第 76 回沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部会議
議事概要
日
場

時：令和３年１月 25 日(月)10：30～11：30
所：県庁６階 第１・２特別会議室

○ 会議の概要
＜報告事項＞
県内における新型コロナウイルス感染症の感染者数や広がりの状況、医療提供体制等につい
て、それぞれ所管する本部員から報告があった。
宮古・八重山地域の感染状況について、宮古事務所、八重山保健所から報告があった。

１

参加者
玉城 知事、謝花 副知事、富川 副知事、島袋 政策調整監、金城 知事公室長、池田 総務部長、
宮城 企画部長、松田 環境部長、 日下 県警本部長、大城 保健医療部長
名渡山 子ども生活福祉部長、長嶺 農林水産部長、上原 土木建築部長、嘉数 商工労働部長、
渡久地 文化観光スポーツ部長、伊川 会計管理者、金城 教育長、我那覇 病院事業局長、
棚原 企業局長、真栄城 医療企画統括監、糸数 保健衛生統括監
（ＴＶ会議システム参加）金城宮古事務所長、比嘉八重山保健所健康推進班長

２

報告事項

（１）沖縄県内における新型コロナウイルス感染症患者の発生等について
総括情報部から前日時点の新規陽性者及び療養者の状況について報告【資料 1】
陽性者合計は 7 千人を超え、入院中が 293 名、重症・中等症の方が 150 名を超
え、死亡退院が 90 名となっている。
宮古島が昨日 13 名、愛知県から宮古島市で陽性となった方の 1 名を加えて本日
14 名確認している。

病院事業局から県立病院に入院している患者の状況等について報告
県立病院全体で 89 名、先週から 17 名増加している。確保病床の 79％を占めて
いる。
北部病院 15 名入院で北部地区全体としては落ち着いてきている。中部病院 14
名、南部医療センター9 名、宮古病院 35 名、八重山病院 13 名、精和病院３名
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となっており、精神病院からの転院増加を懸念している。
宮古の福祉施設でのクラスターにより高齢者が増え非常に手がかかる。昨日は
宮古病院に 41 名一時入院し宿泊療養ホテルや徳洲会に転院してもらった。これ
以上増加すると他の病棟を閉じて 47 床まで増やさないといけないかもしれな
い。
宮古病院への応援としては、本日まで５名、明日以降も派遣予定である。
宮古病院は、明日火曜日から一般診療を閉じて対応する予定。可能な限り宮古
島内で対応する予定だが人工呼吸器が必要な重症患者が増えたら本島への搬送
も検討する必要がある。

（２）米軍基地内における新型コロナウイルス感染症患者の発生等について
総括情報部から、米軍基地内で確認された新規感染者数について報告【資料 2】
1 月 23 日に嘉手納基地で１名、キャンプキンザーで 1 名、キャンプシュワブで
1 名の新規感染者が報告されている。

（３）沖縄県内及び全国の感染状況について【資料 3、3-1～3-10】
総括情報部から、警戒レベル判断指標の状況や各種分析資料について報告
国の判断指標において１～４がステージⅣ相当として推移している。
非コロナの病床利用率は本島合計で 96％、全域で 95％、この１週間中部地区が
100％以上となっており、厳しい状況が続いている。
直近 1 週間の人口 10 万人あたり新規感染者数を全国と比べると、
沖縄県は 43.24
人で全国４位である。全国平均 29 人となっている。
直近１週間の県内の地域別の感染状況を見ると、那覇市が 163 人、糸満市 51 人、
宮古島市が 49 人で特に宮古島市が急激に増加している。
警戒レベル指標について、療養者数と新規感染者数が８月の一番大きい値に近
付きつつある。
新規感染者に占める 60 歳以上の割合が増えつつある、高齢者施設でのクラスタ
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ーの影響がある。
中等症以上の症例数について、夏場の 120 を超えている状態。医療が必要な割
合が増えており医療機関は非常に危惧している。
実行再生産数は、先週 1.24 であった。

（４）宿泊施設の運用状況について【資料４】
総括情報部から、各地で運用している宿泊療養施設の状況について報告
各地区の施設合計で 171 名受け入れている状態である。

（５）沖縄県人口変動状況について【資料５】
最新は 1/16（土）。繁華街、商業エリア、空港と 1/9 より少なくなっている。
緊急事態宣言後のデータはまだ反映されていない。

（６）クラスターの発生状況について
総括情報部から、最近確認されたクラスターの状況等について報告
宮古島の社会福祉施設で 11 名。福祉施設でのクラスター発生が続いており高齢
者の感染者が増加している。

（７）宮古・八重山地域の感染状況について【資料６】
総括情報部から、宮古・八重山地域の状況を報告
宮古島は 32 名の入院となっており、宮古病院で 28 名、宮古島徳洲会で 4 名。
社会福祉施設では、施設内療養が５名となっており、宮古病院の医師が往診で
対応している。

宮古事務所から、宮古地域の状況を報告
10 万人当たりの新規感染者数が東京を上回る状態で医療機関に負荷がかかって
いる。また、宿泊療養施設について各部の協力で対応しているが、入所者が増
えており業務が増加している。このままの状況が続けば施設の拡充を検討しな
いといけないため、100 室を目途に調整している。更に動員職員が必要なので、
教育庁の職員の動員も調整している。
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宮古島市との連携について、一緒に夜間飲食店向けの巡回及び指導を行ってい
る。

八重山保健所から、八重山地域の状況を報告
1/10 から 43 名患者が発生している。八重山の高校で５名発生しており、
殆どの生徒の調査は終わっているので学校側と連携を密に対応していき
たい。後は、ポツポツと発生しているが関係機関と連携して対応していき
たい。

（1～7 までの報告事項に関する主な発言）
資料５の人口変動状況について、緊急事態宣言を出したこともあり、宣言の肝
として人の動きをどうとめるかの実効性を図ることなので、日ごとのデータを
整理して増加しているような地域があればピンポイントでメッセージを発する
ような形にしたらどうか。
→

ＫＤＤＩのデータは４日前がギリギリであり、毎日分析するには現在の総括情

報部の人員では厳しい状況であるが、何らかの対応を検討したい。
→

総括情報部で抱え込むのでなく全庁的に支援していきたい。
宮古の医療が非常に逼迫している、さらに池間島の通所施設からの入院があり
更に感染が広がらないか心配がある。宮古病院の院長の記者会見があったが、
行政からも時短とかパトロールとか住民への啓発をして欲しい。
宮古島市との関係ではどうなっているか。

→

市と連携して先週から飲食店の巡回を実施している。本日から新市長が就任す

るので新たな体制が構築されると考えている。また、巡回時に RICCA やＣＯＣＯＡ
を飲食店が知らないとの話があったので啓発グッズを多めにお願いしたい。
→

RICCA 周知について、不足の状況を確認して対応したい。
宮古事務所長としても新市長に対し市との連携、市民への呼びかけ強化を行っ
て欲しい。三役としても連絡する必要があると思っている。
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→

宮古島市とは連携して取組を進めている。更に県の出先機関又は地方本部員と

してどのような連携がとれるか進めていきたい。
うるま市が 64 名と増加しているがクラスターが発生しているのか？
→

うるま市の増加は、成人式世代の感染者 108 名中うるま市在住が 30 名いること

が大きな要因となっている。クラスターかどうかは保健所が現在調査を行っている。

（８）緊急事態宣言に関する要請書について【資料７】
総括情報部から緊急事態宣言に関する要請内容について報告
医療機関向けの支援とは何か。
→

人材確保や包括交付金の扱い、コロナ受入病院向けでなくコロナの影響

を受ける医療機関への支援を求めることであると内閣官房に説明している。

（９）変異株の検査について【資料８】
総括情報部からイギリス由来変異株に関する内容について報告
本県では 714 症例を国立感染研究所で全ゲノム解析済み、現在県内では確認さ
れていない。

（10）推定感染源（1 月 19 日まで）の推移について【資料９】
総括情報部から衛生環境研究所が分析した推定感染源について報告
以前 11 月 18 日に提示した資料の更新版である、前回県外移入例は 2.8％
だったが年末年始に増加している。
接待を伴う飲食は減少しているが、会食については増加している。時短の
効果が接待を伴う飲食の減少に出ていると思う。
一番感染が多いのは 20 代男性、次に 40 代男性となっている。流行の開始
時は、若い人が感染し、その後高齢者に移っていくという傾向が見える。
会食に自宅等での食事を含むとあるが家族以外の方とのホームパーティ
ーをしたと認識してよいか。
→

その認識通り、友人との家飲み、クリスマスパーティーで家に集まった。
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いつもの家庭のメンバー以外が集まっている。宮古では店舗でなく家飲みで
広がっているという保健所からの指摘もありブリーフィングで説明した。

（11）営業時間短縮要請に対する協力状況等に関する見回り活動の実施につ
いて【資料 10】
総括情報部から、各市町村にあてて見回り活動の実施を依頼したことを報告
国から調査依頼があり、特定都道府県等では毎日の報告を行うこととなってお
り、各市町村の協力がないと調査できないのでお願いしているところ。

＜その他報告事項＞
文化観光スポーツ部から TACO の週間実績及びＲＩＣＣＡの登録状況をついて報
告
那覇空港のサーモグラフィー通過者が先週から比較して１万５千人減の５万８
千人となっており、緊急事態宣言の影響もあると思う。
RICCA の登録について４万７千件まで増加、イオン琉球のご厚意により毎週金
曜日折り込みチラシで RICCA 広告掲載中。

３

その他報告
クラスターが発生した業者について県からの委託実績を調べたところ各部局
にまたがって委託している。この業者のみならず業務を委託している相手先の
業者等に対して、各部局から改めて感染防止対策を徹底することを通知するこ
とを確認
次回も宮古・石垣からＴＶ会議で参加することを依頼して終了

４

閉 会
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