
新型コロナ関連情報(2021.8.20保健福祉委員会報告) 

 

【９月補正予算で措置された主な新規事業】 補正予算額（保健福祉部関係）12,245,140千円 

（１）新型コロナウィルス軽症者等療養施設借上事業費  2,064,919 → 5,207,552 

（２）自宅療養サポートセンター運営事業 

   自宅療養者の健康観察を行うセンターの設置に関する経費  0 → 85,823 

（３）感染拡大防止のための人流調査事業費  0 → 23,980 

（４）新型コロナウィルスワクチン接種体制確保事業費 

   県民のワクチン接種に係る体制整備に要する経費等  75,911 → 266,369 

（５）個別接種促進支援事業費 

   一定回数以上の個別接種を実施する医療機関への支援に要する経費  0 → 8,445,146 

（６）職域接種会場設置経費等支援事業  

   企業、大学等が行う職域接種会場設置等への支援に要する経費  0 → 357,100 

（単位：千円） 

 

 

【直近の県内の感染状況】 
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人口当たりの新規感染者数や療養者数は前週からほぼ倍増となり、ステージ４の基準を大幅に超えてい

るものの、病床使用率、重症病床使用率に大きな変化がないことから、総合的な判断はステージ３に据え

置いた。ただし、東京など感染拡大地域をみると、新規感染者の急増から 1 週間～10 日程度遅れて病床

ひっ迫が起こっており、本県でも重大な懸念があると考えている。 

 

 

総合判断：ステージ３ 



【主な報告事項】 

 岡山県精神科医療センターに「一時療養待機所」を再開し、宿泊療養施設や自宅療養者等が夜間に血

中濃度が下がり、救急搬送される患者を一時的に療養させる。夜間において入院調整が困難なケース

が出ていることから、緊急入院の必要はないが酸素吸入等が必要なコロナ患者を一時的に受け入れ

る「待機所」を設置する。搬送先が決まらず、救急車で何時間も過ごさざるを得ないケースを防ぐ。

8/23～運用開始予定。 

 県営接種会場でのワクチン接種対象を下記の通り拡大する。 

(1) 飲食店、理美容業、旅館ホテル業など生活衛生関係業務に従事されている方 

接種場所：川崎医科大学総合医療センター 

接 種 日：1回目 8月 23日～31日，2回目 9月 17日～28日 

(2) 県内企業が雇用している外国人労働者の方 

接種場所：岡山県南部健康づくりセンター 

接 種 日：1回目 8月 23日～31日，2回目 9月 20日～28日 

 

 

【主な質疑応答】 

➢ 「自宅療養サポートセンター」は自宅療養者の健康観察を保健所に変わって担うということだが、ど

こに設置され、どのように運営されるのか？ 看護師や保健師などの資格を持つ人が対応する体制

になっているのか？ 

⇒  民間の人材派遣会社から人を派遣してもらい運営する。県庁内の「新型コロナウィルス感染症対策本部」内

に設置する予定。派遣される方は、看護師などの有資格者もあるが、そうでない人もいる。有資格者が有症状

患者を、資格を持たない人が無症状患者を担当するなど、リスクに応じた役割分担を考えている。県管轄の

保健所の機能の一部を同サポートセンターに移管する対応なので、保健所設置自治体である岡山市、倉敷

市以外の自宅療養者に対応する。なお、岡山市では同様のサポートセンターを運営しており、県のセンターも、

岡山市で運営実績のある事業者から人材を派遣してもらう予定。倉敷市も、同様のセンターの設置を検討し

ていると聞いている。 

 

➢ ９月補正で措置されている「感染拡大防止のための人流調査事業」とは、具体的にどのようなもの

か？ 

⇒  携帯電話会社から人流データを購入し、定点観測地点での人流の増減を分析する。 

 

➢ 軽症者や無症状者の病状が急変し、重症化するケースはどのくらいあるのか？ 

⇒  本県では、これまで自宅療養、宿泊療養者の 4％くらいが重症化し、入院している。 

 

➢ 「蔓延防止重点措置」では、岡山市や倉敷市の商業施設等に、入場者の整理等（入場者の整理誘

導、人数管理、人数制限等）の実施を要請しているが、床面積あたりの人数など具体的な基準を定

めるのか？ また、客数が測れるカウンターの設置なども要請するのか？ 

⇒  入場制限などは、基本的に各施設のご判断によりご対応いただく。県が定量的な基準をお示しすることは考

えていない。客数を測るカウンターの設置などを要請するつもりもない。 



➢ デルタ株は子どもも感染するといわれているが、県内の状況は？ また、子どもの患者が重症化して

いるケースはあるのか？ 

⇒  県内の感染者の年齢別に詳細なデータがいま手元にないが、デルタ株は年齢に関係なく広がっており、子ど 

もの感染者は一定数出ている。本県では、10代未満で重症化したケースはない。 

 

➢ コロナ患者を診療しない民間医療機関は多く、医療資源が最大限活用されていない。いまのような非

常時では、全ての医療機関がコロナ患者を診ることが出来る体制が必要だ。県は、医師会等を通じて

そのような体制づくりを強力に進めるべきと考えるが、いかがか。 

⇒  施設の構造上、コロナ患者と他の患者の導線を区分できないなどの問題や、必要な医療スタッフの確保、院 

内感染のリスク、病院の経営に与える影響の問題などがあり、全ての医療機関がコロナ患者を受け入れるこ 

とは難しく、現在の法の枠組みでは強要もできない。かなりのご無理をお願いし、医療機関に受け入れをお願 

いしている。医師会のご尽力等もあり、受け入れ医療機関や確保病床は増えている。また、ワクチン接種やオ 

ンライン診療なども含め、直接、間接に県下の多くの医療施設、医療関係者にご対応をいただいている。今後 

も、医師会等を通じ、様々なご協力をお願いするとともに、「宿泊療養施設」の拡充や「一時療養待機所」の 

運用なども行い、引き続き医療提供体制の強化に努める。 

 

➢ 県内の抗体カクテル療法の実施状況は？ 

⇒  抗体カクテル療法は、糖尿病患者や肥満、高齢といった重症化リスクの高い軽症・中等症の患者を対象に、２

種類の中和抗体を組み合わせた点滴薬を投与する治療法。発症から原則 7 日以内に投薬を施す必要があ

る。現在は、政府が製薬会社と契約し、国に登録された全国の医療機関に配分する仕組みを取っている。現

在、県内では 33の医療機関が登録を申請し、18の医療機関ですでに実施されている。今後は、抗体カクテ

ル療法で投薬を受けた患者が短期で退院し、宿泊療養施設や自宅での療養に切り替わることで、重症化を

防ぎ、病床使用率にも負荷をかけないような仕組みを検討したい。 

 

➢ 「一時療養待機所」では、医療スタッフが常駐しており点滴もできる。抗体カクテル療法などへも対

応も可能だと思うが、酸素投与だけでなく、そのような使い方も検討できないか？また、宿泊療養施

設での抗体カクテル療法の実施は？ 

⇒  「一時療養待機所」は、夜間において入院調整が難しいケースに対応し、酸素投与で症状が治まると思われ 

る患者に一晩そこで療養していただく施設だ。抗体カクテルは投与後、高熱が出るため経過観察が必要であ 

り、アレルギー反応などに備えることから入院による治療が望ましい。現在、昼間は入院調整に困っている状 

況ではないので、抗体カクテル療法を行う場合は短期入院で対応した方がよいと考えており、 「一時療養待 

機所」を活用することは考えていない。感染拡大地域では、宿泊療養施設での抗体カクテル療法も実施、検 

討されているが、岡山県の宿泊療養施設は医師を配置しておらず、当面は入院患者のみを対象にしたい。 

 

➢ 県内のオンライン診療の実施状況は？ 最近、初診でのオンライン診療が非常に少ないという報道

があったが、それも含め県下の状況は？ 

⇒  オンライン診療は、担当医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が医学的に可能と判断 

した範囲内で実施されるもので、そもそも限定的な運用を想定している。このため、オンライン診療が少ないこ 

と自体に大きな問題があるとは考えていない。 



岡山県では、電話やオンラインによる診療を希望される場合は、まずはかかりつけ医等に相談し、かかりつけ 

医を持っていない方は、ホームページ等に掲載している医療機関に相談することになっている。持病の治療な 

どで、いつも診てもらっている医師に対し、特段の病状の変化がないため、いつも通りの薬を処方してもらう 

場合などで使われるケースが多い。また、県外など遠方から定期的に通院している人が、コロナ禍で通院を 

控える場合などにもオンライン診療が活用されている。このような使われ方が多いため、かかりつけ医がオン 

ライン診療に対応していない場合、別の医療機関でオンライン診療を希望するニーズは少ないと思われる。ま 

た、かかりつけ医であっても、医師の判断により、オンライン診療の実施が望ましくないと判断され、対面での 

診療を促される場合もある。 

オンライン診療は再診に限って認められており、コロナ患者に限り特例措置として初診からのオンライン診療 

が認められている。このため、コロナ患者の場合、自宅や宿泊療養施設で療養している人が希望された場合、

特定の医療機関にお願いし、オンライン診療も行っている。 

いずれにしても、オンライン診療に対応する医療機関が増えることは、通院以外の選択肢が増えるという点で

は望ましいので、医師会等とも連携し、対応できる医療機関を増やしていきたい。 

 

➢ 千葉県で、新型コロナウイルスに感染した妊婦が、自宅療養中に産気づいたものの、入院できる

病院が見つからないまま出産し、赤ちゃんが亡くなるという痛ましい事件があった。岡山県にお

いて、コロナに感染した妊婦の入院調整や、緊急時の対応はどうなっているのか？ 

また、妊婦のワクチン接種をどう考え、どのような情報提供を行っているのか？ 

⇒  岡山県では、現在、千葉県などで起こっているような病床ひっ迫は起こっておらず、妊婦に限らず、中等症以 

上の方は入院出来ている。妊婦の場合、妊娠後期の感染者には原則入院としているが、症状が軽ければ自

宅療養も可能で、その際は保健所などが毎日、健康観察を行っている。 

妊婦へのワクチン接種については、千葉の事例も踏まえ、希望する妊婦が早期にワクチン接種ができるよう、

妊婦を優先接種対象とすることも検討する。 

妊婦の対するコロナ関連の情報提供は県のホームページ等で行っており、妊婦のワクチン接種に関して問い

合わせがあれば、「接種する・しない」は個々人の判断が尊重されることを前提に、海外も含めたこれまでの

治験や接種実績では、 

〇副反応の頻度は妊娠していない女性と同程度である 

〇流産や死産、早産などの頻度は一般的な妊婦さんと比べて上昇しないことが報告されている 

〇妊婦さんが新型コロナウイルスに感染すると、感染していない妊婦さんと比べて重症化する割合や早産が 

多いとの報告もあり、ワクチン接種のメリットがあると考えられている 

とする厚生労働省の報告に基づき、情報提供を行っている。日本産婦人科学会も、妊婦にワクチン接種を推 

奨しており、以上のような知見は、県下の産婦人科医にも共有されていると考えている。 

 

➢ 妊婦がコロナに感染した場合、早産になる傾向がある。千葉の事例は妊娠 29週だったため、妊娠後

期と判断されず、入院調整が遅れたと報じられている。岡山県における「妊娠後期」の基準は？  

また、コロナに感染した妊婦にもしものことがあった場合、対応できる NICU(赤ちゃんの集中治療室)

のある施設でなければ対応が難しい。千葉の事例を踏まえ、緊急時の体制整備を進めるべきだと考え

るが、如何か？ 

⇒  現在は、〇週以上が「妊娠後期」という明確な基準はない。今回の痛ましい事例も念頭に置きつつ、妊婦がコ 



ロナに感染した場合の入院基準とともに、お話の高度な新生児医療が行える医療機関との連携体制などを、 

早急に検討したい。 

 

➢ 感染拡大地域では、パルスオキシメーターや濃縮酸素装置の在庫が足りなくなっているという報道

がある。県の備蓄状況は？ 

⇒  パルスオキシメーターは、現在、自宅や宿泊療養施設で療養されている方全員に配布しており、さらに 1,000 

    個以上の在庫がある。濃縮酸素装置は、医療機関に入院し、院内で医療スタッフがそれを操作するのが通常 

    の使用方法であり、自宅療養の方などへの使用は例外的な対応だと考えている。個々の医療機関において 

必要数は配備されており、それを超えて自宅や宿泊療養施設での使用分を備蓄することまでは考えていない。 

 

➢ 自宅療養者が 1,000 名を超えている。倉敷などでは宿泊療養施設がひっ迫し、希望者全員が宿泊療

養施設に入れる状況になっていないと聞く。宿泊療養施設の部屋数と宿泊療養者の数を見ると、まだ

入れる余地があると思うが、どのような運用になっているのか？ 

⇒  宿泊療養施設の使用率が上がっており、希望者全員が入れる状況になっていないのは事実だ。倉敷では、新 

たに「ベッセルホテル倉敷」に宿泊療養用の部屋を確保したが、8月 18日から運用を開始したばかりで、現 

時点でフル稼働には至っていない。宿泊療養施設は、宿泊者がいつまで滞在するか明確で、空いた部屋の 

数だけ次のお客さんを入れることが出来るような一般のホテルとは違い、いつ、どのくらい数の空き部屋が出 

てくるか、大雑把に見込む中で運用している。また、満床では緊急時の対応が出来なくなるため、一定の空き 

部屋を確保しつつ滞在者数を調整している。そもそも稼働率 100％はあり得ないオペレーションであることは 

ご理解いただきたい。稼働率を見て、一見、まだ余裕があるように見えても、現場の実態は必ずしもそうではな 

いことが多い。 

 

➢ 感染力の強いデルタ株は子どもも感染する。もうすぐ新学期が始まるが、学校の感染症対策は？ 

⇒  従来からの感染症対策の徹底に加え、希望する学校には抗原検査キットを配布する。検査を拡充し、早期に 

感染者を特定し、必要な対策を講じることで学校のクラスター対策を強化する。部活動は、原則校内のみ、活

動時間は 3時間以内、昼食を挟まないなどの対応の他、対外試合や合宿を原則禁止としている。 

 

➢ 岡山県では、ワクチン接種後に 14人の方が亡くなっているが、「予防接種健康被害救済制度」の申請

は出ていないのか？ 

⇒  現時点では、申請が出されたという報告は聞いていない。 

 

➢ 国内外で、ワクチンを 2回接種した後に感染する「ブレークスルー感染」の事例が報告されており、

ワクチンだけでコロナを収束させることは難しいという指摘もある。コロナ禍の「出口」が見えない

ことが社会全体の閉塞感を高めている。コロナ禍の出口戦略について、保健福祉部長に所見を伺う。 

⇒  ワクチン接種が進むことで感染拡大を抑える効果があるのは間違いないが、それだけでは「出口」としては不 

十分だろう。やはり、コロナに効く薬の開発が不可欠だ。現在、世界中の製薬会社や大学、官民の研究機関な 

どが薬の研究開発を進めており、現時点で認可されていない者も含め、既に症状に応じた様々な薬が出てき 

ている。今のところは点滴で投与されるものが多いが、研究開発がさらに進み、錠剤になれば、入院すること 

なく、自宅で飲み薬として使用できるケースが増えていくと思う。ワクチンに加え、そういう形で薬は使えるよう 



になると、後遺症への対応の問題は残るものの、コロナもいまのインフルエンザのような病気になる可能性が 

高い。薬の開発や認可は急ピッチで進んでおり、そういう意味では、そう遠くない時期に出口にたどり着けると 

信じている。 


