
新型コロナ関連情報(2021.8.12保健福祉委員会報告) 

 

１． 直近の県内の感染状況 
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第４波を上回るスピードで感染拡大が進んでおり、感染状況を示す６つの指標のうち３指標でステージ

４を超えているが、病床使用率、特に重症者用病室の使用率が基準に達していないことから総合的な判断

はステージ３を維持した。医療機関のご協力により、確保病床が 65床増え 557床（うち重症者用病床は

+10床）となった。12日の新規陽性者は 217人で、過去最多を更新した。 

 

２． デルタ株特別警戒期間の設定（８月 12日改訂版）について 

８月４日～31 日までを「デルタ株特別警戒期間」に設定し、岡山市の飲食店等を対象に営業時間短縮の

要請等を行っていたが、感染拡大に伴い、さらなる営業時間や酒類提供時間の短縮を要請するとともに、

対象を倉敷市にも拡大した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合判断：ステージ３ 



 

詳細は、県のホームページでご確認ください。 

岡山県デルタ株特別警戒期間（新型コロナウイルス感染症）【８月４日～８月３１日】※８月１２日改定 

- 岡山県ホームページ（新型コロナウイルス感染症対策室） (pref.okayama.jp) 

 

３．軽症者等に係る宿泊療養施設の整備について 

新たな宿泊療養施設として、「ベッセルホテル倉敷」を整備する。現在の開設中のアパホテル岡山駅前及

び東横 INN岡山駅西口右の運用も継続する。 

（１）宿泊療養施設 

   ベッセルホテル倉敷（倉敷市松島 1177-7） 確保数：103室 

（２）運用開始日 

   令和３年８月 18日（水） 

（３）対象者 

   新型コロナウィルス感染症の軽症者または無症状病原保有者 

（４）当初の運用体制（予定） 

   スタッフ（日中６名、夜間３名）、医師（オンコール）、看護師（日中３名、夜間２名） 

 

 

https://www.pref.okayama.jp/kinkyu/732614.html
https://www.pref.okayama.jp/kinkyu/732614.html


４．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（８月９日時点） 

区分 対象者数※ 接種人数 うち 2回接種完了人数 

高齢者 566,122 人 504,485 人（89.1％） 483,486 人（85.4％） 

12～64歳 1,146,544 人 296,476 人（25.9％） 134,484 人（11.7％） 

県全体 1,903,504 人 800,961 人（42.1％） 617,970 人（32.5％） 

※ 令和 2年 1 月 1日現在 住民基本台帳登録人口からの推計値 

 

（２）県営接種会場の接種実績（８月９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 9,075 人 8,828 人 6/14 から運用開始 

南部健康づくりセンター 12,600 人 11,799 人 6/17 から運用開始 

合計 21,675 人 20,627 人  

 

（３） 職域接種の申請状況（８月９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 

うち審査済み 32団体、審査中 28団体、取り下げ 4団体 

 

（４） 国への副反応疑い報告件数 

区分 
死亡 アナファイラキシー 

推定接種回数 
報告件数 因果関係あり 報告件数 うち国際基準該当 

ﾌｧｲｻﾞｰ社製 

  うち県内分 

828件

1,632件 

14件 

0件 

 

0件 

1,992件 

 

41件 

360件 

 

12件 

74,137,348回 



武田/ﾓﾃﾞﾙﾅ社製 

  うち県内分 

6件 

0件 

0件 

0件 

103件 

1件 

8件 

0件 
3,589，581回 

 

（５）国からの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１～８クール分 

1,160箱（1,334,580回分） 

第９～10クール分 

309箱（361,530回分） 

8/2 又 は

8/9の週 
－ － 

第 11クール 

164箱（191,880回分） 

8/16 又は

8/23の週 
－ － 

第 12クール 

147箱（171,990回分） 

8/30 又は 

9/6の週 
－ － 

第 13クール 

94箱（109,980回分） 

9/13又は 

9/20の週 
－ － 

第 14クール 

94箱（109,980回分） 

9/27又は 

10/4の週 
－ － 

第 15クール 

94箱（109,980回分） 

計 148箱（163,020回分） 1,160箱（1,334,580回分） 902箱（1,055,340回分） 

 

 

【主な質疑応答】 

➢ 新たに病床が確保され、宿泊療養施設の整備も進んだ。県の取組を評価するが、自宅療養者への対応

はどうなっているのか？ 

⇒ 8月 11日現在、200人強の方が自宅療養されている。オキシメーターの装着をお願いし、保健所等と連絡 

を取り合うことで、病状の急変などに備えている。今後、感染状況の変化に対応し、医療機関の協力もいただ 

きながら、往診やオンライン診療などを強化していきたい。 

 

➢ 政府は、新型コロナウイルス感染症の入院基準に関して、「重症あるいは重症化リスクのある人以

外は、基本的には自宅療養」という方針を示したが、批判を受け、「入院は重症患者、中等症患者

で酸素投与が必要な者、投与が必要でなくても重症化リスクがある者に重点化」するという表記に自

治体向けの通知を修正した。現在、岡山県における入院基準はどのように設定されているのか？ 今

回の国の方針変更を受け、今後も含め、県の基準が変わることはあるのか？変わるとしたら、どのよ

うに変更されるのか？ 

⇒ 岡山県では、入院は医師の判断のよるものとし、基準を明示していないが、運用段階では、中等症以上の患 

者は原則、入院している。現時点で、この運用を変えることは考えていないが、感染拡大がさらに進み、確保 

病床がひっ迫した場合、中等症の１（呼吸困難があり、肺炎の所見がある）に分類される患者の入院基準な 

どを見直さざるをえない事態もあり得る。そうならないように、感染対策を講じ、新規感染者を増やさないよう 

に対応したい。 



 

➢ 「デルタ株特別警戒期間」改訂版で、飲食店への営業時間の短縮や酒類の提供時間の制限などについ

て、エリアの拡大や一層の営業制限などが要請された。新型コロナの感染経路に関する調査では、昨

年の春から夏ごろまでは、夜の街と会食が全体の 1/3 程度と大きな構成比を占めていたが、政府や

自治体による営業自粛要請などにより、昨年 11 月時点でそれらの経路は 10％ほどに抑えられてい

る。第５波のクラスター発生場所は、職場、学校、家庭がトップ３になっており、最近は百貨店やシ

ョッピングセンターでも頻発している。飲食店事業者の方々は生活がかかっており、我慢も限界に達

している。飲食店だけを狙い撃ちにしているような印象を受けるが、合理的な理由がよくわかないの

で説明してほしい。また、首都圏の感染状況をみてもわかる通り、特にデルタ株は、帰省や旅行の自

粛要請や飲食店への規制だけでは感染拡大の効果は薄いと考えるが、他に方策はないのか？ 

⇒ 全国的に飲食店への時短要請等が長期化していることや、他の場所での感染が増えていることから、飲食店 

でのクラスターの発生が相対的に減少傾向にあるものの、岡山県内では、一定の頻度でクラスターが発生し 

ており、また、発生した場合、一店舗当たりの感染者人数も多くなる傾向がある状況は変わっていない。また、 

新規感染者の行動履歴を追うと、2週間以内に会食（複数人数での長時間の飲食）をしていた方の割合が 

30～40％あるなど、マスクを外した状態で一定時間、会話を楽しむ飲食の場は、やはり「感染の急所」と位 

置付けざるを得ない。これは、岡山県に限らず、他の自治体でも、諸外国でも新型コロナ感染症対策のスタン 

ダードであり、関係事業者の方には本当にご苦労をかけ申し訳なく思っているが、ご理解をいただきたい。学 

校でのクラスター対策として、県立学校の対外試合や合宿を禁止するなどの措置をとっている。 

今後、蔓延防止重点措置などに移行するような事態になれば、飲食店以外にも、より強い対策を講じることも 

検討せざるを得ない。 

 

➢ 飲食店への第三者認定制度について、接待を伴う飲食店や料亭（接待を伴う）、カラオケ喫茶、スー

パー・コンビニのイートインなどは最初から対象から外れているが、その理由は？ 

また、第三者認定制度は、認定証の発行や県のホームページでの紹介など、感染症対策をこうじてい

る店として一定のお墨付きを与える意味はあるが、認定されていれば、時短などの営業制限がかから

ない（又は緩和される）などの特典がなく、飲食店側から見たメリットが少ないような印象を受ける

が、どう考えるか？ 

⇒ 第三者認定制度の導入にあたっては、国から制度運用に関する詳細が示されており、今回の県の対象業種

等もそれに準じている。 

    これから新たに制度をスタートさせるところであり、申請・認定状況や、認定に至るまでの時間、一度認定した

店舗への見回り体制など、しばらく運用を見極める必要がある。少なくともスタート段階では、認証店舗に対

し時短制限等の規制は外す又緩和するなどの対応は考えていない。特に、今のような未曽有の感染拡大局

面では、ある程度一律的に対応せざるを得ないと考えている。制度を運用する中で、感染状況等も考慮しな

がら、飲食店にとって認定を受けるメリットが感じられるよう対応したい。 

 

➢ 厚労省は、新型コロナウィルス感染症の感染症上の位置づけを、現在の２類相当から５類相当にダウ

ングレードすることの検討を始めたが、県の受け止めは？  

⇒ ５類にダウングレードした場合、保健所や行政、医療機関の負担は軽減されるが、5類感染症にすると、保健 

所による入院勧告や感染者の追跡はなくなり、自宅待機要請・入院要請もできなくなることから、再生産数が 



高い変異ウイルスが相手では残念ながら全体の感染者数が増えるリスクが高い。 

ワクチン接種が進み、収束が見えてきた段階で、出口戦略として検討されるべきことで、現在のような感染拡

大期にそのような変更は困難だと考えている。いずれにしても、国において議論されることなので、その動向を

注視したい。 

 

➢ 厚生労働省は、ワクチン接種の副反応の疑い報告や死亡事例を、ホームページ等で公表しており、自

治体ごとの詳細な情報は都道府県に通知されている。自治体のよっては、自らのエリアの情報をホー

ムページなどで開示しているが、岡山県は県内の詳細な情報を一般に公開していない。当委員会で委

員から指摘があり。本日、県内の死亡者数やアナフィラキシー疑いの報告件数などが報告されたが、

ホームページでの情報開示なども含め、県内のワクチン接種後の副反応情報の公表についてどのよ

うに考え、どう対処していくつもりか？ 

⇒ 国から示される副反応の情報は、件数のみの情報で、詳細な状況がわからず、そのまま開示すると数字が独 

り歩きしたり、お問合せなどに的確に対応できない等の懸念があり、現時点では慎重に考えている。県では、 

医療従事者を対象にワクチン接種後に副反応の状況も含めたアンケートを行っており、副反応に関する詳細 

な情報提供は、その調査結果などをお示しするなどの方法を検討している。 

 

➢ 第４波では、帰省や旅行など、県境を越えた人の移動により、感染拡大地域から変異ウィルスが県内

に持ち込まれたことが感染拡大に繋がったという分析がなされた。そうであれば、感染拡大地域から

県内に来られた人を対象に PCR検査を実施し、陽性なら隔離するなどの「水際対策」が必要ではない

か。検査を後押しする観点から、広島県では、PCR検査を無料で行う取組を行っている。岡山県でも

参考になる事例だと考えるが、そのような取組を行うつもりはないか？ 

➢ 岡山県では、行政による無料の PCR 検査は、感染者の周囲の方、濃厚接触者や、最近では、「濃厚」とは言

えない接触者にまで検査対象を拡大し、実施している。これまでの検査実績から、無差別に検査対象者を増

やすより、感染リスクの高いところに、ある程度的を絞って検査を行う方が、感染者の特定には効果的だと考

えており、その方針を維持している。旅行や帰省、出張などで往来される方については、私費での検査を推奨

してきたが、今のような全国的な感染拡大期には、往来そのものの自粛を要請しており、広島県のような取組

は考えていない。 

 

➢ 国内外で、ワクチンを２回接種した人の感染事例が散見されており、３回目の接種を行う、いわゆる

ブースター接種を開始したり、検討する国も出てきている。ワクチン２回接種では集団免疫を獲得で

きないという専門家の指摘もある。集団免疫の獲得によるコロナ収束より、５類への引き下げなども

含めた「Withコロナ」戦略を検討すべきではないか。 

⇒ いわゆるブースター接種の必要性や有効性については、専門家の間でも意見が分かれており、国において今 

後、検討されると考えている。現在、接種されているワクチンは、発症防止や重症化防止の効果は認められる 

が、感染防止効果はきちんと証明されておらず、また、さらなるウィルスの変異の可能性なども含め、ワクチン 

による集団免疫の獲得にも様々な議論があると承知している。ワクチンだけでなく、特効薬の開発などがどの 

ように進むかも考え併せ、コロナの出口戦略について検討が必要だと考える。 


