衰していることが明らかになりました。

者の範囲を誤解しないよう、接種券の同封物や広

ているなどの自己申告制での接種の方が現場の混

した上で判断するよう自治体に依頼しているとこ

あるのではないかと思います。

乱は少ないのではないかと思いますが、厚生労働
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後藤大臣、最後に、今の私の質問を聞いて御理

ないによって結果が違ってきます。これでは科学

になったことを示しています。この三分の一のデ

資料七。こちらの方は、六十五歳以上の二〇二

的ではなく、この数字で結果を操作することも可

資料三を御覧ください。これは、厚労省アドバ

公表されたワクチン接種効果について再検討した

二年四月十一から十七までの陽性例のデータです。

能になってきてしまいます。是非この分析を強く

解いただけたでしょうか。今、この不明者のデー

表になります。我が国の高齢者六十五歳以上での

未入力の六千七百二十九名が三回目なのか二回目

求めたいと思いますが、大臣の見解を一言お願い

ータをどう取り扱うかが重要なポイントになりま

ワクチン二回目接種完了、三回目を除くによる発

なのか一回目なのか区分できないために、小島先

します。

イザリーボードに国立感染症研究所の鈴木基先生

症予防効果の推移になります。高齢者では、二回

生が接種割合で配分し、仮定、推測した数字とな

○委員長（山田宏君） 時間ですので、お答えは

タの解析が非常に重要で、この数字を入れる入れ

目接種のみによる発症予防効果は今年になって急

ります。その結果、補正データは、三回目接種者

簡潔に願います。

す。

減しています。

一万三千七百九十八人、二回目接種者三千七百九

が提出された報告書と、首相官邸ホームページに

資料四を御覧ください。鈴木先生のデータ分析

に関する調査の研究の結果についても報告をいた

○国務大臣（後藤茂之君） 新型コロナワクチン

資料九は、二回目接種者での接種歴不明者を補

だいております。引き続き、こうした知見の集積

十一人と推定し、仮補正値として発症予防効果を

正、考慮したものです。高齢者でゼロ％、非高齢

について注視しながらしっかりと分析を進めてい

でも、六十五歳以上の三回目接種で発症予防効果

資料五を御覧ください。鈴木基先生の報告を基

者で二〇％という結果です。この推定では、接種

きたいというふうに考えております。

の効果については、これまで審議会におきまして

に算出した、我が国の非高齢者十二歳から六十五

歴不明者をデータに考慮するかしないかで感染予

ワクチン接種歴が未記入の方について、厚生労

示したものが資料八となります。三回目接種での

歳までのワクチン二回目接種完了、三回目接種は

防効果が変わってしまうことを示しています。こ

働省が未接種に計上し、感染研が接種歴不明に計

は上昇しましたが、減衰も早く表れています。厚

除くによる発症予防効果の推移です。いまだ非高

のデータを推定補正すると感染予防効果は下振れ

上していたと。それを厚生労働省の資料において

主に海外の様々な知見に基づき評価を行っており

齢者では、ワクチン二回目接種のみによる発症予

します。逆に言えば、このデータを入れなければ

も感染研と同様に接種歴不明として取り扱うこと

仮補正値、点線のワクチン予防効果は高齢者で三

防効果の急激な衰減は認められません。ただ、九

上振れするわけです。先ほども示しましたが、ワ

といたしましたけれども、この接種歴不明をどう

労省のデータが減衰しなかったのは、この三回目

〇％から六〇％までに落ち込んでいます。

クチン接種歴不明者が全体の約三分の一を占める

いうふうに扱っていくのかによってデータの読み

まして、厚生労働科学研究における国内のデータ

資料六を御覧ください。ＨＥＲ―ＳＹＳにおけ

ようになり、このデータの取扱いで感染予防効果

方が変わるという御指摘、ちょっと詳しい内容ま

五％、非高齢者で七〇％になります。

るワクチン接種歴での未入力が三回目接種が始ま

が変わるということは非常に問題があるのではな

では私、今、捕捉しておりませんけれども、先生

の接種者を区分せず二回目の接種に含めたためと

った昨年末より増加、結果として、ワクチン接種

いかと思います。

推察されます。

歴不明者がデータ全体の約三分の一を占めるよう
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したことも踏まえて、しっかりと今後とも知見の

が本質について解説をしていただきました。そう
す。

モデル事業の実施の結果報告、これが出ておりま

○政府参考人（谷浩樹君） お答えいたします。

御指摘の紙レセプトの減少等の取組、重要だと

分の病院での診療後に速やかに審査ができたり、

務所までの移動の時間がなくなったり、そして自

セプトでございまして、残りの一・六％、件数ベ

月処理分のレセプトのうち、九八・四％が電子レ

社会保険診療報酬支払基金における令和四年二

考えております。

今日の新聞にも、このＨＥＲ―ＳＹＳデータ、

従来の通所よりも大幅にそれによって審査時間が

ースでは約百五十三万件が紙レセプトとなってお

審査委員の皆様からは、審査について、基金事

ファクス頼みで集約遅れ、本当に福岡市が代行の

確保できたというような結果が出ておるというふ

ります。

集積に注視し、努めていきたいと思います。

ために……
うに伺っております。

○川田龍平君 終わります。

○委員長（山田宏君） 時間過ぎておりますので、
○川田龍平君 福岡市は代行率が僅か六％にとど

いなものは出ているんですけれども、一方で、紙

引き続き同じような在宅勤務についての効果みた

具体的に紙レセプトが発生している理由でござ

じた取組が必要だと考えております。

の理由により発生しておりまして、その理由に応

この紙レセプトでございますけれども、幾つか

まっているということもあります。是非しっかり

レセプト、これが存在することから、この処理に

いますけれども、一つは、医療機関等からの返戻

一方で、基金の職員による審査事務については、

とデータを収集していただきたいと思います。よ

ついて事務所勤務者が行わざるを得ないというこ

再請求や保険者からの再審査申出、これが紙でご

おまとめください。

ろしくお願いします。

とで、一部の事務所勤務者に負担が掛かったりと

○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみ

プトを相当考慮しなければいけないということで、

にするかというそもそもの計画自体がこの紙レセ

かしていたりとか、あとは、在宅勤務日数を何日

医療機関等からの請求、これが約十八万件、それ

求、これが約二十九万件、それから、高齢医師の

セプトコンピューター未使用医療機関等からの請

ざいまして、これが約八十四万件、それから、レ

ありがとうございました。
です。今日もよろしくお願いいたします。

相当これについては改善が必要だというふうに受

から訪問看護事業者からの請求、これが約二十二

務の導入についてお伺いしたいと思います。

まず初めに、支払基金の在宅審査、在宅審査事

け止めております。

酬支払基金では、令和三年十月から、審査委員の

支払報酬、ごめんなさい、訂正します、診療報

進について質問したいというふうに思います。

項にありましたので、関連して電子レセプトの推

議院で成立をしましたけれども、薬機法の開示事

解決をしようと考えていらっしゃるのか、教えて

て問題点整理されているのか、そしてどのように

考えていますので、これについて、厚労省につい

約の取組の中でネックになっているというふうに

が存在することから、この支払基金の審査事務集

電子レセプトへの切替えをしていない医療機関

オンライン資格確認の導入促進でオンライン請求

現在オンライン資格確認進めておりますけれども、

の導入に向けて取り組んでおります。あわせて、

ります。また、訪問看護事業者のオンライン請求

一つは、返戻再請求等のオンライン化を進めてお

このため、それぞれの事由に応じまして、まず

電子処方箋の導入が先週、参議院厚生労働、参

在宅審査並びに基金の職員の在宅審査事務、これ

ください。

万件となっております。

をモデル事業として実験的に行っており、先般、
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への移行も推進しているところでございます。
また、紙レセプトの効率的な処理ということも

よろしくお願いします。
続いて、医薬品の安定供給についてお伺いをし

本日配付をしました資料の一と二ですね、裏表

になっておりますけれども、この公正取引委員会

ことといたしておりますが、紙レセプトに係る請

務体制を全国四十七支部から十四拠点に集約する

しについても検討しており、本年十月から審査事

る主な取組といたしまして、組織の在り方の見直

払基金におきましては、審査支払基金改革におけ

されていたんですけれども、残念ながら本予算化

一元把握するデータベース等の整備について要求

が提出をした国内メーカー等の生産、出荷状況を

した。その中で、令和四年度の概算要求で厚労省

品卸の需給調整とその負担についてお伺いをしま

予算の委嘱の質疑の際に、出荷調整に伴う医薬

というところも相談に乗ろうとは思っているんで

抵触をしないようにどうやったら取引ができるか

個別に相談をいただいたら、必要なことであれば、

んですね。そうしたら、こういう事例もあって、

際に公正取引委員会の方に来ていただいて伺った

触をするのかということが疑問があったので、実

私は、本当に独占禁止法に違反をするのか、抵

の資料を付けさせていただきました。

求支払業務につきましては、本年八月から、全国

にはならなかったということで、必要性があるの

すというふうに公正取引委員会の方、来ていただ

ます。

四十七支部で現在処理しておりますが、六拠点に

ではないかという質疑をさせていただきました。

重要だと考えておりまして、社会保険診療報酬支

集約して業務の効率化も図る予定といたしており

いた担当の方には伺いましたし、この事例として

は、一番上のところに書いてある医療用物資の卸

大臣からは、やらなければいけないという認識、
前向きな答弁はいただいたんですけれども、実際

ます。
○田村まみ君 最後に、支払基金、診療報酬の、

業者を会員とする団体が、医療機関からの医療用

物資の供給の可否に関わる照会に対し全ての供給

に現場からは、早くもうそれを何とかしてもらわ
ないと困るという声が届いております。コロナ禍

診療報酬支払基金の皆さんの業務改善についての
御紹介がありました。業務改善については相当な

なるおそれがあるということがこの下に説明ある

可能会員を紹介することは独占禁止法上の問題に

こうした現状について、医療機関からは、やは

んですけれども、分かりやすく図にしたものが二

での卸の業務負担が増加している中で、一部の後

るのに送られてくるものが紙というところ、そこ

り企業間で直接供給の情報を開示する仕組みが必

ページ目の一番上の状況になっております。一つ

努力をされていらっしゃる中で、やはりその外的

はもう早く外的な要因だというふうな認識をして

要だというような声が上がっているということも

の間を挟むことで、やり方次第ではこういうふう

なるものではないが、供給可能会員の中から一名

変えていかなければいけませんし、前回審議をさ

現場から伺っています。しかしながら、生産や出

に独占禁止法に抵触しないやり方があるという説

発医薬品メーカーのＧＭＰの違反に端を発してド

せていただいたとおり、オンラインの資格確認導

荷、在庫等の情報を企業間で直接開示することは

明を受けました。

な要因ですよね、そのレセコンの未導入というよ

入とも併せて、絡んでいることですので、これ徹

独占禁止法に抵触するというイメージがあるから、

是非、一般論としては、必ずしもメーカー間で

を選定して回答することは独占禁止法上の問題と

底的に進めていただくということは是非お願いし

この需給調整に関し有効な対策は取られていない

出荷情報の共有をすることそのものは独占禁止法

ミノ倒し的な供給問題発生していました。

たいと思います。それが前回の薬機法での改定に

のではないかという私は認識をしております。

うなところについては、やはり現場で改善してい

大きく寄与するというふうに考えていますので、
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るべきだというふうに考えていますが、いかがお

取組や業界団体を通じた枠組みの作成などを進め

必要であれば、法制化によって安定供給に関する

安情報の一元化をしている海外の事例のように、

というふうに思います。私としては、国が供給不

対策をされているのかということをお伺いしたい

はあの予算の委嘱のときの質疑以降でどのような

ります。出荷調整の課題について、厚労省として

うな対応が考えられるか検討してまいりたいと思

おける法令に基づく取組を参考にしつつ、どのよ

指摘も、御提案もございましたけれども、海外に

要があると考えておりまして、先ほど先生から御

の情報提供を求める仕組み等について検討する必

実に供給状況等に関する国への報告や医療現場へ

関する課題等を踏まえつつ、企業に対してより確

応しておりますけれども、こうした現在の取組に

今回はあくまでもそういう状況の中で個別に対

には各製造販売の業者、つまり製薬メーカーが負

きたいというふうに考えます。

いますけれども、是非継続して取り組んでいただ

ことも併せて、今取り組んでいらっしゃるとは思

時だというところの認識に立ってのやり方という

る仕組みの必要性もあるんですけれども、今緊急

○田村まみ君 恒久的にというか、継続的にでき

あるかなとは思っております。

定のきちっとした仕組みが必要ではないかと思っ

考えでしょうか。
っております。

うことになっています。医療用医薬品の安定確保

るような取組を行っております。

○政府参考人（伊原和人君） お答えいたします。

○田村まみ君 通告にちょっとずばり聞いていな

に関する関係者会議、これの取りまとめには、こ

の違反ありきではないというふうに認識をしてお

医薬品の供給不足が生じる場合に、国や医療現

かったんですけれども、この独占禁止法の違反が

れまで安定確保に関する法律上の裏付けはなく、

ていまして、個別対応でやるのはなかなか限界が

場において適切に対応できるよう供給状況を共有

必ずしも起きるという前提で進んでいるのではな

薬品につきまして、その供給状況を把握して医療

企業に対して、供給不足が生じるおそれがある医

薬品の問題に関しまして通知を出しまして、製薬

そうした中で、厚生労働省では、今般の後発医

は、この医薬品の流通をめぐりまして、どういう

○政府参考人（伊原和人君） 公正取引委員会と

だけますか。

いませんが、お答えできるんだったら答えていた

いらっしゃるのかどうなのか、そこを、通告して

く、公正取引委員会とは意見交換等などは始めて

ます。

違反による供給不足など様々なケースが考えられ

ような外的ケースもあれば、先ほど示したＧＭＰ

供給不安については、海外からの原材料の不足の

にとどまっているというふうに書かれております。

して助言や行政指導など、あくまで補助的な関与

国は、各製造販売業者が行う安定確保の取組に対

その上で、医薬品の安定供給の責務は、一義的

する必要があるということは、先生の御指摘のと

現場に直接情報を提供するよう求めております。

ことができるかということはよく御相談をしてお

おりでございます。

あわせまして、欠品が生じた医薬品とその代替
して、製薬企業に対して供給量が十分な製品の出

はないんでしょうが、多分、非常にこの流通、医

ただ、申し上げますと、やはり決して不可能で

な支援を求めるなど必要な対応をするときにも法

薬メーカーが国に対して安定供給に関する財政的

関する規定が法文上に存在していませんので、製

現在の薬機法には製薬企業に対する安定供給に

荷調整の開示を求めるとともに、医療関係者に対

薬品の流通に関してはいろんな複雑な状況があり

的な根拠が必要だと考えます。薬機法上での安定

ります。

しましてこれらの製品の供給状況を取りまとめて

得ますので、やはり制度として仕組む場合には一

品につきまして供給量に関する実態調査を行いま

公表するということをしまして、情報が共有でき
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始まっていますが、今のところ現場から、なかな

っしゃいます出荷調整品目については、例えばも

○政府参考人（伊原和人君） お答えいたします。

供給の義務に関する明言、これ、厚生労働大臣、

その理由として、一向に、先ほど指摘したよう

先生御指摘のように、一部の保険医療機関や保

う返品を禁止するなど踏み込んだ対応が必要だと

による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止の

に、収束のめどが立たない医薬品の需給調整業務

険薬局におきまして、在庫調整を目的とした返品

か流通の改善について変化がないというような部

ために必要な規制を行うことを目的とする法律で

に忙殺されているということ、これは以前も指摘

が行われているという実態があることは認識して

必要ではないでしょうか。

ありますから、製薬企業に医薬品の安定的な量の

させていただきましたが、あわせて、医薬品、医

おります。こうした非効率的な取引を改善する観

いうふうに考えますけれども、厚生労働省の見解、

供給を義務付けるような規定を作るということは

療機器、医薬品卸などの労働組合の方々からアン

点から、昨年十一月の流通改善ガイドラインの改

分もあるんではないかという声が出てきておりま

薬機法にはなじまないかなというふうに認識はい

ケート調査の結果を私は報告として受けています。

訂におきまして、保険医療機関、保険薬局の在庫

○国務大臣（後藤茂之君） 薬機法は、医薬品等

たしております。

ヘルスケア産業プラットフォームに属する現役組

調整を目的とした返品は特に慎むことと、こうい

いかがでしょうか。

ただ一方、今委員から御指摘がありましたよう

合員の中で、ＭＳの業務に携わっている百六十五

うことを盛り込んだところでございます。

す。

に、製薬企業が医薬品を安定供給することは非常

名の方にアンケート調査をしました。医薬品流通

の品質、有効性、安全性の確保や医薬品等の使用

に重要であると考えておりまして、まずは医薬品

の課題、実態を把握することを目的としたアンケ
ート調査と題して現場の方に伺っております。そ

ていくことが大事だと思っておりまして、引き続

この改訂されたガイドライン、これまず徹底し

の供給状況について医療現場において確実に共有
することが可能となるよう、海外の法令に基づく

き業界関係者に対して働きかけを強めていきたい

まして、まずはこの返品の実態を含めた実態把握

の中での項目の中に、購入側にガイドラインの理

改訂版の流通改善ガイドラインでは、流通当事

や分析に取り組んでまいりたいと考えております。

取組も参考にしながら、医療を受ける者全般の利

者間で共通して留意する事項として、返品の取扱

○田村まみ君 実態把握していただけるというこ

と考えておりますし、また、今後、このガイドラ

いについて、保険医療機関、保険薬局の在庫調整

とでしたが、先ほどのアンケートをいただいたと

解や取組が不足しているのではないかというとこ

○田村まみ君 検討してまいりたいという答弁い

を目的とした返品は特に慎むことという内容が追

きに併せて直接伺った声としては、やはり一部の

益を守ると、そういう観点から対応を法的にも検

ただいたので、それに対しては注視していきたい

加をされております。当事者間での取組では不十

薬局や医療機関とは限定はされていましたけれど

インの実効性を高めていくための取組の一環とし

というふうに考えます。

分であったり実効性が乏しかったりするのであれ

も、著しくモラルを欠いた返品が行われていると

ろも指摘として出ております。

何度もこの委員会でも私、流通改善ガイドライ

ば、例えば、少なくとも、現在厚生労働省が医薬

いう実態があるんだと、実際にそれを経験してい

討してまいりたいというふうに思っております。

ンについて議論をさせていただいておりますが、

品の供給状況の調査結果として取りまとめていら

いと思います。

その上で、今度は医薬品の流通に関して伺いた

今年の一月の一日付けで改訂されたものの適用が
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算前の返品など、そういうことも継続していると

請だったり、そしてもうその後に大量発注後の決

給不安の中で、過剰発注によって偏在や急配の要

ナ禍や後発医薬品のＧＭＰ問題による医薬品の供

る人からも声を聞いています。具体的には、コロ

の確保のみに注力しているような取引も存在して

引用されたような、取引条件を考慮せず値引き率

たところでございます。ただ、現状では、先生御

切な価格設定の下、取引を進めるということにし

しかねないとした上で、流通コストを考慮した適

医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼ

○田村まみ君 今が供給不安、供給が安定してい

思っております。

上げませんが、この夏までの間には設置したいと

○政府参考人（伊原和人君） 今、いつとは申し

ループとか。

しょうか、今の設置すると言われたワーキンググ

論することも必要なんだけれども、早くしてほし

いうようなことを伺っております。是非、実態把

昨年十二月に開催しましたこの医療用医薬品の

いというのが現場の声だということは重ねてお伝

ないという緊急事態の中で、落ち着いた環境で議

医薬品等の価格交渉の現場では、一部の医療機

流通改善に関するガイドラインでは、この流通改

えをしておきたいというふうに思います。

いるというふうに聞いております。

関や薬局が、実際の注文から納入に至るまでのリ

善ガイドラインの実効性を高める観点から、価格

握の方、改めてしていただきたいと思います。

ードタイムに関する受注納品条件や急配対応の有

最後の大きな質問になりますけれども、抗原定

オミクロン株による感染が急拡大した第六波の

交渉などの実態を把握し検証することが必要との

○田村まみ君 もうずっと私、これ、続いての質

対応として、政府は当時、一日当たり百万回以上

無などといった取引条件は考慮せずに、値引き率

れることが当然というふうな形での購入側の認識

疑をし続けていまして、実際に一月一日に適用さ

の抗原検査キットの確保に努めていらっしゃいま

性検査キットの活用と経済活動しっかり動かして

がまだまだ変わっていないという声、これが医薬

れたガイドラインの改善はあったんですけれども、

した。厚生労働委員会の質問でも、二月頃の検査

御指摘をいただいております。今後、こうした実

品卸側の声というふうになっています。

やっぱり、そのガイドラインを徹底するというこ

キットの国産、輸入の割合、そして感染が落ち着

の確保のみに注力しているような交渉実態の継続

まずもって、厚生労働省としては、こういった

とも言っていただきましたが、変わっていないと

いてからの確保状況についてお尋ねをさせていた

いくということについて伺いたいというふうに思

納品状況を勘案しない価格交渉の実態について把

いう現実を何とか変えたいということで、多分何

だきました。感染の一旦の落ち着き、これが見ら

態把握や検証を行うためのワーキンググループを

握されているか、それについて何か御見解ござい

度も何度も私のところに、前向きな答弁もらって

れる中で、実際に国内在庫が積み上がったことに

もあるというようなところも実際の声として今伺

ましたら伺いたいと思います。

いるかもしれないけど、もう一回言ってくれ、も

よって輸入品の割合が縮小したという認識の答弁

います。

○政府参考人（伊原和人君） お答えいたします。

う一回確認してくれという声が何度も来ていると

でした。国産については引き続き増産に努めてい

設置したいと考えております。

度々先ほどから議論のありましたこの昨年十一

いうことが、私が重ねて質疑をしている理由でご

っております。特に急配対応については、配達さ

月の流通改善ガイドラインの改訂におきまして、

るとの状況から、相対的に国産の割合も上がって

いる、その答弁もいただきました。その際も指摘

ざいます。
いつからされるかということを明言できるんで

安定供給に必要なコストを考慮しない値引き交渉
を行うことは、一次売差マイナスの一因となり、
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まずは、直近での国産の製品の確保状況、実数

する必要があります。

して国産の抗原の検査キット、これの供給を拡大

で使われているこの観点でいきますと、絶対量と

味がありません。安全保障といういろんなところ

したとおり、相対として国産の割合が増えても意

ち国産は約二百五十万回分となっております。

て、生産輸入量は約トータルで一千百万回分、う

ては、在庫量が十分に確保されたこともありまし

二千万回分となっておりました。四月につきまし

キットの生産輸入量は約二億回分、うち国産は約

要請の結果、二月、三月合わせまして合計で検査

でございますけれども、買取り保証に基づく増産

います。

厳しい状況だということが声として上がってきて

ことが本当にこの濃厚接触者になるということで

種の方から、現場でのその人材のやりくりという

関係者、介護従事者の皆様以外の本当に様々な業

かなわない。現場での人手不足というのが、医療

ろから、現状の国内での薬機承認品の確保、こち

試験用と薬機承認品で精度にばらつきがあるとこ

て、抗原定性検査キットの積極的活用に当たって、

の確保状況は、五月九日時点におきまして約一億

四月は約一千万回分が出荷されております。直近

ということ、まず在庫の前に流通ですけれども、

現在の在庫状況でございますが、まず流通状況

十分だと考えております。まずは抗原定性検査、

活動の本格的な再開に当たっては、準備として不

というふうに理解をしておりますけれども、経済

込んだ期間短縮ができるような対策を講じている

機期間の短縮や、一部の職域においてはより踏み

政府においても、抗原検査の活用による自宅待

の進捗についてお尋ねをさせていただき、あわせ

らですね、薬機承認品の確保と流通状況、これが

八千万回分の在庫量を確保しております。

り保証をして増産を要請するなど、最大限の取組

状況が生じたので、国産、輸入を問わず国が買取

て、抗原定性検査キットが一時的に入手しにくい

の感染の急拡大の中で検査需要が急激に伸びまし

本年一月以降、新型コロナの特にオミクロン株

と考えております。

つ、安定的な供給の確保に取り組んでまいりたい

つ、関係省庁と連携して国内生産体制を増強しつ

引き続き、この検査キットの需給状況を注視しつ

かに確保する観点からも重要と考えておりまして、

海外の情勢の影響を受けず一定量の確保を、速や

原則七日間待機で八日目に解除としておりますけ

○政府参考人（佐原康之君） お答えいたします。

がでしょうか。

策を今後講じるべきだと考えますけれども、いか

費用について、国として実質無償となるような施

めの検査キットの確保、また、検査実施に当たる

これの積極的な活用に向けて、費用面の課題とし

をして需給の安定を図ってまいりました。その際、

○田村まみ君 数字と感染状況を勘案したときに、

れども、二日にわたる抗原定性検査キットによる

こうした国産の検査キットの生産体制を増強し

どのようになっているかということも伺いたいと
思います。

厚生労働省では、この品質、性能を確保する観点

今のところは過不足なくというところの確認がで

検査を組み合わせることで、五日目に待機期間を

て、自治体による購入や企業による事業継続のた

から、薬事承認された検査キットを対象に取組を

きたという認識でいます。なぜこれを改めて聞い

解除する取扱いを可能としております。

ていくことは、需要が急増した際に輸出制限など

進めておりまして、今から申し上げます生産、流

たかというと、働く人たちの現場からは、やはり

この検査の費用につきましては、事業者等が負

○政府参考人（伊原和人君） お答えいたします。

通、確保の状況につきましても、薬事承認された

御家族がコロナに感染されて家庭内での濃厚接触

担することも可能であり、この際、都道府県の判

まず、濃厚接触者の待機期間につきましては、

ものについての把握を行っております。

者になって、あわせて、自宅待機によって出勤が

まず、今の、この冬から今までについての状況

- 28 -

厚生労働
令和４年５月１７日

て、各地域の状況に応じて適切に対応されている

により公費負担で実施することが可能でありまし

実施計画に基づく検査の一環として実施すること

育所、小学校等の従事者につきましては、集中的

を行うことや、また、医療機関、高齢者施設、保

染症対応地方創生臨時交付金を活用して費用助成

断によりまして、内閣府の新型コロナウイルス感

高い一致率が確認できたということが三ページ目

とＰＣＲ検査、これの陰性の一致率についてより

と比べて、本研究による解析では、抗原定性検査

ておりますけれども、これ取りまとめられたもの

染症病原体検査の指針ということで、版は変わっ

昨年十月に取りまとめた新型コロナウイルスの感

調査報告によりますと、厚労省や感染研などが

り、解釈に留意が必要な点もあるとは思いますけ

ありました東京都医師会による調査は速報値であ

○国務大臣（後藤茂之君） 今委員から御指摘が

大臣、いかがお考えでしょうか。

見直していく必要があると考えますが、厚生労働

策の在り方、是非抜本的に見直していく、早急に

この認識で、濃厚接触者の在り方や様々な感染対

前提として、今後、経済を積極的に回していく、

れども、抗原定性検査はＰＣＲ検査と同様に有用

に記載されております。
従来考えられていた抗原定性検査の精度よりも

な検査であることを示唆していると承知をいたし

ものと考えております。

偽陰性は少ない、つまり信頼性が高いというよう

引き続き、こうした検査が円滑に行われるよう
取り組んでまいりたいと考えております。

ております。

以上の在庫を確保するなど安定的な流通に十分な

な結果を公表されています。この結果に基づいて、

例えば、季節性のインフルエンザの検査のよう

量を確保するとともに、都道府県に対しては、社

○田村まみ君 今聞いたとおり、やっぱり条件が

て付いているということが、私は、本当にこれか

に、医療機関での診療だけに限らず、市中におけ

会経済活動の観点から実施する検査について抗原

厚生労働省としては、経済活動の維持など社会

ら経済を動かしていくということで、今の新型コ

る自己検査でも活用することができますので、経

定性検査キットを基本とすることを三月に示して

都の医師会では、抗原定性検査とＰＣＲ検査の相

ロナウイルスの変異と両方を勘案した上で抜本的

済活動を本格的に再開するに当たっては積極的に

いるところであります。引き続き、抗原定性検査

あるということが現場での認識だというふうに思

な見直しが要るんじゃないかということで、今日

活用すべきだというふうに考えております。そし

キットの活用を促してまいりたいと思っておりま

経済活動の観点から、抗原定性検査キットを積極

質疑として取り上げさせていただきました。

て、マスクもどうするかというような議論もあり

す。

関の解析において臨床的にも十分に高い一致率が

資料、最後、三番目と四番目に付けております

ますけれども、そのときにやっぱり一番有効なの

また、濃厚接触者の待機期間については、感染

いますし、その地方創生臨時交付金でのそれぞれ

けれども、東京都の医師会は五月の十日の定例記

は、私は、身近で検査ができるということが一番、

拡大を防止しながらできるだけ社会経済活動を維

的に活用すべきと考えております。一・八億回分

者会見で、当医師会の調査として、後ろ向き調査

私はこのマスクを外すこととセットで議論されな

持する観点から、科学的知見や専門家の意見を踏

得られるというふうな結論も付けられております。

による、この三ページ目の抗原定性検査とＰＣＲ

ければいけない対策ではないかというふうに考え

の地域での判断ということがやっぱり前置きとし

検査のこの相関解析、これについて報告がされて

まえ、二日にわたる検査を組み合わせることで待

機期間を短縮することも含め、随時取扱いを見直

ております。
是非、この抗原定性検査キットの積極的活用を

います。これがこの両検査の一致率に関しての内
容になっております。
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○田村まみ君 感染拡大を防ぐという意味で、慎

うに考えております。

まえながら必要な改善を図っていきたいというふ

ししてまいりました。引き続き、科学的知見を踏

ありがとうございました。

ども、終わりたいと思います。

討と発信を最後にお願いして、少し早いですけれ

ていますので、是非そういう意味での抜本的な検

うメッセージがそろそろ必要だというふうに考え

その安定供給以外に、未妥結減算、定期的な市場

卸会社という役割がございます。医薬品卸会社は、

薬品の流通、これを担っていただいている医薬品

それで、改めてでございますけれども、この医

も非常に多く、聞かせていただきました。

重に抑制的に様々な施策を進めているという印象

価格の調査報告に協力をしてくださっています。

このことについて、元厚生労働大臣官房審議官

○委員長（山田宏君） 午後一時三十分に再開す
ることとし、休憩いたします。

があります。
やはり、様々な業種の方たちからいただいてい

であった方は、平成二十七年の対談記事の中で、

国民皆保険制度を支えている大きな柱の一つが医

午後零時十五分休憩
─────・─────

て、やっぱりそれぞれの企業、会社のイメージ、
ブランドイメージ等もある。特に、いわゆるエッ

支えていると同時に制度も支えていただいている

薬品卸会社と言っても過言ではない、医療機関を

○委員長（山田宏君） ただいまから厚生労働委

ことに我々はもっと感謝をしなければならないと

午後一時三十分開会

らっしゃる方なんかは、やはりそこで感染者とか

員会を再開いたします。

センシャルワーカーとか公共交通機関を支えてい
クラスターが出るということに対して相当やっぱ

述べられておられます。

ロナ禍にあっても続けてくださっている医薬品卸

委員の異動について御報告いたします。
して進藤金日子君が選任されました。

会社の皆様から、流通の御苦労のお話を私も現場

り慎重になっていらっしゃいます。なので、政府
ていると言っているんだけれども、この状況が続

─────────────

こうした日本特有のネットワーク網と役割をコ

く限り、やはりそれと同等程度でやっても、もし

○委員長（山田宏君） 休憩前に引き続き、社会

本日、中田宏君が委員を辞任され、その補欠と

クラスターが出たときにはというところでの重ね

保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質

としてこのように科学的知見を持って緩和を続け

ての慎重さ、なかなかそこが取り払われないとい

疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。

メーカーの不祥事による供給不足により物が入荷

でのワクチンや医薬品の流通の確保、後発医薬品

具体的には、薬価の毎年改定、そしてコロナ禍

から今伺っているところでございます。

うのが今の現場の実態なんですね。
なので、もう少しここが変わったんだというと

してこないため大変困っている。しかしながら、

医薬品の安定供給は国民の安心、安全の確保のた

○本田顕子君 自由民主党、本田顕子です。
私から、今日はまず医薬品の流通改善について

ころを大きく発表していただいて、やはりその社
会経済活動を維持するだけではなくて、私はやっ

午前中、田村委員からも大変な、いろんな指摘

批判の声をまともに受けてしまい、入社して間も

がないため、真面目な青年ほどその得意先からの

めにも必要なため毎日懸命に対応しているが、物

て、やっぱり働く人たちの雇用を守るということ

もございましたし、購入側の責任という、そのこ

ない若い方が辞めてしまう事態も起きているとの

質問をさせていただきます。

だったりとか貧困や経済的な不安を抱えるという

とも私自身も本当にそのとおりだなと思うところ

ぱり動かしていくということも、厚生労働省とし

ところを解消していくための、経済を動かすとい
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ったお話を伺います。

いるため、高度な物流が求められてきているとい

に高価で管理が難しい薬の納品にも対応が増えて

ことです。他方、生物学的製剤というような非常

ございます。

品の是正などを進めることを盛り込んだところで

頻繁な価格交渉の改善、在庫調整を目的とした返

でございます。具体的には、単品単価交渉の推進、

係者が遵守すべきガイドラインを改訂したところ

ないかと感じることも多いと現場の方から伺いま

品卸という職能が正当に評価されていないのでは

医療機関、薬局をつなぐ大切な懸け橋である医薬

がなければ対人業務も発生しません。製薬企業と

言葉を紹介させていただきましたが、薬剤師は薬

薬品の流通改善に向けたガイドラインの、繰り返

していくとのことでございますが、この医療用医

インを適用し、国が主導し流通改善の取組を加速

ていくために、平成三十年四月一日からガイドラ

も御答弁でありましたけれども、流通改善を進め

設置することとしております。その設置の時期に

て、これを踏まえて、今後ワーキンググループを

必要との御指摘をいただいたところでございまし

ら、価格交渉などの実態を把握し検証することが

ましては、ガイドラインの実効性を高める観点か

また、昨年十二月に開催しました懇談会におき

られるのだと思います。

ることなく続けているのになぜという気持ちがあ

ったこと、これだけ安定供給の使命を毎日途切れ

コロナのワクチン接種の優先対象から外れてしま

幅が大きくないものまで改定になったこと、また、

例えば、二〇二一年の中間年改定において乖離

こうした課題もあることから、先ほど午前中に

しのところもあるかもしれませんが、取組状況に

つきまして、夏と先ほど御答弁させていただきま

す。

ついて教えてください。

いて質問をさせていただきます。

次は、疑義照会と残薬調整による財政影響につ

次の質問に入ります。

値も適正に評価をしていただくことをお願いし、

通を担っている医薬品卸会社のお一人お一人の価

国が主導で流通改善を進めていくとき、その流

したが、できるだけ夏の早い時期になるように努
このワーキンググループでの議論を踏まえまし

○政府参考人（伊原和人君） お答え申し上げま
医療用医薬品の流通におきましては、医薬品卸

て、医薬品の流通改善がより実効的なものとなる

力したいと考えております。

売業者が医療機関や薬局と医薬品の取引を行う際

よう、引き続き必要な取組について検討してまい

す。

に複数の品目をまとめてそれらの総額ベースで交

りたいと考えております。

り上げてありましたけれども、私自身もこの点に

渉するいわゆる総価取引、また製薬企業から医薬

私も、午前の答弁で夏までということでありま

ついて改めて整理をさせていただきたいと思うの

さきの薬機法改正の審議でこの点についても取

から医療機関、薬局に販売する価格を上回るいわ

したけれども、できるだけ早くお願いしたいとい

で、取り上げさせていただきます。

○本田顕子君 ありがとうございます。

ゆる一次売差マイナスといった様々な特殊な商慣

うふうに思っておりましたので、是非とも前向き

品卸売業者に販売する価格の方が医薬品卸売業者

行が長年存在しております。

そして、前回私は、前回というか、四月の二十

薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、

第二十四条に明記をされています。具体的には、

まず、疑義照会でありますけれども、薬剤師法

係者をメンバーとする医療用医薬品の流通改善に

一日に質問をさせていただいた際、病院薬剤師会

その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師

に、一日でも進むようにお願いをいたします。

関する懇談会において議論を重ねまして、昨年十

元会長の医薬品あるところ常に薬剤師ありという

こうした商慣行の改善のため、医薬品の流通関

一月に、医療用医薬品の流通改善に向けて流通関
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恐縮ですが、日本薬剤師会に改めて確認してまい

ことでありまして、私は、ちょっと身内の情報で

を行った割合は薬局で受け付けた二・八％という

質問が出ておりました。政府側からは、疑義照会

れた処方箋はどれくらいあるのかと、そういった

効果があるのかという流れの中で、法案提出部局

の一つに重複投薬等があるし、それでどういった

ございますが、電子処方箋を導入することの効果

ざいましたせんだっての私から申し上げた答弁で

○政府参考人（鎌田光明君） まず、御指摘のご

価をしているか、お聞かせください。

労省としてはどのように把握され、どのように評

疑義照会や残薬調整による財政影響について、厚

ここで、改めてでありますけれども、こうした

でございます。

が必要じゃないかというふうに考えているところ

全国的な推計に用いるというには多少慎重な検討

域の偏りなどもございまして、この結果を単純に

ルサイズの問題ですとか患者の偏り、あるいは地

他方、これらのデータにつきましては、サンプ

うした情報は把握しているところでございます。

があったということが報告されておりまして、こ

まして、処方箋一枚当たり約一千百円の削減効果

して、これは約千四百人の患者の残薬調整により

度に福岡市薬剤師会が実施された調査もございま

りました。

たる、当局たる私ども自ら実施した調査というこ

また、繰り返しでございますけれども、薬剤師

ただいてまいりました。

そうしましたら、平成二十六年の処方箋の枚数

との御指摘でございましたので、そういう点では、

による疑義照会というものは、一義的にはより安

に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後で

が約八億枚で換算しますと、処方箋の枚数として

申し訳ございませんが、実施していないというふ

全で有効な薬物療法の提供を目的としたものでご

なければ、これによって調剤をしてはならないと

は約二千万枚になります。これが、例えば残薬に

うに御説明申し上げました。

前回、疑義照会した処方箋の割合、疑義照会さ

いうふうに明記をされています。

伴う日数や投与回数の調整、相互作用によるもの

ざいまして、例えば、さっきの薬剤師会の調査で

も増えた件数もあるということでございますので、

一方、今先生から御紹介がございましたように、
日本薬剤師会、あるいは大学、あるいは地方の薬

や同じお薬が出ているといった、こうしたことで
お薬の変更や中止があります。それが一件当たり

投与が、処方が解消されること、あるいは残薬を

これはどういった効果があるかという考えにつき
御指摘のございました日本薬剤師会による疑義

勘案した調剤日数の調整により直接的なものとし

剤師会による調査、試算があるのは存じ上げてご

照会の効果ということですが、これは平成二十七

ての効果はあるんでしょうけれども、更に加えま

の処方箋で見ますと六百四十三円。ですから、こ

また、薬剤師会の調査の中で、残薬についても

年度に日本薬剤師会が公表したものでございまし

して、こうしたやり取りを通じまして、より安全

ましては、当然ながら、重複投薬ですとか多剤の

薬局は非常に貢献をしております。これは、県や

て、大体約六千件の薬学的な疑義照会の分析の結

で有効な薬物療法を患者に提供されるということ

ざいます。

市の薬剤師会で調査をしておりますが、処方され

果、疑義照会一件当たり、御紹介があったように

が大事ではないかと。それによりまして、患者さ

れを処方箋八億枚で試算すると、計約百三億円の、

た薬剤費の約二〇％の削減があると。これ一薬局

六百四十円の削減効果があったというものでござ

財政にそれだけの効果はあると。

当たりの残薬額を、これを全国の薬局数で換算を

んの早期回復あるいは副作用の回避といったこと

も考えられるところでございます。

いました。
他方、残薬調整につきましては、平成二十五年

すると、年間百九十三から三百四十八億円の削減
効果があるという、そういった試算をちょっとい
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その副作用回避についても、薬剤師会の情報に
明をしましたが、これは次に述べさせていただく

少し長く、今、薬剤師、薬局の役割について説

放射線治療施設やヘリポートを要求する例も出て

会が提出後にもいろんな要望が増えておりまして、

置を要求する事例があります。また、この薬剤師

がない診療室、病院職員用の会議室、こうした設

よりますと、薬局薬剤師によるこれも節減効果と

敷地内薬局にもつながることなので、ちょっと発

おります。

まして、次の質問に入らせていただきます。

して百三十三億円という試算も出ていると聞いて
言をさせていただきます。

○本田顕子君 ありがとうございます。

まいりました。こうした疑義照会は医療費削減に

たこの薬機法の審議の中で、岸田総理も、今おっ

そのことで、十二日の岸田総理もお入りいただい

を安全に使用するために薬剤師、薬局があると。

うに、一番の目的は薬の適正使用であります。薬

しかしながら、今、鎌田局長がおっしゃったよ

く済むという効率点の観点から敷地内薬局には低

際、当時の田村厚生労働大臣から、備蓄品が少な

薬局について質問をさせていただきました。その

和二年十一月、私は厚生労働委員会でこの敷地内

ればならないという観点からあるわけですが、令

めるため、薬局は経済的にも機能的に独立しなけ

こで、副題では、門前からかかりつけ、そして地

者のための薬局ビジョンを作成されています。こ

ちょっと、平成二十七年十月に、厚労省では患

会員通知も出し、現場で協力をされています。

善を求め、逸脱状況を排除できるようにといった

独立から逸脱している場合には速やかに状況の改

日本薬剤師会では都道府県薬剤師会に、経済的な

こうしたもう歯止めが掛からない状況に際して、

しゃっていただいた重複投与や多剤投与の解消と、

い点数にしている、地域包括ケアシステムの中で

域へと付いております。こうしたこの趣旨から見

これは医薬分業についてですね。医薬分業を進

適切な薬物療法が行えるということも答弁されて

かかりつけ薬局の本来の役割を進めてもらいたい

も大変貢献をしております。

おりました。

ますと逆行している現在の状況について、厚労省
しかしながら、その後もこの敷地内薬局という

○副大臣（古賀篤君） 本田議員から御質問をい

という旨の答弁を受けております。

わっていくと、これまでの薬局に行く流れが変わ

のは進んでおりまして、有効な対策が講じられぬ

ただきました。

そこで、薬機法の改正によって電子処方箋に替
っていくのではないかと思います。というか、そ

まま事態は黙認され、もう民間病院までその影響

はどのように考えておられますでしょうか。

うなると思います。電子的な処方箋が支払基金の

が広がっております。

るわけですから、疑義照会の過度の負担にならな

いたものが、サーバーの方に飛んで番号が渡され

までは受付で最後に帰るときに処方箋をもらって

わけ問題だと思われる事例を参考資料として添付

療機関による敷地内薬局の公募要項のうち、とり

要望書を提出しております。提出時には、保険医

日本薬剤師会では、昨年五月、厚生労働大臣に

ところでございます。

方には改めて敬意を表させていただきたいと思う

大変重要な役割を担っていただいている薬剤師の

ついて、疑義照会を始め御指摘いただきました。

まず、卸売事業者あるいは薬剤師の方の役割に

サーバーに保管されるようになるわけですが、今

いかということを薬局側でも今心配をしておりま

されております。

ですから、電子化の環境整備、また国民の皆様

ニティー施設と称して、本来の薬局業務には必要

私もその内容を読ませていただきました。アメ

だくことが大変大事だということであります。つ

もそも患者の方に適切な薬物療養を提供していた

そして、薬局の役割についてでありますが、そ

す。
の納得がいくような運用になることをお願いをし
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のではなくて、地域において患者の生活を支えて

まり、立地の利便性のみで患者の方が選択される
いの大事なチェックを果たすことが目的でありま

ないかと思います。業務上の分担ではなく、お互

り効率的にするための人類の英知と言えるのでは

○政府参考人（佐原康之君） お答えいたします。

ン接種の割合について教えてください。

まずは、年齢別の感染状況及び年齢別のワクチ

いただき、在宅医療を始めとした薬剤師の方のサ
す。

報酬について引下げを行ったところでございます。

踏まえまして、例えば、特別調剤基本料など調剤

年度診療報酬改定におきまして、経営の効率等を

したいわゆる敷地内薬局につきましては、令和四

その上で、今、本田議員から御指摘いただきま

剤師に薬を調剤する権利書の交付の絵、これはレ

の起源とされています。フリードリッヒ二世が薬

律の制定を行いました。これが医薬分業と薬剤師

師の人的、物理的分離の条項を定めた五か条の法

から、医師が薬室を持つことを禁じ、医師と薬剤

ードリッヒ二世は、王家の毒殺の繰り返しの歴史

今から約七百八十年前、プロイセンの王様フリ

六％を占めております。

二％で、二十歳代以下の感染者が全体の五一・

〇％、十歳代は一八・五％、二十歳代は一九・

十二万七百四十八人のうち、十歳未満は一四・

日から十日までの直近の一週間の新規陽性者数二

集し取りまとめた上で公表しております。五月四

ついて、都道府県ホームページでの公表情報を収

厚生労働省では、新型コロナの新規陽性者数に

ービスを提供するということが薬局に求められる

そして、今後のこととしましては、薬局薬剤師

プリカが沖縄県薬剤師会にもしっかりと掲げられ

役割だと認識しているところであります。

の業務や薬局の機能の在り方について検討を行っ

ております。

ましては、昨日、十六日公表時点で、全人口に対

また、新型コロナワクチンの三回目接種につき

ております厚生労働省のワーキンググループにお

四月の改定で今おっしゃった見直しも行われてお

歳までの方に対する三回目接種は三月下旬に開始

歳代では三六・七％、それから、十二歳から十七

する接種率が五六・〇％となっている一方、二十

後行っていきたいと考えているところであります。

りますが、改正法の趣旨が実効性のあるものとす

したものであることに留意が必要でありますけれ

この原点に立ち返り、敷地内薬局の是正に向け、

先ほど各種要望のことも御指摘いただきました

るために明確な基準を設けていただくことを要望

きまして、敷地内薬局に関する課題の整理等も今

が、引き続き関係者の皆様方の御意見を伺いなが

ども、十二歳から十九歳まででは一八・七％とな

っております。

とし、次の質問に入らせていただきます。
次は、新型コロナウイルスワクチンの接種につ

ら、薬剤師及び薬局が医師などの他職種と連携い
ただきながら、地域包括ケアシステムの一員とし

ざいます。

○本田顕子君 古賀副大臣、どうもありがとうご

てまいりたいと考えているところでございます。

ながら、毎日の感染情報が、私の居住区、熊本県

ていただいていることを存じております。しかし

さの中で、接種に向けての対策を厚労省でも進め

一回目、二回目までの方法とはまた違った難し

で会議をなさったときに、そうした接種について

国知事会の平井会長と松野官房長官もオンライン

ますが、これは主観的なものではなく、先週、全

種も進めていくことが必要だなというふうに感じ

そうしたデータを見ますと、やはり若い方の接

○本田顕子君 ありがとうございます。

医薬分業の本旨は、処方箋を交付する医療機関

の情報を見ておりますと、若い方の感染報告が最

の意見もあったということであります。

いて質問をさせていただきます。

から本当に独立した薬局において薬剤師により調

近増えているということを感じております。

て役割を発揮いただけるように必要な取組を進め

剤を行うことが、患者の薬物療法をより安全でよ
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いう状態なら大丈夫ですよとか、しばらく三日間

ない、常に声を掛けて、何かあったら私たちに言

いずれにしろ、ワクチン接種につきましては、

ぐらい続いてもというのを、十分そこで想定され

あり、各自治体が円滑に接種を開始できるよう、

国民の皆様が自らの判断で受けていただくことが

る副反応について説明をして帰っていただくと、

それを踏まえまして、若い方のワクチン接種推

○政府参考人（佐原康之君） お答えいたします。

重要でありまして、必要な情報をしっかりと発信

若い方の副反応に対するネガティブな印象はかな

ってくださいという、そのきめ細やかな反応を聞

新型コロナに感染した場合、若い世代の方でも

しながら、接種の必要性等について理解していた

り変わるということでありました。

きめ細かく情報共有しながら準備を進めていきた

重症化するケースがあり、いわゆる後遺症の心配

だけるよう、引き続き丁寧に分かりやすく周知を

進策及び四回目接種、これについてどのようなお

もあることから、高齢者はもとより、若い世代の

図ってまいりたいと考えております。

ているというのに加えて、さらに、そうした接種

いて、また、何かがあったとき、熱が出てもこう

方についても新型コロナワクチンの三回目接種は

○本田顕子君 そうした自らの意思で接種を決め

の現場にいる方たちの声掛けの大切さということ

いと考えております。

重要であります。

るわけでありますけれども、リスクとベネフィッ

を、是非またその辺も踏まえていただければなと

考えか、その辺についてもお聞かせいただけます

政府としては、これまでも、高校生、大学生な

ト、この点について広報していただいていること

いうふうに思います。

でしょうか。

ど向けのリーフレットを作成したり、接種を促す

は十分承知をしております。

ですから、ペーパーに載せる、自動的に発信し

ＣＭ等の情報発信をしたりするなど、若い方への

会からの要望として、市民が安心して接種の判断

まずは、二つちょっと盛り込んでおりまして、

次は、セルフケアとセルフメディケーションの

の意義等についての広報の強化等に取り組んでま

ができるような十分な周知、広報をお願いしたい

セルフケアとセルフメディケーションの違いにつ

ただ、五月、今年の五月ですけど、熊本県市長

いりました。

という要望書をいただいております。こうした要

いて伺わせていただきたいと思います。

接種促進に重点を置いたワクチンの有効性や接種

今般、さらに若い世代への方々に接種を受けて

望書というのは恐らくほかの市区町村からも来て

推進について質問をさせていただきます。

いただくため、自治体と大学、企業が連携し、予

いると思います。

また、四回目接種につきましては、五月末から

であります。

とともに、取組を進めるよう依頼しているところ

団体接種の先進的な取組例について情報提供する

おります。厚生労働省としても、自治体に対して

する学生や従業員への団体接種の取組を促進して

とでした。その場所でそのままほったらかしにし

の反応も、受け止めも全然変わってくるというこ

掛けをするかどうかでワクチンの副反応に対して

かせていただいたときに、やっぱりその場所で声

の例としまして、私は大規模接種会場を見学を行

ってもこうした要望書が上がってくる。その一つ

どれだけ発信をしても、広報に載せているとい

そこで、昨年四月に、セルフケア・セルフメデ

の啓発も大切ではないかと私は感じております。

かかりつけ薬局を持つこと、そのための環境整備

そうした上手な医療のかかり方や、かかりつけ医、

考えられた方も多かったのではないかと思います。

待機や自宅療養された方が医療アクセスについて

りたくても医療にかかれない、不安を抱えて自宅

その上で、コロナ感染症が蔓延したとき、かか

約に空きのある自治体の大規模接種会場等を活用

開始できるよう必要な手続を進めているところで
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の下、自らが予防、健康づくりに取り組むことと

セルフケアは、健康に関する関心と正しい理解

○政府参考人（伊原和人君） お答えいたします。

教えていただけますでしょうか。

ことも含めまして、セルフケア、セルフメディケ

ブの在り方、スイッチＯＴＣ化の推進、こうした

くりに向けた行動変容を促すためのインセンティ

及、それから、国民、医療関係者の予防、健康づ

御紹介のございました上手な医療のかかり方の普

また、こうした税制のほかに、先ほど先生から

場合、こうしたオプトアウトという手法を使える

たり患者へのインフォームド・コンセントを得る

この患者情報を用いた臨床研究を実施するに当

扱いについて質問をさせていただきます。

の医療機関等での臨床研究における個人情報の取

ましたので、一つ、六番を飛ばして問い七の一般

では、もう、ちょっと時間がなくなってまいり

に思います。

考えております。そのうちセルフメディケーショ

ーションの推進に向けた工程表を策定することと

ところが大学病院や学術研究機関となって、実施

めております。

ンにつきましては、このセルフケアの取組の一つ

しております。現在、関係団体からの御意見や御

できないといったような現場の声を複数薬剤師か

ィケーション推進室が厚労省の中に設置されたと

として、自分自身で健康に責任を持ち、軽度な身

要望も踏まえまして、省内で関係部局と調整を進

伺います。活動の状況と今後の業務展開について

体の不調は自分で手当てすることというふうに認

らいただいております。この点につきまして、個

引き続き、こうした取組を通じまして、セルフ

すでしょうか。

めているところでございます。

る医療資源の有効活用を図りつつ、予防、健康づ

ケア、セルフメディケーションの推進に取組を進

○政府参考人（三原祥二君） お答え申し上げま

識しております。いずれのアプローチも、限りあ
くりを進めるための重要な取組だと考えておりま

めてまいりたいと考えております。

人情報の取扱いについて御説明をしていただけま

す。

るとともに、スイッチＯＴＣ医薬品以外の一般用

措置の期限、これを令和八年まで五か年間延長す

ション税制につきまして、今年の一月から、税制

した方が税制優遇を受けられるセルフメディケー

この推進室では、スイッチＯＴＣ医薬品を購入

ション推進室を設けたところでございます。

組織としまして、セルフケア・セルフメディケー

一体的かつ継続的に推進する司令塔機能を果たす

りませんで、ずっと横ばいというか、もう少しそ

ＯＴＣの販売金額、コロナ前では余り変わってお

を、進むようにと。私がちょっと見ましたところ、

ができていることでありますので、是非とも推進

だおられると思いますので、こうした司令塔機能

判断していいというふうに思っている方もまだま

は、セルフと付いているので何でも勝手に自分で

るということがよく分かるわけですが、一般的に

今の御説明を聞きますと、やはり専門家が関わ

て、本人の同意を得ることが困難であるときは、

衆衛生の向上のために特に必要がある場合であっ

本人の同意を得ることが必要でございますが、公

個人データを第三者提供する場合には原則として

成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ったり

個人情報保護法におきましては、利用目的の達

してございます。

適用関係につきましての御指摘があることは承知

る観察研究のために用いる際の個人情報保護法の

民間病院等が過去に取得した臨床症例をいわゆ

す。

医薬品であっても、医療費適正化効果が見込まれ

れが必要なふうに伸びていく、セルフメディケー

本人の同意なくこれらを行うことができる規定が

○本田顕子君 ありがとうございます。

るものについて対象に追加するといった見直しを

ション税制の活用も進んでいくようにというふう

厚生労働省では、昨年四月に、こうした取組を

行いました。さらに、この制度の周知、普及に努
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民間病院等における観察研究は、より優れた医
○大臣政務官（島村大君） 御質問ありがとうご

だきたいと思います。御答弁をお願いいたします。

こちらも厚生労働省として調査研究を進めていた

ヘリは自分のところのドクターヘリだということ

ながら、やはり県民が、自分のところのドクター

いわゆる好事例のところも多々ありますが、残念

ございます。
療サービスの提供等を通じて公衆衛生の向上に特

ころもあるとも聞いております。ですから、そこ

で、なかなか広域連携に関して少し後ろ向きなと

まずは、佐藤副大臣が出張のため、私が代わり

をしっかりと、好事例があるところを共有しなが

ざいます。

います。こうした観察研究につきまして、当委員

に答弁させていただくことをお許しいただきたい

に資するものであると認識しているところでござ
会といたしましては、個人情報保護法における公

ら効果的な取組を促進してまいりたいと思ってお

また、二番目の夜間飛行に関しましては、御案

ります。

と思います。
しましては、広域連携と夜間飛行についての御質

今委員から御質問ありましたドクターヘリに関

衆衛生に係る規定の適用関係を整理し、Ｑアンド
Ａ等において分かりやすくお示しする予定として
ございます。

かどうか、それから必要な運航スタッフを確保で

内のとおり、夜間飛行で安全確保が十分にできる

全国四十七都道府県で、京都府がある意味では

きるかどうかなどの課題があると聞いております。

問をいただきました。
この周りの地域、周りの県がカバーしていただい

現在は、この夜間が必要な場合には、消防ヘリ、

関係者の御意見を伺いつつ、速やかに対応して
○本田顕子君 終わります。ありがとうございま

ているために、今、四十六都道府県でドクターヘ

の導入をされました。今お話ししましたように、

うに、今年の四月に香川県が最後のドクターヘリ

されておりまして、今委員が御説明ありましたよ

もし運航する場合には補助制度の整備もしており

間飛行に関して、昼間の飛行にかさ上げして、夜

省としましては、このドクターヘリに関しての夜

ただいていると承知をしております。ただ、厚労

まいりたいというふうに考えております。
した。

リが運航されております。五十六機がこれで活用

そのうちの四十四府県、これが県境を越えた運航

ますが、なかなかこれが進んでいないのも現状で

また海保や自衛隊が、今、緊急時には対応してい

○竹谷とし子君 公明党の竹谷とし子でございま

公明党がマニフェストに掲げ、特別措置法制定

に関わって協定を締結するなど、広域連携が行わ

ございます。

す。

をリードしたドクターヘリ、先月十八日に香川県

れていると厚労省としても承知をしております。

みの構築が求められております。厚生労働省とし

今後は、都道府県の枠を超えた広域連携の仕組

なっている病院など、全国のドクターヘリの関係

推進に向けて、都道府県やドクターヘリの基地と

する取組が進む中で、今年度、広域連携の更なる

また、このようにドクターヘリの広域連携に関

と思っております。

いただき、分析をして、前向きに考えていきたい

果、これに関しましても引き続き取り組まさせて

間飛行の課題に関する検討や夜間飛行の需要と効

ですから、今年度は調査研究事業によって、夜

質問させていただきます。

まず初めに、命をつなぐドクターヘリについて

にも導入されて、これによって全都道府県での運

て、実態把握、そして今後の展開を後押しをして

者を対象とした会議の開催を予定しております。

航が実現をいたしました。

いただきたいと思います。また、離島でも強く求

これがドクターヘリの広域連携に関しまして、

委員が御質問ありましたように、離島での御要

める声がございます。夜間運航の実現に向けて、
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○竹谷とし子君 是非よろしくお願いいたします。

因はプラークだと言われております。口の中のね

周病に関しましては、皆様方、歯周病の一番の原

このように、口腔と全身の疾患の中で、特に歯

と古いデータになりますが、二〇一七年、平成二

二十本を達成していたのが七％、現在は、ちょっ

年、一九九五年には、その当時八十歳の方はこの

初は日本歯科医師会が推奨したときには、平成元

十本あればそしゃくに関してどうにか機能すると

続きまして、歯科保健医療に関して伺います。

ばねばしているものがプラークですし、歯石とな

十九年で五一・二％の方がこの八〇二〇を達成し

いうふうに、医科の糖尿病学会からもガイドライ

日本だけでなく世界的に糖尿病の患者さんが増

ったものはそれが塊ですが、これは細菌がもう死

ております。

望は多いと思っておりますので、そこもしっかり

加していますが、歯周病と糖尿病は互いに悪影響

んでおりますので悪さはしませんが、プラークが

そういう意味では、この推進事業並びに先生方

言われております。この二十本を守るための、最

を与え合うという負の連鎖を食い止める必要性が

付着しやすい状況になりますので、是非ともこの

の啓蒙活動でここまで今は進んでいるということ

ンを出させていただいております。

専門家から指摘もされています。歯周病の治療を

プラーク除去を先生方も注意していただき、糖尿

を御理解していただき、ただ、委員がお話しさせ

と検討していきたいと思っております。

適切に行うことによって糖尿病の重症化予防に一

病の重症化予防を是非とも、関係あると言われて

ていただいたように、東京都でもこのいわゆる事

以上です。

定の効果があるとの指摘に対して、厚生労働省の

おりますので、この歯周病を治療しますと糖尿病

似ている事業を推進しているところもあります。

見解を伺います。

が下がる、また、ヘモグロビンＡ１ｃも下がる可

ですから、国の補助金を使わずにやってくれてい

業を推進しているところが少ないと。これは、東

ております。東京の基礎自治体では、まだ六つの

能性を今学会ではデータとして出てきております

るところもあるんですが、それ以外の都道府県は、

の重症化予防、これはちょっと専門的にお話しし

自治体しかこの補助金を使っていないということ

ので、ここをしっかりと専門家としては糖尿病学

残念ながら、国の補助金を使いたいと言っていな

また、歯周病対策等歯科口腔保健を推進する自

も厚労省から伺いました。この自治体が増えるよ

会と見ていきながら、大前提のいわゆる食生活と

がら、なかなか都道府県、今、市町村までこれを

京都はちょっと特別で、東京都自体がこの事業を、

うに後押しをしていただきたいと思います。

か、もちろん運動も必要ですが、この口腔内の歯

使えるようになっていますが、国が二分の一、残

ますと、ＣＲＰ値、いわゆる血液検査でＣＲＰ値

○大臣政務官（島村大君） ありがとうございま

周病治療も必要だということを御理解していただ

りが二分の一ですから、この都道府県、市町村の

治体の取組を後押しすることが必要であると思っ

す。

きたいと思っております。

の関係につきましては、歯科の学会並びに医科の

今委員からお話ありましたように、口腔と全身

というのがございます。これは、八〇二〇は、御

うに、一つは、八〇二〇運動・口腔保健推進事業

しましては、今委員からお話しいただきましたよ

また、この地域の自治体との歯周病の対策に関

進みますので、是非そこは御協力いただきたいと

並びに県が二分の一を出していただければこれが

方の御地元で、もしこういうふうに地元の市町村

業が進んでいないこともありますので、是非先生

二分の一がなかなか優先順位が高くなく、この事

私が答弁するのもあれですが、お話をさせてい

方の糖尿病学会からも、２型の糖尿病で歯周病に

案内のとおり、八十歳で口の中の二十本、最低二

ただきます。

よる血糖値が改善する可能性があり推奨されると
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祉を保障するための原理が明確化され、虐待等で

二〇一六年の児童福祉法改正によって児童の福

続きまして、里親家庭の支援について伺います。

○大臣政務官（島村大君） 今、三問御質問いた

いいたします。

んでいっていただきたいと思います。御答弁お願

支援の在り方を明らかにして施策の改善に取り組

的な調査を行い、家庭養護の現場で必要とされる

います。また、一定の枠組みで里親に関する継続

ので、増えるように取り組んでいただきたいと思

行っていきたいと思っております。

ざいます。このように、しっかりと今後も支援を

などして支援する補助事業を創設したところでご

親委託を受ける家庭に経験豊富な里親を派遣する

め、令和四年度の予算におきましては、初めて里

ですから、今後、里親経験者の知見を活用するた

今、里親の経験の方は少ないと言われております。

に、里親支援専門員になっていただいている方は、

思います。

親元で暮らせない子供の里親家庭等での養育が推
だきました。

子供の心の傷を癒やして乗り越えていくために、

る場面でのサポートがないとの声が聞かれます。

担ってきた里親さんたちからは、本当に困ってい

児童福祉施設に位置付けて、その費用を義務的経

っている里親支援機関を里親支援センターとして

福祉法改正案におきまして、現行は予算事業を行

里親支援センターにつきましては、今般、児童

都道府県が策定した都道府県社会的養育推進計画

図っていきたいと思っておりますので、引き続き、

行政説明の機会等においてこの好事例を横転換を

最後に、継続的な調査に関しましては、これは

○竹谷とし子君 ありがとうございます。

以上です。

進されることになりました。一方で、養育里親を

愛情を注ぎ育ててくれる特定の養育者の存在が不

会を捉えて、継続的に里親委託率の向上に向けた

に基づく取組や、今般創設する里親支援センター

強化を図り、里親家庭へのより充実した伴走型の

課題や改善方法に把握し、里親委託が推進される

費にさせていただきました。里親支援センターの

応援しているときに支援がないとの里親さんの声

支援を可能とするものとなっております。今後、

よう取り組んでいきたいと思っております。

可欠ですが、子供の心の回復までに時に問題行動

があります。また、長年この問題に取り組んでこ

里親や里親支援者等当事者の方々はもとより、担

○竹谷とし子君 是非よろしくお願いいたします。

の具体的な業務内容等を検討に伴う調査研究の機

られた方は、支援の空白を埋めるため、経験ある

い手となる事業者を含め幅広い方々からヒアリン

次に、質問を一つ飛ばさせていただきまして、

基準などについては、里親支援の質と量の両面の

里親さんが手弁当で新人の里親さんを支援してい

グを行う、現場の声を聞きながら更に検討してい

として映るときもあり、里親さんが必死で子供を

るという場面も多々見聞きしてきたそうです。

声をよく聞いて、何が現場で求められているかを

なされるものと承知しておりますが、里親家庭の

ー事業を新設して、法成立後、詳細な制度設計が

神保健福祉士の資格を有する者のほか、里親等と

う里親支援専門相談員の中には、社会福祉士、精

に、児童養護施設に配置され里親支援の業務を行

次に、里親経験者の活用につきましては、確か

供食堂、宅食が重要性を増しております。特に、

農水省が支援しているフードバンク活動、また子

ているとの現場の声があります。そうした中で、

響もあって、食支援を必要としている方々が増え

長引くコロナ禍で、またウクライナの問題の影

農林水産省の下野政務官にお伺いいたします。

明らかにして支援の充実を図っていただきたいと

しての児童養育に五年以上の従事した者は可能で

肉、魚、生鮮食品が不足しているとの声もありま

きたいと思っております。

思います。さらに、里親支援専門相談員に里親経

あるとなっておりますが、御指摘のとおり、確か

今回、児童福祉法改正において里親支援センタ

験者を増やしていただきたいとの要望があります
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さらに、国民の食料安全保障の観点から、不足す

されるように支援をしていただきたいと思います。

フードバンクの機能を増強して多様な食材が提供

す。冷凍冷蔵設備やサプライチェーンの確保など、

○竹谷とし子君 よろしくお願いいたします。

ります。

ンクに対する支援を行ってまいりたいと考えてお

着実に食品が届くよう、最も適切な形でフードバ

してこの方々が資格を取得した場合に、三五％以

ざいます。これは、いわゆるこの講習会を受けま

しては委託費等の上乗せを行っているところでご

ＩＴ分野の資格取得を目指す訓練コースにつきま

と思います。

は御退席いただいて構いません。お疲れさまでし

○委員長（山田宏君） 下野農林水産大臣政務官

す。

これをしっかりと担保を取らさせていただいてお

っかりと資格まで、これが得れるような質、量を、

ですから、ただ単に講習会をやるだけでなくてし

対しまして上乗せをさせていただいております。

上の方々が取得した場合には、この委託事業者に

○大臣政務官（下野六太君） 御質問ありがとう
た。

ります。また、ハローワーク等では、時短、テレ

下野政務官は御退席いただいて結構でございま

ございます。

○竹谷とし子君 続きまして、デジタル人材育成

ワークの希望なども含めて多様な求職者のニーズ

る食品の調達についても支援をしていただきたい

たことについては、もうよく承知をしているとこ

について伺います。

竹谷委員が長年食品ロス削減に取り組まれてき
ろであります。

に応じた就労先の開拓を行っているところでござ

につきましては、公的職業訓練の受講により取得

求職者がデジタル分野におけるより報酬の高い

するなど多様な求職者のニーズに応える就労先の

できるスキルを見える化、明確化、そして求人企

委員御指摘のとおり、フードバンクの提供食品

います。

するとの声があると聞いております。農林水産省

開拓、そしてマッチング支援、両方が必要である

業が求めるスキル化等の見える化、明確化、そし

就労ができるようになるためには、公共職業訓練

としましては、これらの生鮮食品の提供に対して、

と考えております。特に、公共職業訓練の受講に

て公的職業訓練受講者をターゲットにした求人提

について、寄附されたものだけに頼ると、生活困

これまで緊急対策として、倉庫や車両等の賃借料

よって習得できるスキルの見える化、明確化、ま

出の働きかけ等を通じて、訓練受講者と求人企業

今後、このような取組に加えて、デジタル分野

等の支援を冷凍冷蔵の倉庫、車両も含めて行って

た、求人企業が求めるスキルの見える化、明確化

のマッチング支援の強化を総合的に図ることを重

の質、量の向上、そして時短、テレワークを希望

きたところではありますが、それでも不足する生

をして、しっかりマッチングをしていくというこ

要と考えており、この公的職業訓練所ではしっか

窮者の方々に提供する肉、魚等の生鮮食品が不足

鮮食品があると承知しています。

とも重要だと思っております。

他方で、食品の調達支援により過度に政府が支

りと具体策に検討してまいりたいと思っておりま
す。

厚生労働省の取組を求めます。
○大臣政務官（島村大君） ありがとうございま

援することで寄附食品を基本とするフードバンク
活動の自立性が損なわれることのないよう配慮す

続きまして、女性デジタル人材育成に関して伺

ろしくお願いいたします。

○竹谷とし子君 ありがとうございます。是非よ
御質問いただきましたように、公的職業訓練に

す。

しても、農林水産省としましては、現場の声をよ

おいてＩＴ分野のコースの設定の促進を図るため、

ることも大切と考えておりますが、いずれにしま
く聞いて現状をよく調査した上で、生活困窮者に
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いくため、周知啓発を強力に行うことが極めて重

ランにつきまして、全国津々浦々へ取組を広げて

委員御指摘のとおり、女性デジタル人材育成プ

○政府参考人（林伴子君） お答え申し上げます。

内閣府男女共同参画局の林局長に伺います。

ただくようお願いいたします。

推進し、女性デジタル人材の育成を後押ししてい

について地方自治体に丁寧に説明し、また活用を

今後、事例集の充実と、地域女性活躍推進交付金

の強い要望を受けて決定をしていただきました。

政府は、女性デジタル人材育成プランを公明党

重要だと思っております。

方々に対する国民の理解の増進というのは非常に

いうような側面もありますので、この工事を担う

のを受けたり心理的な御負担もあるという、そう

中で、地域の近隣の方からの苦情とかそういった

ます。特に、夜間の工事も多い、そういう状況の

尽力されておられる事業者の方々がいらっしゃい

持の工事のために日夜本当に御苦労されながら御

可欠なものだと思いますけれども、この更新や維

水道というのは、命と健康を守るために必要不

足の状況について御認識を伺いたいと思います。

て大臣に伺います。水道工事の重要性及び人手不

○竹谷とし子君 続きまして、水道工事業につい

毎年開催する水道週間やホームページや動画とい

体や水道事業者らともよく連携をいたしまして、

る水道工事の重要性や必要性については、業界団

ますけれども、水道の維持管理や耐震化を実現す

また、これも御指摘のありました問題でござい

んでいるところでございます。

等によりまして、働きやすい職場づくりに取り組

小掘削幅の見直し等の事業の効率化に資する対応

るモデル事業の実施、また水道管工事における最

ともに、先端技術の導入により業務の効率化を図

広域連携や官民連携等の推進で人材確保を図ると

成三十年に成立いたしました改正水道法に基づく

ると認識しております。厚生労働省としては、平

います。

要と考えております。

や啓発等を進めてまいりたいと思います。

った国民の皆様に身近な方法を活用して理解増進

取組を求めたいと思います。

○竹谷とし子君 ありがとうございます。是非よ

そうした啓発等について、厚生労働省としての

集につきましては、地方自治体や企業等の事例の

○国務大臣（後藤茂之君） 水道施設の計画的な

このため、官民の優良事例をまとめました事例
更なる追加を行うなど、より使い勝手の良いもの

ろしくお願いいたします。

続きまして、ウクライナの避難民の方々への就

維持管理や耐震化といった水道工事は、重要な生
活を支えるライフラインである水道の安定供給の

になるよう不断の見直しを行ってまいります。
また、地域女性活躍推進交付金の活用の仕方や

ウクライナの避難民の就労支援において、避難

労支援について伺います。
三月に発生いたしました福島県沖を震源とする

者の方々への積極的な情報提供と就労先のマッチ

ために必要不可欠なものでございます。
地震においても、本当に早期の復旧に向けまして

ングをしっかり図っていただきたいと思います。

優良事例につきまして、各種の説明会やホームペ
周知を図ってまいります。

昼夜を問わず御尽力をいただいたところでありま

というのは、私も実は、東京都内の企業さんから

ージなど、あらゆる機会を通じて地方自治体への
○竹谷とし子君 ありがとうございます。是非よ

して、水道業界を担う皆様には改めて心から敬意

ですが、その情報はハローワークに行きますとい

ろしくお願いいたします。

こうした水道を支える人材の確保は、今委員か

うふうに言われました。ハローワークに避難者の

就労支援したいということで入管庁につないだん
ら御指摘がありましたように大変重要な課題であ

を表したいというふうに思っております。

林局長も御退室いただいて結構でございます。
○委員長（山田宏君） 林局長には御退席いただ
いて結構でございます。
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方が行かなければその情報を得られないという、

○竹谷とし子君 ありがとうございます。是非よ

しては、厚労省としても定期的に把握していると

している状況など、センター業務の実態につきま

そうした実態を踏まえた上で、地域包括支援セ

ころでございます。

ろしくお願いいたします。
続きまして、地域包括支援センターについて伺

今はそういう状況だと思いますので、積極的な情
報提供、プッシュ型の情報提供、またマッチング
います。

ンターが地域の既存の社会資源と効果的に連携し

を図っていただきたいと思っております。よろし

地域包括支援センター、地域住民の心身の健康

くお願いいたします。

ネットワーク構築のため、民生委員、地域団体と

て、地域における相談支援機能を強化していくこ

地域の包括的な支援事業等を実施する役割を担

の関係づくり、連携の方策、あるいは住民の利便

の保持及び生活の安定のために必要な援助を行っ

う中核的な機関でありますけれども、西東京市の

性向上、効果的な業務遂行に向けての基幹型セン

○政府参考人（田中誠二君） ウクライナ避難民

地域包括に伺いましたときに、令和元年度、令和

ターやブランチなど、機能分化と連携を図る取組、

とが必要であると考えておりまして、具体的には、

具体的には、避難民の方々を受け入れたり、あ

二年度の相談対応件数を見せていただきながら、

あるいは事務職員の配置、ＩＣＴの利活用の推進

ていただいております。

るいは支援を行っている自治体、さらには大学、

業務の負荷が高まっているというお話を伺ってま

などの取組策を取りまとめまして、各自治体での

の方々への就労支援につきましては、それぞれの

日本語学校等とも連携をして、まず、ハローワー

いりました。国としても年間相談件数を調べて、

取組をお願いしているところでございます。

方々の就労ニーズを踏まえて、ハローワークが中

クの支援内容についてしっかりと周知をしていき

毎年調べていただいている状況でありますけれど

また、介護予防支援に関する業務の負担が大き

心となって必要な支援を行ってまいります。

たいと思いますし、それに加えて、求人情報やそ

も、現場としては、制度、このセンター開設当初

務の外部委託を行いやすい環境の整備を進めるた

の他の就労に関する情報をプッシュ型で、電子メ

この業務負荷につきまして、国として現場の実

めの加算の創設を行ったところでございます。

いという御指摘ございまして、業務負担軽減のた

雇用の提供を申し出ている企業等につきましては、

態を把握して、対策をしっかりと検討していって

から、肌感覚として倍近くになったとお話をされ

ハローワークにおいて一件一件その支援の内容等

いただきたいというふうに思います。

ら、地域包括支援センターの業務負担軽減、機能

ールなどを活用して就労希望者の方に情報提供を

を確認しながら求人条件の調整を行っていくと。

○政府参考人（土生栄二君） お答えいたします。

強化のための更なる方策につきまして、第九期介

め、令和三年度の報酬改定では、介護予防支援業

さらには、生活支援などとのワンストップの支援

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステ

護保険事業計画に向けた介護保険部会等での御議

る方もいらっしゃるそうであります。

という観点から、地方出入国在留管理官署や地方

ムの構築のための重要な役割を果たしておりまし

論も踏まえまして、更に検討を進めてまいりたい

してまいりたい。さらには、今おっしゃいました

自治体等へハローワークの職員を出張相談させて

て、高齢化の進展等に伴って増加するニーズに適

と考えております。

○竹谷とし子君 ありがとうございます。是非よ

引き続き、継続的な業務実態の把握に努めなが

対応すると、こういったことを通じて、就労希望

切に対応することが重要と認識しております。
地域包括支援センターにおける相談件数が増加

者の迅速、適切なマッチングを図ってまいりたい
と考えております。

- 42 -

厚生労働
令和４年５月１７日

ます。

のをちょっと教えていただきたいんですが、お答

新型コロナの感染経路は、飛沫やエアロゾルの

ろしくお願いいたします。

私、今、日本維新の会の党では厚労部門の部会

吸入、そして接触感染などでありまして、感染防

えお願いいたします。

長をさせていただいておりまして、それで、よそ

止のためには、三密の回避や換気、マスクの着用

○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。本日も

の、衆議院の厚労委員会も、終わってからの動画

等の基本的な感染対策の徹底が極めて重要であり

最後に、子供のゲーム依存について伺います。

厚生労働省として、情報と知見をまずしっかり

で、どういった質疑が行われているかなというこ

ます。御質問の衆議院の厚生労働委員会における

○政府参考人（佐原康之君） お答えいたします。

集積をして、対策に取り組んでいただきたいと思

とを動画で拝見するんですけど、そのときにふと

アクリル板の設置につきましては、感染対策の一

よろしくお願いいたします。

います。

気付いたんですけど、衆議院の厚労委員会は、

つとして実施しているものと承知をしております。

子供のゲーム依存対策、非常に懸念を持ってお

○政府参考人（田原克志君） お答えいたします。

我々こうやってマスクを着けて質問をして答弁を

一般論でありますけれども、職場等においては、

られる方がいらっしゃいます。しっかり進めてい

御指摘のゲーム依存、いわゆるゲーム障害につ

いただいているんですけど、アクリル板に囲まれ

が起こる可能性があることから、マスクの着用と

ただきたいとの声がございます。

きまして、今年の一月に発効いたしました世界保

健機関の国際疾病分類第十一版、これＩＣＤ 11 た電話ボックスみたいなところに質疑の方は入ら
というふうに言っておりますが、これで新たに分
れるんですね。そこで質疑をしたら、大臣や局長

ともにアクリル板等の仕切りを設置していただく

十分な対人距離が確保できない場合には飛沫感染

も皆さんも、またこのアクリル板で囲まれた電話

類されたものと承知をしております。

労働科学研究等におきまして、いわゆるゲーム障

ないところでございます。このため、現在、厚生

診断基準、治療方法等の詳細も明らかとなってい

っておりませんで、また、いわゆるゲーム障害の

店とかマスクを外して食事をしたり会話をする可

そもアクリル板というのは、私の認識では、飲食

立場はどうなるんだと思うんですけれども、そも

何もアクリル板がない我々参議院はどうするんだ、

私、一体あれは何なのかなと実は思いまして、

とが一般的であって、衆議院でも多分これぐらい

あって至近距離になりそうなときに立てているこ

ますけど、それは恐らく会議室とかで、机が前に

○梅村聡君 一般企業でということだったと思い

奨しているところでございます。

ことを、基本的対処方針等を踏まえ作成されたオ

害の診断方法などについての調査研究を実施をし

能性があるときにアクリル板があれば有効じゃな

の距離はあるんじゃないかなと思うんですね。た

ボックスみたいなところに入って答弁をされてい

ております。

いかという、そういう知見だったと思うんですが、

またま私が見た動画は、このボックスの中でマス

フィス業務における新型コロナウイルス感染予

引き続き、実態の把握や必要な対策に資するよ

これ、マスクをして質問をする方にあそこまで厳

クを緩和していくべきじゃないかという議論をさ

ると。

う、知見の集積を図ってまいりたいと考えており

重なアクリル板が要るというのは、厚労省のこれ

れていたんですけど、このボックスを緩和してい

一方で、現時点ではＩＣＤ 11
におきます分類
項目の和訳や我が国における適用時期などは決ま

ます。

までの知見としては、なぜやっているのかという

防・対策マニュアル等のガイドラインにおいて推

○竹谷とし子君 ありがとうございます。終わり
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いたところではマスクを外してもいいんじゃない

何でかというと、今、やっぱり屋外の距離が置

ます。

く方が私は先なんじゃないかなと、私はそう思い

そういう趣旨で質問をさせていただきました。

は伝わっていた方がいいんじゃないかなと、私は

わけですから、やっぱり病名とか病状とかいうの

医療機関との距離が離れている場合も薬局は多い

いは、面で支えるという薬局ということは、当然

可能性があるというふうに思います。

して、薬剤師としての業務の負担軽減につながる

患者の病名を把握することができるようになりま

いては、薬剤師が患者や医師に照会することなく

一方で、病名の共有について、例えば医師が処

かという議論も行われてきているわけで、やっぱ
をしているときに、その大本の衆議院厚労委員会

て聞き取っていくとか、あるいは告知済みの傷病

患者さんに告知された病名は医療機関と連携をし

加えて、医療機関において医師が必要な診療を

になること、これは今御指摘をいただきました。

を行っていない患者にも自身の病名を明かすこと

方箋に患者の病名を記載することは、病名の告知

がまだボックスの中でマスクをしているというの

名はマイナポータル等で閲覧可能にしていくこと

行った際に実際に医師が患者本人に伝えている病

大臣からのお答えは、伝えてはいないけれども、

は、何もよその院のことをどうこう言う、言って

も今後検討していかなければならないという答弁

りどうやって社会を正常化していくかという議論

いるんですけど、言うつもりは決してないんです

名と診療報酬明細書に記載しているいわゆるレセ

いう現状でありまして、例えば、薬剤師がレセプ

があったんですけど、そうなりますと、なぜ伝え

すけど、それ以外で、その医療機関から院外の調

ト病名を患者に伝えることで患者から医師への不

けど、国会がどうしているかということはやっぱ

ていただければなというふうに思います。もうア

剤薬局に病名とか病状とかを伝えることを義務化

信感が生じる可能性があるのではないかというよ

プト病名が異なることがありまして、処方箋にい

クリル板の話はこれで終わりにしたいと思います。

していく、これができない理由というのはほかに

うな課題があることから、慎重にまずは検討する

られないのかなということを考えると、一つは、

それでは次に、先週まで薬機法の質疑をやって

どういうことがあるのか、教えていただきたいと

と。

り国民は見ておられるかと思いますので、また機

いたんですけれども、一つ最後質問を残したもの

思います。

しかし、先ほど申し上げていますように、いろ

ずれを記載するのか、そごが起きる場合もある。

がありましたので、これ大臣にお伺いをしたいと

○国務大臣（後藤茂之君） 病名の共有に関しま

いろな条件をそろえて理解を深めていく中で、告

告知をされていない病気が処方箋とかを通じて知

思います。

しては、まずは患者と共有することが重要である

知済み傷病名をマイナポータル等で閲覧可能にし、

会がありましたら、じゃ、あの距離で国会質疑で

電子処方箋に伴って、患者さんはいろんな薬局

と。データヘルス改革工程表においては、今もち

それを使っていけるような、そういう仕組みを将

レセプト病名は患者本人には伝えられていないと

を選ぶようになるんですけど、私の問題意識は、

ょっと御紹介いただきましたけれども、将来的に

来的につくっていけるのではないかというふうに

ってしまうと、このデメリットはあると思うんで

ずっと質疑でやってきましたけど、薬剤師さんが、

は、告知済みの傷病名をマイナポータル等で閲覧

本当に要るのかどうかと、これまたしっかり考え

かかりつけ医とか医療機関から病名が伝えられて

思っています。

○梅村聡君 課題はいろいろあるかと思うんです

可能にすることといたしております。
医師が処方箋に患者の病名を記載することにつ

いないと、あるいは病状が伝えられていない中で
本当の服薬指導というのができるのかなと。ある
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ど、リフィル処方というのがスタートしたんです

うと、以前も羽生田先生から質問がありましたけ

それで、何でこのことを取り上げているかとい

いたということで評価をしたいと思っております。

いと思いますけど、それは前向きにお答えいただ

忠告として、余りレセプト病名と言わない方がい

せておかないといけないから。ちょっと僕からの

けないんですね、必ず診察とレセプト病名は合わ

びっくりして、本来はそういうことはあっちゃい

という言葉が厚労省から出てきたというのが僕は

けれども、今ちょっと驚いたのは、レセプト病名

たところでございます。

を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設け

と薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋

患者さんにつきまして、医師の処方により、医師

診療報酬改定におきまして、症状が安定している

今御指摘いただきましたように、令和四年度の

○政府参考人（谷浩樹君） お答えいたします。

いただきたいと思います。

ういうメリットが考えられるのか、これを教えて

今回のリフィル処方箋の方が患者さんにとってど

ますと、この分割処方に比べてリフィル処方箋、

するものと考えております。

態に応じまして適切にリフィル処方の実施を判断

います。また、こうした前提で、医師は患者の状

にとって選択肢が広がったものということでござ

まして、そういう意味では、医師、患者さん双方

要に応じて行うという、こういう仕組みでござい

で、薬局の薬剤師から医師への情報提供はもう必

分割調剤と比較して対象患者さんが広くなる一方

このように、リフィル処方箋につきましては、

も医師の判断により発行するものでございます。

は、患者自身による服薬管理が難しい場合以外で

○梅村聡君 ですから、分割処方の方が対象者が

少なかったということだと思いますけど、そうし

この仕組みでは、患者の状態等を踏まえまして、
処方箋の複数回の使用の可否、あるいはリフィル

ね。このリフィル処方というのは、処方箋にレ点
を打てば三回まで使えるよと。だから、一か月処

ますと、分割処方のメリットというのは、薬局に

来たら必ず医療機関とコンタクトを取るというこ

処方を行う場合の使用回数、総投与期間について
医師が判断しまして、その上で、処方箋を受け取

方でも、レ点があれば二回、三回ですから、三か
月まで薬剤師さんと相談したら使えるよという、

思いますし、値段的に言っても、値段のことって

とだと思いますので、やり方としたら、実は分割

御指摘の分割調剤との違い、メリットでござい

余り言ったらあきませんけれども、金額的に言っ

った薬剤師が患者の服薬状況の確認を行い、必要

は逆に、余りないかもしれませんが、三か月処方

ますけれども、これまでの分割調剤を指示する処

ても、分割処方でやるというのは患者さんにとっ

そういう処方箋がスタートしましたけど、これち

を例えばしたとして、分割処方で二回真ん中に来

方箋につきましては、症状が安定している患者さ

ては有利なんじゃないかなというふうに思います

処方の対象者を増やすとした方が本当は患者さん

れば一か月ごとにお薬をもらうと。これ、有効期

んのうち処方期間において患者自身による服薬管

ので、ちょっとこのリフィル処方というのが、も

に応じ医師への情報提供を行うこととしておりま

限が短い薬とかお試しに使い出した薬のときには

理が難しいと医師が判断した場合に発行するとい

ちろん初めて始まった制度ですから改善もあるか

ょっと似て非なるものなんですけど、元々我々の

ちょっと使う手だてだと思うんですけど。

うことで、言わば対象患者さんが限定されており

と思いますけれども、そういう面からいえば、患

には結構丁寧な対応ってできたんじゃないかなと

この分割処方とリフィル処方箋は、最終期限が

ますのに対しまして、リフィル処方箋につきまし

者さんにとってのメリットって一体何なのかなと

す。

三か月で同じだったら患者さんの動きは一緒なん

ては、症状が安定している患者さんにつきまして

世界には分割調剤という方法もありました。これ

ですよね、二回薬局に行くわけですから。そうし
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んですけれども、じゃ、薬剤師さんが病名が共有

す。

いうことが一つのテーマになってくると思うんで

○梅村聡君 ありがとうございます。

導が行われるものと考えております。

きましてもこのようなやり方により適切な服薬指

ル処方箋共通で、リフィル処方箋による調剤につ

すので、そういう意味では、一般の処方、リフィ

うけど、自分はなかなか責任が持てませんよと、

といったら、それはいろんな意味があるんでしょ

みたいなんです。うちはやりませんよと。何でか

ル処方箋原則お断りポスターというのが登場した

だと思うんですが、大阪府内で、いよいよリフィ

ございますけれども、薬局におきまして患者さん

○政府参考人（谷浩樹君） これは一般的にで

しょうか。

かなと思うんですが、この辺りの見解はいかがで

ゃないとリフィル処方って運用難しいんじゃない

ら、病名が分かったり病状が分かっている状態じ

に運用がうまいこといくのかどうか。本当だった

たら、やっぱりそこでは一回目のその医療機関と

そうすると、二回目、三回目、別の薬局に行かれ

別の薬局を使うこともできるわけなんですよね。

いねとお勧めはするんですけど、選択肢としては

に来たときに、できれば同じ薬局を使ってくださ

れ何でかというと、今回のリフィル処方は、最初

じゃないかなというふうには感じております。そ

現実にはなかなか困難なことも私は出てくるん

ージとかで、原則お断り、お断り、お断りという

逆に言うと、これ、じゃ、医療機関がホームペ

きたと。

思うんですけれども、そういうポスターができて

れたら責任は持てないよという、そういう話だと

か月を出しているんだけど、その後延ばしていか

健康状態をちゃんと把握できる責任があるから一

処方箋の一か月というのは、一か月先まで自分が

そうしますと、さっきのその病名の話だと思う
されていない状態でリフィル処方というのは本当

に服薬指導を行うに当たりまして、患者さんの既

ところがある中で、うちはできますよという宣伝

をするところも当然出てくるわけなんですね。こ

の情報共有はされていないわけですから、やっぱ
り現実的には難しいと考えるのが自然なんじゃな

往歴や治療中の疾患等の情報を把握することが御
指摘のとおり重要でございます。薬局におきまし

て患者さんの経済負担は軽くなりますと、だから

れ、例えばホームページとかで、当院はリフィル
やっぱり、医療機関側からいうと、まだ始まっ

うちでどうぞという宣伝がもしホームページ等で

いかなと思いますので、この辺りもしっかり考え

必要に応じ疾患情報の把握等が行われているもの

たばかりですからあれですけど、評判余り良くな

行われた場合、すなわち、うちの方が安いよとい

ては、お薬手帳の情報のほかに、患者さんからの

と承知しております。また、必ずしも病名が特定

いんですよね。それだったら、分割処方で最初か

う宣伝をされた場合、これ、二つ問題点がちょっ

処方箋の交付が可能ですと、従来の処方箋に比べ

できない場合であっても、それまでの服薬期間中

ら三か月出して自分たちに情報をもらえたらいい

と課題としてあると思うんですね。

ていただきたいなというふうに思います。

の体調の変化等を確認することによりまして、調

じゃないかということも多いかと思いますので、

聞き取りあるいは医療機関への照会などによって、

剤した薬剤の適正使用のための服薬指導等を行う

そういう意見があるということも把握をしていた

一つは、広告規制としてどうなのかということ

ことはできるものと考えております。

して、経済的なもので誘導するというのはどうな

が一つありますし、もう一つは、療養担当規則と
医療機関側からはちょっと、評判が悪いと言っ

のかと、こういう二つの問題があると思うんです

だきたいなというふうに思います。

患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬

たら変ですけど、いろんな疑義があるということ

通常、服薬管理指導料の要件におきましても、
の状況等の情報の収集等々が要件とされておりま
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ても、誇大な広告や他の医療機関と比較して優良

とされております。また、広告可能な事項におい

としておりまして、それら以外の事項は原則禁止

て、診療科名や医療機関の名称など限定的なもの

とともに、医療機関が広告可能な事項につきまし

医療法におきましては、虚偽の広告を禁止する

○政府参考人（伊原和人君） お答えいたします。

コミでは、安く付くとか受診料が要らないとかと

○梅村聡君 これで終わりますけど、要は、マス

はないかと思われます。

の広告として適切かどうかは慎重な判断が必要で

に捉えられる可能性があるなど、やはり医療機関

れども、一律にリフィル処方を実施するかのよう

断するケースのみリフィル処方は可能なんですけ

るとした場合には、実際には医師が処方可能と判

他方、御指摘のように患者の経済負担に言及す

で、有利な方に有利な方に解析結果を出そうとい

かで結果が変わって出てくるという、こういうの

に、どのデータを使ってどの解析方法で分析する

と思います。

んですけど、日本人というのは本当に律儀なんだ

にどうぞと、独り暮らしなんですけどと言われた

寝た方がいいんでしょうかねと聞かれて、御自由

部屋で寝ているんですけど、やっぱりマスクして

るという中で、私も、ある患者さんから、一人で

先ほどアクリルのこういう中でマスク掛けてい

である旨を表現したりする広告も禁止されており

いう、そういう宣伝、宣伝というかそういう報道

うことで競争するという世界が私らの中にありま

触するものではないと思われます。

ます。

されていますけど、やっぱり処方箋というのはど

して、ですので、母数に偏りがあるということ、

が、この辺りの課題というのは厚労省としてどう

また、先生から御指摘ありました療養担当規則

こまで責任が持てるのかなというところで制度と

母集団ですね、に偏りがあるということに大変注

れのある経済上の利益を提供することにより、患

患者さんの健康を守るにはどういう制度がいいか

ちょっと今日厳しい話もしましたけど、やっぱり

いうような形にならないように注意しているんで

めた集団であたかもこういうデータが出ていると

意をしております。つまり、特定の人ばかりを集

捉えられているか、教えてください。

におきましては、保険医療機関は、一部負担金の

いうのはつくっていかなければいけませんので、

者を自己の保険医療機関に誘引してはならないと

ということを是非考えていただきたいということ

すが、お薬手帳の普及率についてもう一回質問さ

今日の質問なんですが、データを解析するとき

値引き等健康保険事業の健全な運営を損なうおそ

されております。

を申し上げて、私の質問を終わります。

今先生から御指摘ございましたリフィル処方箋

五月の十二日の本会議での答弁ですが、厚労省

せていただきます。
─────────────

が、令和三年度ですね、調べた、三年度に厚労が

ありがとうございます。

こうした規則が、規制が抵触するかということだ

○委員長（山田宏君） この際、委員の異動につ

に関するホームページ等での広告につきまして、
と思いますけれども、個々のケースごとに内容、

実施した調査なんですね。お薬手帳持っています

という回答が九六・五％、すごいです、ほぼ一〇

いて御報告いたします。
本日、杉武君が委員を辞任され、その補欠と

状況は異なりますので一律にお答えすることはち
ょっと難しいと思いますけれども、一般論として

すと答えた方が八二・一％に対して、電子版お薬

〇％。そのうち、そのお薬手帳のみを持っていま
─────────────

手帳のみですとお答えになった方が五・二％、両

して高瀬弘美君が選任されました。

てリフィル処方箋の交付が可能である旨、事実関

○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。

申し上げますと、まず、その当該医療機関におい
係のみを掲載するのであれば、これらの規制に抵
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サンプルサイズ、何人が対象者だったのか、調査

字、私から見ますと非常に高い数字なんですが、

持っている九六％、見せている七九％、この数

人ということなんですが。

って一〇・二％。このときの回答者が七百九十八

ですね。時々見せていますという方はがくっと減

回答をした人が七九・八％、ほぼ八割ということ

毎回お薬手帳を薬剤師さんに見せていますという

実際にお薬手帳を持っている患者さんのうち、

す。

違うんですね。回答者八百二十七人ということで

方持っていますよという方が九・二％、急に桁が

ただくというものでございます。

の方に調査票を配付して、それを郵送で送ってい

険薬局で患者さん又は家族の方に、あるいは家族

説明が拙くて恐縮でございますが、調査票は、保

○政府参考人（鎌田光明君） まず、ちょっと御

分低いですよね。

収率は四千人対七百二十九人ということです。大

信用の封筒で返してきたということですよね。回

答えたかどうか分からないですね。郵送して、返

送した記述式調査ですか。ということは、本人が

来た人にその場でやったんではなくて、封筒で郵

○石井苗子君 集計調査で四千人に対して薬局に

いただくという方法でございます。

うわけなんです。アプリを変えたら古いデータが

えない、こういうことでは患者さんが困ってしま

アプリが利用できる薬局でしか薬が処方してもら

連携させるためにアプリがあるんですが、自分の

お薬手帳は幾つかのアプリがありますね。相互

と思いますけれども。

あって、少し数値が盛られているんじゃないかな

が出ているというのは、やっぱり母集団に偏りが

割、九割、九割以上の人が持っているという計算

という実感があったわけです。ところがこれ、八

の方が非常に多かったので、生かされていないな

ことをお話ししたいと思います。

その話はちょっとおいておきまして、アプリの

の対象、それから対象に対する調査方法というの

局した患者二名を調査対象としまして、つまり合

保険薬局を二千施設を対象に、その調査期間に来

者に対する調査ですけれども、保険薬局二千施設、

どういう調査かと申しますと、まず、これは患

います。

度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査でござ

ました調査は、令和三年度に行いました令和二年

○政府参考人（鎌田光明君） 今御紹介いただき

持っていた人に渡したかもしれないという、これ

るわけなんですよ。持っていない人に渡さないで

お薬手帳を持っていた人に渡すということができ

うことは、保険のその薬局に来たときに前もって

○石井苗子君 これは、回収率が非常に低いとい

は八百二十七というものでございます。

手帳を保有しているとして回答した場合の客体数

さんを対象として、例えば、御紹介のあったお薬

千の保険薬局に来たそれぞれの薬局の二名の患者

去三回の調査でもほぼ同じような割合でございま

ますが、まず、先ほどの調査についてですが、過

○政府参考人（鎌田光明君） 大変恐縮でござい

ょうか。この二つ、お答えいただけますか。

か。データの規格化というのはされているのでし

るのか、どのような状態に、状況になっています

というような引き出し方ができる状態になってい

すが、そのデータの相互閲覧はデータの引き続き

これは患者さんの方の目線から見た考えなんで

使えなくなるということもあって、もうこれも大

計二千掛ける二の四千人でございます。調査方法

以上この解析方法についてはお答えしないんです

したし、また、別途、令和二年度に内閣府が薬局

調査客体は、先ほど申し上げましたように、二

は、患者調査、これは郵送調査でございますが、

けれども、やっぱり私の実感からして、お薬手帳

の利用に関する世論調査で郵送で行った場合も八

をもう一回教えていただけますでしょうか。

自ら調査票の配付をこの保険薬局を通じて行い、

を持っていますかといって持ってこないという人

変不便なことになります。

回収は事務局の方に返信の封筒により直接行って
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っていたという事情がございます。

割近くの方が持っていたと、あっ、七割の方が持
医療分野におけるデータの利活用について質問さ

んですけれども、医療のＩＣＴ化について、保健

質問させていただいた、これ十二日だったと思う

ってございます。

程表に基づき各施策の進捗のフォローアップを行

会の実現に向けた重点計画として策定し、この工

すべき基本的施策の工程表を含めて、デジタル社

それで、お尋ねのお薬手帳のアプリのフォーマ
せていただきました。

うことになってございますし、これに加えまして、

ョンを変更した際でもデータの引継ぎが可能とい

患者が電子版のお薬手帳のアプリ、アプリケーシ

いは服薬情報などを記載いたしますが、このため、

日ですとか薬の情報、あるいは用法、用量、ある

めているところでございます。これには調剤年月

るために標準データフォーマットというものを定

ついては、アプリケーション間の互換性を担保す

が適切に利用されるためのルールの整備を総務省、

提供するパーソナル・ヘルス・レコードサービス

うところで、例えば健診等の取り扱うサービスを

におけるデジタル化を推し進め、具体的にはとい

総理は、司令塔として関係省庁の下に準公共分野

まったお答えなんですけれども、実際には、岸田

おけるデジタル化を推し進めるというようなまと

を進め、関係省庁の下で医療を含む準公益分野に

デジタル庁が司令塔となってデジタル化の推進

マイナンバーカードのその利活用の司令塔になっ

○石井苗子君 つまり、専門的な分野ではなくて、

るところでございます。

用の推進など、デジタル化の取組を推し進めてい

のパスポートとしてのマイナンバーカードの利活

もデジタルでも確認、認証ができるデジタル社会

マイナンバー制度の企画立案、個人をアナログで

に整備されるよう、データ活用のルールの策定や

また、府省、分野横断的にデジタル基盤が最適

ット等でございますが、まず、電子版お薬手帳に

患者自身が通う医療機関や薬局で導入していない

いきなさいという、トップに立つんだという御説

て、とにかくそのルールで一貫性を持ってやって

省で行うことを、関係の連携に取り組んでいる計

明だったと思うんですが、そうすると、岸田総理

厚生労働省、デジタル省、産業経済省、三省、四

テムが提供されておりまして、患者がどの電子版

画でありますと、引き続き一丸となってやってま

電子版お薬手帳であっても情報を閲覧できるシス
お薬手帳を利用していても、医療機関や薬局で情

私、デジタル庁というところに保健医療分野の

が言ったパーソナル・ヘルス・レコードという点

○石井苗子君 アプリというか、その情報システ

知見は余りないように思えるんですけれども、司

いりますというふうにお答えなんですが。

ムづくりというのは、私は一貫性を持って統一し

令塔として、保健分野、保健医療分野でどのよう

コードというのが蓄積されるんですけれども、そ

報の閲覧が可能となっているところでございます。

ていった方がいいという考え方に基づいて質問し

な役割を果たすことができるのでしょうか。

れをどのように活用するかということが、国民の

について利活用するというそのルール作りはどう

ているんですけれども、なかなかデータ作りとい

○政府参考人（内山博之君） お答えいたします。

皆さんの健康を維持し、促進し、増進するという
デジタル社会形成の司令塔として、各府省と連携

そうすると、国民の皆様の個人情報を保護する

公共部門や民間部門でパーソナル・ヘルス・レ

なっていくのかと思うんですが。

うのは簡単ではないんですね。

デジタル庁は、今御指摘いただきましたように、

つまりデジタル庁というのはそういうデータ作り

しながら、御指摘の保健医療分野のデジタル化に

という観点からいきますと、有効利用するという

だから、そのデータヘルスにおけるデジタル庁、
のトップに立つわけなんですが、その役割につい

関する施策のほか、政府が迅速かつ重点的に実施

上で重要になってくると思うんです。

て質問させていただきたいんですが、岸田総理に
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なければならないと、このように考えるんですけ

観点も利用ルールというものをはっきりしていか
に求めております。

の高いデータファイルを用いることなどを事業者

医療情報を相互に見ることのできるようなシステ

医療情報を使えないというのは困るので、全国で

下でパーソナル・ヘルス・レコードの利用をして

っきおっしゃいましたけど、どのようなルールの

現在どのようなルールの、ルールメーキングとさ

の色の濃いところですけれども、この三省、もう

組んでいるということなんですが、非常に縦割り

前回のルールメーキングと余り変わっていないと

はどうなのかなと今聞いていたんですけれども、

改正してやっていくのかな、一次ルールというの

激しく失敗しているんですが、今回はどのぐらい

○石井苗子君 これ、一回チャレンジしてかなり

ってまいりたいと考えております。

思いますけれども、今の段階では、標準的な規格

機関でいろんな会社の電子カルテを使っていると

全国で利用できるものを目指すとすると、医療

う一回お聞きしたいんですね。

終的にどういうシステムになるのかというのをも

ることを目指すということなんですが、これ、最

全国の医療機関で患者さんの電子カルテを参照す

ムの構築を今目指しているわけなんですけれども、

いるのか、いくつもりなのか、そこを御説明して

いうのを、今お聞きしていた感じで私の率直な感

を使う必要があると思うんです。ですよね。そう

こうした取組を通じまして、ＰＨＲの普及を図

ください。

想なんですけれども、規格を作るというのは、本

れども、総務省と厚生労働省と経済産業省で取り

○政府参考人（佐原康之君） お答えいたします。

なりますと、保健医療分野の標準規格というのは

○国務大臣（後藤茂之君） 質の高い医療の提供

当にお金を湯水のように使って、失敗すると何の

かつて地域医療情報連携ネットワークというの

に向けて地域の医療機関の連携を推進する観点か

御指摘のように、国民がニーズに応じて自身の

がありまして、全国で約二百七十あったというこ

らは、今委員から御指摘のありましたように、各

もう既にあってしかるべきだと思うんですけれど

となんです。運営コストがかさんでしまって、施

医療機関が管理する電子カルテ情報を医療機関を

役にも立たなかったという結果が出てしまうんで

このため、昨年四月に、厚生労働省では関係省

設だったり患者さんの参加率が低いというような

超えて円滑に共有するような体制を整えることが

健診等の情報を閲覧し利活用していく上で、安全、

庁と連携しまして、ＰＨＲサービスを提供する事

問題、課題が多々出てまいりまして、自治体ごと

必要不可欠でございます。

も、あるのでしょうか。

業者が遵守すべきルールを整理した民間ＰＨＲ事

に違うシステムを使っていたので相互利用できな

医療情報の標準化と医療情報を共有する仕組み

すね。

業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指

くてぐちゃぐちゃになってしまったというので、

に分けてお話をいたしますけれど、医療情報の標

安心に、かつ効果的に民間ＰＨＲサービスを活用

針を作成しております。この指針におきましては、

このネットワークはもうなくなってしまったんで

準化に関しましては、厚生労働省では、異なる電

できる環境を整備していくことは重要であると考

個人情報保護などに定められた対応に加えて、丁

すね。こういうことがあったんです。

取りする際は、データを円滑に引き継げるよう共

や、また、事業者と利用者との間でデータをやり

本気になってやらなきゃいけないと。地域でしか

しくて大きなチャレンジで、本当に真剣になって

システムの連携をつくるというのは物すごく難

化に順次取り組んでいるところでございます。本

円滑に共有できるように、電子カルテ情報の標準

子カルテを使用する医療機関の間でも診療情報を

えております。

寧な同意や情報セキュリティー対策等を行うこと

通の項目やフォーマットを基本とし、また互換性
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工程表を踏まえまして、標準化された電子カルテ

できる仕組みに関しましては、データヘルス改革

います。また、全国の医療機関で医療情報を共有

療機関間で共通の標準規格を定めたところでござ

年三月、まずは診療情報提供書などについて、医

たということです。

件のＤＮＡ鑑定、御遺族からですね、これを受け

対象地域も拡大する等で周知もして、九百四十七

身寄りの手掛かり情報がない御遺骨についても、

いうことを受け止めたいと思いました。さらに、

僅かな一歩ではありますけれども、前に進んだと

止めました。

た状況というのが拡大しているというふうに受け

割にも達しているんですよ。非常にせっぱ詰まっ

月のところで見ますと、所持金ゼロという方は四

いるというふうに私は受け止めているけれども、

大臣に認識伺いたい。生活困窮、これ拡大して

情報を全国で閲覧可能とするためのシステムの在

すことができるこのＤＮＡ鑑定ということで、強

感染症の影響が長期化する中で、今委員からの御

○国務大臣（後藤茂之君） 新型コロナウイルス

いかがですか。

化する体制もしいてもらいました。これ本当に、

指摘のそういう例もあると思いますし、例えば生

本当に、戦後七十七年になります。しかし、返

今後とも、電子カルテ情報の標準化や共有の取

命のある間に御遺族に遺骨を返還するんだという

活困窮者の新規相談件数や緊急小口資金の特例貸

り方について検討を進めているところでございま

組について、医療現場のニーズを踏まえつつ、着

取組を本当に強めていただきたいということは、

付けなどの申請件数、こうしたものはコロナ前と

す。

実に進めてまいりたいというように考えておりま

これ要望にとどめておきたいと思います。

比べて非常に増えておりまして、多くの方々が厳

す。

で、質問です。
ごい勢いで市民生活を襲っております。とりわけ

そして、最近の物価高騰は、こうした方々への

○石井苗子君 標準化の標準規格というのは、こ
実際にそれはどう使われていくかということで、

生活困窮者を直撃するという状況になっています。

生活に更なる影響を与えているというふうに考え

しい状況に置かれているものというふうに認識し

一つ便利になると一つ複雑になって、一回どこか

労働組合などが全国で取り組んできましたコロナ

ております。そうした認識だけでいいという御質

長引くコロナ禍に加えて、物価高が本当に物す

へ行ってしまうと探すのが非常に大変ということ

なんでも電話相談会、これ二月に一遍ずっと取り

問ですね、はい、分かりました。政府の対応は省

れ今後、どこでどうやって決めていくか、そして

もありますので、今後は、それを国民の皆様にど

組まれてきているんですね、全国で。それが二月

きます。

ております。

のように説明していくかということが大変重要に

までの合計で一万二千件を超える相談が寄せられ

いうのが様々打たれてまいりました。それ活用し

なってくると思いますので、是非よろしくお願い

この相談のうち無職者の占める割合というのが

切って後がないという切実な声が多く寄せられる

○倉林明子君 コロナによる生活困窮支援対策と
四割を超えていると。職があっても月収十万円以

ようになってきているんですね。家賃、公共料金、

たということなんです。

下、これ七割だということなんです。これ深刻だ

税、社会保険料等、これ滞納に加えて借金もある

したいと思います。

今日報告ありました遺骨収集について、ＤＮＡ

なと思って見たのは、回を重ねるごとに所持金ゼ

という実態が増えてきているんですよ。

終わります。ありがとうございました。

鑑定の実施の状況、御報告ありました。私、十八

ロという方が割合増加しているんですね。今年二

○倉林明子君 日本共産党の倉林です。

柱を御遺族にお渡しできたということは非常に、
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来年一月から、実はこのコロナの特例貸付けの
返済が始まろうということになります。これ更に

を取っているところでございます。

還免除の基準におきましては、より穏やかな要件

更なる拡大が待ったなしなんだということを申し

知らせると、よく知らせるということと併せて、

りましたけれども、既に現時点でも自己破産、債

共同通信社が調査を行いまして各社報道してお

住民税非課税となった場合は残債を一括して免除

っていくほか、返済開始後に借受人及び世帯主が

談支援、それから家計改善支援を通じた支援を行

っても、生活困窮者自立支援制度における自立相

らむが今年三月に調査を行いました。それ見ます

親世帯あるわけです。しんぐるまざあず・ふぉー

度合いを増しているということで見ますと、一人

コロナの第六波に物価高が重なりまして困窮の

次は、児童扶養手当、子供の問題です。

上げておきたいと思います。

務整理という利用者が五千人にも上っているとい

することとしておりますし、また、死亡や失踪宣

と、第六波の影響で年末から二月にかけて働けず

さらに、償還免除の対象とならないケースであ

うことでした。これ、困窮者の生活を支えた役割

告、生活保護の受給、重度障害者の認定、自己破

に減収になった、六割に上りました。これ、非正

困窮者を増大させかねないという心配をしており

というのは非常に大きかったというふうに思って

産等の一定の要件を満たす場合には、残債の全部

規で見ますと七割になっているんですよ。ほかの

ます。

いるんですけれども、生活再建にはこれつながっ

又は一部を免除できることとしております。

○政府参考人（山本麻里君） お答え申し上げま

ども、いかがでしょうか。

拡大して救うべきだというふうに思うんですけれ

もう出てきた数字というのが、状況でいうと、五

いるということはよく知っているんですけれども、

く見て返済免除が適用できるようにしてもらって

○倉林明子君 いろいろこれまでになく要件も緩

校生の制服だけでも相当な額になるという実態あ

ているわけですね。準備用品に十万、十五万、高

どんな時期かというと、四月の入学、進学を控え

いているんですけれど、三月の調査なんですね。

私、本当にこれ、年末から二月までの状況を聞

調査もしてます。そうしますと、主食、買えなか

す。

千人が既に自己破産、債務整理ということになっ

ります。こういう時期と重なってコロナの第六波

こうした借受人の状況を踏まえたきめ細かな措

緊急小口資金等の特例貸付けの償還免除要件に

ているという状況は深刻だと思うんですね。返済

だったもんですから、もう逼迫度がより増してい

ったことがあった、時々あった、これが五割弱。

つきましては、一昨年の特例貸付け開始時におい

の要否の通知ということが間もなく届くというふ

るわけです。

置を講じることで生活再建を支援していきたいと

ていないと現場からも指摘があった、私も取り上
げて質問したこともありました。
これ、一月といっても本当に目の前になってき

て、償還時においてなお所得の減少が続く住民税

うに伺っております。それが届いたときに、あっ、

補正がそういうことで組まれるということにな

肉、魚でいうと七割の家庭にもなるんですよ。

非課税世帯としていたところでございます。償還

これは返さんなんということで更に困窮に追いや

りました。子供のところも予算組まれるようです。

考えております。

免除の判定における確認要件は、借受人及び世帯

ってしまうということがあってはならぬと思うん

ていると思うわけで、返還免除の要件については

主に限ることとしております。これ一般的に世帯

ところが、中身見てみると、低所得の世帯対象で、

児童一人当たり五万円一回きりということなんで

です。
そういう今ある返済免除の要件についてもよく

主、全員が非課税であることをもって住民税非課
税世帯と取り扱っておりますけれども、今回の償
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児童扶養手当ですよ。

そういう声出ているということを紹介した上で、

でにしてほしいと、これ児童手当の要望ですから、

してほしい、中学校卒業までのところを十八歳ま

すよ。足らぬのですよ。児童手当そのものを拡充

供に主食、魚、肉、十分食べさせてあげられない

て、生活困窮の認識についても示されました。子

○倉林明子君 いや、物価高がひどいことになっ

ます。

った観点も含めて検討が必要であると考えており

ついては、自治体等における事務負担の程度とい

たいと思います。

策が求められているということを申し上げておき

だけでは足らないという現状も踏まえた緊急な対

きていますので、とりわけ具体的な補正を、補正

な状況で食料品や生活必需品のところが逼迫して

い物価、どこで止まるかというのが見えないよう

これ、所得制限の緩和、支給額の引上げ、切実

月は児童手当も児童扶養手当もない月になっちゃ

いたのを隔月にしてもろたんです。ところが、四

いような状況について、五万では足らぬと言って

てもらったんだけど、今々食べさせてあげられな

これまでに累次改善してきたということで答え

本は働く高齢者が多いんですよ。二〇二〇年に九

うのは十七年連続で増加しています。物すごい日

苦です。就業者に占める六十五歳以上の割合とい

これ、低年金ですよね。コロナ、物価高、三重

次は、高齢者です。

っているんですよ。やっぱり各月にしてもらって、

いるんですよ。四月は何もないので、そこ手当て

百万人を超えると。全就業者の一三・六％が高齢

というこの現状ですよ。

いや、してほしいと、そういう切実な声が上がっ

が要るんじゃないのと、そこ聞いたんですけどね。

者で、これは主要国でもトップクラスだというこ

に出ているのが、これ、元々年間三回に分割して

ております。是非応えてほしい。いかがでしょう

○国務大臣（後藤茂之君） 先に私が言おうとし
騰に対しては、そういう趣旨であったので、低所

か。いかがですか。

か。
婚による一人親世帯等、父又は母と生計を同じく

得の子育て家庭に対しては二人親家庭も含めて臨

○国務大臣（後藤茂之君） 今委員が御指摘にな

とです。

していない児童が育成される家庭の生活の安定と

時的な給付金で支援を行うこととしたわけであり

ったとおりで、令和三年における六十五歳から六

たことをおっしゃったかもしれませんが、物価高

自立の促進に寄与することを目的として支給して

まして、今の現状について何らかの手当てを講じ

十九歳までの就業率は五〇％を超える水準となっ

○国務大臣（後藤茂之君） 児童扶養手当は、離

おります。

ていかなければならないということについては、

日本で働き続ける高齢者が何でこんなに多いの

児童扶養手当につきましては、これまで、多子

ております。六十五歳から六十九歳までの就業理

策研究・研修機構、ＪＩＬＰＴが調査したところ

政府としても同じ気持ちでそうした対応をいたし
可能な限り早急に低所得の子育て家庭に対する

によると、経済上の理由との回答が複数回答では

加算額の倍増、全部支給の所得制限限度額の引上

措置を各家庭にお届けをしてまいりたいというふ

あるものの約七割を占め、最多となっております

由につきまして、令和元年の独立行政法人労働政

親の障害年金受給者についての併給調整方法の見

うに思っております。

けれども、経済上の理由だけではなく、生きがい、

ました。

直しなど、累次の改善を実施してきております。

○倉林明子君 届いてこそ気持ちも共有できると

社会参加のためや健康上の理由、時間に余裕があ

げ、支払回数の年三回から年六回の見直し、一人

した制度の趣旨、目的、安定財源の確保といった

思いますので、本当、今々の物価高の先が見えな

更なる拡充については、一人親家庭にのみ着目
課題がありまして、また、支払回数の更なる増に
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窮状況が増しております。

しかないと、こういう実態あるわけです。そこに

理由もあるだろうけれども、食べれないから稼ぐ

そういう高齢者が多いからなんですよ。いろんな

目配りを利かせて対応をしているところでござい

きちんとチェックするということで、経済対策等、

ろな方に目配りができているかどうかは、そこは

また、総理が、全体としての対策の中でいろい

費動向や社会経済情勢などを総合的に勘案して、

ものとして設定するという考え方から、国民の消

生活における消費水準との比較における相対的な

ましては、保障すべき最低生活の水準を一般国民

○国務大臣（後藤茂之君） 生活扶助基準につき

付と負担のバランスを確保する仕組みとしており

食料品、生活必需品が高騰するということになり
ます。

必要に応じて改定を行うことといたしております。

るからなどを挙げた者も多く見られまして、様々

物価高騰を反映した保護基準への見直し、これ

ました。そういう最中の四月に、何と年金の引下

○倉林明子君 八十歳の女性が兄弟で暮らしてい

また、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態

まして、この仕組みの下で年金を支給していくこ

げが実施されたわけです。

ると。ずっと働き続けてきたというところが、も

との均衡が適切に図られるよう、五年に一度の頻

な理由があるというふうには思っております。

総理は三月二十八日の決算委員会で、年金減額

ういよいよ体壊した、仕事できなくなっちゃった

度で定期的な検証も行っております。

本当に必要だと思います。どうですか。

の仕組みを尊重しなければならないという答弁し

というお話も聞かせていただいたんですけど、働

とが重要であるというふうに考えております。

ながらも、重層的に講じているコロナ対策の中で

き続けないと暮らせないと。こういう年金制度で

○倉林明子君 年金だけでは暮らせないという、

恩恵を受けていない方がおられないかどうかを考

いいのかということも正面から問われているし、

直ちにこの減額というのは、物価高対策としても

最後のとりでとなるのが生活保護だと、これは

最後に、生活保護の問題なんですよ。

ては、一般国民の消費の動向や社会経済情勢の変

今後とも、生活扶助基準の改定の必要性につい

た、毎月ある程度変動があるものであることから、

やめるべきだと思います。どうですか。

どうなっているかということです。生活保護基準、

化等を総合的に勘案して判断することが重要であ

今暮らせない高齢者をどうするのかということが

○国務大臣（後藤茂之君） 令和四年度の年金額

二〇一三年に六・五％減額、二〇一八年から三年

りまして、引き続き、物価上昇に伴う一般国民の

その動向によって生活扶助基準額を見直すことに

改定率は、御承知、御指摘のとおりマイナス〇・

掛けて一〇パーの減額決めて、母子加算も二〇パ

消費の動向の変化等を注視してまいりたいと思い

緊急対策として求められているんだということを

必ずしも消費支出の動向を示すものではなく、ま

一般的に、物価は価格の動向のみを示すもので、

えた上で更なる対策が必要なのかどうか考えてい
くと、こういう答弁されているんですね。
恩恵受けられないどころか、年金の減額という

四％となっております。これについては、年金額

ーの減額になりました。しかし、昨年と比べて灯

ます。

ついては、物価で見るということについて慎重に

の改定ルールに基づきまして、前年の物価等がマ

油代は三割増し、電気代、光熱水費も二割前後高

○倉林明子君 今は、かつてない急激な物価上昇

申し上げたい。

イナスとなったことを反映している数字でござい

騰、生鮮食料品は一割増し。ところが、生活保護

が生活保護世帯も含めて深刻な困窮事態を急速に

のは高齢者の生活の土台を掘り崩すんです。私は、

ます。公的年金制度については、将来世代の負担

基準の切下げの影響で、もう実態的には本当に困

また検討する必要もあると考えております。

が過重なものとなることを避けつつ、長期的な給
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悪化させているんですよ。それに見合った手だて
が要るということを私は強調したい。こんなとき
に、今、生活保護の地域区分の見直しということ
で進んでおりますけれども、実質的な保護費の引
下げにつながるようなことはあってはならないと
申し上げたい。
さらに、平成二十九年の部会報告書では、一般
低所得世帯との均衡のみで生活保護基準の水準を
捉えていると、比較する消費水準が低下すると絶
対的な水準を割ってしまうと、こういう懸念があ
ることからも、これ以上下回ってはならないとい
う水準の設定について考える必要があると。大事
な指摘だと思うんです。今こそ検討すべきだと求
めて、終わります。
○委員長（山田宏君） 本日の調査はこの程度に
とどめ、これにて散会いたします。
午後三時二十八分散会
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