
新型コロナ関連情報(2021.7.15保健福祉委員会報告) 

 

１．直近 1週間の県内の感染状況 
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新規感染者数は 1桁台で推移し、感染は抑えられていたが、ここ数日、高校でクラスターが出るなど、リ

バウンド傾向が出ている。他県由来の新規感染が少し増えており、注意が必要。 

 

２．デルタ株注意期間の設定について 

7 月 21 日以降、来月末

までを「岡山県デルタ株

注意期間」とし、7 月 20

日までの「リバウンド防

止期間」における県民や

事業者の皆様へのお願い

の一部を緩和する一方、

東京都などでデルタ株に

よる感染拡大が起こって

いることから、引き続き

県民に注意喚起を行って

いく。  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ワクチン接種状況 

3/5～ 医療従事者向け優先接種を開始 

3/10 県新型コロナワクチン専門相談センターを開設 

4/21 医療従事者向けワクチン接種が本格化 

5/10 高齢者向けワクチン接種予約受付を開始 

5/17～ 県内の医療機関、集団接種会場で高齢者向け優先接種を順次開始 

5/25 県営ワクチン接種会場の設置を公表 

6/8 県内企業・大学向け職域接種の説明会を開催 

6/14，17日 県営接種会場（川崎医科大学総合医療センター会場、南部健康づくりセンター会場）の

運用開始 

6/29 一般向け接種開始に係る医療機関説明会開催 

 

 



（１） 医療従事者向け、高齢者向け接種実績（7月 12日時点） 

区分 対象者数 接種人数 うち 2回接種完了人数 

医療従事者 81,346人※１ 81,346人（100.0％） 81,346人（100.0％） 

高齢者 566,122人※２ 464,946人（82.1％） 324,324人（57.3％） 

※１ 本年 2月の接種希望とりまとめ時の対象者数（医学部生や今年度の入植者を含まない） 

※２ 令和 2年 1月 1日現在 住民基本台帳登録の 65歳以上人口 

 

（２）県営接種会場の接種実績（7月 12日時点） 

会場 接種人数 うち 2回接種完了 備考 

川崎医科大学総合医療センター 8,731人 270人 6/14から運用開始 

南部健康づくりセンター 11,870人 0人 6/17から運用開始 

合計 20,601人 270人  

 

（３） 職域接種の申請状況（6月 28日時点） 

申請団体数 申請人数 備考 

64団体 約 19万人 6/25以降、申請受付停止 

 

（４） 国へのアナフィラキシー疑い報告件数 

区分 報告件数 うち国際基準の該当する件数 推定接種回数 

ファイザー社製 1,632件 289件 39,218,786回 

武田/モデルナ社製 14件 1件 959,165回 

 

（５）ワクチン配布スケジュール 

配布時期 医療従事者向け 高齢者向け 一般向け 

既配布分 
第１～４弾分 

148箱（163,020回分） 

第１～７クール分 

886箱（1,014,000回分） 
－ 

6/21 又 は

6/28の週 
－ 

第 8クール 

274箱（320,580回分） 
－ 

7/5 又 は

7/12の週 
－ － 

第 9クール 

164箱（191,880回分） 

7/19 又は 

7/26の週 
－ － 

第 10クール 

145箱（169,650回分） 

8月上旬 － － 
第 11クール 

164箱（191,880回分） 

計 148箱（163,020回分） 1,160箱（1,334,580回分） 473箱（553,410回分） 

 

 

 



【主な質疑応答】 

➢ 東京都では新規感染者が２日連続で 1,000 人を超えるなどリバウンドが顕著になっており、既に第

５波に入ったといっても過言ではない。岡山県でも新規感染者が、ここ数日増えているが、県の感染

状況をどのように分析しているのか？ 

⇒ 先週までは、新規感染者は１ケタ台の数字が約１か月続き、感染は抑えられているという認識だった 

が、ここ数日は、高等学校でのクラスターも発生もあり、少し増えている。岡山県が第５波に入りつ 

つあるのかどうかについては、現時点では見極めが難しく、緊張感をもって推移を注視したい。 

 

➢ 東京の再拡大はデルタ株が一因だとされている。デルタ株の特徴は？ 

⇒ 国内外で既存のウィルスがデルタ株に置き換わっている。感染するとより重症化しやすいという報

告が海外の政府や研究機関などから出ている。ワクチンの効果は若干、落ちるという報告があるが、

効果が無くなるわけではない。イギリスの調査では、デルタ株への感染者はアルファ株の感染者に比

べ、検査から２週間以内の入院率が約 2.3倍高かった。また、シンガポールの比較分析では、デルタ

株への感染者は、従来株（アルファ株登場前の株）への感染者に比べ、酸素補給や集中治療室での治

療が必要になったり、死亡したりするリスクが 4.9倍高かった。ただし重症化率や死亡率は、医療崩

壊が起きているかどうかなど、さまざまな要因によって変化するため、すべてがウィルスの性質によ

るとは限らない。WHOは、入院率が従来株より高い可能性はあるが、まだ科学的にきちんと証明され

たわけではないとしている。日本では、ワクチン接種が進んでいない 50代以下への感染が広がって

いる。 

 

➢ デルタ株の影響もあり、諸外国で新規感染者が増えているが、ワクチン接種が進んでいる欧米の国で

は、重症化や死亡のリスクが低くなっていることから、屋外でのマスク着用義務をなくすなど、規制

を解除し、テレビの映像では、コロナ以前の日常を取り戻りつつあるように見える。日本の報道では、

いまだに新規感染者ばかりがクローズアップされ、感染症対策を進めるうえで最も重要なファクタ

ーになっている印象を受ける。どう考えるか。 

⇒ 欧米でも、オランダのように、規制を解除したところ、感染が再拡大し、再び規制を強化している国 

もある。また、公立病院が多く、行政が専門病床の数をコントロールしやすいイギリスのような国と 

日本では医療体制が大きく違っており、単純に比較することは難しい。 

前週からの新規感染者の増加率が、感染状況を判断する重要な指標であることはこれからも変わら 

ないと思うが、ワクチン接種が進み、国民の大半が２回接種を終えているような状況になれば、重症 

者や死亡者の数、病床のひっ迫具合等をより重視する方向に変わっていくことは想定される。現在、 

日本のワクチン接種率は１回接種が 30％、２回接種が 20％程度なので、新規感染者の増加が重症者 

増に繋がり、ほどなく医療体制のひっ迫を招くという傾向は大きく変わっていない。現時点では、こ 

れまで通り、新規感染者数や前週からの増加率、重症者数、自宅や宿泊施設での療養者数、病床のひ 

っ迫具合、PCR検査陽性率、感染ルート不明者の割合などを総合的に判断し、対策を進めていく。 

 

➢ 第４波の反省から、早めの措置をとることが重要だと考えるが、岡山県において「第５波が来つつあ

る」と見極め、再び強い対策を講じる際の判断基準は？ 

⇒ ステージレベルの見極めに使ってきた各種の指標を総合的に判断するということになる。ステージ 



Ⅲ以上は数値基準が明確なので、基準としてはわかりやすい。ステージⅢにならないようにすること 

を念頭に、より強い対策を講じたいと考えている。 

 

➢ 県は、県下の５月中旬以降の「第４波」到来の主要因として、年度末～年度初めの人事異動・進学・

転居や、GW 期間中の旅行・帰省などにより、県境を越えて人流が活発化したことをあげている。こ

れから、夏休み、お盆、東京オリンピックなど、県境を越えて人が動く時期に入る。第５波を防ぐに

は、県外からウィルスが流入しないことが重要だ。そうであれば、岡山県人に要請するだけでは効果

が薄く、県外の人も含めた往来自粛のメッセージを打ち出すべきではないか。何か考えはあるか？ 

⇒ 岡山県として、県外の人に向け、「岡山に来ないで」という要請を行うことは、現実には難しい。「デ 

ルタ株注意期間」の「３つの岡山ルール」には、「感染拡大地域との往来は避け、移動後２週間は体 

調管理に気をつけて」とあるので、そのルールを周知する過程で、感染拡大地域との人の往来のリス 

クについて強調していきたい。 

 

➢ ワクチンの供給が滞っていると報じられている。実際、県内にも新規の接種予約を停止した自治体も

ある。県内への供給はどうなっているのか。順調だった接種に急ブレーキがかかっている感が否めな

いが、実際のところどうなのか？ 

⇒ 説明した通り、岡山県では、医療従事者は既に接種を完了し、65歳以上の高齢者の１回接種率は 82％ 

で、この方々の２回目の在庫は確保されている。12歳未満の子供を除いた一般県民は 110万人いて、 

220万回分のワクチンが必要だが、既に入荷済みのものも含め、8月上旬（第 11クール）までのワク 

チンの入荷総量は 55 万回分強になっている（ワクチン配布スケジュールの一覧表（上記３の（５） 

を参照）。その後の供給については、国から明示されておらず、見通しが立っていない。このため、 

混乱を防ぐ意図や、いったん在庫状況を確認し今後の対応を検討する時間を確保する観点から、新規 

受付を中止している自治体も出てきている。急ブレーキがかかるかどうかは、今後の供給がどうなる 

かによるが、担当大臣が自治体の接種スピードを落とすよう要請していることなどから、ブレーキを 

踏まなければならない状況になっていると認識している。 

 

➢ 国からは、一定量の供給を行っており、自治体や医療機関には相当数の「眠っている在庫」があるは

ずで、これを有効活用してほしいという趣旨の発言が出ているが、在庫状況はどうなっているのか？ 

⇒ 県内の状況を大雑把に言えば、これまで送られてきた分の６割は既に接種されており、逆に言えば４ 

  割は在庫として備蓄されているが、これは大半が、今、２回目の接種予約が入っている方の分であ 

り、他に振り向けるのは困難だ。ただ、医療機関や接種会場、市町村等の在庫状況を調査し、余って 

いるところがあれば足りないところへ配分するなどの調整が出来る余地はあるかもしれない。広域 

にわたる調整は県の仕事なので、現在、調査を行っているところだ。 

 

➢ そもそも在庫管理はどのように行っているのか。「入荷量－摂取量＝在庫量」なので、「入り」と「出」

を接種する場所ごとにシステムで管理できていれば、パソコン上でリアルタイムの在庫状況がわか

るはずだ。国は VRS（※１）を導入し、岡山県でも運用されているが、上手く機能していないのか？ 

⇒ VRSは、高齢者接種の開始に合わせて運用をスタートしたため、先行していた医療従事者の接種分は、 

  後で接種情報を手入力で行うことにしていたが、入力には大変な手間がかかる。接種を推進する現場 



は多忙なため、入力作業が後回しになることが多く、接種情報がシステムに正しく反映されるまでに 

時間がかかる。また、岡山県では共通予約システムにより、市町村を超えた接種を進めているが、VRS 

は住民票のある市長村以外の場所での接種に対応しておらず、接種場所（医療機関や集団接種会場な 

ど）ごとの在庫情報をこのシステムで把握することは難しい。以上の理由から、パソコン上で接種場 

所別の在庫状況をリアルタイムで把握できない。 

 

（※１）VRS ： ワクチン接種を円滑に進めるため国が新たに導入した接種記録を個人単位で管理するシステム「接種者情報」

と「接種記録情報」により、いつ・どこで・どのワクチンを接種したか記録されます。国が提供するクラウドのシステムで、市区

町村が接種者情報および接種記録情報を管理します。 

 

➢ システムで管理できていないとなると、接種終了後に各接種場所で、それぞれ在庫を調べてもらい、

結果を報告してもらうくらいしか手がないと思うが、そのようなアナログな方法で対応するという

ことか？ 

⇒ アナログ対応も含め、在庫把握や在庫調整について、どのようなやり方が可能か、市町村とも相談し 

つつ、検討していく。 

 

➢ 在庫調整というのは、「比較的余裕のあるところ」「接種が進んでいるところ」「優先順位が低いとこ

ろ」から、「足りなくて困っているところ」「接種率が低いところ」「優先順位が高いところ」へ、在

庫を振り向けていくということだと理解するが、接種したい人が行列を成しているような状況で、1

回接種するごとに 2,070円入ってくる医療機関からすれば、いわば「儲けの源」ともいえる貴重な在

庫を他に回すインセンティブがない。接種率を気にする市町村（接種率が首長の評価に直結している

ような状況がある）からしても、二つ返事で貴重な在庫を手放すとは思えない。調整は簡単ではない

と思うが、どう対応するのか？ 

⇒ 医療機関には、よりたくさんの接種に対応してもらおうと、1回 2,070円のほかに、一定回数を超え 

れば、さらに接種手数料が加算される制度があり、在庫を手放すことには抵抗があるだろう。ただ、 

需要に対し供給が足りない状況では、貴重な在庫を優先順位の高いところへ振り向ける必要が出て 

くるため、困難な調整であっても、市町村や医療機関等と話し合うなどして、出来る限りの対応をし 

ていきたい。 

 

➢ 高齢者への接種以降のワクチン接種に関しては、基礎疾患のある人への接種がまずは優先され、その

後、市町村によっては年代別に接種期間を設けるなど、ある程度優先順位を付けながら対応する計画

だったと認識しているが、同時並行で職域接種を走らせたため、基礎疾患の有無や年齢にとらわれ

ず、多くの人が五月雨式に接種するようになり、優先順位が曖昧になっている。供給量が見通せない

のであれば、もう一度原点に返って適切な優先順位付けのもと、接種を進めることが必要ではない

か？ 

⇒ 一般向け接種は市町村が所管しており、接種対象者の優先順位付けも市町村ごとに行われている。職 

域接種の新規受付はいったん中止されたので、これからは、各市町村の優先順位に沿った接種がメイ 

ンになってくるのではないか。優先順位の付け方については、県としては、それぞれの市町村のお考 

えを尊重する。 



➢ 国全体の副反応に関する情報は今日の資料にも載っているが、岡山県内でどのくらいの副反応が出

て、接種後に死亡した人が何人いるのか、などの情報がこの委員会に報告されていない。県別の状況

をホームページなどで出している県もある。副反応に関する情報をもっと開示していただきたい。 

⇒ 現在、副反応に関する情報は、医療機関や接種会場から直接、国に上がり、国が集計した結果を後で 

受けとるという流れになっている。ご指摘を踏まえ、委員会での情報提供のあり方も含め検討する。 

 

 


