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 立憲民主党の長妻昭です。よろしく
お願いをいたします。
先日の衆議院の予算委員会で、我が党の枝野代
表が、検査について、コロナについての検査につ
いて質問したところ、田村大臣がこんな御答弁を
された。「これはランセットの掲載されている論
文なんですけれども、先ほど言いましたような蓋
然性の高いところでやった場合には、これは定期
的にやると当該集団から感染を二五から三三％減
らすことができる」。こういう答弁をされている
んですが、これは事実ですか。
○田村国務大臣 ちょっと確認をしましたが、ラ
ンセットの方は、私申し上げたのは、人口の五％、
これをランダムに毎週検査をした場合には実効再
生産数が平均二％しか下がらないというような論
文。それと、今言われたのはイギリスの大学のレ
ポートでありまして、ここでは、四月二十三日に
よるものでありますが、医療従事者等の感染リス

クの高い集団を定期的に検査を行った場合、当該
集団から感染を二五％から三三％減らすというこ
とがここに書かれておるということであります。
○長妻委員 だから、ランセットの論文じゃない
んじゃないですか。
○田村国務大臣 申しわけありません。ちょっと
訂正させていただきます。
ランセットは、そのときにも申し上げましたけ
れども、人口の五％、こちらの方がランセットで
ありまして、イギリスの大学のレポートというふ
うに私そのとき申し上げたとは思うんですけれど
も、ちょっとそこのところがうまく伝わっていな
かったとしたらおわび申し上げたいというふうに
思います。
○長妻委員 イギリスの大学のレポートというの
は、どこでおっしゃったんですか。
○田村国務大臣 これもそのとき申し上げました
が、分科会の資料の中でそのようなものが書かれ
てあるということで、これは分科会の中で開示を
されておりますので、それをごらんいただければ
というふうに思います。
○長妻委員 予算委員会でイギリスの大学のレポ
ートだとおっしゃったというふうに今おっしゃい
ましたけれども、ちょっとそこら辺、どこにある
のか確認しますけれども、これは事実でしょうね。
今、このランセットというのは、私のような者
でも聞いたことがある、非常に有名な権威あるも
のだと思いますけれども、ランセットじゃないん
ですね、おっしゃった大臣の話というのは。
これは、私も調べましたら、インペリアルカレ

ッジというところのレポートですよね。しかも、
その後、大体二％ぐらいしか、実効再生産を下げ
るというふうに書いてあるんですが、これは確か
に、ここだけはランセットなんですよ。
そうすると、これは一つのレポートだと誤解す
るような言い方で、ランセットに載っている、非
常にミスリードするような答弁だったわけであり
ますけれども、これは全く別の人が書いた別の論
文をあたかもランセットに載った一つの論文かの
ように枝野代表に対する反証として言っていくと
いうのは、非常によくないと思いますので、撤回
の上、謝罪をしていただきたいと思うんですが。
○田村国務大臣 私がそのときに枝野代表に申し
上げたのは、ランセットに書いてある二％分、つ
まり、二％しか下がらないと。これは、枝野代表
がそのときに、検査を幅広く、みんなにやるべき
だというような趣旨のことをおっしゃられたと私
は受けとめたものでありますから、要するに、人
口の五％をランダムに毎週やったとしても、それ
は、それほどというか、実効再生産の二％は下げ
るんですけれども、それぐらいしか下がらないん
ですというようなことで申し上げたわけでありま
して、後段の部分は、蓋然性の高いところに検査
すると効果がしっかり出るというふうに申し上げ
ました。
この間またここで同じような質疑があって、そ
のときには、枝野代表が、そういう意味じゃなく
て、たしかその後言われたのは、例えば、何かＧ
ｏＴｏで旅行へ行くときだとかそういうときに使
ったらどうという意味でおっしゃったというふう
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に、その後言われましたので、ここでたしか私、
どなたかの質問のときに、枝野代表の言われてい
ることと私が申し上げているところがちょっと…
…
○とかしき委員長 答弁は簡潔にお願いします。
○田村国務大臣 合っていなかったので、という
ことで、そうであったとすれば申しわけないとい
うふうに、ここでおわびを申し上げたというふう
に思いますけれども。
○長妻委員 これは悪質ですよ。
ランセットに載っていない論文を載っている論
文と組み合わせて、あたかも一つの論文かのよう
に国会で強弁するというふうに私は感じるんです
けれども、これはランセットじゃないわけですか
らね、二五から三三というのは。それで、一つの
論文じゃないわけですから。
これは、撤回、謝罪ということをちょっとここ
で言ってもらえますか、この点について。
○田村国務大臣 これは、枝野代表に申し上げた
のは、この部分で反証したわけではないわけです
ね。ランセットに載っていない部分はおわび申し
上げますが、ランセットに載っている部分をして
枝野代表のおっしゃったことに対して私は申し上
げたわけです。
つまり、枝野代表は、無症状みんなにやるべき
だというふうにおっしゃられたというふうに私は
受けとめたからです。だからそれを、五％やった
としても、一週間、これは、症状がない方々、国
民に対して、ランダムに。そのときには、そうい
う効果というのは薄いんですよという意味で、ラ

ンセットのことを打ち出しました。だから、そう
いう意味では、枝野代表に対しては、ランセット
の文書をもってしておっしゃったことに対して申
し上げたわけであります。
そこもそうじゃないと枝野代表がおっしゃられ
たので、そんなことは言っていないとおっしゃら
れたので、その後、私は、枝野代表に当たってい
ませんから、反証できませんでした。
ただ、この委員会で同じことを言われたときに、
枝野代表と私の間でそれぞれ言っていることにす
れ違いがあったので、それに関しては、私が思っ
ているところと枝野代表が思っているところが違
ったので、ちょっとすれ違いの中でいろいろなこ
とを私として申し上げたことはおわびを申し上げ
ますとたしか言ったはずでございますから、この
委員会の議事録をお調べをいただければありがた
いと思います。
○長妻委員 いや、私はそのことを言っているん
じゃなくて、ランセットに載っていると言いなが
ら、前段は全く違う大学のレポートを引用して、
後段だけランセットの論文を引用して、あたかも
一つの論文がランセットに載ったような形で答弁
をしたということが、非常にミスリードだし、撤
回して謝罪すべきだと言っているんです。なかな
か、同じ言いわけをするのであれですけれども。
もう一つ気になるのは、議事録を読むと、枝野
代表は、一般の人にのべつ幕なし検査しろなんて
言っていませんよ、その質問も。ＧｏＴｏトラベ
ルとかＧｏＴｏイートとか、そういうようなこと
を前提に質問しているわけですよね。

それで、分科会で、検査体制の基本的な考え・
戦略というのが出ているんですけれども、ここで
三つのパターンを吟味しているんですね。一つは、
有症状者。二つ目は、無症状者のうち感染リスク
及び検査前確率が高い人。検査前確率というのは、
検査前に考えられる陽性率ということですね。三
番目が、無症状者のうち感染リスクが低い及び検
査前確率も低い。こういう人を、三つ分けて議論
しているんですが。
その三番目の、感染リスク、感染前確率が低い
無症状者、そこに対してのところの記述を、論文
の引用がそこにもありました、確かに。それを大
臣が、全部ランセットだというふうに、ランセッ
トじゃないふうに書いてあるのにもかかわらず、
ランセットの一つの論文のような形で答弁されて
いる。
つまり、誰も、全員にのべつ幕なし検査しろな
んて言っていないんですよ、我々も。無症状者の
うち感染リスクが低くて検査前確率も低い人まで
全部検査しろなんという議論は、この予算委員会
でもないし、一番極端なところの例をとって言っ
ていくというのは、非常にこれはフェアじゃない
と思うんですね。
お配りした資料の、配付資料のうち、さっき言
った、八ページですけれども、一番、無症状者、
感染リスク及び感染前確率が低い場合、ここにこ
ういうふうに書いてあるんですね。例えば、東京
都で全員を対象とすれば一千四百万人、五日間で
行うならば一日二百八十万件の検査が必要と。膨
大なコストだと書いてあるわけです。こんなこと
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は誰も言っていないんですよ、全員にしろなんて。
その前の前のページ、六ページを見ていただく
と、これもさっきと同じカテゴリーですね、無症
状者のうち感染リスク及び検査前確率が低いケー
ス、そこに、下に論文が載っているわけですね、
田村大臣が非常につまんで一体化して、誤解を招
くような形で引用した。
ここのくだりも、全員に、感染リスクが低いと
ころもみんな検査する、東京都民全員検査する、
そういうようなカテゴリーの評価のところをつま
んで国会で答弁するというのは、これは悪質だと
思いますよ。そんなことを言っていないにもかか
わらず、最も薄いところに検査をするというのは、
効果がない、おかしいんじゃないか、東京都民全
員にやったらコストが膨大になるよ、当たり前で
すよ、それは。
こういう誤解を招くようなことは、撤回、謝罪
をしていただきたいんです。
○田村国務大臣 長妻委員、この間おられたかど
うかわかりませんが、厚生労働委員会で、そのこ
とに対しては、どうもすれ違いがあったので、そ
のようなことを枝野代表がおっしゃられておられ
ないということで、私はそれに対しては素直にお
わびを申し上げたつもりですが、あのときは、枝
野代表が予算委員会で反論された後、私は当たら
なかったものですからお答えできなかったんです。
それで、ここで、誰だったかちょっと覚えてい
ませんが、ちょうどいい機会で話が出ましたので、
すれ違いがございましたので、それに対して、十
分に意思疎通ができなかったことに関してはおわ

び申し上げますというような趣旨のことを言った
と思いますので、ちょっと議事録を確認してみま
すけれども、それに関しては、そもそも言ってい
る趣旨が違っていたわけですから、それに対して
十分に意図が伝わらなかったということで、この
委員会で申し上げたつもりです。
○長妻委員 いや、そんな、過去のじゃなくて、
今ここでもおわびしてほしいんですよ、そうした
ら、撤回して。
これはおかしいですよ。この資料自体は、私は
別に疑義を持っているわけじゃないですけれども、
この分科会の資料。ただ、三つに分けて検査を評
価しているとき、一番感染リスクも低い、検査前
確率も低い場合、のべつ幕なしに検査するという
ことについての評価のページを予算委員会で読み
上げたわけですよ、大臣は。それは悪質だ。そん
なことを言っている人はいないわけですから。
そういうような、ＧｏＴｏトラベルだって感染
リスクは高いわけですから、普通の一般よりは高
いわけですから、飲食も伴うわけで、ＧｏＴｏイ
ートも。そこら辺の認識がおかしいんじゃないか
ということで言っているので、もう一回、撤回と
謝罪していただきたいんですよ、こういう極端な
議論をするのを。
○田村国務大臣 誤解に基づいて私が答弁しまし
たので、その後、枝野代表の方から、まあ、そん
なことは言っていないというようなお話がござい
ました。その後、私、発言の機会がなかったので、
その場では、ああ、それはちょっとすれ違ってい
ましたねというような話はできませんでしたが。

だからこそ、この委員会で機会があったので、私、
その点は申し上げたということでございます。
それから、ランセットの件に関しては、確かに、
特養等々の施設で二〇％以上、三〇％弱ですか、
三〇％ぐらい下がるというのは、これはランセッ
トの記事ではございませんでした。ただ、これは、
枝野代表がそのときに言われたことに対しての反
証というよりかは、こういうものは当然それは効
果がありますからという例で挙げたわけで、決し
て悪意で出したわけじゃありませんが、これはラ
ンセットの記事ではございませんでしたので、そ
れに関しては申しわけないとおわび申し上げたい
と思います。
○長妻委員 私が申し上げているのは、いろんな
国会の、この場だけじゃない、審議とかなどで、
政府側の言い方なんですね、あるいは閣僚を含め
て。つまり、全員に検査するというのは意味がな
いみたいな極論にしてその反証をしていく、こう
いうことが多々見られるので、厚生労働大臣、中
核ですから、それはもうやめていただきたいとい
うことなんです。
このＧｏＴｏトラベルは、私は感染リスクが高
いと思いますし、当然、飲食を伴う機会が多いわ
けですから。
きのう、東京が、六十五歳以上、慢性疾患、発
着自粛、停止じゃなくて自粛というのが出たわけ
ですけれども、医療を担う大臣として、こんなの
でいいんですか、こんな甘いので。
○田村国務大臣 東京都と相談の上でこういう話
になったんだというふうに思います。
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六十五歳以上が重症化をする、基礎疾患を持っ
ている方もそうでありますけれども、重症化する
おそれのある方々が移動することによって感染リ
スクが高まるとすれば、それはそういうものを停
止した方がいいという御判断だったというふうに
考えております。
○長妻委員 いや、停止じゃないでしょう。
○田村国務大臣 いや、だから、そういう方々が
動かないということですね、停止というのは。要
するに、いろいろなところに行かないという意味
で、それは一つ、確かに感染リスクが下がるんだ
ろうというような認識が東京都の中にあったので
あろうというふうに理解いたしております。
○長妻委員 停止じゃなくて自粛なんですよね、
自粛。自粛の要請なので、全然違うんですよ、大
臣。所管外とか言って、ちゃんと関心を持ってい
ただきたいんですが。
これは、延長すると、ＧｏＴｏトラベルキャン
ペーン。十一月三十日に自民党の下村政調会長が
菅総理に会って、来春の大型連休、ゴールデンウ
イーク直後まで延長する、そういう提言を出して、
政府もその方針だというふうに報道されているん
ですけれども、これはとんでもないことだと思い
ますよ。大臣、怒らないんですか。
○田村国務大臣 余り怒ることはないんですけれ
ども。
要は、分科会からも御提言いただいているんで
すが、第３ステージに相当するようなエリアに関
しては、それは、人の移動というものに対しても、
自制をしていただきたいというような話がある中

で、ＧｏＴｏトラベルも、そういうところにおい
て、例えば、北海道は札幌、大阪は大阪市、そし
て今回、東京都、こういうところでこういうよう
な、ＧｏＴｏトラベルに対して一定の、今までと
は違う制約をかけるという形になってきたわけで
ありまして、それはそれでやらなきゃいけないこ
とだというふうに思います。
ＧｏＴｏトラベル全体に関しては、それは分科
会の方から、全てとめろというような御提言はい
ただいていない。期限の延長に関しては、期限延
長したからといって、要するに、今、中断してい
る札幌をすぐに動かせという話じゃございません
ので、延長してもここはとまっているわけであり
ますから。東京に関しても、六十五歳以上、基礎
疾患を持っている方々に対してはそういうような
要請があったという話でございますから、期限が
延長しても、その要請がなくなるという話ではな
いと思います。
○長妻委員 これは驚きました。延長は容認とい
うような答弁と私は理解しましたけれども。
私、医療関係者にその後もいろいろ聞いている
んですけれども、もう怒り心頭ですよ、私が聞い
た人は、本当に。閣内の中で医療関係者とか福祉
関係者の意見を代弁できる人は、厚労大臣一人な
んですよ。ほかにいないんですよ。田村大臣が、
何か政府の長いものに巻かれろみたいなことなの
かどうかわかりませんけれども、全然発信しない。
じゃ、田村大臣に聞きますけれども、ＧｏＴｏ
トラベルについての意見、医療関係者から、そう
いう、ＧｏＴｏトラベルはどうですか、こういう

ことは聞いたことはあるんですか。
○田村国務大臣 そもそも、延長という政策と感
染が拡大したところのＧｏＴｏトラベルを停止す
るという話は別の話で、当然、感染がおさまって
くれば、ＧｏＴｏトラベルというのは、それは景
気対策として意味があると我々は思っております
から、ＧｏＴｏトラベルを延長することを、まだ
決めてはいませんが、仮に決めたとして、それで、
感染拡大地域で今停止しているＧｏＴｏトラベル
をすぐに復活させるという話とはちょっと次元が
違う話でございますから、あくまでも、分科会の
御提言にのっとって、やれるところはやっている、
そしてその上で、延長するところはそこも、やる
可能性はあると思いますけれども、そういう話だ
と思いますから、ちょっと何か論点がずれている
というふうに思います。（長妻委員「医療関係者。
質問に答えていない」と呼ぶ）
医療関係者。きのう、日医の会長の記者会見等
でいろいろとおっしゃっておられるということは
お聞きいたしております。
○長妻委員 いや、私が聞いたのは、医療関係者
に、田村大臣、以前から、ＧｏＴｏトラベルキャ
ンペーンはうちの所管じゃない、所管じゃないと
おっしゃっているんですが、大きい意味では所管
ですよ、感染を抑えるという意味では。田村大臣
が医療関係者に、ＧｏＴｏトラベルはどうですか
とか、今の現状の政府の政策の評価を聞かなかっ
たら、誰が聞くんですか。医療関係者にそういう
ような、ＧｏＴｏトラベルキャンペーンは続けて
いいんでしょうかというようなことは聞いたこと
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があるんですか。
○田村国務大臣 アドバイザリーボードにも分科
会にも臨床の医療関係者の方々、おられます。そ
の方々の話の中で、感染が拡大している地域にお
いては、ＧｏＴｏトラベル等々、これはエビデン
スはないけれども、しかし、そういうものに対し
ては一定の制約をかけるべきであるというお話を
いただいて、その結果として、政府として、都道
府県、場合によってはエリアでは政令都市もあり
ますから、そこの市長さんらともいろいろと都道
府県で調整していただきながら、今このような対
応をとっているわけでありまして、しっかりとお
聞きした上での対応でございます。
○長妻委員 なぜ、ＧｏＴｏトラベルというか、
そういう方向、経済優先方向からかじを切らなき
ゃいけないのに、そっちの方ばかり擁護するのか
理解不能ですけれども。
分科会の意見を聞いた、聞いたとおっしゃいま
すが、尾身先生、分科会の会長ですよ、尾身先生
が、東京二十三区はステージ３相当だ、こういう
ふうにおっしゃっておられるんですよ。ステージ
３相当の場合はＧｏＴｏトラベルキャンペーン停
止、そういうような趣旨の答申を出しているわけ
ですよね、分科会は。全然聞いていないじゃない
ですか。
じゃ、延長していいのかというのをお医者さん
に聞いたんですか、ＧｏＴｏトラベルを。聞いて
いないんでしょう。分科会にもそんなことは聞い
ていないんでしょう。それで大臣がここで、もう
先走って、延長を、ＧｏＴｏトラベルを容認する

ような趣旨の発言をするというのは、これはとん
でもないことだと本当に思います。
きのう、残念ながら、新型コロナウイルスでお
亡くなりになった方は一日で四十名。過去最多で
す。そして、重症者は昨日時点で四百九十三名。
九日連続で過去最多を更新しているんですよ。
私もお医者さんに聞くと、ベッドの充足率、四
十何％とかなんとかと出ているけれども、本当に
今稼働できる充足率で見たらあんな数字じゃない
というふうに異口同音におっしゃっておられます
よ。
もう医療現場は本当に大変な状況になって、私
は、このままいくと本当にパニックになりかねな
いと、世の中が。今月の下旬から一月、年末年始、
すごく危機感を持っているんですよ。非常事態宣
言だって準備する必要がある、そのぐらいの局面
だということを我々は強く感じているところなん
ですね。
そのときに、厚生労働大臣しか、繰り返しです
けれども、医療関係者あるいは介護の関係者、そ
の意見を代弁するのは厚労大臣しかいないんです
よ。
旅行会社の方々は、本当に苦境で、本当に大変
だと思います。旅行会社の方々は、当然、ＧｏＴ
ｏトラベルをやりたいという方は多いですよ、そ
れは。それは心情としてわかりますが、国民とい
うのは、それ以外、医療関係者も国民なわけです
から、福祉関係者も。そういう方々の意見も、所
管外だといって聞かないんじゃなくて、分科会で
聞いているからいいだろうじゃなくて、厚労大臣

が独自に、そういう医療関係者や福祉関係者の意
見を、ＧｏＴｏトラベルを延長する、あるいは、
ＧｏＴｏトラベル、二十三区は六十五歳以上だけ
が、しかも自粛、これでいいんだろうかと、こう
いうような意見を聞いてほしいということなんで
すよ。
ぜひ、聞くような、前向きにちょっと答弁いた
だけませんかね。
○田村国務大臣 いろいろなところではお聞きい
たしておりますが、なぜＧｏＴｏトラベルばかり
おっしゃられるのかちょっとよくわからなくて。
本来、感染拡大している場所というのはあるわけ
ですよね。それに対して、例えば、夜の十時で停
止、店を閉めていただく要請をしたりだとか、そ
ういうようなことを……（長妻委員「だから、医
療関係者に聞くんですか」と呼ぶ）いや、医療関
係者も言っていますよ、そういうことを。（長妻
委員「医療関係者に聞くんですか、意見を」と呼
ぶ）いや、医療関係者、おっしゃっておられます、
そういうような感染拡大する場所に対して、一定
の。
ですから、そういう意味で、トータルでいろい
ろなことをするのであって、ＧｏＴｏトラベルの、
延長をするかどうかわかりませんが、それ自体は、
当然、感染拡大して危険なエリアというか、もう
これ以上ＧｏＴｏトラベルをやれないというか、
いろいろな、分科会でおっしゃっておられるよう
なものに対しては、それはそこは、仮に延長した
としても、当然のごとく停止するということも含
めて、それぞれの御判断があるんだと思います。
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○とかしき委員長 申合せの時間が経過しており
ますので、御協力をお願いします。
○田村国務大臣 延長自体とはちょっと、私、何
ら関係がないのではないのかなと思うんですけれ
ども。
○長妻委員 これで質問を終わりますけれども、
いつも大臣、そういう言い方なんですよ、ＧｏＴ
ｏトラベルだけが感染に寄与していないと。それ
はそうですよ。ＧｏＴｏトラベル以外だって、い
ろいろな要素はありますよ。だから、極論しない
で、ＧｏＴｏトラベルも感染拡大に私たちは寄与
していると思うし、そういうふうにおっしゃって
おられる方が多いわけですから。
ぜひ大臣、ちょっと、がっかりさせないでくだ
さいよ。医療関係者は大臣に頼るしかないんだか
ら、政府中枢に声を届けるのは大臣しかいないん
だから。ぜひ、分科会が聞いているからいいとか
じゃなくて、厚生労働省が独自に臨床の現場のお
医者さんの話を聞いて、ＧｏＴｏトラベル、Ｇｏ
Ｔｏイートのみならず、全体の政策についての評
価をぜひ聞いていただくように、今うなずいてお
られますから、十回ぐらいうなずきましたね、今。
ぜひ本当にお願いしますよ。よろしくお願いしま
す。
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