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201-衆-経済産業委員会-9 号 令和 2 年 5 月 13 日 

 

○富田委員長 次に、宮川伸君。 

 

 

○宮川委員 立国社の宮川伸でございます。 

 連休前に補正予算が成立をしまして、五月一日から持続化給付金の申請も始まっております。少しで

も多くの企業が、一刻も早くこの資金が届くようにして、何とかこの困難を乗り切っていただければと

いうふうに本当に心から思っているところでございます。 

 その一方で、この今の問題、産業に対する影響を含めて根本的に解決していくためには、やはり、治療

薬やワクチンがどうなのか、あるいはＰＣＲの検査がどうなのか、こういったところを我々経済産業委

員会もしっかりと見て、そしてそういった情報も踏まえた上で、いつ、こういった営業開始だとか、議論

をしていく必要があるんじゃないかと思いまして、きょうは厚労省の方から橋本副大臣にいらしていた

だいております。忙しいところ、ありがとうございます。 

 最初に橋本副大臣の質問をまとめてやりたいと思うので、ちょっと流れがちぐはぐなところがあるか

もしれませんが、お許しいただければというように思います。 

 最初に、ＰＣＲの検査が少ないということがもう何度も言われておりまして、少しこのＰＣＲの話を

させていただければと思います。 

 やはりこの検査がしっかりできれば、先ほどの話もありましたが、誰が感染しているのかがはっきり

すれば、もっとこの規制を緩めていけるということができると思うんですね。何でこんなに少ないかと

いうことをもう一度この場でも議論をしたいと思います。 

 お配りしている資料の二枚目を見ていただくと、これは専門家会議が出しているものなので、皆さん

もう御存じだと思いますが、諸外国と比べて日本のＰＣＲの件数、十万人当たりの件数も総検査数も極

めて少ない、何でこんな少ないんだということがさんざん言われているわけでございます。 

 それを踏まえた上で、まず最初、橋本副大臣にちょっとお伺いしたいんですが、今のこの感染、四月か

らの感染というのは欧州型である、そして、それが三月中旬ごろに、海外から帰国あるいは訪日外国人の

方々から持ち込まれたのではないかということが報道されておりますが、政府としてはどのように考え

ていらっしゃるんでしょうか。 

 

 

○橋本副大臣 お答えをいたします。 

 四月二十七日に国立感染症研究所が発表した疫学調査の結果がございます。これによりますと、二〇

二〇年、ことしの三月末から四月中旬における日本の状況は、「初期の中国経由（第一波）の封じ込めに

成功した一方、欧米経由（第二波）の輸入症例が国内に拡散したものと強く示唆された。」との分析がな

されておりまして、そのように受けとめているところでございます。 

 

 

○宮川委員 もう一度、三月中旬、そのころがやはり大きなポイントであったというふうに考えていら
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っしゃるんでしょうか。 

 

 

○橋本副大臣 今申しましたように、この疫学調査の結果の報告によると、三月末から四月中旬におけ

る日本の状況として、その第二波の拡大があったというふうに記してあります。そういう意味で、三月末

より前に輸入があった、それが拡散をしていったという今委員のお話というものは、一定のそういう流

れというものがあるのかなというふうには、今私は思っております。 

 

 

○宮川委員 ちょっとお配りの資料、一枚目にまた戻っていただければと思います。 

 この棒グラフになりますが、棒グラフはＰＣＲの件数を並べたものであります。ちょっと四月の中旬、

終わりぐらいまでしかないんですけれども、これを見ますと、ずっと三月中すごく少なかった、そしてが

あっとふえているということでございますが、大体三月二十四日ぐらいから右肩上がりに、わあっとこ

の検査件数がふえているんですね。何でこのタイミングでわあっとふえているのかということがちょっ

といまだに私も理解ができていないんですが、これはどのように考えられているんでしょうか。お願い

します。 

 

 

○橋本副大臣 三月下旬からなぜ検査数がふえていたのか、特にそのＰＣＲの検査件数との絡みで申し

上げますと、まず、私どものスタンスといたしましては、ＰＣＲ検査の検査能力と実際に検査をされた数

というのは別なんだろうと思っています。 

 まず、私たちとしては、医師が必要と判断した方が確実に検査を受けられるようにする、それが大事だ

と思っていますので、その前提として、検査能力の確保に努めている、こういうことでございます。 

 その上で、まずはＰＣＲ検査の検査数というものの拡大ということについて言えば、新型コロナウイ

ルス感染症対策本部で取りまとめた緊急対応策の第二弾において民間検査機関等の検査設備の導入を支

援したこと、あるいは、三月六日からＰＣＲ検査が保険適用になった、それによって保健所を経由するこ

となく民間の検査機関に直接検査依頼を行うことが可能になったことなどの取組によって、その検査の

キャパシティーそれから検査数もふえていくということになったんだろうと思います。 

 ただ、三月の十八日時点で、例えば、今お配りいただいた資料だと六千件と書いてあります。私どもの

把握したところだと七千八百件のキャパシティーはありました。という中において、私ども、三月末ごろ

において、医師が必要と判断した方が以前より増加をしたために、実際に検査が行われた件数も増加を

していった。これは、先ほど委員がお話しになった、三月中旬ごろに入ってこられた方が要因になってい

るのではないかという委員のお話ともある意味整合する話なのかなというふうに思っておりますけれど

も、そのように思っておるところでございます。 

 

 

○宮川委員 この検査の問題なんですが、我々は、本当に、二月から、ＰＣＲ検査をしっかりやらなきゃ

いけないということを言い続けていました。そして、三月三日の日に、我々は、ＰＣＲの検査強化法とい



3 

 

う議員立法まで出しています。議員立法まで出して、しっかりとＰＣＲ検査をやらないと本当に困った

ことになりますよということを言い続けてきたわけです。しかし、三月の中旬あたりは、全く、このＰＣ

Ｒの件数が、能力があるにもかかわらず、日によってはその十分の一もやられていないということが、こ

れも国会の中で議論がされていたわけであります。 

 今、何で三月の終わりから検査数がふえたかというのを幾つかお話をされましたが、私が今聞いた限

りでは、最初、この保険適用、保険が問題なんじゃないかということも議論されたわけですね。だけれど

も、保険適用されてからも全然ふえなかったわけです。だけれども、この後半から急にふえてきたという

のがやはり今の説明だとちょっとよくわからないんですが。 

 今おっしゃっているのは、この後半から、やっと、やりなさいと医者が言い出したから右肩上がりで上

がってきた、医者も問題だという答弁でよろしいんでしょうか。 

 

 

○橋本副大臣 そのように申し上げているわけではございませんで、ちょっと済みません、私がいろい

ろなことを申し上げたのでとりにくかったのは申しわけないかと思いますけれども、要は、キャパシテ

ィーを高める努力というのはいろいろしていました。その上で、要は、三月末ごろから、医師が必要と判

断した方が以前より増加したために実際に検査が行われた件数も増加したものと考えられる。要は、目

安、それを基準と受けとめられたということはちょっと、それはそれで別途問題があったわけでありま

すけれども、三十七・五度以上の発熱を四日間続けた方とか強い倦怠感があった方とか、そういう方々が

三月の下旬ごろから急にふえてこられた、それが検査数に反映しているのではないかということを申し

上げているのであります。 

 

 

○宮川委員 折れ線グラフというか、線で、紫色の線が感染者数、赤い線が死亡者数で、ちょっと縦軸が

ずれているので縦軸の高さはちょっと気をつけて見ていただきたいんですが、例えばこの後半から患者

数がわあっとふえている、死亡者数がわあっとふえているのであれば、この検査数がふえているという

のもよくわかるんですが、これもこのころ言われていましたけれども、検査数がふえているから感染者

数が、見つかってふえているんじゃないかと。 

 死亡者数を見ると、死亡者数は、ずっと線形的にふえていて、先ほど四月の九日とかいう話がありまし

たが、九日、十日ぐらいからわあっとふえ始めているんですね。 

 ですから、これを見ると、何で三月の二十四日ぐらいに急に検査数がふえ始めたのかというのが、やは

り私は簡単には納得ができないです。ぜひ、もう少し説得力のある説明をどこかの段階でしていただけ

ればと思います。 

 私は信じたくないんですが、この星印がついている三月二十四日というのはオリンピックが延期にな

った日であって、オリンピックの延期前まで検査を抑えていたんじゃないかということがずっと言われ

ているわけですね。 

 改めてこういうふうにグラフを見ると、今の四月のこの感染、非常に苦しんでいるこの感染は、ちょう

どこの三月の上旬、中旬、ここで抑えなきゃいけなくて、我々がＰＣＲをやるようにということをさんざ

ん言っていたのに、それができていなくて今のこの結果になっているということもぜひお考えの上で、
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何でここからＰＣＲ検査がふえたのかということをもう少し明確に、わかりやすく御説明をいただけれ

ばというように思います。 

 次の質問に移りますが、そういった中で、今、政府の方の目標として、一日二万件のＰＣＲ検査という

ことを言っていると思いますが、これは山中教授が一日十万件ぐらいはやれるんじゃないかというよう

なことをおっしゃっているということであります。 

 政府のこの二万件というのが本当に適当なのか、もっとふやせるんじゃないかと思いますが、どのよ

うに考えていらっしゃいますでしょうか。 

 

 

○橋本副大臣 お答えをいたします。 

 先ほど、これももう答弁を申し上げておりますが、私どもの考え方として、ＰＣＲ検査というものは医

師が必要と判断した方が確実に検査を受けられるようにすることが重要だということの基本的な考え方

にのっとって、緊急経済対策においてＰＣＲ検査のための装置の設置支援などにより、検査体制を一日

二万件に増加をすること、こういう目標を立てているわけでございます。 

 例えば、今、私たちは、受診の目安をもとに相談をいただいて、帰国者・接触者外来に御案内をいただ

いて、そこで必要だと認められる方がＰＣＲ検査をする、そういうことで、まずは町中で感染が疑われる

方についてきちんと把握をすること、それから、あとは積極的疫学調査の中で濃厚接触が疑われた方に

ついてＰＣＲ検査を行う場合がある、あと最近の議論であれば、医療機関において、例えば入院される患

者の方、手術前の患者の方にＰＣＲ検査をしてはどうか、そうしたような議論があります。 

 そうしたものの中で必要な検査数を確保していくということは、それは大事でございますが、現時点

において二万件という、まだ六千件とか七千件、そういう件数にとどまっているところでございますか

ら、二万件という目標をまずはちゃんと達成をしていく、それが大事なのではないかと考えているとこ

ろであります。 

 

 

○宮川委員 ほかの議論の中でも、ずっとこのＰＣＲの議論を聞いているんですが、私は、安倍政権はこ

のＰＣＲ検査に関して軽く見ていると思います。必死になってこのＰＣＲ検査をふやそう、必死になっ

てこの検査をふやしていこう、何かそういう姿勢が私は欠けているんじゃないかというふうに思います。 

 現場を見れば、例えば福祉施設、高齢者福祉施設でもいいです、障害者施設でもいいです、そこで働い

ている方々、働いている職員が、例えば喉が痛い、喉が痛いけれども働いていいのかと。もし自分がコロ

ナで、中でうつしてしまって、そしてクラスターになって、多くの方々がもしかしたら命を失ってしまう

かもしれない。喉が痛いけれども、今ＰＣＲを受けられないじゃないですか。そういった方々がたくさん

いるわけですよ。 

 ニーズがたくさんあるのに、いや、医者の範囲でやりますから今のところ二万件で大丈夫じゃないか

というのは、私は全然間違っていると思います。もっと多くＰＣＲ検査ができるようになれば、その基準

がもっと緩められて、そして、安心して仕事ができる方が私はふえると思いますから、ぜひここをふやし

てもらいたいと思うんですけれども。 

 それで、一つ、今少しニュースになっているもので、プレシジョン・システム・サイエンスという、Ｐ
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ＳＳ社という会社のものがニュースになっています。これは千葉県松戸市の会社なんですけれども、全

自動ＰＣＲ検査システムのことでニュースになっています。この記事の中で、新型コロナウイルスで二

万六千人を超える死者が出たフランスの医療現場で大活躍していて、駐日フランス大使から感謝状が贈

られたということが記事になっています。 

 では、これは日本では今どのようになっているんでしょうか。お答えください。 

 

 

○梶山国務大臣 御指摘のＰＳＳ社の全自動ＰＣＲ検査システムについては、ＰＳＳ社において、国立

感染症研究所が性能評価をするための必要な準備を今進めているところと承知をしております。 

 経済産業省としては、医療現場で求められる機器等について、現下の情勢に鑑みて、増産が必要なもの

については増産の支援をしていくなど、必要な対策を講じてまいりたいと考えております。 

 

 

○宮川委員 これはＰＳＳ社のもので、この商品というのは比較的小さいものなので、いろいろな小さ

い医療機関に置いてやれるというところだと思いますが、もっと大々的に、ロボティクスを使ってＰＣ

Ｒを自動でやる技術なんというのはもうあるんです、だから、ここにちゃんと早い段階で投資をしてや

っていれば、私は、この二万件なんという数ではなくて、しかも全自動ですから、人の養成もなくふやせ

ると思う。だけれども、少なくとも、今見えるだけでもここをしっかりやっていない中で二万件だという

のは、私はやはり、本当にＰＣＲ検査の必要性というか重要性を認識されているのかということを改め

て申さざるを得ないというふうに思います。 

 そういった中で、もう一つ、お配りの紙の一番最後に、移動式ＰＣＲ検査所というのを載せました。こ

れは千葉の鎌ケ谷市の医師会が日本で初めて導入をしたというＰＣＲ検査の車なんですけれども、こう

いったものも、医療の部分で厚労省の部分もありますが、先ほどのＰＳＳ社もそうですけれども、もっと

こういった産業がどんどん前に出ていけるように、私は、経産省がもっと応援をすべきだ、この応援がま

だまだ足りないというふうに思います。 

 このＰＣＲ、もっとやりたいんですが、次に移ります。 

 アベノマスクの問題でございます。 

 このアベノマスクでありますけれども、午前中も少し質問がありましたが、今、全世帯に対して配るも

の、それと妊婦さん用のもの、介護施設用のもの、学校用のものというように配られていると思います。

その中で、今、妊婦さん用に配られているものの中に、ごみが入っている不良品が見つかったということ

が報道されています。 

 それでは、この妊婦さん用のものは何枚配付予定で、そのうち不良品は何枚あったのか、割合もお答え

いただけますでしょうか。 

 

 

○迫井政府参考人 御答弁申し上げます。 

 まず、配付済みの枚数、それから時期等でございますが、妊婦の方々に対しましては、四月から半年程

度にわたって、毎月布製マスクを一人二枚配付することとしておりました。そこで、四月十四日にまず五
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十万枚の配付を開始をいたしましたが、一部の市町村から、受領したマスクに汚れの付着等があったと

の報告を受けております。これを踏まえまして、四月二十一日に、市町村に対しまして、妊婦の方々への

布製マスクの配付を一時中断するように要請をいたしております。 

 その上で、五月一日に、妊婦の皆様の不安を払拭するとともに、市町村に確認作業の負担をかけること

がないように、各市町村において保管いただいておりますマスクを国に返送いただきまして、国におい

て検品を行うことを表明をいたしました。その時点で市町村に配付済みのマスク枚数は、約四十七万枚

でございました。 

 市町村に対しましては、メーカーによる追加の検品及び国による検品がなされた布製マスク百七十四

万枚を改めて五月中旬から送付することといたしておりまして、同じ量の枚数を半年間程度定期的に送

付をする予定としております。 

 それから、不良品の枚数、何枚見つかって、その割合ということでございますけれども、妊婦向けのマ

スクに関しまして、不良品ではないかと市町村から報告のあったもの、これは四万六千九百三十四件と

いうふうに承知をいたしておりまして、妊婦向けマスクの市町村への配付済み枚数に占める割合は、お

およそでございますが一〇％程度でございます。 

 こうした不良品があることとして報告をされた布製マスクについて、厚生労働省において調査、確認

しているところでございますけれども、黄ばみとされたマスクについて検査機関で検査した結果、生地

の本来の色が残ったものであり、利用する上での品質に問題がないことが確認されたものも含まれてい

るということがわかってございます。 

 引き続き、妊婦向けの布製マスクの不良品報告事案につきましては、厚生労働省において詳細を確認

して、原因の分析をさせていただきたいと考えております。 

 

 

○宮川委員 今、もう少し短くしていただけるとありがたいんですが。 

 ちょっと説明で、私は非常に腑に落ちないところがあったんですけれども、もう一度、不良品の確認は

誰が行ったんですか。不良品の確認、四万枚、誰が行ったんですか。 

 

 

○迫井政府参考人 不良品の確認でございますけれども、先ほど申しましたとおり、四月十四日から市

町村への配付を開始した等の経緯におきまして、四月十八日、市町村に対して、妊婦の方々への配付に際

しまして、目視による確認の徹底をお願いをいたしたところでございます。 

 その後も市町村からの不良品の報告があったということでございますので、これ以上負担をかけるこ

とがないように、先ほど申しましたとおり、五月一日に国において検品作業を行うというふうにさせて

いただいたところでございます。 

 

 

○宮川委員 橋本副大臣からぜひコメントをいただきたいんですが、ウエブに載っている記事がありま

す。 

 この見出しが、「アベノマスクで不良品続出、戦場と化した「保健所」に大量の検品を“押し付け”…現
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場の怒り」、こういう記事が出ています。「全国の自治体保健部局は混乱を極めている。厚生労働省に返品

するために、地域の保健所や自治体職員がマスクの検品を行わなければならないからだ。ただでさえ感

染拡大防止の要として業務が集中しているのに、不必要な負荷がかかっている。」。副大臣、どう思われま

すか。 

 

 

○橋本副大臣 お答えをいたします。 

 まずその前に、喉が痛い方は、扁桃腺炎だとかそのほかの病気の疑いもありますので、きちんと医療に

アクセスをしていただく、あるいは休んでいただく、そうした対応をしていただくのが多分最も望まし

いことであって、いきなりＰＣＲ検査という話は、私どもとしてはそうは考えていないということはま

ず申し上げます。 

 それと、今お尋ねの点でございますけれども、今お話もいただいた、あるいは迫井審議官が答弁を申し

上げましたように、今回の妊婦のマスクの件に関しまして、五月一日以降は国の方で検品をすることと

しておりますけれども、それまでの間、その市町村の方で、あるいはそれが保健所でされたということも

あったのでしょう、そうした、今既に私どもとしてもさまざまな対策で御負担をおかけをしている、お願

いをしている自治体の方々、保健所の方々に対して、私どもの方で送ったマスクの不良があったという

ことによって御負担をおかけしてしまったことは、大変申しわけないことだと思っております。 

 まずそうした不良のマスクを送るようなことが問題だったわけでありますけれども、それ以降の対応

につきましても、今後とも、そうした市町村の方々の負担にも配慮してまいらなければならない、こう思

っておるところであります。 

 

 

○宮川委員 橋本副大臣、現場をよく御存じだと思うので、もう一度私は申したいと思うんですが。 

 今、福祉施設はどういう状況か。私の選挙区だけじゃないと思います。職員が足りないんですね。休み

たくても休めないんですよ。それで、本当は閉めたい、本当は施設自体を閉めたいけれども、閉めたら行

くところがなくなってしまう。休みたいけれども休めない。だけれども、喉が痛いけれども、行っていい

のか悪いのか。この喉が、ＰＣＲ検査をしなければコロナかどうかは判断ができないというように私は

思います。 

 その上で、もう一度聞きますが、この四万のマスクのうち、自治体が調べたのは何万なんですか。お答

えください。何か、今の答弁だと、一部、ちょっと自治体でやっているかもしれないというような答弁で

したが、四万のうちどのぐらい、大体でいいので、四万のうち何％ぐらい自治体が検査しているんです

か。 

 

 

○迫井政府参考人 御答弁申し上げます。 

 先ほど申し上げました四万六千余の不良品、これにつきましては、全て市町村が確認をしてございま

す。 
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○宮川委員 私はもう一度繰り返して言いたいんですが、私は、安倍政権はＰＣＲ検査の重要性を十分

に認識していないと思います。どれだけ今、保健センター、保健所の方々が必死になって、このＰＣＲ検

査をやるために、あるいは追求するためにやっているのか。 

 先ほど濃厚接触者の話もありましたが、濃厚接触者でも熱が出ていなかったらＰＣＲを受けられない

んですよ。だから、例えばお子さんで濃厚接触者じゃないかと思われている方が塾だとかにいて、濃厚接

触じゃないかと思われていてもＰＣＲ検査を受けられないんですよ、ほとんど。その子がまた学校に行

っていいのかどうか、これは多くの父兄が心配しているんです。そこからもしかしたらいじめが起こる

かもしれない、こういったことがいっぱい今ある中で、ＰＣＲ検査は本当に大事なのに、それを現場に押

しつけている。 

 私は、これは厚労省も、通達があるかもしれませんが、一番の問題は私は閣僚にあると思っています。

何が重要なのか、何を優先してやらなきゃいけないのか、このメッセージを役所にちゃんと伝達させる

のは大臣の役目です。一番大事なのは、一番というか、大事なのは、私はＰＣＲ検査だと思います。アベ

ノマスクを配ることではありません。アベノマスクも大事かもしれない。でも、ＰＣＲ検査と比較をすれ

ば、明らかにＰＣＲ検査の方が重要なんですよ。 

 それをしっかりと閣僚がメッセージで出さないから、アベノマスクの担当者は、うわあ、こんなもの

が、不良品が出てしまったと焦って、そして、保健センター、保健所の方にこういう通知が出てしまって

いるんじゃないでしょうか。改めてＰＣＲ検査の重要性を認識していただきたいということを申したい

と思います。 

 それともう一つ、このマスク、妊婦さんに市町村から送るわけですが、ちょっとこれは質問通告してい

ないんですが、ぜひ聞いてほしいというのがちょっと直前に入りまして、二分の一は自治体負担だとい

うふうに聞いたんですが、これは正しいんでしょうか。今、もし答えられれば、教えてください。 

 

 

○迫井政府参考人 お答えします。 

 申しわけございません。手元の資料では、その点についてはちょっと、現時点でお答えできる情報を持

ち合わせておりません。 

 

 

○宮川委員 自治体負担二分の一というようなことも聞いているんですが、もしこれが本当だとしたら、

自治体は本当に一生懸命やっていますから、アベノマスクは安倍首相が推している政策ですから、ぜひ

国一〇〇％でやっていただきたいというように思います。 

 次の話題に移ります。 

 治療薬の話を本当は、治療薬ができれば安心して事業が進められる可能性があるので、この話をしっ

かりやりたかったんですが、ちょっと、少し時間がなくなってきました。レムデシビルの話と、特にアビ

ガンの話をやりたいと思っていました。 

 ごめんなさい。その前に、橋本副大臣、これで私の質問は終わりですので、戻っていただければと思い

ます。ありがとうございました。 
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 それで、このアビガンの話ですけれども、治療薬ができれば本当に、営業再開だとか、いろいろなスト

ラテジーが大きく変わるわけです。ですから、じゃ、どのぐらいで本当によく効く治療薬が出てくるのか

というのを視野に入れておくのは、私は経済産業を見ていく上で極めて重要だというふうに思っていま

す。 

 先にちょっとアビガンの話をしたいと思いますが、安倍総理は今月中の承認を目指すとマスコミで言

っております。私もすごく期待をしておりますし、私の周りも、もうすぐアビガンが出てきて軽症者に対

しての投与ができる、これでインフルエンザのように治療薬がある感染症になるんじゃないかという声

が届いておりますが、じゃ、今行われているどの臨床試験をもとに今月中の承認が出せるというふうに

安倍総理は言っているんでしょうか、教えてください。 

 

 

○山本政府参考人 お答え申し上げます。 

 アビガンにつきましては、現在、観察研究、特定臨床研究、また企業による治験が進められているとこ

ろでございます。 

 その中で、企業に対しては、可能な限りの研究成果を収集するよう努め、その上で、最終的にどのよう

に有効性、安全性を確認するのか、その検討を行うよう求めているところでございます。 

 私どもといたしましては、いずれにせよ、承認申請があれば、可及的速やかに審査を行ってまいりたい

と考えております。 

 

 

○宮川委員 安倍首相が今月中の承認を目指すとおっしゃっていますが、今おっしゃった三つのうちの

どれが一番有力なんですか、お答えください。 

 

 

○山本政府参考人 今委員が御質問いただいたところにつきましては、現時点では確定的なことをお答

えすることは困難でございます。企業からの申請を受けまして、できるだけ早く審査をしていくという

ことを考えております。 

 

 

○宮川委員 観察研究の話が出ましたが、観察研究は、私の理解は、比較している試験ではなくて、有効

性はなかなかわからないんじゃないかというふうな理解ですけれども、この観察研究から有効性が確認

されて、そして今月中にアビガンが使えるようになる可能性というのはあるんですか。 

 

 

○山本政府参考人 今おっしゃっていただきました観察研究につきましては、委員御指摘のとおりに、

特に比較試験を行うものでもございません。そういった意味で、得られるデータというのはそういった

試験に基づくものになろうと思います。 

 そういう意味で、限りはあると思いますが、繰り返しになりますが、観察研究、あるいは特定臨床研究、
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あるいは企業治験、そういったものの中から得られるものをできる限り活用して審査をしていきたいと

考えております。 

 

 

○宮川委員 あと、大学でやられている特定臨床研究、それと、今企業がやられている臨床試験とありま

すが、例えば臨床試験が六月の終わりの試験としてやられているというのをホームページでわかったん

ですが、こちらの医師主導型の方は、ちょっといつまでの試験かがわからなかったんですけれども、この

五月中に中間報告なりなんなりでデータをまとめるというふうな形になっているんですか。 

 

 

○山本政府参考人 特定臨床研究も、また企業による治験も、できるだけ加速して行っていただくよう

関係の皆様にお願いをしているところでございます。中間の報告があるかどうかも含め、私どもからは

確たるところは申し上げられませんが、できる限り早く、できる限りのデータを使って審査をしていき

たいと思っております。 

 

 

○宮川委員 薬の有効性を出すというのは、私はなかなか簡単じゃないというふうに思っています。 

 それで、安倍総理が一生懸命、早く承認をとるように動いてくださるのは、それはそれで間違っている

とは思いませんが、ただ、科学的根拠にちゃんと基づいて発言をされなければ、有効性も確認できない、

安全性もちゃんと確認できないようなものを政治の圧力で前倒して出していくというようなことがもし

あるようなことになれば、これは、私は投与された方々が必ずしもハッピーではないというふうに思い

ますので、もう少し、首相が今月中の承認を目指すと言うのであれば、中間報告がこのぐらいで出るか

ら、この中間報告のときに、こういう有効性が確認、出ればできますよとか、そのぐらいのエビデンスの

もとで発言をしていただきたいなと、ちょっと、安倍首相に言っているわけじゃ、いらっしゃらないので

あれですけれども、思います。 

 もう一つ、レムデシビルの方も、これは使えるようになったということですけれども、ちょっと確認し

たいのは、幾つか確認したいことがあったんですが、この薬自体はまだきちんと臨床試験が全部終わっ

ていないというふうに私は理解をしています。この添付資料を読むと、「本剤は、」「特例承認されたもの

であり、現時点で有効性、安全性、品質に係る情報は極めて限られており、引き続き情報を収集中であ

る。」ということなので、いわゆる一般の薬のように安全性と有効性が確認されているものではないとい

うふうな理解であります。 

 このレムデシビルとアビガンは、私はＲＮＡポリメラーゼを阻害する、作用機序が同じ薬だというふ

うに理解をしておりますが、アビガンは催奇形性が起こるということがもう記されていますが、レムデ

シビルは催奇形性は起こらないという理解でよろしいんでしょうか。 

 

 

○山本政府参考人 お答えいたします。 

 レムデシビルにつきましては、これまでに実施されている妊娠ラット及び妊娠ウサギを用いた動物試
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験では胎児等への発生に対する影響は認められておらず、現時点で得られているデータからは催奇形性

に関する特段のリスクがあるとは承知しておりません。 

 

 

○宮川委員 もう一つ、重症者に対してこのレムデシビルが使えるということですごく期待をしている

んですが、では、実際にどれだけの量が日本に入ってくるのか、この供給量の問題と、今これを必要とさ

れている患者さんがどのぐらいいらっしゃるのか、その患者さんをどのぐらいこの薬でカバーできるの

か、教えていただけますでしょうか。 

 

 

○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 

 レムデシビルにつきましては、全世界における当面の供給量が限定的な状況でございます。そういう

中で、数量を申し上げるということになりますと今後の供給に差しさわりがあることから、具体的なコ

メントにつきましては差し控えたいというふうに考えてございますが、現在、レムデシビルにつきまし

ては、重症者の方に供給をするということで考えております。 

 重症者につきましては、ＩＣＵに入っていらっしゃる方、人工呼吸器を使用されている方、またＥＣＭ

Ｏを使っている方ということでございます。このうちで、全ての方に使えるわけではございませんで、多

臓器不全がある方には使えませんし、また、糖尿病等々の疾患を持っている方にも使えない。 

 最終的には医師が必要とされる方が使うという形になりますので、どのくらいということを申し上げ

ることはできませんけれども、現時点におきまして必要な量につきましては確保できていると思ってお

りますし、今後とも、必要量の確保に向けて最大限努力していきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 

 

○宮川委員 やはり、この治療薬、ワクチン、非常に私は重要だと思っていますが、期待をしているんで

すけれども、まだ必ずしも決定打になっていないというのが私の印象です。何とかいい薬ができるよう

に厚労省は頑張っていただきたいのと、プラス、基礎研究を始め、こういった物をつくっていくのは経産

省の工場等になりますから、ぜひこういったところも、経産省も頑張っていただければというように思

います。 

 ちょっと話題をかえます。厚労省の方、ここで終わりですので、退席されて大丈夫です。 

 次に、休業要請と補償についてお伺いをします。 

 今、この休業要請と補償というのがかなり議論されていますが、休業要請によって、例えば、東京都の

場合、学習塾だとかスポーツクラブ、劇場、古本屋、こういったようなところがなかなかお店が開けなく

なっていると。お店が開けなければ収入がゼロになってしまうわけですから、相当苦しい状況になって

いる、悲鳴が聞こえてきているわけですけれども、この持続化給付金、今始まっているものはこの休業要

請に対する補償ということでよろしいんでしょうか。 
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○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 

 持続化給付金でございますけれども、売上げが前年同期比で五〇％以上減少した、特に経済的に困窮

状態にある事業者の方を対象としたものでございます。休業要請の対象となった方も含まれるでしょう

けれども、そうでない方も含まれる、こういうことでございます。 

 

 

○宮川委員 ちょっとはっきりわからなかったんですが、改めて、この休業要請に対する補償というの

は、今政府の方ではすることになっているんでしょうか。もう一度お答えいただけますか。 

 

 

○奈須野政府参考人 インフルエンザ特措法に基づく補償というのは現在ございますけれども、委員が

今お尋ねになったような、休業要請に対する補償というのは考えておりません。 

 

 

○宮川委員 少し記事が出始めているんですが、大臣、この休業要請と補償、私たちは、やはり、休業要

請をお願いするんだったら補償すべきだと。この補償というのは、マイナスになったお金の全額かどう

かは別だと思います、だけれども、やはり何かあるべきだということをずっと主張をしているわけであ

りますけれども。 

 憲法の二十九条に財産権について書かれています、「財産権は、これを侵してはならない。」、そして、

その三項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」ということが

憲法に書かれていまして、補償なくして休業はできないんじゃないかというのが、私は憲法上そうなっ

ているんじゃないかというふうに思いますが、政府参考人で構いませんが、今どういう見解でいらっし

ゃいますでしょうか。 

 

 

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づきます施設の使用の制限の要請等は、同法四十五条の趣

旨を踏まえますと、緊急事態宣言下におきましては本来危険な事業等は自粛されるべきものであると考

えられること、特措法第四条においても、事業者と国民は新型インフルエンザ等対策に協力するよう努

めなければならない旨が規定されていること、また緊急事態宣言期間中に潜伏期間等を考慮してなされ

るものでありましてその期間は一時的であることなどから、事業活動に内在する社会的制約であるとも

解されます。 

 したがいまして、特措法第四十五条に基づきます要請等は社会的な責任として受忍すべきものであり

まして、憲法第二十九条三項の損失補償の対象にはならないと考えております。 

 

 

○宮川委員 ちょっと私とは考え方が違うんですけれども、またちょっと、この場所は適当ではないと

思うので、引き続きやらせていただければというように思います。 
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 いずれにしても、ぜひ二次補正、しっかりと、事業者さんたち、苦しんでいる方々を救えるように、ぜ

ひ頑張って一緒にやっていければというふうに思います。 

 もう一つ、検察官の定年延長問題について大臣にお伺いしたいというふうに思います。 

 今これだけコロナで大変な状況になっている中で、この検察官の定年延長問題が上がってきています。

私は、なぜこんなときにというふうに思います。実際、この経産委員会でも関西電力の問題など上がって

きておりますが、検察官の問題というのはこの経済界にとっても非常に関係のある、重要な話になりま

す。 

 ハッシュタグ検察庁法改正案に抗議しますというツイートが五百万件、相当広がっているということ

でありますが、これだけ今事業者さんたちが苦しんでいる中でこの法律を上げてくるというのは、閣僚

の一人として、大臣、どのように思われますでしょうか。 

 

 

○梶山国務大臣 御指摘の検察官定年延長法案の国会審議の進め方につきましては、国会がお決めにな

ることでありまして、経済産業大臣としてコメントすることは差し控えたいと思っております。 

 

 

○宮川委員 政府案として法律が出ているというふうに私は認識しているんですけれども。こういうの

は、私は、このコロナの時期にこれだけ苦しんでいる方々がいらっしゃる中で、不適切だということを強

く、ですから、今の国家公務員法の改正からぜひ切り離していただきたいというふうに、改めて国民の皆

様の気持ちも含めてお話ししたいというふうに思います。 

 もう一つ、今、このコロナで非常に重要な中で議論されている重要な法案で、年金制度の改正がありま

す。これはきのう衆議院を通過したわけでありますけれども、これはもう少し経産委員会とかでも議論

すべきだったんじゃないかというふうに私自身は思っているんですけれども。 

 これは、年金制度が、短時間労働者、非正規雇用の方々等が厚生年金に入ってもらうということであり

ます、それが一つの内容でありますけれども、今まで五百人超の企業が課されていたものが五十人超の

企業になるということであります。 

 私は、やはり今の年金制度を考えたときに短時間労働者の方々がこういう形になった方がいいと思っ

ていますので昨日も賛成をしたということでありますけれども。これには大前提として、中小企業の方々

をしっかりと支えるということが前提にあるというふうに私は思っています。しかし、少なくとも、コロ

ナでちゃんと議論が見えていないんですけれども、この法律は今進んでいるけれども、じゃ、中小企業者

の方々にどうするのかというのがほとんど聞こえてきていないんですが、大臣、どのように考えていら

っしゃいますでしょうか。 

 

 

○梶山国務大臣 今国会に提出されています国民年金法等改正案では、令和四年以降、段階的に被用者

保険の適用を拡大することとしており、このような環境変化に中小企業が対応できるようにすることは

必要であると思っております。 

 ただ、足元では、新型コロナウイルスの影響により、中小企業、小規模事業者を取り巻く環境が極めて
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厳しいことを踏まえ、まずはこうした事業者の事業継続と雇用の維持に万全を尽くしてまいりたいと思

っております。 

 具体的には、持続化給付金、また各種の融資、さらに税や社会保険料の猶予など、手元資金の確保など

にあらゆる手段を駆使して事業者の皆様を支えてまいりたいと思っております。 

 また、中小企業が難局を越えた先の道筋をしっかりとつけて、適用拡大にもしっかりと対応いただけ

るよう全力で取り組んでまいりたいと思っております。 

 

 

○宮川委員 中小企業の方々何人かと私はお話ししているんですけれども、やはりコロナでいっぱいい

っぱいで、商工会とかもそうなんですが、年金のことまで考えられませんということをおっしゃってい

ます。 

 始まるのがまだ数年あるわけですから、ただ、しっかりやるよというメッセージをぜひ出していただ

いて、そして、何とか今この困難を乗り越えられるように頑張っていければというように思います。 

 以上で私の質問を終わりにします。ありがとうございました。 

 

 


