この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

○とかしき委員長 次に、長妻昭君。
○長妻委員 おはようございます。立憲民主党の
長妻昭でございます。
まず、抗議を申し上げたいのでございますが、
ある意味でこのコロナの危機、国家の危機でござ
いますが、その中においても、国会を野党が要求
しているのに全然開かない、何カ月も開かずに、
やっと開いたということで、非常に遅過ぎるとい
うことについて、与党に厳重に抗議をしていきた
いというふうに思います。
そして、田村大臣、二回目御就任おめでとうご
ざいます。ただ、今回、コロナ感染、私は第三波
の入り口に立っているどころかもう第三波になり
つつあるというふうに思っておりますので、ぜひ、
田村大臣の両肩には国民の命と暮らしが重く乗っ
ている、この厚労委員会もそうでありますけれど
も、ぜひよろしくお願いをしたいというふうに思
います。
そして、今回のパンデミックを見ますと、二十

世紀以降、五度目のパンデミックじゃないかとい
うふうに思います。スペイン風邪、アジア風邪、
香港風邪、新型インフルエンザ、そして今回の新
型コロナ。そして、お亡くなりになった方は百二
十六万人ということで、最もお亡くなりになった
方が多かったのはスペイン風邪でございます、数
千万人でございますが。二番目がアジア風邪で約
二百万人ぐらいの方がお亡くなりになっておられ
るということで、お亡くなりになった方の数を比
べるというのは不見識かもしれませんけれども、
比べますと二十世紀以降のパンデミックで三番目
に多いということで、この数がふえないことを祈
りますけれども、ふえるとこのアジア風邪をしの
ぐようなお亡くなりになった方が出る、二十世紀
で二番目に被害が大きいパンデミックになりかね
ないということで、これは本当に国家の危機、世
界の危機として取り組まなきゃいけない。
そして、今の感染状況を概観いたしますと、感
染者の八割が軽症、今の時点の日本ですけれども、
残り二割が肺炎などで入院する要入院、入院され
たうちの四分の一がＩＣＵで治療、こんなような
ことだと思います。八十歳代では感染者の一六％
がお亡くなりになっておられる、非常に高い。七
十代で七％、六十代で二％、こういう今の日本の
現状があります。
そこで、この冬を乗り切るということが大変重
要になってまいります。その中で、一点、我々、
共有しなきゃいけないのは、感染者を追い詰める
社会は自分の首を絞める社会であると。つまり、
感染者を追い詰める社会というのは、行動履歴を

隠す人がふえたり、検査を受けない人がふえたり
してしまうので、感染者の方について、これは自
己責任であなたの責任だというような差別、偏見
というのが決して起こらないように、それはみず
からの首を絞める社会になってしまうということ
も肝に銘じておかなきゃいけないというふうに思
います。
そこで、私はちょっと首をかしげることがござ
います。
きょうは農水の副大臣も来られておられますけ
れども、きのうから北海道ではＧｏＴｏイートの
食事券が発売された。ＧｏＴｏイートキャンペー
ンということでありますが、私は、全部コロナが
終息した後やっていただくのは、これはもちろん
大歓迎だと思いますけれども、ほかの手段で、予
算があるわけですから、予備費もまだあるわけで
すから、業界の方をお支えするというのをやった
方がいいんじゃないのか、本当に大丈夫なのかと
いうことなんですが、ＧｏＴｏイートで感染され
た方というのは、利用者はゼロということですが、
従業員、どのくらいですか、店舗数とか。
○宮内副大臣 お答えいたします。
従業員数でございますか。（長妻委員「はい。
お店の数と従業員数」と呼ぶ）ＧｏＴｏイートキ
ャンペーン事業の参加飲食店の従業員で、事業者
を通じて新型コロナウイルス感染の報告があった
人数でよろしいですか。（長妻委員「これの二番。
配付資料しているじゃない、一番最後のページ」
と呼ぶ）感染の報告があった人数は十一月九日時
点で十五名、店舗数は十一店舗となっております。
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また、その内訳ですが、北海道は四店舗八名、千
葉県二店舗二名、愛知県一店舗一名、大阪府二店
舗二名、広島県一店舗一名、徳島県一店舗一名と
なっております。
○長妻委員 これは十月から始まったばかりとい
うことで、本当にこれはちぐはぐじゃないかなと
思いますね。きのうも尾身先生座長のコロナの分
科会で、飲食店について厳重注意というお話があ
ったわけです。
きょうは国立感染研の脇田所長も来ていただい
て、田村大臣、政治の立場と、科学者の立場から、
いろいろきょうお話をお伺いしたいと思うんです
が、脇田所長、このＧｏＴｏトラベルキャンペー
ンとかＧｏＴｏイートキャンペーンというのは、
科学者の立場から見てどういうふうにお考えです
か。
○脇田政府参考人 お答え申し上げます。
ＧｏＴｏトラベル事業それからＧｏＴｏイート
事業、これは、感染防止のために検温とか体調の
確認とか換気、消毒、三密回避、そういった感染
防止を事業者、旅行者、それからＧｏＴｏイート
であれば利用者が徹底的にやっていただいて、事
業を実施するというふうに伺っています。
一方で、分科会におきましては、主にそのとき
はＧｏＴｏトラベルについて議論をしました。そ
のときに、ある都道府県がステージ３ということ
で判断をされれば、当該事業における感染リスク
を総合的に考慮して、当該の都道府県を除外する
ことも検討していただきたいというふうに政府に
は提言をしております。

○長妻委員 ちょっと、脇田所長、いろいろなマ
スコミのインタビューではもっと歯切れよく批判
をされていた記憶があるんですが、余り、科学者
ですから、今回ちょっと普通と違うんですよ。つ
まり、政治的判断も重要ですけれども、科学者が
政治的判断に引きずられたら私は世も末だと思い
ますよ。やはり、科学者は科学者なりの判断を言
っていただかなきゃいけないと思います。
ぜひ、ＧｏＴｏトラベル、ＧｏＴｏイートキャ
ンペーン、私は、別の形で業者の支援、これをす
べきだというふうな意見を申し上げておきます。
ぜひ農水副大臣もお考えいただければ。
これで農水副大臣、御退席、結構ですので。
それで、田村大臣に検査の件で一点お伺いしま
すが、十一月から通常は季節性インフルエンザが
はやり出すということでございます。そういう意
味では、同時に検査をする体制、インフルとコロ
ナ。田村大臣は、抗原検査キットの方ですね、キ
ットの方を一日約二十万件検査できる体制をつく
るとテレビ等でもおっしゃっておられて、きのう、
うちの中島議員が総理に聞いたところ、来年一月
までに二十万件一日の体制をつくります、こうい
うふうにはっきり答弁されましたけれども、大臣、
一月ということは遅いんじゃないでしょうか。一
月でいいんですか。
○田村国務大臣 私が申し上げた、一日二十万件
と言いますが、大体ワンシーズン二千万回ぐらい、
例年インフルエンザの検査をやっているという実
態があります。毎年のようにインフルエンザが発
症されるとすれば、ことしは今のところ比較的少

なくて、十月の数字を見ていますと百分の一ぐら
いの定点での数になっているんですけれども、し
かし、これからシーズンですから、例年並みのこ
とを考えなきゃいけないということで、それで、
シーズン二千万回、毎年やっているのと同じぐら
い、やはり、来た場合どちらをやるか、これは医
師の判断になりますので、それぐらいの検査キッ
トを確保できなければならないということで、ず
っとこれは役所の方にも指示をしながら……（長
妻委員「一月」と呼ぶ）ちょっと、全体の流れで
すから。それで、メーカーにもお願いしてまいり
ました。大体一月で二千万ぐらい供給できるだけ
の体制をとっていただくということでお願いして、
大体その方向でございます。
ただ、一日二十万件というのは、これは平均で
ございますので、当然十一月はまだ例年インフル
エンザは少のうございまして、だんだん十二月か
ら一月、二月の頭ぐらいがピークになってくると
いうことが例年多いんです。ですから、それに向
かって、需要があった場合にちゃんと供給できる
ようにというような体制をお願いをさせていただ
く中において、一月いっぱいで二千万件、何とか
できるようにということを、大体こういう方向で
メーカーの皆様方にお願いし、そのような体制を
つくりつついただいているという状況であります。
○長妻委員 もっと早くそういう体制を整備して
いただきたいと強くお願いします。今、大臣も御
存じのように、インフルエンザワクチン、地域に
よっては順番待ちというか相当殺到してなかなか
打てない、こういう今現状があります、後でもち
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ょっと質問しますが。インフルワクチンがコロナ
に効くというような話も一部出回っているようで
ございまして、それも後で確認しますけれども、
ぜひ、いずれにしても、インフルワクチン、同時
の検査体制を一月と言わず早目にやっていただき
たい。
そして、きょうはこの一般質疑が終わった後に
予防接種法の趣旨説明、それがあると聞いており
まして、このワクチンについて、これから残りの
時間、質問をしたいというふうに思います。
まず、ワクチンのコンセプトというのは、弱い
病気を起こさせて強い病気を予防するということ
で、つまり、薬は病気の方に投与しますが、ワク
チンは多くの健康な方に投与するということで、
より安全性が薬以上に、薬もそうなんですけれど
も、求められるというようなことだと理解してお
ります。
いろいろな先生方と意見交換しますと、急がば
回れ、急げばリスクは高くなる、ただ、その一方
で急がなきゃいけないというニーズも我々わかり
ます、そのバランスが必要だ、そして、真の勝負
は承認後にある、つまり、打った後にちゃんとサ
ーベイランスをしていくのが本当の勝負なんだと
いうことも言われておられます。
日本という国は、欧米に比べますと感染率が今
のところ低い。つまり、自然免疫を持っておられ
る方が一％もないんじゃないか、こういう意見も
ありますから、ほっておいたら免疫がふえるわけ
じゃない。つまり、我が日本でコロナを終息させ
るためには、何しろワクチンが非常に重要になっ

てくる、ポイントだ、こういうふうに考えており
ます。
そこで、先ほどもちょっと答弁いただきました
が、脇田所長に来ていただいて、脇田所長は、私
も尊敬する、世界の、日本が誇る学者だと思いま
す。世界で初めて培養細胞でのＣ型肝炎ウイルス
の増殖に成功されたということで、それによって
ワクチン開発の道が開かれたということで、世界
的権威でもありますので、きょうは本当に議論で
きることを喜ばしく思っておりますので、科学者
の立場からお願いをしたいと思います。
先ほどちょっと触れましたことなんですが、先
日、私、地上波のテレビを見ておりましたら、あ
る高名な、ワクチンの、ウイルスの専門家の教授
が、インフルエンザワクチンはある程度コロナよ
けに働くだろう、こういうようなお話をされてお
られて、これについて、私のところにもいろいろ
な方から、本当なのとかいろいろな問合せが来て
いるんですが、脇田所長、いかがですか。
○脇田政府参考人 お答えいたします。
長妻先生お問合せのインフルエンザワクチンが
コロナにも効くかというところですけれども、さ
まざまな大学の先生方が御意見をお持ちというこ
とで、私もそこは調べておりますが、現在、イン
フルエンザワクチンの主要な効果は、もちろんイ
ンフルエンザウイルス感染症の重症化予防という
ことが明らかになっています。一方で、新型コロ
ナウイルス感染症に対してインフルエンザワクチ
ンが直接的に有効性を示したというコンセンサス
は、今のところまだないというふうに承知をして

おります。
○長妻委員 直接的にというのはどういうことな
んですかね。間接的にはあるということなんです
か。
○脇田政府参考人 今、科学論文というのが、査
読を経て、それで出版をされるということなんで
すが、最近は査読前の論文も公開をされるという
ことになっています。
その中の査読前の論文を見ますと、一部、臨床
で研究をした内容で、インフルエンザワクチンを
投与した人がコロナの発症が少ないというような
データが出ていますけれども、これは臨床試験の
結果ではないので、今のところまだ科学者の間で
はコンセンサスはないというふうに承知をしてい
ます。
○長妻委員 次に、この新型コロナウイルスワク
チンを接種することになったとき、やはり国民の
皆さんにはリスクとベネフィットを的確に説明す
るということが大変必要になってくると思います。
そういう意味では、一つの肝は、この申請が上が
ってきたら、御存じのようにＰＭＤＡ、独立行政
法人で審査をして、そこの報告書をもとに薬事・
食品衛生審議会、いわゆる薬食審というところで
先生方が審議をして、そこで了解がとられれば、
今度は大臣のところに行って大臣が承認するとい
うことで、非常に責任重大なわけでありますが、
肝はこのＰＭＤＡの報告書と薬食審の議事録とい
うことなんですが、これは早目に公開していただ
かないと、いろいろな揣摩臆測を呼びかねない。
国民の皆さんの関心も高いので、この薬食審で
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リスクとベネフィットが話し合われるわけでござ
いますので、何カ月もかかっていてはこれは困り
ますので、大臣、最短で、一週間とか二週間とか、
それ以内で公開していただけないでしょうか。い
かがですか。
○田村国務大臣 御説明にも上がったんだと思う
んですけれども、薬食審の議事録の公表、今現状、
会議終了後から二カ月半ということになっており
ます。
これはさまざまな理由があるわけでありますけ
れども、新型コロナウイルスのワクチンの承認と
いうのは、非常に国民の皆様方にとっても、期待
といいますか注目を浴びる部分でございますので、
でき得る限りこれを早くしなけりゃならない、そ
れは我々も思っております。
そこで、期間を三週間程度まで、何とかこれを
早めようと。委員、一週間だとかおっしゃられま
したけれども、速記業者による速記録の作成であ
りますとか、審議会の委員による発言内容の確認
でありますとか、また、関係製薬企業による企業
秘密等の有無の確認、こういうものを早める。
全体的な日程感、ちょっと調べてみました。例
えば、業者による速記録の作成、納品の早期化、
これは、会議終了後、今二週間かかっているのを
何とか一週間ぐらいでできないか。それから、納
品版速記録の確認、体裁整理、これを二日を一日。
委員や事務局への発言内容の確認の早期化、これ
は四週間を一週間。取りまとめ作業を二日から一
日。製薬企業への議事録の非公開希望箇所の有無
を確認、これを一週間から三日等々。いろいろな

ことをやって何とか三週間程度。
もっと早めろというお話もあるんですが、例え
ば、委員の先生方、いろいろなお仕事をされてい
る中で、最大限これに、やはり国民の非常に期待
をしている部分でありますので、そういう意味で
は時間を割いていただきたいというお願いをした
りでありますとか、また、それぞれ企業にも、で
き得る限り、ほかの仕事もあるでしょうけれども、
早めていただきたいというお願いをしての三週間
でございますので、でき得る限り、この三週間も
できれば早めたいとは思っておりますけれども、
そこはやはり時間的な制約があるということは御
理解をいただきたいというふうに思います。
○長妻委員 やはり長いと思うんですね、三週間
でも。
この委員の先生方に議事録をチェックしていた
だくということですけれども、委員の先生方は自
分が発言しているわけですから、しまった、ちょ
っとあれはまずい発言だったなとか、その場とい
うか、すぐそれはわかるところでありますので、
ちょっとこれは工夫をして短くしていただきたい。
これは相当な肝になると思います。
そして、もう一つ、脇田所長、脇田先生にお伺
いするんですが、今言われている三社の、政府が
契約を結んだモデルナ社もございますし、基本合
意をしたアストラゼネカ、ファイザーもございま
すけれども、これについての今得られている知見
の中で、これらのワクチンというのは感染予防と
いうのはできるんでしょうか。
多分、三つのフェーズがあると思うんですね。

感染予防、つまり、そのワクチンを打っていれば
感染されない。そしてもう一つは、発症予防、感
染しても症状が出ない。そしてもう一つは、重篤
化予防、重症化予防ということだと思うんですが、
どのくらいの状況になりそうな感じですか、今の
段階で。
○脇田政府参考人 お答えいたします。
ワクチンの効果は、まさに長妻委員おっしゃる
とおり、その三つのポイントが重要だと思います。
ただ、感染予防というのは、このコロナウイル
ス感染症の性質上、感染をした人がかなり多く無
症状である、あるいは軽症であるということから、
それを指標にすることは非常に難しいというふう
に考えられていますし、実際そうなっていると思
います。
一方で、昨日ですか、ファイザーから中間報告
というのがありましたけれども、そこは、発症を
どの程度予防できたかということがポイントにな
っていると思います。
ただ、インフルエンザワクチンなんかであれば、
重症化をどの程度抑えられるかというところが有
効性の基準になっていますので、我々としては、
新型コロナワクチンに対して、少なくとも重症化
予防というのがその目標にはなるだろうというふ
うに考えていますが、今回は発症予防ということ
でしたので、それはもう少しよい点ということに
なります。
予防効果について、感染予防、発症予防、重症
化予防という、重症化予防というのが一番最低ラ
インと言うとあれなんですけれども、それよりも、
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発症予防効果があるということはより効果がよい、
そういうふうに受けとめております。
○長妻委員 これはいろいろ報道で、ファイザー
が九割有効だと、ワクチン。
ファイザーのワクチンというのは、これは発症
予防というのはどんな感じなんですかね。
○脇田政府参考人 報道によりますと、九〇％の
発症を予防したということですけれども、まだ九
十名程度の結果を見たところという、四万人の対
象者において九十数名の発症者を見て、その中で
解析をしたところという結果ですから、第三相試
験が最終的にエンドポイントまで行われて、その
結果をしっかり見るということと、それから、安
全性の結果がまだ十分に報道されていませんので、
その結果をしっかり見ていく必要があるというふ
うに考えています。
○長妻委員 そして、今回三社と契約基本合意が
ありますが、そのうちの二社はメッセンジャーＲ
ＮＡというワクチンだと承知をしておりますが、
これは史上初ですか。
○脇田政府参考人 メッセンジャーＲＮＡワクチ
ンというのは、これまでに、迅速に開発ができる
というメリットがありますので、いわゆる新興感
染症のワクチンとして開発されてきた経緯はある
んですけれども、これまで世界各国で薬事承認を
されているものはなく、世界いずれかの国で承認
されれば、初めてのメッセンジャーＲＮＡワクチ
ンになるというふうに認識をしております。
○長妻委員 これは配付資料三ページですけれど
も、これもワクチンの権威の石井教授が作成した

資料でございますが、この一番下に、ｍＲＮＡワ
クチン、今おっしゃっていただいた、これは史上
初で、まだ使ったことが人類はありません。これ
について安全性がクエスチョンとなっております。
それはまだ誰も使っていないということで、今も
試験中ということでございますので、これはより
一層の安全性の確認というのが私は必要だという
ふうに思うわけでございますけれども。
試験は、第一相試験、第二相、第三相、第四相
試験、こういうふうにいわゆる段階があるという
ことでございますが、実際に国民に接種する前は
第三相試験まででございますけれども、実際、日
本で第三相試験、かなり大規模な、人間に打って
調査をするということですが、これは脇田先生、
第三相試験は日本でできるんですか、ｍＲＮＡ。
○脇田政府参考人 現在、一部その第三相試験が
日本の日本人も対象に行われているということは
承知しておりますので、日本でできないというこ
とはないと思いますが、日本人だけでこの第三相
試験をやろうと思いますと、感染状況を考えます
と少し難しいところはあるかというふうに考えて
おります。
○長妻委員 今、日本でもやっているというお話
がありましたが、ただ、普通第三相試験というと、
常識的に考えると、数万人あるいは数十万人です
よね。そんな数万人、いわゆる第三相試験を数万
人で日本でやっているんですか。ファイザーです
か。
○脇田政府参考人 済みません、私の勘違いで、
日本人が入っているのは第一相、第二相の試験と

いうことで、第三相試験が今現在日本人が入って
行われているということではないということであ
ります。
○長妻委員 そうすると、例えばｍＲＮＡワクチ
ン、ファイザーでもいいんですけれども、第三相
試験、日本人で、人種が違いますから、欧米人と
日本人は全然違いますから、効き方が。そうする
と、第三相試験はすっ飛ばす、日本人に対する、
そういうこともあり得るということなんですか、
承認の前に。
○脇田政府参考人 日本人で大規模な第三相試験
が行われるかどうかということは私は承知はして
いないんですけれども、しかし、その第三相試験
の結果、有効性や安全性というものはしっかり調
査をして判断をする必要があるというふうに考え
ています。
○長妻委員 つまり、第三相試験はできないけれ
ども、有効性を第三相試験的に判断するというこ
とは、田村大臣、これは史上初、人類が初めて使
うｍＲＮＡワクチン、私ももちろん新型コロナの
いいワクチンができればいいと願っている一人で
ありますけれども、こういうｍＲＮＡワクチンで、
第三相試験を日本でやらずに承認というのはでき
るんですかね。
○田村国務大臣 新型コロナウイルスワクチンの
評価方法でありますけれども、これは、欧米、日
本の薬事規制当局間で意見交換をいたしまして、
その考え方をもとにＰＭＤＡで策定、公表、考え
方をしているわけなんですね。
その中において、一つは、やはり、海外での大
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規模な臨床試験を行う中において、発症予防であ
りますとか重症化予防、こういうものがしっかり
と効果が示されるということ、それから、国内で
やった場合、免疫原性、抗体価などの数値ですね、
抗体価、こういうものがちゃんと一貫していると
いうようなこと、さらには、海外、国内とも、ま
あ国内でも一相、二相はやっていますので、そう
いうところで副作用等々有害な事象が見れない、
出ていないというようなことをしっかり確認した
上で、有効性、安全性、それを見て、その上で承
認をするというような手続になってくると思いま
す。
○長妻委員 そうすると、もう一回確認ですけれ
ども、第一相試験、第二相試験は日本人でやって
いる、これは百人ぐらいでしたっけ。
○田村国務大臣 数百人ということであります。
○長妻委員 そうすると、それは、いろいろなデ
ータをとって今やっていただいていると。ただ、
第三相試験は日本ではやらずに、その今の第一相、
第二相の日本人のデータをもって承認プロセスに
進んでいく、こういう御理解ですか。
○田村国務大臣 言われますとおり、海外では第
三相で数万人規模でやられて、その効果、安全性
も踏まえながら、一方で、国内では一相、二相で、
効果それと安全性を踏まえた上で、先ほど言いま
した免疫原性、抗体価がしっかりついていれば、
それだけの効果があるのであろうということが考
えられますので、その上で承認プロセスに入って
くるということであります。
○長妻委員 これはぜひ資料要求させていただき

たいんですが、数百人規模で第一相、第二相を日
本人でやったというような結果について、当然、
出せるもの、出せないものはあると思いますけれ
ども、できる限り出せるものをこの委員会に出し
ていただきたい。委員長、お願いします。
○とかしき委員長 理事会で協議させていただき
ます。
○長妻委員 それで、結局、非常に、安全性確認
が欧米に比べてなかなかできにくいところ、日本
で承認になると、これはやはり、スピードも重要
ですけれども、拙速にならないようにぜひしてい
ただきたい。
こういう話もあるんですね。多少副反応が強く
ても効果を重視する、こういう考え方も、一部、
欧米ではあるようでございます。
それは、死者の数とか感染の率が全然違います
から、多少の副反応の判断について、我が日本と
考え方が違う可能性もありますから、ここはよく
よく考えていただいて、これは大臣、本当に重要
ですので、ここで失敗をしたらコロナの終息は遠
のいてしまうと思いますので、本当に全体を見て
差配をしていただければと思います。
その中で、ちょっと心配なことがいろいろござ
いますが、例えば、配付資料七を見ていただきま
すと、これは、大変失礼ながら、脇田所長の御発
言なんですけれども、きのう共産党の宮本先生も
本会議で触れられておられましたが、このコロナ
分科会十回目、九月二十五日ことし、脇田先生が
こういうことをおっしゃられているんですね。品
質の確保についてでございますが、「恐らく、非

常に迅速に承認を求められるという状況なので、
ほとんど実際の試験は行わずに、書類審査だけで
行うということになろうかと思う。」と。
ちょっとこれだけ聞くと、大丈夫かなと思うの
でございますが、脇田先生、いかがですか。
○脇田政府参考人 お答えいたします。
分科会におきましては、ワクチンの議論、これ
は八月からずっとやってきているところでござい
ます。
それで、私は、議論の中でも、やはり安全性、
有効性というのは非常に重要なので、慎重にそこ
の品質の確保をしていくべきだということで発言
をさせていただいています。
それで、その上で、ワクチンの承認に当たりま
しては、従前から、提出されたデータに基づいて、
ＰＭＤＡにおける審査及び調査と並行して、感染
研における承認前検査、これを行うということに
なって、実際に製品の品質をしっかり確認をして
いくということになります。また、ワクチンの承
認後には、感染研におきましてロットごとに品質
の検査、確認を行う国家検定というものを実施し
ております。
ですから、こういった迅速な対応はもちろん求
められるわけですけれども、この新型コロナウイ
ルスワクチンに関しては、しっかりと品質を確保
するということを前提として、承認前検査及び国
家検定の実施方策については厚労省とも相談をし
て検討をしていきたいというふうに考えておりま
す。
○長妻委員 ちょっとなかなか理解しにくい御答
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弁だったと思うんですが、そうすると、今回のコ
ロナウイルスについては実際の試験は行わないと
いうことですか、品質について。
○脇田政府参考人 お答えいたします。
こちらは、実際に承認申請があった後に、実試
験を行うかどうかということ、実際に試験を行う
かどうかについては検討をするということになり
ます。
○長妻委員 そうであれば、この発言、ほとんど
試験は行わずにと。じゃ、検討をする、今の発言
とこの発言がちょっと違うわけでございまして、
書類審査だけで行うということになろうかと思う
と。
いずれにしても、これは相当重要だと思うんで
すね、リスクとベネフィット。日本はワクチン行
政において過去いろいろなことがございまして、
残念ながら先進国の中でワクチン行政はおくれて
おります。これは誰の責任ということではないん
ですけれども。
今回失敗したらこれは本当に大変な事態になり
かねないということで、相当最悪の事態、国民と
のコミュニケーションがきちっとできていないと、
本当に、いいワクチンができても多くの方が打た
ない、こういう事態にもなりかねないし、ですか
ら、そこら辺を本当にきちっとやっていただきた
いんです。
少し私の心配を申し上げますと、レムデシビル
という、これは治療薬、ワクチンじゃありません
が、私はあっと驚きましたけれども、申請から承
認まで四日でおりたと。普通は一年かかるところ

でございますけれども、迅速なのが全部悪いわけ
ではありませんが、これは政治的にもいろいろ取
り沙汰されて、政治家の口からも出た薬だし、ワ
イドショーでも連日この薬が言われていた。
つまり、私が言いたいのは、冒頭もちょっと言
いましたけれども、政治的判断と科学的判断、こ
れはせめぎ合うのはあると思いますよ、最終的に
判断するのは政治家ですから。ただ、そのときに
科学者の皆さんもそれをそんたくして政治的判断
に引きずられてはならないということを私は本当
に科学者の方々に申し上げたいんです。
これは本当に命がかかっている問題でございま
すので、ぜひその意気込みというか覚悟というか、
脇田所長が本当に頼りでございますので、それを
ちょっと、脇田所長、そういう今のことについて
お覚悟をお述べいただければ。
○脇田政府参考人 長妻先生がおっしゃられると
おり、この新型コロナウイルスワクチンは新しい
ワクチンでありまして、品質の確保、有効性、安
全性の確保は非常に大事だということを認識して
いますので、そこは十分に感染研として役目を果
たしていきたいというふうに考えています。
○長妻委員 本当にそれをお願いしますね。本当
にお願いします。
そして、先ほどファイザーのワクチンの話を申
し上げましたけれども、一部報道で出ていますの
は、来週にでもファイザー社はアメリカのＦＤＡ、
食品医薬品局に申請すると言われておりまして、
ですから、日本での申請も、あるいは認可も、早
ければ、物理的には十二月、来月、ワクチン申請

が来て認可ということもあるのかなと。これは私
の勝手な推測ですけれども、すごく急ピッチでい
ろいろ物事が動いていますので、我々政治家が、
ちゃんとチェックする仕組みをつくって、我々は
チェックできませんけれども、素人ですから。こ
れは、ちゃんと国民の皆さんと適切なコミュニケ
ーションをとっていかないと大変なことになると
いうふうに思います。
その中で、脇田所長にお伺いしますが、ファイ
ザーのワクチンについては、これも一部、有効性
が数カ月ということも言われておりますけれども、
数カ月だと。どのくらい有効性というのはあるん
ですか、期間。
○脇田政府参考人 現時点では、メーカー側で今
まさにその有効性、安全性、それから有効期間、
こういったものに関して検討を行っているという
ところですので、まだ我々の方にそういった条件
が知らされているところではないということでご
ざいます。
○長妻委員 ですから、田村大臣、有効期間が仮
にすごく短いとすると、全国民分確保しましたと
いっても、何カ月かで切れちゃう、有効が。そう
すると、個数は、一人二回打つにしても確保して
も、もっと確保しないと確保したことにならない、
こういうことも想定しないといけないわけであり
ます。
その中で、五ページでございますが、今のとこ
ろ、政府からいただいている資料は、ファイザー
社の新型コロナワクチンの有害事象についての結
果というのが、これは公開している資料で出てお
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りますけれども、これについて、「新型コロナワ
クチン群でより多く見られた。」ということでご
ざいますけれども、これは、何と何を比べて、ど
んな副反応、有害事象が出たのでございましょう
か。脇田所長に。
○脇田政府参考人 お答えいたします。
先ほどコントロール群というお話がありました
と思いますが、これは、生理食塩水を接種をした
群というものと、実際のワクチン、実ワクチンを
接種した群を比較して、局所の反応でありますと
か、それから全身の反応といったものを比較した
というふうに承知をしております。
○長妻委員 これは、副反応、有害事象について
はインフルエンザワクチンよりも強い傾向がある、
そういうことなのでございますか。
○脇田政府参考人 臨床試験におきましては、イ
ンフルエンザウイルスワクチンと直接の比較をし
ていないので、そこは明らかにされていないとい
うことになりますが、プラセボ群、コントロール
群というふうに言いますけれども、それよりは副
反応の事象が多いというふうに報告されておりま
す。
○長妻委員 アストラゼネカ社は、これはウイル
スベクターワクチンということで、またｍＲＮＡ
と違うんですけれども、このアストラゼネカが初
めに国民に打っていただくようになる可能性もあ
りますので、アストラゼネカ社は有害事象につい
て、六ページ、政府が発表しておりますが、これ
は、何と何を比べて、「より多く生じる傾向が見
られた。」というふうになっているんでしょうか。

○脇田政府参考人 お答えいたします。
アストラゼネカ社から公表されている論文を見
ますと、半分は実際のコロナワクチンを投与し、
半分のコントロール群というのは髄膜炎菌ワクチ
ンを接種しているということになりまして、その
髄膜炎菌ワクチンの投与群よりもコロナワクチン
群の方がその出現が多く見られる傾向があったと
いうふうに書かれております。
○長妻委員 ということは、インフルエンザワク
チンよりも、より多くそういう傾向が見られると
いうふうに推察してよろしいんですか。
○脇田政府参考人 お答えいたします。
実際の局所の反応につきましては、新型コロナ
ワクチンとそれから対照群、どちらでも見られた
ということでありますので、そこは余り差がない
ということになりまして、全身反応、疼痛であっ
たり、発熱であったり、不快感であったり、そう
いうものがやや多く生じる傾向があるということ
ですから、あくまで髄膜炎菌ワクチンと新型コロ
ナワクチンを比べたということになりますので、
それは髄膜炎菌ワクチンよりもやや多く……（長
妻委員「インフルワクチン」と呼ぶ）インフルワ
クチンとは比較をしていないので、それを直ちに
この結果から申し上げるというのはできないとい
うふうに思います。
○長妻委員 これらの資料は七月二十日の資料な
んですね。ぜひ委員長にお願いしたいのは、アス
トラゼネカ社、ファイザー社、モデルナ社の、そ
の会社に開示も要求をしていただいて、でき得る
限りの有害事象のデータ、あるいは有効性のデー

タ、これをこの委員会に提出いただけるようにお
願いします。
○とかしき委員長 ただいまの件につきましては、
理事会で協議いたします。
○長妻委員 そして、もう一つは、このロジステ
ィクス、ロジの件なんですが、これは、脇田所長、
ファイザーが、このｍＲＮＡワクチンは壊れやす
いので、マイナス七十度で輸送しなきゃいけない
と。こういうフリーザーは余り日本にないと。た
だ、溶かして五日間は少し大丈夫のようなことも
聞いているのでございますけれども、これは、一
部報道等によりますと、保管はマイナス七十度で
最大六カ月、そして、五日間だけは二度から八度
でオーケー、つまり冷蔵で、普通の冷蔵庫でオー
ケーと。ということは、集中的に早く使わないと、
それを期間を超えたら捨てることになっちゃう、
こういう非常に難しいロジスティクスなんですが、
まずは、今私が申し上げたような知見でよろしい
のかどうか、お願いします。
○脇田政府参考人 お答えいたします。
このファイザーのワクチンというのは、新たに
開発が進められているメッセンジャーＲＮＡワク
チンということでございますので、これは非常に
不安定な性質があります。ですから、有効性を保
つためには、マイナス七十度以下で冷凍した状態
で保存する、それから流通をさせるということが
必要になるというふうに考えております。
医療機関で適切に保管管理ができるように、厚
労省におきまして、ディープフリーザーという、
いわゆる超低温で保管ができる冷凍庫、あるいは
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ドライアイスの確保とか、その供給の方法につい
ての検討を進めるということが必要で、そういっ
た情報を実際に提供しているというふうに伺って
おります。
現時点では、メーカー側で、先ほどの有効期間
といいますか、そういうものと同じように、治験、
臨床試験とか製剤の安定性に関する試験を行って
いる途中であって、現在は融解後の冷蔵保存の必
要性とか有効期間についてはまだ明らかではない
ということですので、今後、そういった詳しい情
報が、保管について、必要な温度条件、あるいは
可能な保管の期間というものが明らかになってき
ますので、それは、そういうものが明らかになっ
てから、更に詳しくロジスティクスについても検
討されるというふうに承知をしております。
○長妻委員 最後にちょっと大臣とやりとりをし
たいのでありますけれども、いろいろな難しい点
が今お聞きのようにございまして、ぜひいろいろ
な視点で準備をしていただければ、我々も協力す
べきところは全部協力いたしますのでということ
と、あと、これはちょっと、私、若干不安なのが、
ＰＣＲ検査のとき、政府の中に推進派と抑制派が
あって、いろいろちょっと哲学の違いがあって混
乱したという経験があります。
今回のワクチンの接種についても、今、政府の
中あるいは世の中にちょっと二つの哲学がせめぎ
合っているような感じを私は受けて、それが顕在
化したときにやはり政治屋が科学者の皆さんと議
論して決定していかなきゃいけないんじゃないか
ということなんです。

どういうことかというと、一つの考え方は、効
果が、例えば何％の方に効果があるのか、今わか
りませんけれども、いずれにしても、いろいろな、
承認されればですね、効果がないのを承認するわ
けありませんから、一定程度効果がある、副反応
も安全性の範囲内と信じたいわけですけれども、
これをきちっとやっていただくのは大臣の仕事で
すが、そうなったワクチン、一つの考え方は、で
あれば、日本は自然免疫もつきにくいので全国民
に打っていただく、御理解をいただいた上で。こ
れは強制はできませんからね、個人の判断。そう
いう一つの哲学もあると思います。
もう一つの考え方というのは、これは、例えば、
重篤化予防しかない、重症化予防が主な効果で、
発症予防はなかなか、あるかもしれないけれども
確認がしにくい、重症化予防ということが効果が
打ち出された場合、じゃ、若い人は重症化しない
んだから、若い人は打たないで、副反応もある可
能性があるから、それはお年寄りと慢性疾患の方
と医療従事者だけにしようという考え方、そうい
う哲学も私はあると思うんですよ。
それはせめぎ合っていく。ただ、その場合、若
い方も、これは実際、製品が出てみないとわかり
ませんが、重篤化予防の効果があるということは、
多分ウイルス増殖が抑えられるということでしょ
うから、恐らく人に感染する力も弱まる可能性も
あるから、若い方が重症化しなくてもそれは打つ
べきだ、つまり蔓延防止のためにという考え方も
ある。
ですから、この二つの考え方が既に今、いろい

ろな学者の皆さん、評論家の皆さんの中で二つが
私はせめぎ合っているような気がしておりますの
で、これが最終的に政府の中までいって、どっち
だ、どっちだというふうになって混乱しないよう
に私は願っているんですが、大臣、どういう哲学
で臨まれますか。
○田村国務大臣 まず、前段の部分ですが、やは
りワクチンというものをまずしっかり確保しなき
ゃならないという前提があります。今、契約を結
んだり、基本的合意をやっていますけれども、そ
の中で、やはり、確保したとしてもちゃんとこれ
を供給できなきゃいけませんので、今、Ｖシステ
ムというのをつくって、ワクチンの供給システム
ですね、接種円滑化システムというのをつくって、
ここでちゃんと情報を、それぞれ自治体やそれか
ら医療機関と共有しながら、もちろん卸も含めて
共有しながら、ちゃんと供給ができるようにする。
その上で、自治体には、やはり人員も確保して
いただかなきゃなりませんし、それから、接種の
ためのクーポンみたいなものも配っていただかな
きゃなりません。相談窓口もつくっていただかな
きゃならぬと思います。
そして、今ほど来話がありましたマイナス七十
度という話であれば、これは、例えばそれを、七
十度のワクチンが来たときに、今言われたとおり、
余り置いておけませんから、ある程度の人数を短
期間に打たなきゃならないわけでありまして、場
所の確保でありますとか、場合によっては、冷蔵
の仕組み、システム、まあドライアイスというこ
ともあるかもわかりません。そういうものをちゃ
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んと、ロジといいますかオペレーションを組める
ようなお願いもしていかなきゃならない。
そういう仕組みをしっかりつくった上でワクチ
ン接種を始めていかなきゃならぬということを、
しっかり今進めている最中であります。
そして、後段の部分でありますけれども、それ
は、まず、今まだ十分にどういう効果があるかわ
かっておりません。重症化予防に重き効果がある
のか、発症予防の効果が強いのか。一部ファイザ
ーの話がありましたけれども、そこもしっかりと、
我々、国内で一応承認手続をやりますので、見き
わめながら、そのときに、接種義務というのも一
応かけておりますが、場合によっては外せるよう
になっておりますので、どういう方々に接種義務
をお願いするのかということも含めて、今委員が
言われたような、どこに力点があるのかというの
は、これからしっかりと議論した上で、ベネフィ
ットとリスクというものをちゃんと計算した上で、
国民の皆様方にまずは御理解をいただかないと、
どれだけいいものであったとしても、ちゃんとし
た情報をお伝えしなければ、打っていただくのは
国民の皆さんの意思でございますので、これが御
理解いただかなければ打っていただけないという
ことにもなってまいります。
ですから、それぞれの判断において打っていた
だけるような情報提供もしっかりしてまいりたい
というふうに思っております。
○長妻委員 これで質問を終わりますが、ぜひ、
混乱しないように、一定の考え方というのを大臣
に持っていただければと思います。

どうもありがとうございました。
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