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村岡課長：それでは、定刻になりましたので、ただいまから第 1 回石綿健康被害救済制度
被認定者の介護等の実態調査に関する検討会を開会いたします。

 私は、環境再生保全機構石綿健康被害救済部給付課長の村岡と申します。それと、主幹

の佐野が事務局を担当いたします。また、委員長指名までの間、進行役を務めさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。

 本会議は公開で行います。また、報道機関の皆様のカメラ撮りは冒頭のみ可能としてお

ります。なお、傍聴者の方々には撮影のご了解をいただいておりませんので、カメラ撮り

の際はメインテーブルのみの撮影でお願いいたします。

 本日は、委員 5 名全員の出席をいただいております。委員の皆様を五十音順に紹介させ
ていただきます。まず、岡山労災病院副院長の岸本委員です。

岸本委員：よろしくお願いします。

村岡課長：続きまして、東北大学大学院教授の上月委員です。

上月委員：よろしくお願いします。

村岡課長：続きまして、大阪大学大学院教授の祖父江委員です。

祖父江委員：祖父江です。よろしくお願いします。

村岡課長：続きまして、聖路加国際大学大学院准教授の長松委員です。

長松委員：よろしくお願いいたします。

村岡課長：続きまして、石綿対策全国連絡会議運営委員の古川委員です。

古川委員：よろしくお願いします。

村岡課長：なお、委員長につきましては、石綿健康被害救済制度被認定者の介護等の実態

調査に関する検討会設置要綱第 3条、検討会の構成（2）に基づき、祖父江委員を指名して
いるところでございます。

 次に、環境省のご出席者を御紹介させていただきます。環境省石綿健康被害対策室の高

城室長です。

高城室長：高城です。どうぞよろしくお願いします。

村岡課長：同じく三山主査です。

三山主査：三山です。よろしくお願いいたします。

村岡課長：次に、当機構の出席者を紹介いたします。理事の佐野です。

佐野理事：よろしくお願いいたします。

村岡課長：石綿健康被害救済部長の篠木です。

篠木部長：よろしくお願いいたします。

村岡課長：企画調整課長の福山です。

福山課長：よろしくお願いします。

村岡課長：次に、本日の資料を確認いたします。お手元に置かれている資料をご確認いた

だければと思います。まず、資料 1「石綿健康被害救済制度被認定者の介護等の実態調査に
関する検討会について」、資料 2「石綿健康被害救済制度について」、資料 3「石綿健康被害
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救済制度被認定者の介護等の実態調査の概要（案）」、資料 4は資料 4－1と 4－2がありま
す。資料 4－1「石綿健康被害救済制度の被認定者の介護等の実態調査 調査票（案）」、資
料 4－2「石綿健康被害救済制度の被認定者の介護等の実態調査 調査票（案）ご家族用」
となります。

 そのほか、参考資料として 2つあります。参考資料 1「石綿健康被害救済制度被認定者の
介護等の実態調査に関する検討会設置要綱」、参考資料 2「石綿健康被害救済制度の施行状
況及び今後の方向性について（平成 28 年 12 月中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害
救済小委員会）」になります。

 不足がありましたら事務局までお申し付けください。

 本日机の上にマイクをご用意しておりますが、ご発言の際はマイクの台のスイッチを押

して、手元のランプが緑色に変わったらご発言をいただきたいと考えております。ご発言

の後は、お手数ですがマイクのスイッチをお切りいただくようお願いいたします。

 それでは、会議の開催に先立ち、当機構の佐野理事よりご挨拶いたします。

佐野理事：環境再生保全機構で石綿健康被害救済業務を担当しております、理事の佐野と

申します。検討会の開催に当たり、一言ご挨拶申し上げます。

 委員の先生方、また、環境省の皆様におかれましては、日ごろより石綿健康被害救済制

度の運営に格別のご指導をいただき、誠にありがとうございます。また、このたびの委員

会の開催に当たっては、お越しいただくことになりまして、大変ありがとうございます。

 さて、本委員会は、昨年行われた中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員

会において、「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について」を取りまとめ

ていただいたわけですが、その中で、介護等の実態の詳細については必ずしも把握できて

いないので、被認定者の介護等について実態調査を行うべきであるとご指摘をいただいた

ことによるものです。これを踏まえ、私ども環境再生保全機構が環境省の委託を受け、本

実態調査を実施することになりました。

 本日の検討会では、被認定者の介護等の実態について把握するために、アンケートの実

施対象、調査項目等についてご審議いただくことになっております。どうかよろしくご指

導お願いいたします。

 簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。

村岡課長：本日、カメラ撮りについてはここまでとさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。

（カメラ退出）

村岡課長：ここからの議事進行は祖父江委員長にお願いしたいと思います。祖父江委員長、

よろしくお願いいたします。

祖父江委員長：それでは、ご指名ですので、委員長を担当させていただきます。委員の先

生方には、ご専門の立場からご討議をお願いいたします。

 それでは、議事次第に従って、本日は議事が 3 点ありますが、第 1 番目の「石綿健康被
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害救済制度被認定者の介護等の実態調査に関する検討会の設置について」について、資料 1
を事務局から、資料 2を環境省からご説明いただきます。よろしくお願いいたします。
佐野主幹：それでは、資料 1についてご説明させていただきます。
 ⅰ）の目的です。石綿による健康被害の救済に関する法律の改正法が施行後 5 年を迎え
ることを踏まえ、平成 28年 4月から中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員
会において、石綿健康被害救済制度の施行状況について評価・検討が行われ、平成 28年 12
月に「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について」が取りまとめられま

した。本取りまとめ報告書では、介護等の実態の詳細については必ずしも把握できていな

いとの指摘があり、被認定者の介護等について実態調査を行うべきであるとされたことか

ら、被認定者の介護等の実態調査を行うための検討を行うものです。

 ⅱ）の検討事項です。本検討会は、石綿健康被害救済制度の被認定者の介護等の実態を

把握するために必要な調査設計（実施対象、調査項目等の決定）を行い、本調査から得ら

れた情報を整理、集計するものとしております。

 ⅲ）は本日ご出席の委員名簿です。

 ⅳ）の今後の予定です。平成 29年内を目途に調査を行い、平成 30年 1～2月ごろに検討
会を開催して、集計結果の報告等を行い、3月に報告書の取りまとめを行うこととしており
ます。

 以上です。

祖父江委員長：ありがとうございます。引き続いて資料 2の説明をお願いします。
高城室長：続きまして、資料 2 に基づいて環境省からご説明させていただきます。資料 2
をお手元にご用意願います。

 まず、石綿健康被害救済制度は、スライド 2 に記載されているように、法に基づいて石
綿による健康被害者の迅速な救済を図ることを目的に、労災補償等の対象とならない者に

対する救済給付の支給を行っているもので、平成 18年から支給開始となっております。こ
の制度については、石綿による健康被害の特殊性に鑑み、国で民事の損害賠償とは別の行

政的な救済措置を講ずることとしたもので、原因者、被害者の個別的因果関係を問わず、

社会全体で石綿による健康被害者の経済的負担を軽減するものです。

 下に制度図が載っておりますが、社会全体でということで、一般事業主（全事業主）を

含む事業主、国、都道府県で石綿健康被害救済基金を創設いたしまして、中段にあるよう

な中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚といった指定疾病に関して認定を受けます

と、療養者の方については医療費の自己負担分、療養手当が月当たり 10万円余、お亡くな
りの場合には葬祭料という仕組みになっています。なお、遺族の方が支給を受ける場合に

は、特別遺族弔慰金として 280 万円、特別葬祭料は同じです。こうした給付を行っている
という現状です。

 おめくりいただいて、スライドの 3 番目は指定疾病の中身です。現在対象としているの
は、記載のとおり石綿を原因とする中皮腫、肺がん等の 4 つです。いずれも重篤な病状、
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疾病という趣旨に鑑み、民事責任を離れた迅速な救済を図るべき特殊性が見られるものと

承知しております。なお、判定に当たっては、ばく露歴を厳密に確認することなく、画像

所見や医学的所見をもって判断しています。詳細は下をご覧ください。

 それから、スライドの 4 番目に移りまして、救済給付について簡単にご紹介します。こ
の内容については、逸失利益、積極的損害の額、慰謝料等の損害項目を積み上げて厳密に

補填するような補償的意味合いのものではなく、医療費、入通院に係る諸雑費、介護に係

る費用など、見舞金的なものという位置づけです。したがって、補償的色彩の強い生活保

障的な給付項目は採用していません。額の水準については、類似の制度との均衡を考慮し

ながら設定しています。詳細については以下のとおりですが、医療費の次の療養手当の要

素としては、向かって右側にあるように、①入通院に伴う諸経費という要素、②介護手当

的な要素を含めて 1人当たり月々10万円余の手当を給付している状況です。
 おめくりいただいてスライドの 5番目は、申請受付件数の経年推移を表にしたものです。
向かって左手から療養者、未申請のままお亡くなりになった方々、法の施行前にお亡くな

りになられた方々という大きく 3つのカテゴリーで、28年度の速報値ですが、制度発足以
降 1万 6,000余の方が申請をなさっている状況です。
 下のスライドは、認定された方々の数を計上したもので、作りは同じです。総計は、一

番下にありますように、1万 2,000件程度認定を受けている状況です。
 おめくりいただいてスライドの 7 番目は、申請・認定の状況①、②を鑑みて、認定割合
を出したものです。率についてはご覧のとおりです。

 最後の 8 番目のスライドは、今回介護等に関する実態調査を行うに当たっての経緯です
が、救済制度は、23年 8月の改正法で 5年以内に施行状況を評価するということがあり、
平成 28年 1月に設置した救済小委員会で議論、審議をしてきました。この間、患者、家族
や専門家からのヒアリングも行いつつ審議を行い、現在の制度状況を踏まえた論点、今後

の方向性を整理し、昨年 12月に取りまとめております。
 主な指摘された論点は、向かって左手に出ております救済給付、指定疾病、肺がんの基

準などがあります。これらの論点で今回の調査に至った経緯に最も関係するところとして

は、一番上にある救済給付の論点にあるような救済給付の額について充実すべきという意

見と、現行の考え方を維持すべきだという意見の両論をいただきました。これらの意見に

ついての今後の方向性が向かって右手に出ておりますが、当面は現行制度の基本的考え方

に基づき、安定的な制度運営を図り、迅速な救済をさらに促進せよ、さらには、被認定者

の介護等に関する実態について調査をするようにというご指摘があったことから、今回の

検討会の設置に至っているという現状です。

 事務局からのご説明は以上となります。よろしくお願いします。

祖父江委員長：ありがとうございました。資料 1 が本検討会の設置、資料 2 が救済制度の
ことに関する説明でしたが、何か質問はありますでしょうか。よろしいですか。

 ないようでしたら、議事（2）に進みたいと思います。石綿健康被害救済制度被認定者の
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介護の実態調査について、事務局からお願いします。

佐野主幹：それでは、資料 3 についてご説明させていただきます。資料 3 では、石綿健康
被害救済制度被認定者の介護等の実態調査の概要をお示ししております。

 （1）の本調査の目的については、石綿健康被害救済制度の被認定者の身体活動や介護の
状況、通院状況等についての実態を把握することとなっております。

 （2）の調査対象者は、調査目的が被認定者の療養実態の把握であることを踏まえ、療養
中の全ての被認定者を基本としております。加えまして、亡くなられた被認定者について

も、可能な範囲で対象とさせていただくこととし、具体的には、本調査期間中に未支給の

医療費等支給決定の関係でやりとりを行うご家族を通じて調査を実施することとしており

ます。

 （3）の調査項目の詳細については、資料 4にて説明させていただきますが、調査項目は
主に入通院に関する設問と介護に関する設問に分類されます。

 （4）の調査方法は、自記式調査票の郵送による調査です。
 （5）の調査スケジュールは、本日の第 1回検討会を踏まえ、できれば 6月末を目途に調
査票の内容確定をさせていただきたいと考えております。その後は、7月から 9月ごろを目
途に調査対象者の方へ段階的に調査票を発送し、8月から 10月ごろを目途に調査票を順次
回収いたします。11月から 12月ごろに集計し、平成 30年 1月から 2月、もしくは 3月ご
ろに再びこの検討会を開催して、集計結果の報告を行う予定です。

 資料 3は以上です。
 続きまして資料 4を。
祖父江委員長：お願いします。

佐野主幹：次に、調査票本体である資料 4 について、調査項目の詳細を含めてご説明させ
ていただきます。資料 4－1 は療養中の被認定者を対象とした調査票で、資料 4－2 は亡く
なられた被認定者についてご家族にご回答いただく調査票です。

 まず、資料 4－1についてご説明させていただきます。表紙をご覧ください。こちらでは、
調査票回答日と記入方法等についてお答えいただきます。なお、石綿健康被害医療手帳番

号については、機構で保有する年齢、性別等の基本情報を集計の際に使用させていただく

ために聴取するものです。また、必要に応じて事後お問い合わせをさせていただく場合も

想定し、お問い合わせへの同意欄を設けております。

 それでは、調査項目についてご説明させていただきます。1ページの問 1から 2ページの
問 4までは治療の状況について、問 5は通院について、3ページの問 6から問 8は入院に
関する質問となっております。なお、問 9から 4ページの問 11では、自己負担となる衛生
材料や相談窓口の利用状況について伺っております。問 12からは介護の状況についての項
目となります。介護の状況の項目では、被認定者の身体状況に関する項目と、介護保険制

度等の他制度での認定状況等に関する項目で構成されております。

 それでは、具体的にご説明させていただきます。4 ページの問 12 から問 15 までが身体
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状況に関する項目となっており、このうち 5ページの問 13は一般状態区分から、問 14は
身体障害者手帳制度の呼吸機能評価で用いられている修正 MRC 息切れスケールから引用
させていただきました。また、問 15は、現在呼吸機能障害を有する患者に対して利用され
ている P－ADL 表からの抜粋です。この表を活用することにより、療養者の息切れによる
日常生活制限の程度をより多角的に把握できるものと考えております。

7ページの問 16以降は、先ほど申し上げたように、介護保険制度、身体障害者手帳制度
等の他制度の認定状況等に関する項目です。

 質問項目は以上です。

 なお、最後に自由記載欄を設けております。

 次に、資料 4－2です。繰り返しになりますが、こちらは亡くなられた被認定者の方を対
象とするもので、被認定者のご家族に送付させていただくものです。構成としては資料 4
－1と同様のため、相違点をご説明させていただきます。
 表紙をご覧ください。お亡くなりになった被認定者の方は、石綿健康被害医療手帳を後

日返納いただくこととなっておりますので、手帳番号に代わって生年月日をご記入いただ

きます。さらに、お問い合わせのご同意をいただいた場合には、了承いただいたご家族の

氏名、電話番号等についても聴取させていただいております。

 次に、調査票の内容についてですが、ご家族に振り返ってご回答いただくものであるこ

とを考慮し、ある一時点での身体状況の詳細をお伺いする項目については割愛しています。

一方、療養期間中の身体状況の変化を把握するため、5ページの問 10では、日常生活活動
が極度に制限された時期をお伺いするほか、介護保険制度等の他制度の認定状況について

は等級ごとの認定時期についてもご回答いただくものとしております。こちらについては、

6ページの問 14、9ページの問 20、10ページの問 23のような形とさせていただいており
ます。

 以上です。

祖父江委員長：ありがとうございました。では、資料 3が調査の概要、資料 4－1、4－2が
調査票ですが、最初に資料 3 の調査の概要に関して確認をしていきますと、調査目的、調
査対象者、調査項目、調査方法、調査スケジュールに関して何か質問、コメントがありま

したらよろしくお願いします。

岸本委員：石綿健康被害救済法は 4 疾病ありますが、この調査票に対象疾病が何であった
かという記載欄がありません。内容は中皮腫の資料という感じにはなりますが、良性の石

綿肺、びまん性胸膜肥厚もあるので、認定を受けられた疾病を記載していただかないと、

疾病によってかなり条件が違うのではないかと思います。そのあたりはいかがでしょうか。

祖父江委員長：事務局はどうですか。

村岡課長：疾病名については、基本的に手帳番号をお書きいただくとわれわれで疾病名が

分かるようになっておりますので、記載いただかなくても問題はないということで省かせ

ていただきました。
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岸本委員：調査結果は全体でまとめるのか、それとも各 4 疾病各々で調査の結果を出すの
か、両方出すのか、そのあたりが分かりにくいので、よろしくお願いします。

村岡課長：疾病別に集計が可能な状況にさせていただきます。

祖父江委員長：これは、調査方法として、郵送による調査だけではなくて、機構が持って

いる情報を個人名を識別した上で集めることによって、個人別にリンクをして使うという

ことが調査の大前提ですね。

村岡課長：そのとおりです。

祖父江委員長：そういうことで、記名式であり、機構が持っている情報と重ねて集計をす

るということを調査方法に書いておいた方がいいですね。

村岡課長：そうですね。そのようにします。

祖父江委員長：そちらの方が個人にお聞きするよりも確かな情報が使えるということで、

そういう利点があると思いますが、記名式で行って、情報を使うという点はよろしいです

か。

長松委員：反対です。

祖父江委員長：反対ですか。

長松委員：お金をあげる側が、今後申請を更新する可能性もあるのに、被験者に記名で行

うというのは倫理的に問題があると思います。年齢、性別、疾患名は難しい項目ではない

ので、むしろそれを書いていただいて無記名にするのを推奨します。

祖父江委員長：反対のご意見ですが、どうでしょう。

祖父江委員長：古川委員、どうぞ。

古川委員：疾病名は記入した方がいいと思います。なぜなら、回答する側の本人の立場に

立つと、こういうアンケートが突然送られてきて、意図は分かりますが、自分が例えば中

皮腫だったら、中皮腫なんだという大前提のもとに回答しているわけだから、機構との関

係は疾病が一つのパイプになっているわけです。だから、書く方は、あなたはこの病気だ

ということを前提に書くということはとても大事だと思います。当たり前と思っているの

は分かるから、書かなくていいと思っているのは、行政の側の感覚だと思います。

祖父江委員長：聞いてもいいのではないかというご意見ですが、この点に関して事務局は

どうですか。

村岡課長：聞く方向でもよろしいかと思いますが、われわれがこの回答を作った際は、な

るべくご負担をかけないようにというところがあったものですから、われわれが持ってい

る情報は省略させていただいたという趣旨です。古川委員からそのようにご指摘いただい

たので、記入することも検討させていただければと思います。

古川委員：ありがとうございます。というのは、私がずっと接触して、かかわってきた患

者さんたちは、中皮腫はとても苦しい病気で、重く受け止めておられるので、もちろん他

の疾病もそうですが、それがあってのアンケートだということを明快に出していただいた

方がいいと思います。お願いします。
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祖父江委員長：ありがとうございました。負担がそれほど大きくはならないと思いますの

で、1つ質問を増やすということでどうでしょうか。じゃあ、疾患名は聞くということでよ
ろしいかと思いますが、それでよろしいですか。

 問題は、記名式でいく方向なのか、無記名で行うのかということで、今、長松委員から

ぜひとも無記名でということでしたが、回答が抑制されるということですか。

長松委員：そうです。答えにくいとプレッシャーがかかります。

祖父江委員長：では、上月委員お願いします。

上月委員：アンケートの方法はいろいろあると思いますが、先ほどの件は分かりました。

ただ、疾患名を書いてもらっても、本人が間違っていることがあります。そういう意味で

は、機構で取られている疾患を優先するというのが原則でよろしいのではないでしょうか。

アンケートに関しては、アンケートの内容、趣旨によると思うので、その方がどれだけ大

変かという状況を書かれるとすると、記名、あるいは同定されないと状態が分からないで

す。例えば後で ADL、日常生活活動が出てきますが、麻痺とか外からはっきりしたものだ
と、誰が見ても大体分かりますが、息切れの度合いとか、どのぐらい大変なものかという

のは、本人にしっかり書いていただかないと、肺機能とは必ずしも相関はしません。だか

ら、一見よさそうには見えたけれども、患者さんは本当に苦しんでいるということが分か

れば、将来的な等級とかにも反映しますし、それが同定できないと、あとはどうしようも

ないです。

長松委員：上月委員がおっしゃっているのは、つまり、誰かが認定した等級そのものが患

者さんの主観的な大変さを反映していない可能性があるので、そういった意味で連結する

という理解でよろしいですか。

上月委員：現在の等級が悪いとかいいというわけではなくて、長松委員もご存じのように、

肺機能とか血液ガスという一見客観的に見えるものだけでは、息切れの度合いとかはなか

なかはっきり反映されません。実態調査ですから、どういう動作のときにどうだというこ

とをもうちょっと詳しく反映するためには、書いた方が全部同定できないと進まないので

はないでしょうか。

長松委員：私は反対です。それがきちんと取れない調査様式であれば、この調査自身がよ

くないと思います。ですので、後ろの項目にも疑問のあるところがありますが、この内容

が初めて行うことできちんと取れないような形式なのかどうかを検討し、さっき上月委員

がおっしゃった本人の主観的な大変度というんでしょうか、介護度というものがどうして

手帳の内容と連結しなければいけないのか私は分かりません。

祖父江委員長：岸本委員、どうぞ。

岸本委員：判定委員の実感として、疾患名というのは確かに今、古川委員が言われたとお

りですが、例えば今、中皮腫として申請をされても、本当の病名は肺がんで、石綿肺がん

として認定をされた方もいますし、良性の疾患で石綿肺ということで申請をされましたが、

びまん性胸膜肥厚として認定するというケースもそんなにたくさんはありませんが 5％ぐ
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らいあります。そういう面で、確かに中皮腫は重症なので、そのあたりもより正確な結果

を得るためには、機構さんのデータとご本人のミスマッチングがあるとよくないと思うの

で、両方チェックをして、より確度の高い調査にされるのがいいのではないかと思います。

古川委員：確かに岸本委員がおっしゃるとおりだと思います。だから、認定通知が来たと

きに疾病名を書いていますでしょう。本人は皆さんそれを大事に持っています。例えば今

の岸本委員の話の中でふと思いついたのが、患者の家族の会の初代の会長が、労災ですが

石綿肺がんで認定になりました。でも、亡くなったときは中皮腫でした。だから、中皮腫

も発症しました。本人は、肺がんとして苦しい闘病生活を酸素を吸いながらやってこられ

て、最後に中皮腫も発症したということがありました。仮にどの部分が本人が一番つらか

ったのといったら、石綿肺がんで、石綿肺があって、肺がんが長年の闘病生活で一番つら

かったと思います。そういう方もおられます。

 環境被害でも、今、岸本委員がおっしゃったように、自分はこうだと思っても、別の名

前で認定が来ることも私は何件か知っています。でも、認定が来た病名で闘病されるのだ

から、本人はそれを承知していらっしゃると思うので、お手数でしょうが、ご本人の自覚

の病名を書いていただいて、なおかつ機構でチェックしていただいたらという話にすると、

すみません、無記名かどうかという話になってきます。

祖父江委員長：整理しますと、ご本人に対象疾患の病名を書いていただきます。ただ、そ

れを確認する上で、機構で持っている病名もきちんと使った方がいいでしょう。それは記

名式でないとできませんね。正確な情報を使うためには記名式の方がよかろうと岸本委員

がおっしゃっていて、古川委員もそれはいいですね。

古川委員：1点心配、懸念しているのは、以前小委員会でも申し上げましたが、当初認定通
知が来たときにアンケートがありまして、丸を書くようになっていて、今の制度に満足し

ているかどうかというところは、ほとんどの方が丸を記入して、満足していると書いてい

ます。後で聞きましたら、そのときにもし不満であると書いたら取り消されるのではない

かと心配したと 10人のうち 8人、9人までおっしゃっています。それを心配しています。
祖父江委員長：それは、記名式だと正直な答えができないということですか。

古川委員：そうです。遠慮が入ると思います。

祖父江委員長：そう言っておられますか。それでは、どうされますか。

古川委員：実態的にいいのか悪いのか分かりませんが、名前は言いたくない、匿名にして

ほしいという方は、本人のご意思でということはできないですか。

祖父江委員長：それはどうでしょう。事務局どうぞ。

高城室長：今の議論を聞いていて、環境省として一つ提案といいますか、機構と相談かな

と思っているのは、情報を書くことによって自分が不利益を被るのではないか、違う目的

外に自分の情報が漏れてしまうのではないかと懸念されているのではないかと思いますの

で、そのあたりはしっかりとお手紙を付けて、名前を書いていただいたからといって、そ

の後に例えば認定の状況に回答の内容が影響することはないとか、個人情報の保護に関し
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ても間違いがないようにしっかり対応するというお断りをしてやらせていただくというの

はあると思いました。そのあたりが分からないままいろいろ書いてしまって出すと、何か

不利益があるのではないかというのがあるのだろうと伺いましたので、そこはしっかりと

対応していきたいと思います。

古川委員：そうですね。年代的にわりと高齢の方になると、10しんどくても 8ぐらいに抑
えて書くという傾向はあるので、こういうアンケートにとても慣れてない方は大変、大変

と書く部分がどうしても遠慮される方も多いという実態はあって、それが介護認定の制度

にも影響しています。それを少しでも軽減するためには、無記名がいいのかなと思います

が、先ほど言ったように、病名とかが絡んできたら、正確性を考えたら……。

祖父江委員長：記名式でもオーケー、容認できるという意味ですね。

古川委員：そうですね。内容によって、本人にプレッシャーのかからないように。

祖父江委員長：説明をした上で。

古川委員：本来は長松委員がおっしゃっているように、支給する側が受給されている方、

闘病している方に対して、それ自体が圧力、圧迫になります。幾ら大丈夫ですと言っても、

こんな変なことを書いて大丈夫かなというのがすごく平たい気持ちなので、その辺を何と

か考えていただきたいと思います。

祖父江委員長：それで、どうですか。

古川委員：ですから、病名、疾病のほうの正確性が担保できるのであれば、無記名でお願

いします。

祖父江委員長：無記名でするのですか。上月委員、どうぞ。

上月委員：話は少し変わりますが、たしか厚労省で身体障害者数の 5 年ごとの調査があっ
たと思います。平成 18年までは調査をしっかりやって障害種別不詳は全くありませんでし
たが、23 年に自己記入式になった途端に、自分の障害が分からないあるいは無記入が多く
なり、障害種別不詳の数がなんと身体障害者全体の 15%にもなってしまいました。我々に
とって、肢体不自由とか内部障害とかが何人ぐらいいるのかということが非常に大事なも

のでしたが、本人に書いてもらうと、そういうデメリットもあるということはぜひ分かっ

ていただきたいと思います。

 アンケートに関しては、今、はやりの「忖度」なのかもしれませんが、それを言ってし

まうと何もできないので、提案としては、調査のお手紙というよりは、最初の四角で囲ん

であるところにはっきりアンダーラインでも引いて、回答に関しては個人的な認定の取消

しということには一切使用するものではないと明示していただくということで、個人が分

かるような形で外には出さないということは当たり前のことですが、実態調査をやるとき

に、その人がどういう障害を持っているのか正確にできないと、それ以降はあまり意味の

ない調査だと私は思いますが、いかがでしょうか。

岸本委員：私も上月委員と全く一緒で、せっかくこれをやるのであれば、古川委員、きち

んとしたデータになるようにしないといけないと思います。というのは、今までこういう
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調査はやられたことがないので、非常に大切な調査だと思います。それと、古川委員がお

っしゃるように、中皮腫と他の病気は違うと私もずっと思っておりますので、中皮腫に特

徴的で、他の病気とは異なるようなデータが出るとしたら、正しく中皮腫として認定され

た人はどうだったかとか、肺がんとどう違ったかというのがデータ的に間違っていると、

今、上月委員も言われたように、せっかくやった意味がないので、高城室長が言われたよ

うに、そこはきちんと皆さんに誤解されないような丁寧な文章をまず書いておいて、マッ

チングをして、きちんとしたデータを作るべきだと思います。

古川委員：ありがとうございます。私、先ほどから思っていたのですが、岸本委員がおっ

しゃるように、確かに正確なデータは大事だと思います。ただ、ペーパーだけに頼るとい

うことを心配しているわけで、もし本当にちゃんと取り組むのであれば、ピックアップし

てでもいいから可能な方は患者さんに会ってヒアリング、面談をして、直接聞いていただ

きたいです。出たペーパーだけに頼ることを私はとても心配しているので、そういった姿

勢の下でしていただけるのであれば、とても評価できるものだと思います。

祖父江委員長：対象者数の実数の紹介があまりありませんでしたが、療養中の全ての被認

定者で何人ぐらいを想定されていますか。

佐野主幹：療養手当の対象者 1,000名程度を考えております。
祖父江委員長：1,000名程度。加えて、亡くなられた被認定者として何人ぐらいを想定され
ていますか。

佐野主幹：調査期間中に未支給の医療費等の支給決定がされたご家族ですので、こちらは

100名程度と考えております。
祖父江委員長：こういう規模の調査をするという大前提で考えると、全ての方にインタビ

ューというのは難しいように思います。

古川委員：もちろん全ての方ではなくて、せめて 10 人でも 20 人でも直接肌で感じていた
だきたいです。より正確さを求めるのであれば、直接面談して、この方が「はい」か「い

いえ」で答えるに当たって、質問の中には「はい」と「いいえ」に属さない答えもあると

思いますので、そういった空気を感じて、理解してほしいと思っているだけです。だから、

人数は 1,000 人全部ではなくて、そのうち可能な限りの方と直接会っていただきたいと思
います。

祖父江委員長：それは、何か別途調査するという意味ですか。

古川委員：別途でもいいし、可能な方は直接これを持ってでもと思います。

上月委員：ただ、そうすると、それこそ圧力を感じてしまう人がいるかもしれませんね。

古川委員：中には直接会って話したい、説明したいという方もおられると思いますよ。だ

から、もちろんご本人のご意思を重視して、面談を希望される方がおられたら会ってくだ

さい。ここまでの調査をするのだから、十分意義がありますが、もうちょっと深みを持た

せていただけたらありがたいです。

祖父江委員長：何か別途インタビューをされますか。どうでしょう。
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高城室長：事務局ですが、今はまだそこまで考えておりません。まずは、こちらで全体を

把握して、何かそこでもう少し突っ込んで調べる必要があるとか、何か課題が出てきたと

きに、それに応じてさらに調査するのか、それともある人をピックアップしてインタビュ

ーを受けていただくのかといったことを検討していくことになると思います。今すぐこれ

と同時併行ということではなくて、まずは全体の様子を把握したいという気持ちです。

古川委員：では、もし可能であれば、最初のお願いのところに、別途直接面談をお願いす

ることはできますかという質問項目を入れたらどうでしょう。

高城室長：事務局ですが、機構から説明がありましたが、1枚目の必要に応じてお問い合わ
せさせていただいてもよろしいでしょうかというところで、もし「はい」といただけるの

であれば、そういう方々に追加でお尋ねするということはあると思います。

古川委員：お尋ねする一つのラインというか、ただここに書いていることが意味不明だか

ら尋ねたいという意味ではなくて、患者さん 1 人の全体像をペーパーだけではなくて見て
いただきたいというのが私の意見です。

祖父江委員長：実態調査として全体を把握するということがこの調査の趣旨ですから、そ

れを数字、データとして出すというところをまずは重く考える方がよろしくないですか。

古川委員：もちろんそれは大事ですが、先ほど申し上げたように、ペーパーだけでデータ、

数字の信憑性を懸念しているだけです。

長松委員：多分バイアスのことをおっしゃっているんだと思います。ご高齢の方が自分の

障害を表すのをどこまで正直に書いてくださるか、そのうちの幾つかをピックアップして、

本人が申請したものとプロが見てどうなのかというギャップがないかを確かめるというこ

とだと思います。

古川委員：そうですね。

祖父江委員長：妥当性のことを言っているのですか。

古川委員：はい。長松委員がおっしゃったとおりです。それと、私は、調査する側という

か、研究調査で取り組もうとしてくださっている検討会の皆さん方に、ペーパーではなく

て実態を、本当の姿を見ていただきたいという気持ちをそこに加えさせてもらいます。

祖父江委員長：では、一部の方についてインタビューとアンケート調査の両方とも行って、

食い違いがないか確認するということを計画の中に盛り込めますか。これは、調査で言う

バリデーションスタディーだと思います。どうでしょう。それは可能ですか。

高城室長：どのくらいの規模になるのでしょうか。

古川委員：申し訳ありませんが、私自身は、今何人という具体的な提案はできませんが、

その辺は専門家の先生のご意見をお伺いしたいです。

高城室長：事務局ですが、どういう方々にお声をかけていくのか絞り込むというのも変で

すが、乱数でやるわけにもいきませんし、課題を見た上で、こういう人には聞いた方がい

いのではないか、インタビューしてもらった方がいいのではないかという 2 段構えでやら
れた方がいいのかなと思います。なので、まずは全体のアンケートをやった上で、データ
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を見て、できる範囲になりますが、こういう状況の人にこういう規模で聞いてほしいとい

うご提案、その後検討という形であれば、スムーズに進んでいけると思います。そういう

ことであれば、検討できると思いますが。

祖父江委員長：古川委員、それでよろしいですか。

古川委員：はい。ぜひお願いします。

祖父江委員長：じゃあ、2段構えの調査設計を想定するということでお願いします。まだ記
名式か無記名でいくか決着がついていませんが、上月委員、岸本委員は、できるだけ正確

な情報を、機構が持っている情報を利用するという意味では、記名式のほうがよかろうと

言っておられます。一方で、長松委員は、アンケートという形で聞く際に名前を書くこと

で、正直に実態を反映する形でなく回答される懸念があるというのは、一体どういう状況

ですか。

長松委員：さっき古川委員がおっしゃったのがそのもので、これから自分が 5 年後にもら
えるかどうか分かりません。

祖父江委員長：そのことは、認定の状況には個人的な回答は全く影響はないというか、勘

案しません。

長松委員：もちろんそんなことはしませんが、書く人がそう思うと私は言っているのです。

祖父江委員長：だから、それを冒頭に説明します。

長松委員：それを信じるかどうかは分からないので、そうでしたら第三者がやるべきです。

祖父江委員長：だったら、答えないということもあり得ると書いたらどうですか。

長松委員：それもまた脅威だと思います。お金をくれる人は自分の番号を分かっていて、

それを出さなかったら分かってしまうのに、それを出さない、つまり、無回答であっても

いいですが、お金をもらっているお年寄りの人たちにとってみれば、答えないこともある

種脅威なのであれば、正直に思いのたけをぶちまけてもらうには、無記名にして安全を図

ることが倫理的に重要だと私は懸念したということです。あとは、この調査の中でどうす

るかだと思います。

岸本委員：いや、それは長松委員と古川委員の懸念であって、その懸念はする必要はない

のではないかと私は思います。実際に給付等を担保すると言っているわけですし、これに

答えなかったらお金を切るということでもないので、この調査の趣旨を十分に分かるよう

に、分かりやすく説明しておけば、それほど懸念する問題ではないと私は思います。

祖父江委員長：これは、一人でも反対の委員がいると進めないですかね。どうでしょう。

長松委員：先へ行って問題を考えるというのはどうでしょう。

祖父江委員長：先へ行って考えますか。

佐野理事：担当する機構ですが、私どもはご指導に従って事務をやる立場ですが、私共は

手帳の番号にひもづけて患者さんのデータを持っております。さっき病名はというのがあ

りましたが、それ以外にも例えばいつ頃認定された方かとか、実はどのぐらい医療費をお

支払いしているというデータを持っています。お名前ならずとも手帳の番号でもいただけ
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れば、それと私どもの持っているデータを突き合わせて分析することができますので、あ

りていに申せば、それを捨てるかどうかだろうという問題が一つあります。

 それから、もう一つは非常に些末ですが、ご協力いただいた方に図書券か何か薄謝をお

送りすることになっているので、それができなくなってしまうという要素があります。

岸本委員：いいですか。私は何度も繰り返していますが、特に石綿健康被害救済の対象に

なる人で、こういう調査は今まで日本でやられたことがありません。今、理事が言われた

ことは大切なことですし、救済のお金に関しても小委員会でいろいろディスカッションが

あったので、せっかく調査をやるのであれば、一部の懸念にこだわらず、大きな目で、大

らかな気持ちでやらないと、あなた方が言っているような懸念にこだわると、調査自体の

質が問われることになりますので、私の言うことをぜひ聞いてほしいと思います。

祖父江委員長：ですが、長松委員、あるいは古川委員が言っておられることは、答える側

の人間の身にもなってみろということですよね。このことは大きな意味があるので、十分

に調査票の意味を冒頭に説明し、調査の中身を承認の判断には絶対に使わないのをとにか

く分かっていただくような説明を付けるというのは必須だと思います。それをかなり工夫

した上で、記名式でやっていただくということでいかがですか。

古川委員：調査票の案の最初の「介護の状況、通院状況等についての実態を把握するため」

というところは、もうちょっと柔らかい文言にならないのかなと思います。この文言は、

身も心もよれよれになって受け取っている方が、われわれの調査をするという印象を受け

ます。ではなくて、これはひいてはあなたたち被受給者にとって、もしかしたら何か改善

できるかも分からないということを最大の目的に調査するわけでしょう。研究だけではな

いですよね。

祖父江委員長：いや、これは研究ではなくて、改善のために具体的な資料を集めるという

ことです。

古川委員：そうですね。だから、それがもっと伝わるような文言に変えていただけたらい

いなと思います。

祖父江委員長：今の状況ではどうも不十分であるということですね。

古川委員：はい。

祖父江委員長：もうちょっとこの文言を工夫して、受給者の人たちの状況をできるだけよ

くするための、改善のためのデータを集める行為だということを強調して、そこを分かり

やすく説明した上での調査。

古川委員：そうしたら、かなり受け取った段階で気持ちが入りやすくなると思います。

祖父江委員長：事務局どうぞ。

高城室長：ご指摘ありがとうございます。少し硬い表現の部分は直していきたいと思いま

すが、まだ実際こういう調査で実態を見た上で、本当に改善できるものなのかどうかも含

めてになりますので、言い方はちょっとよろしくないですが、あまり期待をさせすぎてし

まうのもなかなか難しいと思います。ただ、ちょっと硬い表現があるのは検討させていた
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だきたいと思います。

古川委員：そうですね。調査という意味をとても私は理解しているつもりですが、何も知

らない初めて受け取る方にしたら、われわれのことを調査するのだと取られないような文

言にしてください。お願いします。

祖父江委員長：では、ここの部分に関しては、かなり丁寧な説明を加えますので、委員の

先生方にまた確認をしていただくということで、記名式で進めるということでいかがです

か。

長松委員：いや、古川委員が。私は嫌ですが、患者さんが一番なので、患者さんがそれで

いいとおっしゃるのであればいいと思います。

祖父江委員長：そうですか。古川委員どうですか。

古川委員：さっき言ったように、支払う側と受け取る側という立ち位置にすると、書きづ

らい面はありますが、もっとその辺を工夫していただいて、本当にこれはちゃんと答えた

方が自分にとっても、制度にとってもいいという方向性が見えるようなアンケートだった

ら、記名もいいかなと思います。

祖父江委員長：じゃあ、冒頭の説明を工夫して、記名式で行うということで進めさせてい

ただきます。よろしいでしょうか。では、その線で進めさせていただきます。

 では、ようやく中身に行きたいと思いますが、資料 4－1は問 1から始まって、まずは療
養生活のこと、治療法、医療機関、入院、その間の衛生関係のものの自己負担の費用、相

談した窓口、がん診療連携拠点病院等があります。このあたりの詳しい症状に至るまでの

ところで何かコメント等ありますでしょうか。

長松委員：問 15までですか。
祖父江委員長：問 12ぐらいまででどうですか。長松委員、どうぞ。
長松委員：問 5 の認定疾病の治療のためにあなたが通院している医療機関を 2 つ書けとい
う表ですが、2 つでないとだめでしょうか。例えば中皮腫、あるいは肺がんの治療で A 大
学病院に行っていますが、その他にうつっぽくなったので心療内科の B クリニックに行っ
て、近所のところで座薬をもらい、緩和ケアもかかり、歯も入れ歯だとなると、軽く 5つ、
6つ行くと思うので、通院に伴う介護と、それにかかる交通費等を明らかにするのであれば、
2つに限らずあらゆるものを書いてもらうべきだと思います。
祖父江委員長：これに関して事務局はどうでしょう。

佐野主幹：認定疾病の治療に係る医療機関につきましては、専門医とかかりつけ医の 2 医
療機関を想定して解答欄を設けております。

長松委員：その 2 つの解答欄の設定があまり適切でないと考えましたので、申し上げまし
た。

祖父江委員長：事務局、どうぞ。

高城室長：今機構からご説明があったとおりです。基本はそこなのかなと思います。ただ、

認定疾病にかかわって治療を受けているのを 3つ聞くのか、4つ聞くのか、5つ聞くという
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ことでいくと、どこまで聞いたらいいのかなかなか際限がなくなってしまいます。いろい

ろなパターンがあると思いますので、3つだったらいいとか、2つまででいいとか、どうで
しょう。

長松委員：質問ですが、私は入れ歯が悪くて通院しなければいけなくて、これは中皮腫と

は関係ありませんが、中皮腫、あるいは塵肺のせいで息が苦しいからタクシーで行かなけ

ればいけないのであれば、交通費の請求は妥当かと思われます。

祖父江委員長：事務局、どうぞ。

高城室長：そちらは制度運用の話ですので、基本的な考え方を述べさせていただくと、認

定疾病にかかわる治療ということになりますので、それと全く関係ない通院については、

今の医療手当でカバーしているという設計にはなっていません基本的には認定疾病にかか

わる治療について評価することが必要かと思います。

長松委員：お金もそうですが、介護もかかるということですよね。つまり、塵肺や中皮腫

や肺がんの方がどこかへ行かなければいけないときにかかる介護を見る上でもきちんとし

なければいけないので、せっかく手帳に書いてある個人情報を抜き出してまで正しいこと

をやるのであれば、これはメインアウトカムの重要な問題だと思います。でも、2つしか聞
いていないというのはいかがなものでしょうか。

祖父江委員長：他の委員は、認定疾病の治療のためにということに限定して、2つで十分で
しょうか。

長松委員：不十分です。前にも申しましたとおり、がんの治療と呼吸器の治療は結局大き

な病院しかできないわけですよね。遠くから通院されている方は、ご自宅の近くの先生に

かかったり、患者会でも 3 つは先生にかかりなさいと奨励しているし、私もそのように患
者さんにアドバイスしております。ですので、例えば心療内科でお薬を出していただいて

いる、便秘は近くの先生に診ていただいている、その他にパリアティブにかかる方もいま

すので、軽く 3つ、4つはいくかと思います。もしそういうのであれば、認定疾患のために
どれぐらいかかっていますかというので、項目は 5 つぐらい挙げておいてはいかがでしょ
うか。

祖父江委員長：岸本委員、上月委員、どうでしょう。

上月委員：ADLにも関係してきますが、項目数が細かくなればなるほど精度は下がるので、
何を目的にするかというところが本質だという気がします。心不全患者のリハビリテーシ

ョンなどもやっていますが、心不全は息切れするから床屋にタクシーで行くのは医療費に

含むかというと、それは違うと思います。ただ、長松委員がおっしゃるように、3人ぐらい
はいてもおかしくないので、3つぐらいに増やしてはどうでしょうか。
祖父江委員長：3つぐらいですか。
長松委員：5つにして、そこはここで判断すればいいのです。パリアティブを外にかかると
いうのは現実的じゃないですか。ですので、これがメインアウトカムです。メインの病気

に介護や医療費が足りているかというのに、書かないのはいいですが、項目が足りないか
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ら書き切れないのであれば、やっている意味がないじゃないですか。それから、これは不

適当だという考察もできるじゃないですか。でも、最初から書かせないというのはなしだ

と思います。

祖父江委員長：どうぞ。

高城室長：事務局ですが、今ご指摘があったように、医療機関の数を決めて、そこまで書

かせるということはなかなか難しそうだという印象を受けました。

長松委員：そうです。途中まで……。

高城室長：認定疾病に関する治療のためというところはきちんと押さえた上で、例えば 1
つ、2つ主なものを書いてもらって、残りのものをまとめて書いてもらうということはあり
ですか。

長松委員：どう分析するかによるのではないですか。この項目だったら、1、2、3、4、5
はとても書きやすいと思いますが、主なものは例えば何とか大学病院、次が何とかクリニ

ック、その他というのはかえって書きにくくないですか。

高城室長：では、とりあえず 5 個までだったらよろしいという意見と受け取っていいでし
ょうか。

 あともう一つ、介護の話が出ていましたが、ここでは医療機関にかかる通院の状況を聞

いていますので、介護は別に聞きます。

長松委員：そうですね。ただ、交通手段を見ると、その感じが分かると思ったからです。

祖父江委員長：では、2つでは少ないかなという感じがあるので。どうですか。
高城室長：数のところとか、先ほどの丸めてやらせていただいても大丈夫なのかというこ

とも含めて、機構と相談させていただきたいと思います。

祖父江委員長：では、問 5に関しては数を増やすということですね。他はどうでしょうか。
長松委員：問 8 ですが、差額ベッドを利用した理由に重症だからというのを入れた方がい
いと思います。「1 周囲の療養者に気兼ねない環境で療養するため」、「2 家族が泊まり込
みで介助するため、「3 医療機関の判断」だけではなくて、「本人が重症だから」というの
がないと変だと思います。

祖父江委員長：これはどうですか。選択肢を 1 つ増やすということですね。上月委員、岸
本委員、よろしいですか。

岸本委員：少ないですから、もう一つ増やすのはいいと私は思います。

祖父江委員長：では、問 8は 1つ選択肢を増やすということでお願いします。
 他はどうでしょう。今は問 12までぐらいで考えてください。
長松委員：すごくたくさんありますが、全部言いますか。

祖父江委員長：長松委員から意見書をいただいていましたね。では、そちらを伺いましょ

うか。では、長松委員からいただいている意見書をお願いします。

長松委員：メインアウトカムは介護の状況と通院状況というか、この間の説明の会議であ

った支援が足りないのではないかということを明らかにするのであれば、さっきの表の 3
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つか 5つかというところのメインアウトカムをきちんとすべきだと思います。
 もう一つ、これを私が拝見したときに、あと 2 つメインアウトカムがあって、それが、
問の番号が変わっているような気がしますが、問 13だと思いますが……。
祖父江委員長：そうですね。今の問 3は問 5のことですもんね。
長松委員：そうですね。番号が変わっているようですが、問 13の認定疾患の障害により日
常生活が極度に制限されているというのは、身の回りのことができずに常に介助を必要と

し、終日就床というベッドレストか否かだけではなくて、もっとレンジを持たせた表記に

した方がいいと思います。ベッドレスト以外、つまり、何とかトイレまで歩けるのでおむ

つは要らないけれども、苦しいというのは反映されませんので、ここはスケール式で 7 段
階ぐらいにしてはいかがかと思います。

祖父江委員長：ちょっと待ってくださいね。そうしたら、これは問 13ですね。
長松委員：はい。

祖父江委員長：一旦、問 12までに関しては特にコメントはないということでいいですか。
長松委員：はい。

祖父江委員長：では、今度は問 13から問 15あたりで、症状に関しての質問ですね。問 13
に関しては、長松委員のペーパーの中で、問 10 になっていたのが問 13 ですね。そこの説
明をお願いします。

長松委員：今、言ったとおりです。

祖父江委員長：今、言ったとおり、7段階ぐらい必要だと。
長松委員：そうしたらどうでしょうか。

祖父江委員長：この意見に関してはどうでしょうか。

上月委員：よく分かりませんが、日常生活活動を詳しく調べるために問 15のアンケートが
あって、そうではなくて……。

長松委員：もしあるのだとしたら、ベッドレストの人がいる、いないというのを調べる意

味はないです。

上月委員：7段階というのはどういうものか、もう少し具体的に。
長松委員：つまり、例えば 5であると、3をどちらでもない、ベッドレストを 1、日常生活
が円滑に何の問題もなくできるのを 5 として、1、2、3、4、5 の間で。これだと、ベッド
レストですかと聞いているのと同じですよね。はい、ベッドレストです、いいえ、そうで

はありませんと、寝たきりの人を聞く理由が分かりません。あるいは、もしかしたら要ら

ないのかもしれないと思います。

上月委員：これはほぼ全員が制限されているに付けるのかなと、その方がインパクトが大

きいと思います。細かく分けるとインパクトが減るのかなという気がします。

長松委員：私はベッドレストには付けないと思います。今日も患者さんがいらしています

が、そうしたら、患者さんはここに来られないですよね。むしろ患者さんに有利なように

そう付けるというのであれば、正しくスケールで測ってはいかがでしょうか。分かりませ
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んが、古川委員はいかがでしょう。

古川委員：今の長松委員のあれと違いますが、問 15に対してこういったところで書くわけ
ですね。そうしたら、問 13 の設問と区別しているのが。問 13 でベッドレストかどうかと
いうことを聞いているわけですよね。でも、後の問 15を見ると、その人がどんな状態か分
かるわけですよね。そういうことではないですか。質問がかぶさっているような気がしま

す。だから、問 13をもうちょっと中身を厚くと思いました。
祖父江委員長：では、問 15 を充実させることで、問 13 は特に必要ないということでいい
ですか。

古川委員：あまり意味がないような気がしますが、設けるのであればもっときちんと。

祖父江委員長：事務局、どうぞ。

高城室長：ここは上月委員とご相談をする必要があると思いましたが、基本的に問 15は息
切れのある方を念頭においてバーサルインデックスを少し充実させた表と認識しておりま

す。息切れがない場合もこちらで把握できるのであれば、ある程度問 15だけでも対応でき
るのかと思います。ただ、先の話ですが、どの程度になったら重度なのか、重度ではない

のかという検討をしようと思ったときに、例えば障害者の制度においては、一つの目安で、

一級相当で重度だと言われているのが問 13のような状況でありますので、まずスクリーニ
ングとしてここで聞かせていただいた上で、あとは息切れの状況がどうなのか詳しく聞か

せていただいているという作りです。問 13は入り口になっています。
祖父江委員長：古川委員、どうぞ。

古川委員：分かりました。そうしたら、問 13でもう少し丁寧な質問を設けた方がいいと思
います。答える側にしたら、制限されていますか、いませんかだけだったら、どっちだろ

うと。でも、室内をうろうろできるから制限されていないと書く人もいるし、もちろん問

15 に行けば、専門家の先生が判断されたときに、これはかなり制限されているということ
にもなるでしょうが、問 13はかなり本人の心象的なものが影響するので、もうちょっと分
かりやすく設問を設けた方がいいと思います。

祖父江委員長：上月委員、どうぞ。

上月委員：なくてもいいのかもしれませんね。問 14の 5であれば一級相当だから、ちょっ
と変になるというか、ダブルスタンダードになります。問 13はなくても一級相当かどうか
は問 14で分かるので、ない方がいいかもしれません。私は、制限されている人、息切れが
してしまうのでずっと寝たきりの人が多いという状態があるのかなと思っていましたが、

ちょっと動ける人は制限されていないと判断してしまうのであれば、むしろ問 13はない方
がいいのかなと思います。

祖父江委員長：というご意見です。事務局、どうぞ。

高城室長：石綿肺やびまん性胸膜肥厚といったものは著しい呼吸機能障害がないと認定の

対象と認められないので、息苦しさは必発だと思います。一方で、肺がんや中皮腫で認定

の対象になっている方は、確かに末期になれば呼吸機能というか肺がすごく悪くなって、
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息切れすると思いますが、まだそこまでに至ってないような方で、息切れはないけれども、

日常生活が制限されているような方がいるのかいないかというところで、問 13で息切れに
かかわらず一般的な体の状況を設定しているという作りですが、そこの心配がないのであ

れば。

祖父江委員長：古川委員、どうぞ。

古川委員：分かりました。室長がおっしゃっているとおり、中皮腫の方は息切れより手術

された方は特に痛みによって動作がしんどいという方がたくさんおられます。そこは確か

に石綿疾患でもまた違った種類があると思います。今の言葉で思ったのが、痛み、うつに

関しての設問が少ないような気がします。痛みがあるから、ちょっと動いたら痛むなんて

いうことで動けない、動くのが嫌といったうつ状態になっている方もおられますし、外出

も嫌だという方がおられるので、痛みとかうつというポイントも入れていただいた方がい

いような気がします。

祖父江委員長：息切れに重点を置いたような質問ということで、上月委員、岸本委員、そ

の当たりはどうですか。

上月委員：今のお話ですと、精神科にかかっているか、あるいは内科でも抗うつ剤が出て

いるという客観的なことで書くのですか。それとも、例えばうつ度を見る質問肢がありま

すが、どっちが答えやすいでしょうか。

古川委員：私、その辺はよく分かりませんが、実際中皮腫の方はうつになる方が多いです。

それで閉じこもってしまったりするのも大きな病気ですよね。だから、その辺を少し。

祖父江委員長：事務局、どうぞ。

高城室長：ただいまのご指摘ですが、問 2、問 3でこれまでに受けた治療、今受けている治
療は何ですかというところがあります。この中で痛みや精神的な苦痛といったものに丸が

付いていれば、それによって問 13のような身体障害があるというのはある程度分かるので
はないでしょうか。問 2、問 3の緩和治療の中には、痛み止めや精神的な苦痛を軽減するた
めのケアという注を付けておりますので、そこと併せて評価ができるのではないかと思い

ます。

古川委員：問 2 や問 3 で聞いていただいて、じゃあどうなのかという、それによってどん
な弊害が起こっているかということにつながる設問がないような気がします。

祖父江委員長：そうですね。問 2でかかっている医療機関というか治療ははっきりしても、
症状に関しての設問は確かにないですね。

祖父江委員長：岸本委員、どうぞ。

岸本委員：制限されているということであれば、今古川委員がおっしゃったように、手術

後の痛み、がんの浸潤の痛みというふうに、どういう理由で制限をされていますかという

ことを自由記載のような形で書いていただく。例えば中皮腫と診断されたためにうつ状態

になっているとか、制限されている方はその原因を自由に記載していただけますかという

形がいいのではないでしょうか。今の制限されている、いないだと、あまりにも漠然とし
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すぎていて、何でか分かりませんから、何でかを記載していただくということになれば、

今古川委員がおっしゃったことが一応包括されるのではないかと思います。

祖父江委員長：ありがとうございます。

古川委員：賛成です。お願いします。

祖父江委員長：問 15が息切れを中心としたような症状の把握になっているので、痛みとか
うつといった息切れとは違う観点の症状で日常生活が制限されているかどうか、自由記載

の形で把握させてもらうというのでよろしいですか。

長松委員：いいと思います。委員長、いいですか。

祖父江委員長：長松委員、どうぞ。

長松委員：※を取らないと分からなくなってきます。日常生活が極度に制限ではなくて、

まさに今岸本委員がおっしゃったように、認定疾患によって日常生活が制限されています

か、イエス、ノーで、オープンクエスチョンはいかがでしょうか。

祖父江委員長：ここはどうですか。事務局に任せていいのか。

高城室長：こちらで先生方とご相談させていただいて、問としてはこういう形で。

祖父江委員長：では、問 13は一応残しますが、原因となっている症状を自由記載で記入し
ていただくという形に変更をお願いします。

 あと、長松委員が幾つか書いてあるものは問 15ですか。
長松委員：そうです。問 15は、私たちナースもよく付けますが、患者さんはとても難しい
と思うので、工夫が必要だと思います。今お話を伺っていて、一番右の息切れがメインと

いうか、これを聞きたいと思うのであれば、ここだけ色を変えて、一番左の達成方法で食

事が 4は自分で食べる、3は何もないというのは書きようがないので、書かないのであれば
3と 1は取るべきですよね。でないと、3と書いたらどうすればいいですか。欠損になって
しまいます。同じように、排泄の便所、ベッドサイド、ベッド上というのも、空白は取っ

てあげるか、そこに丸をすればいいということですね。

祖父江委員長：事務局、どうぞ。

高城室長：こちらは、見づらいかもしれませんが、留意事項の①で上下の番号どちらか 1
つ選択が難しいとき、要するに 1 にも 3 にも当てはまるという場合には真ん中に付けてい
ただくという格好です。留意事項を読んでいただかないと、そこまで考えが及びませんが。

祖父江委員長：上月委員、どうぞ。

上月委員：呼吸ケア・リハビリテーション学会の中でこれがスタンダードの 1 つになって
います。だから、質問肢に関しては手を入れるのは構わないかもしれませんが、COPD の
人と比べるとどれだけ大変なのかという比較を考えると、あまりごちゃごちゃしてしまう

とまずいと思います。ただ、長松委員がおっしゃるように、間のところをどうするかとい

うのは、もうちょっと分かりやすく大きくするという形でと思いますが、当然、日によっ

て違う場合がありますよね。

長松委員：欠損になってしまうような気がしました。
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祖父江委員長：選択肢のところに何か説明がないと、空欄では相当抵抗がありますね。4と
2の間が 3だというなら、3のところを説明しないと選びようがないですよね。
長松委員：そうですね。私だとスキップしてしまうと思います。

上月委員：レイアウトもあると思いますが、できれば留意事項が質問紙と同じ頁の上の部

分に来るような形で、そこを読むようにしないと、留意事項と質問のページが変わってし

まうと、留意事項を忘れてしまう危険があります。

 あと、追加ですが、介護など様々な項目まで含めると、疲れてしまって、これだけたく

さんの項目をどこまでちゃんと書いてくれるのでしょうか。もし書いてくれるという前提

であるならば、この質問紙はもともとは 10項目であり、今回の質問では、息切れしやすい
動作として例えば階段、屋外歩行、洗髪、整容、会話の 5 つを省いてしまっています。本
当はそれも入れたいですが、これまで私たちが呼吸障害患者で行った際には、もともとの

10 項目のものを書くだけで一回で終わらなかったり、記入に欠損が出て、あとから書いた
患者さんに問い合わせをしたりしなければいけないこともありました。今回はこの質問の

前後にさらに多くの質問があります。たくさんアンケートが付いていると、聞きたいこと

はいっぱいあっても、結局初めの 2 ページぐらい書いてあとは何も書かないで返送される
いう形になってしまうのは痛しかゆしだと思います。

長松委員：でも、上月委員、これがメインだから大事ですよね。お話しするときに苦しく

なってしまうとか、中皮腫の方はご飯のときも苦しくなってしまうので、それだったら全

部入れた方がいいです。

上月委員：本来は、質問を前の方に移す。でも、費用をどのぐらいかけるかというのも同

じように大事だから質問数を減らせない・・・。

長松委員：でも、こっちの方が大事ではないですか。医療費はデータ連結であるそうです

よ。費用はそちらでもできるので、一番上月委員が聞きたいと思うメインを前に持ってき

たらどうですか。

古川委員：いいですか。今上月委員がおっしゃった階段、会話というのは、実は私たちが

しょっちゅう聞く言葉です。中皮腫の患者さんと会ったときに、最近 2 階へは上がれなく
なったとか、しんどいからあまり話しかけないでと家族に言っているというのは非常に聞

きます。そういったことから、食事はどうしていますかという会話に入るので、全部入れ

ていただきたいですね。

上月委員：私個人としてはもちろん入れてほしいですが、そうするとここの質問数はこの 2
倍のボリュームになります。私たちは肺移植の患者さんとか全員にこれをやっていますが、

多くの患者さんは途中で疲れて一回で終わらないです。そのような状況の人が多いかもし

れないので、どうかなという気がします。

祖父江委員長：中で使っておられるわけですよね。

上月委員：そうです。

祖父江委員長：特にこの 5つを選ぶと、10個答えていただいたときと大体同じようなレー
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ティングができるという実績はありますか。

上月委員：いや、そういう 2 つに分けてやったことはないですね。生活動作は、会話を除
くと普通のバーセルインデックスとか FIMという日常生活動作の標準的なもので、それが
肢体不自由だとできるかできないですが、呼吸器疾患とか循環器疾患などでの内部障害だ

と、できるけれどもゆっくりやらなければいけないとか、息切れがひどいというふうに、

できてもかなり大変なわけですが、できるということからすると、みんないい点数になっ

てしまいます。だから、大変だということを分からせるために作りました。だから、本当

は全項目が入っていると一番いいですが、さっきの繰り返しになりますが、患者さんに付

けてもらったことがありますが、回答するのが途中で嫌になってしまう人が結構います。

祖父江委員長：どうでしょう。

古川委員：質問が全部で 10 項目ということですが、全部 10 項目答えなければまずいです
か。

上月委員：そういうこともないです。

古川委員：正直多分答えやすい質問と答えにくい質問があると思います。逆に、今口頭で

おっしゃった質問とかは答えやすい質問のような気がします。というのが、肢体障害の方

と対象が違うので、排泄とか入浴、更衣の方が後回しになっても、今口頭でおっしゃった

質問の方を持ってきていただいた方が。

上月委員：もう一回繰り返しますが、抜けているのは洗髪、歯磨きとか洗顔といった整容、

階段を何階まで自分でスムーズに上れるか、息切れはどうか、屋外歩行、会話です。

古川委員：ぜひ入れていただきたいと思います。

祖父江委員長：1ページ増えるぐらいの感じですね。増やすということもありかなと思いま
すが、事務局はどうでしょう。

高城室長：基本的な動作ということで有識者とご相談させていただきました。元は、病棟

ナースやドクターが質問するときに使っていたという、本当に細かく聞くとき用のものだ

と聞いたので、個々人の皆さんにそこまで聞くには広すぎるかなと思いましたので、最低

限日常生活に必須の行動について整理しましたが、どこまでやった方がいいのかというあ

たりについては、専門の先生方のご意見を最大限尊重しながらやりたいと思います。

祖父江委員長：岸本委員、どうぞ。

岸本委員：先ほどから精度ということを私はずっと言ってきましたが、COPD とか呼吸ケ
ア学会でやっておられて、そのデータと中皮腫や肺がんの患者さんの比較ができるので、

今古川委員もおっしゃっていますし、頑張ってやっていただくというのは価値があると私

は思うので、増やしていただけるとありがたいと思います。

祖父江委員長：では、5項目ではなくて追加して 10項目聞くということでよろしいですか。
では、問 15は 5項目ではなく 10項目で、中間の空欄のところは分かるように説明書きを
表の中にというか同じページに書いてください。

 あと、長松委員から幾つか追加を提案すると言われていますが、大分時間が押してきて
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いますので、こういうことを追加するかどうかに際して、環境省からこの調査の基本的な

考え方というか、明らかにしたい事柄を説明していただけますか。

高城室長：長松委員からご意見をいただいていて、例えばこちらにあるような石綿疾患で

どれぐらい生活が損なわれたか、経済的な困難度はどうか、仕事や生活への支障はどうか

という話や、あとは、生活全ての交通費や、それにかかわる介護という問題設定のご提案

があります。こういうご意見があるのも承知しておりますが、今回の調査目的につきまし

ては、認定者の療養の状況を把握するということでしたので、認定者の身体や介護の状況

や入通院にかかる事項に限定して調査設計しています。今回の報告書では、生活の状況の

全般まで聞くということは求められておりませんでしたので、こういう作りとしておりま

す。そうした基本的な調査設計の方向性を踏まえて、議論を頂戴できればと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。

祖父江委員長：ですから、今の問 15 を 10 項目に増やし、さらにいろいろ追加するという
ことになると、かなり負担感が大きくなりますね。調査の趣旨から言うと、そこのところ

に限った質問にしたいというのが環境省の考えのようですが、どうでしょうか。

長松委員：分かりました。だけど、2番の認定疾患になったことで経済的困難に陥ったかは
聞かないといけないと思います。これを聞かないと、前の委員会で言ったことが明らかに

ならないと思います。日本は今国際的にもユニバーサルヘルスケアカバレッジでリーダー

になっているのに、それを聞かないでいて、どんなサービスを受けているかという細かい

ことだけだったら、ほとんど分からないと思います。ですから、ここは 1 個だけ加えてほ
しいです。介護を受けているというのはそんなに必要ですか。むしろ、患者さんが答えな

いと分からないことをきちんとこの調査で聞いた方がいいと思います。要介護、要支援は

何ですか、何の病気ですかというのは要りますか。祖父江委員、後ろの例えば介護保険の

要支援、要介護の認定を受けていますかというのは、この調査の目的に合致したものです

か。

祖父江委員長：それはⅢのところですね。

長松委員：そうです。問 16 とか問 17 と、本当に患者さんが困っているかどうかを聞くの
と、どっちが本来の調査の目的であるかというのを皆様に投げかけたいです。

祖父江委員長：ただ、実態調査はある枠組みの中でやっていますので、本来聞くべきこと、

聞かなくていいこととは次元の違う話だと私は思います。

長松委員：そうですが、メインアウトカムのさっきの大事な 10項目を半分にしてしまって、
どんなサービスを受けているかいっぱい書かせるなんて、書く方にとってみれば本当に私

の気持ちを聞きたいのかという感じの調査票だと私は見たときに思いました。ですから、

後ろにオープンクエスチョンがあるのはとてもいいと思いますが、せめて 1 問経済的困難
に陥ったかというのを主観的に聞いていただけませんでしょうか。

祖父江委員長：古川委員、どうぞ。

古川委員：ぜひ入れていただきたいと思います。先ほどから話がある痛みとかうつは、確



25

かに身体の痛みもありますが、こういった疾病になって非常に心の痛みも感じていて、う

つにもなります。それは、ただ単に身体上だけではなくて、経済的なことも影響している

ということは、多分ここの検討会に来られている先生方はご理解いただけていると思いま

す。ただ、この調査の目的という段階の話だから、せっかくここまで調査をやるのであれ

ば、その質問を 1 つ入れることによって、調査の深みも出ると思います。ぜひ入れてくだ
さい。

祖父江委員長：もう一回調査目的を確認したいと思いますが、資料 3 の冒頭に調査目的が
ありますね。この目的でやるわけですね。石綿健康被害救済制度の被認定者の身体活動や

介護の状況、通院状況等についての実態を把握することを目的とするために、質問票を開

発して、調査をしているわけです。

古川委員：ですから、通院状況は経済的な状況も影響すると思います。もっと行きたい病

院があったかも分からないけれども、控えているということも現実にはあると思います。

そこまで今回は掘り下げないにしても、それはバックグラウンドとなる何かがあるのでは

ないかという質問は入れる方がいいと思います。

長松委員：勝手に失礼します。参考資料 2 の 2 ページの（2）「本小委員会の審議において
は、ヒアリングの中で、特に中皮腫については、予後の悪さに加え、肉体的にも精神的に

も大きな苦痛を伴う上、介護や通院に伴う費用が多額となる場合があることや特に若年で

発症すると家族の生活に不安を抱える場合があること、また、他の制度と比べて給付に差

異があることが疑問である等の意見が出されたことを踏まえ、健康被害や療養の程度（介

護等の実態）に見合ったものとなるよう療養手当の増額を検討すべきでないかとの意見や」

にちゃんと書いてあって、今後検討するのでと続くので、よろしくお願いします。ちゃん

と合致していると思います。

祖父江委員長：事務局はどうですか。

高城室長：ありがとうございます。お気持ち、ご要望、ご意見は受け止めたいと思います

が、今回の調査の目的としては、入通院、身体や介護の状況を把握するというものです。

今回調査に至った経緯として、まず、療養手当の現状など制度全体の評価をしました。あ

とは、制度利用アンケートというのを機構で毎年やられています。その中で出てきたいろ

いろな問題をレビューしていただきながら議論してきました。その中で、経済的に困って

いる人たちがたくさんいるというご意見も確かにいただいております。

 その中で、今の制度の基本的な考え方を変える必要があるのかないのかという部分につ

いては、結論は出ませんでした。すなわち、当面はこの制度を維持していくほかないとさ

れたわけですが、そうはいっても、実態をしっかりと把握するべきだろうということです。

その中で、資料 2 のスライドの 3 番目か 4番目にありました療養手当が今出ています。医
療費は自己負担分が丸ごと出ていますし、療養手当には医療と介護の部分があって、通院

に係る諸経費、介護に係る費用として 10万円出ているという制度があります。
 当面それはそれで維持していくほかないけれども、実態調査の中で細かく見ていこうと
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して、足りない部分は介護がきちんとできているのか、交通費についても制度利用アンケ

ートで見ていますが、たくさんかかっている人たちはどういう理由があるのかという分析

がなかったわけで、今回調査するのであれば、そこを詳細に調べた上で、対応していくと

いうのがメインです。ご指摘にあったように、経済的な困窮に陥ったかどうか主観的に 5
段階でというよりは、繰り返しになりますが、身体や介護の状況、入通院に係る事項をで

きるだけ客観的に把握するのがメインで、5段階でざくっと経済的に困難になりましたかと
いう言い方になりますと、どうしても主観の部分が入ってきますので、私どもとしては、

今回の調査に入れるのははなはだ困難ではないかと思っております。

 長くなりましてすみません。

祖父江委員長：介護サービスとか障害手当のところは、われわれが何か判断するというこ

とではなく、小委員会で今後救済制度の検討をする際に、基礎資料となるものを実態把握

してくれと言っておられるので、それでやるわけであって、メインアウトカムを達成する

ために必要か分からない設問ではないです。

長松委員：分かりました。それは撤回いたします。ただ、これがどう使われるのかは、こ

れだけだと私は分かりません。介護を使っていないじゃないか、あるいは介護を使ってい

ないのであれば、これを入れればあなたの介護は大丈夫だと分析されないか私は不安です。

あくまでも患者さんの実態を把握する項目だという認識でいいですか。

祖父江委員長：そうですね。

長松委員：だとすれば、戻るようですが、何度も申し上げていますが、患者さんを救済す

るためのこの制度であって、それはどうだといったところで前回積み残しの課題になった

のに、それが幾らお金がかかっているから、その結果患者さんはどうだったかということ

を積み残しにするのは譲れないと私は思います。だったら、誰のための。患者さんが困っ

ているところ、あるいは困ってない状況をきちんと把握するのに、もともと客観的に困っ

ているか困ってないかというのであれば、1カ月分の療養にかかった領収書を出してという
方がずっと客観的ですよね。それを、患者さんの目を通して書いていただくという制限を

越えながらやるのであれば、患者さんが聞いてほしいことをここに入れるべきだと思いま

す。環境省の方が知りたいことだけをやるのであれば、患者さんにこんな手間を取らせた

ら倫理的に問題だと思います。その辺はいかがでしょうか。患者さんは、この病気になっ

たことで困っていることを知ってもらいたいのだと思います。

祖父江委員長：ですから、患者さんが知ってもらいたいことはあると思うので、そこのと

ころを汲み上げるための自由記載は別途設けるにしても、集めるべき情報はあるので、そ

このところはカバーします。

長松委員：もちろんです。ですから、後ろを入れるのは理解いたしました。経済的困難に

陥らないかを削ってしまうのは、この委員会は片手落ちだと私は思いました。

祖父江委員長：岸本委員、どうぞ。

古川委員：患者の実態として、中皮腫になって例えば全摘を勧められたけれども、全摘し
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てしまったら仕事をやめなければいけなくなるから、膜だけ切除して、それでもできる部

署に回してもらって仕事をしてきたという人を何人か知っています。なぜかというと、生

活が困窮するのを避けるために、あえて転移のリスクを残しながらそうやって、残念なが

らお亡くなりになりました。その方が仮に今ご存命で、このアンケートに書くとしたら、

かかっている病院は少なくなりますよね。治療も少なくなりますよね。それは何でかとい

うと、生活が困窮しているからです。困窮とまではいいませんが、負担がかかったからで

す。

 せっかくこれだけやるのだから、先ほどから言っているように、全体の状況を今すぐど

うこうしてほしいという問題ではなくて、設問一つ入れることによって、実態として把握

することが大事だと思います。正直言いますが、治療できる方はまだ恵まれています。機

構の 10万円だけでは足らず、仕事をしなければいけないから治療できない方はたくさんお
られます。この調査、検討会でも、今すぐそれをどうこうというのではないことは承知し

ています。ただ、思いをどこか設問に入れてほしいと思っています。お願いします。

祖父江委員長：ですから、そういう思いを書く欄として、最後に自由記載の部分を設けま

す。

古川委員：自由記載もですが、設問があって自由記載ですか。設問もなく、何でも書いて

くださいということですか。

祖父江委員長：そうですね。

古川委員：いや、それは設問として設けていただきたいです。今治療していることの背景

が分からないともったいないです。

祖父江委員長：設問というのは。

古川委員：経済的困難に陥ったか 5段階で。陥ってなければそれでいいです。何よりです。
それを設問にしたからすぐどうこうという問題ではないです。ただ、治療している背景が

こうだという参考にはなります。

祖父江委員長：上月委員、どうぞ。

上月委員：古川委員のおっしゃるとおりだと思います。ただ、患者さんとかその家族のあ

り方はかなり個人差があるので、自由記載にして、ここにしっかりと例えば経済的問題と

か、就労状況といったことを書いて、それに関してご意見等があったらという形で自由記

載していただいてはどうでしょうか。一方、経済的困難がある、なし、あまりないという

のはかなり主観的だと思います。例えばお子さんがたくさんいるとか、子どもさんがまだ

就学中といえば、年収がちょっと減っただけでも経済的な不安はありますので、そういう

かなり主観的なものではないようにした方が良いと思います。ただ、自由記載のところの

例として療養生活等だけだと、経済的背景も分からないということなので、自由記載のと

ころの例として具体的に療養生活、就労、経済問題などに関してご意見をくださいという

ことで、患者さん個々の状況をじっくりここに書いてもらうのはいかがでしょう。

古川委員：はい。



28

祖父江委員長：今の経済的困難の設問は置いておいて、時間が迫っているので、問 16以降
問 28までについて、長松委員からは必要ないということもありましたが、実態を把握する
ために必要であると。この設問に関して何かご意見はありますか。

上月委員：1つだけあります。アンケートに答える患者さんの負担が大分多いので、質問内
容として聞かなくても既にひもづけしてあって分かるところは聞かなくてもいいかもしれ

ません。例えば介護度ですが、時々変わるから一番新しい状況は書いてもらわないと分か

らないということでしょうか。

村岡課長：私ども機構にあるデータでは介護の状態については持ち合わせておりませんの

で、ご回答いただきたいと思います。

祖父江委員長：よろしいですか。私から、通院とか治療でエクストラにかかる費用に関し

ては、交通費とか金額を具体的に聞いていますが、介護保険、あるいは障害保険、特に介

護保険で認定の度合いが要介護の低い段階になってしまって、自己負担でケアを受けてい

るという場合、金額的なことが把握されていないので、そういう質問も必要ではないかと

思いました。

上月委員：そうですね。

長松委員：大変ではないですか。

祖父江委員長：バランスから言うと、ご本人たちがこのような情報を持っているとすると、

それも書くなら質問を設けておくことにはなると思います。

 じゃあ、経済的困難のところは置いておいて、今までのところをまとめてみますと、ま

ず表書きでこの調査がどのような形で使われるのか、認定に関して影響があるのかないの

かというところをきちんと丁寧に記述して、説明するということはまず一つ大前提として、

記名式で行うという点。それから、問 5 に関しては、医療機関の数を増やすという点。そ
れから、問 13に対しては、痛み、うつ等息切れ以外の症状も記載できるような自由記載を
設けて残すという点。それから、問 15 に関しては、5 項目ではなく 10 項目で設問を設け
るという点。これが変更するというところだったと思います。

長松委員：祖父江委員、問 8も言ってください。
祖父江委員長：問 8ですか。
長松委員：問 8 は、差額ベッドを利用した理由は重症であるからというのを追加してくだ
さい。

祖父江委員長：問 8 の項目を 1 つ増やすという点。それだけを変更するということは確認
できました。あと、自由記載で対応するのか、経済的な困窮ということを具体的に項目と

して設けるのかというところです。どうでしょう。

古川委員：しつこいようですが、できれば質問を設けていただければと思います。

祖父江委員長：事務局、どうですか。

高城室長：経済的な部分で主観で特出しして書かせるということは、基本的になかなか厳

しいというのは先ほど説明したとおりです。
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祖父江委員長：他の委員の先生方はどうですか。

古川委員：上月委員がおっしゃったように、ここで補足ということは大丈夫ですか。

祖父江委員長：上月委員どうぞ。

上月委員：私が申し上げたのは、最後の自由記載のところで、「その他療養生活、就労、経

済問題等に関してご意見などがあったら記載ください」という形にすればどうかというこ

とです。就労のことも大きいと思いますし。例えば心不全患者とか脳卒中患者でも同じと

いえば同じでみんな苦しんでいるところがあって、そういうところを拾ってほしいという

のは当然あると思いますので、それを入れるだけでも書いてもらえるのではないかと思い

ます。

祖父江委員長：事務局、どうでしょう。

高城室長：そういう意見をいただいたので、私どもの立場はご説明しましたが、今日のご

意見、議論を踏まえて、対応できるのか検討させてください。

祖父江委員長：では、おおむね議論はしたかと思います。ただ、微修正というよりはかな

りの修正が入りますので、本日伺った意見に基づいて先ほどまとめた点については修正す

るということで、各委員にもご確認いただいた上で、最終的には委員長に一任していただ

くということになるかと思いますが、少なくとも今言ったところに関しては各委員にご確

認いただき、その上で進めてさせていただきたいと思います。

 あと、その他は特にないですか。

岸本委員：ご家族の方の調査票がまだです。

祖父江委員長：ご家族の方のものは見てないですね。どうですか。ご意見はありますでし

ょうか。

長松委員：基本的に準じて変更される、患者さんのもので修正したところは、ご家族のと

ころも対応するというと考えてよろしいですか。

祖父江委員長：そうですね。対応して修正するということでよろしいですね。ご家族の方

だけの質問は特になかったですか。被認定者の生年月日というのはありますね。それだけ

ですか。

 では、ご家族の方への質問票も、本人に対する質問票と同じような修正を行うというこ

とでよろしいですか。

 では、本日はどうもご苦労さまでした。司会の不手際で相当混乱しましたが、ご意見を

伺って、かなりブラッシュアップできたと思いますので、ありがとうございました。

 あと、その他がなければ、事務局にお返しします。

村岡課長：ありがとうございました。祖父江委員長、委員の皆様、長時間にわたり審議い

ただきありがとうございました。最後に、当機構の石綿健康被害救済部長の篠木からご挨

拶申し上げます。

篠木部長：委員長、委員の皆様、本日は大変活発なご議論、様々なご意見をいただき、誠

にありがとうございます。本日いただいた意見につきましては、環境省とも検討させてい
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ただき、修正すべきところを早急に対応し、できれば先ほどご説明したとおり、今月中に

中身を固め、7月から調査に入れるように進めてまいりたいと思いますので、ご協力のほど
よろしくお願いいたします。

 それから、調査が終わって、年が明けましたら、第 2 回目の検討会を開催したいと思っ
ております。調査結果の取りまとめ状況を皆様にご議論いただきたいと思っておりますの

で、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

 本日は、お忙しい中ご出席いただき、ありがとうございました。

村岡課長：本日の議事録につきましては、各委員にご確認いただいた後、環境省に提出す

る予定です。よろしくお願いします。

 本日の検討会はこれで閉会いたします。長時間にわたりどうもありがとうございました。


