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2020 年 2 月、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」で新型コロナウイルス

の集団感染が発生した。藤沢市民病院副院長で、救急医学、災害医学が専門の阿南

英明さんは、災害派遣医療チーム（DMAT）を統括して対応に当たった。そこで得た

経験と教訓をもとに、機能の集約と役割分担を重視した独自の医療提供体制「神奈

川モデル」を構築した。同年 4 月からは、県の医療危機対策統括官を務める阿南さ

んが「神奈川モデル」をどのように作り、どのように更新してきたのかを語った。 
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司会＝猪熊律子・日本記者クラブ企画委員（読

売新聞編集委員） 本日は、「新型コロナウイ

ルス」シリーズのゲストとして、神奈川県の

医療危機対策担当の理事、医療危機対策統括

官で、医師の阿南英明さんをお迎えしました。 

神奈川県では、2020 年 2 月のクルーズ船

「ダイヤモンド・プリンセス号」での新型コ

ロナウイルス集団感染への対応で得た経験と

教訓をもとに、機能の集約と役割分担という

ものを重視した独自の医療提供体制「神奈川

モデル」というものを構築してきました。 

藤沢市民病院の副院長でもあり、救急医学、

災害医学がご専門の阿南さんは、災害派遣医

療チーム（DMAT）における県の調整本部長と

して、ダイヤモンド・プリンセス号での集団

感染に対応されました。 

その後、2020 年 4 月から、県の医療危機対

策統括官に就任され、「神奈川モデル」の実践

と推進に尽力されております。 

現在は、厚生労働省の新型コロナウイルス

感染症対策アドバイザリーボードの構成員も

務めていらっしゃいます。 

本日は、阿南さんに、「神奈川モデル」構築

の意図や、この間、それをどのように進化さ

せてきたのか、第 5 波とこれまでの違いです

とか、今後の見通し、感染症や災害時におけ

る医療の在り方などについてお話を伺います。

まさに、本当にいま闘いのさなかという中に

おいでいただきました。 

それでは、阿南さん、どうぞよろしくお願

いいたします。 

阿南英明・神奈川県医療危機対策統括官 

（スライド 1・2） 

ご紹介いただいたように、昨年の 2 月、ダ

イヤモンド・プリンセス号という非常に大き

な船が横浜港に到着してコロナの騒動は始ま

るわけです。この当時は、コロナの集団発生

に対して誰がどのように対応するのか、まだ

定まっていない、固まっていない中で手探り

でやっていたわけです。法律の問題、例えば

検疫法と感染症法という二つの法律をどのよ

うに切り分けて運用するのか、国、県、市、

それぞれの役割分担をどうしていくのか、こ

ういったことが混沌とした中で事が進んでい

ったわけです。 

特に重要なことは、船の中で感染症が爆発

的に広がってしまっていることに対応するの

は誰なのか、ここが非常に大きな課題だった

わけです。感染症だからといって、感染症内

科の医師が船に乗り込んで対応するとか、病

院に連れ帰って治療すれば対処できるのかと

いうと、単純にそういう問題ではなかったわ

けです。こうした大混乱の状況は感染症対応

ではなく「災害対応だ」と判断して、DMAT を

出動させて対応しました。 

感染症指定医療機関以外の様々な病床も使用 

（スライド 3） 

様々な経験があったわけですけれども、病

床の確保はすぐ問題になりました。この船に

は乗員乗客合わせて 3,700 人を越える人々が

いたのですけれども、最終的に 769 名の方を

入院させる必要がありましたこれに対して、

神奈川県には感染症法に基づいて、コロナの

患者さんを入院させられる指定病床は 74 床し

かありません。厳密な法運用では用意できる

74 床に対して、入院が必要な数は 700 を超え

るわけです。 

当然、最終時点で何人の患者が発生するの

か分からないのですが、推測はつきます。初

日、二日、三日目と経過する中で 1 日に 10 人、

20 人、30 人と陽性者が増えてくるわけですか

ら、これはあっという間に足らなくなるなと。 

そこで、隣接する都府県、さらに遠方の府

県へお願いをして患者を運んで入院させてい

ただくことをしました。 

それでも足らないので、結核の病床を活用、

そして、厚生労働省とも相談をして一般の病

床、大部屋にも入院できるように通知を出し

て対応するようにしたのです。この考え方は

現在の、コロナも感染症指定医療機関以外で

も広く受け入れをする体制に通じるわけです。

今では感染症病床だけで対応している都道府
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県は、ほとんどないと思います。一般病床も

含めて様々な医療機関、様々な病床を使って

いるわけですけれども、このようにダイヤモ

ンド・プリンセス号で感染が広がってきて 5

日目の時点で決着したわけですが、現在につ

ながる大規模な感染者の受け入れの基盤にな

っています。 

（スライド 4） 

結果的に、ここの図にあるように、北は宮

城から西は大阪まで、非常に広い範囲で患者

さんを受け取っていただくという搬送調整を

したわけです。 

（スライド 5） 

このときに、われわれが非常に苦しめられ

たのは、救急患者さんの対応です。救急外来

に、どんどん船から、具合が悪くなった人た

ちが運ばれてくるわけですけれども、感染防

護をして、感染拡大がないように対応すると、

船とは関係のない市中で発生する一般の救急

患者さん、例えば心筋梗塞、脳卒中、こうい

った患者さんの受け入れが非常にしづらくな

ってくるのです。 

さらに、入院すると 1 人の患者さんにもの

すごく大勢の医療スタッフが必要になる。こ

れがコロナの特性でして、1 人の患者さんに 3

人から 4 人の看護師が必要になる。非常に大

きな医療資源を使うことなり、医療機関に大

きな負荷をかけることになりました。 

闘っていた相手は陽性患者だけではなかった 

（スライド 6） 

マスコミの皆さんが去年 2 月にどういう報

道をされたのか思い出してください。船から

降りてくる方は PCR 検査で陽性になった患者

ですが、毎日毎日「何人の陽性者」がいたの

かということにばかり注目が集まっていたと

思います。 

ところが、われわれが船で闘っていた相手

は陽性患者ばかりではなかったのです。PCR

検査では陰性だったが具合が悪い、あるいは

PCR 検査の結果がまだ判明していない、陽性

か陰性か分かっていないけど具合が悪くなっ

た、という方々が大勢いたのです。何と PCR

検査の結果が陽性で、緊急で対応しなければ

いけない人と、ほぼ同数の人たちが PCR 陰性、

あるいは未判定でも体調不良で救急対応しな

ければいけなかったのです。これはまさにい

ま市中で起きている、コロナ患者の病態悪化

と他の疾患の救急患者とが、ともに受け入れ

搬送先が見つけられないという大きな社会問

題と全く同じです。 

もう一つは、軽症・無症状の患者がものす

ごくたくさんいたことです。この人たちが病

床を埋めてしまうという課題を解決しなけれ

ばいけなかったわけです。 

（スライド 7） 

こういったことを踏まえて、われわれは

様々な教訓を得ました。現在われわれが対応

している基本的なコンセプトは全てこの船の

ときに体験済みです。 

教訓から生まれた「神奈川モデル」 

一つ目は、高齢者、あるいはもともと病気

をお持ちの方々は様々な発病やコロナの重症

化もあるので特別な配慮をしなければいけな

いということ。 

二つ目は、大量に出てくる軽症者を全部入

院させていくと、病床があっという間に埋ま

ってしまって医療が回らなくなる。入院する

ということは必要な医療を提供するというこ

とです。医療を提供する必要がない軽症・無

症状者は入院ではなく隔離をすれば良いわけ

です。 

三つ目は、大量に発生する患者さんの入院

先を決めてどんどん入院させるためには、各

病院でどれだけの病床がいまこの瞬間空いて

いるのかが分かるデータベースが必要です。

また、1 人、2 人という患者さんではなくて、

10 人、20 人という大勢の患者さんを受け入れ

てくれる病院が必要です。これがのちの重点

医療機関設置の発想です。 

四つ目は、重症の方です。いまも問題にな

っていますけれども、重症の方というのは、

非常に多くの人的・物的資源を必要とします。
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ほかの病気の何倍も手がかかるのです。その

ため重症患者さんはいくつかの医療機関で分

散していく必要がある。こういうような教訓

を得たわけです。 

（スライド 8） 

ここからつくられたものが「神奈川モデル」

と呼ばれるようになった基本的な骨格です。

重症度を 3 種類に分けることを提唱しました。

当時は、重症と軽症の 2 種類の分類が一般的

でした。 

しかし、われわれが診ていると、中間とい

うのがある。これは災害の世界では非常にポ

ピュラーな考え方ですけれども、真ん中に軸

をつくってしまったほうが流れが良いのです。

流れが止まるのが一番良くないので、検査を

した結果、陽性がわかった患者が入院が必要

であればすぐに入院できる受け皿があるよう

に、真ん中に中等症という軸をつくることが

重要で、ここにたくさんの患者さんを受け入

れていただける重点医療機関を設置するので

す。 

その中の一部分が重症化すると重症のほう

に振り分けていく。患者さんの中で治療が必

要なものは、大きく重症・中等症として対応

するわけですけれども、先ほど申しあげたよ

うに、多くの軽症、無症状の方がいらっしゃ

る。この人たちは入院させないで、自宅・宿

泊療養すべきだとして、3 つのグループに分

けて対応することを基本的な骨格にしたわけ

です。 

これは、3 つのグループに精緻に分けるこ

とが目的ではなくて、粗々でいいと思ってい

ます。粗々でいいから、ドーンと左から右に

とにかく流れるようにして、流れをせき止め

ない。それがこの仕組みをつくることの最大

の目的でした。 

まず、そのために患者が療養する病院・施

設・自宅などの役割を分担したのです。自分

の立ち位置、受け取る側の役割を明確化して、

患者さんの重症度、あるいは病態に変化があ

った場合には移動するという仕組みです。 

もう一つ、「神奈川モデル」というのは去年

の 3 月につくりましたけれども、この仕組み

で運用できる患者さんは、おそらく 6 割程度

だろうと、私は当初から思っておりました。

残り 4 割はというと、医療の世界の特殊性、

例えば透析、精神、小児、あと、最近問題に

なっている周産期、妊婦さんの問題があるの

で、これは別につくりました。まさに医療の

特性です。基本的には一般の成人の方々はこ

の基本骨格で対応可能なわけですけれども、

それ以外の方々には医療業界の特性に合わせ

た別の仕組みを作って、その調整に当たる医

師も別に配置するという仕組みを、去年の 5

月に整えました。 

（スライド 9・10） 

最近 野戦病院という言葉をよく聞きます。

いわゆる臨時の医療施設です。これも去年の

5 月に日本最大の施設をオープンさせて、い

までも稼働しています。これは神奈川県にと

っては大きな役割を果たすことになり、県内

全体の病床の 1 割を占めています。日本の力

があれば、このような施設ハードは非常に短

期間でできます。ここでは酸素配管も行い 1

カ月程度ですぐ建ち上がりましたか。鎌倉と

藤沢の間にありますけれども、それ以外にも、

古い病院の建物を使って、病棟を拡大する臨

時の病棟も二つあります。神奈川県では、260

床程度がこのような臨時の、本来の病院以外

の病床として去年から運用しているのです。 

病院内の情報をデータ化して共有 

（スライド 11） 

もう一つ重要なことは、データです。IT 化

が進んでいる現在において、情報を「見える

化」していくことは非常に重要です。情報が

「見える化」されるとスピードが出て支援も

しやすくなります。 

例えば昨年、防護服がない、マスクがない、

手袋がない、などモノがないことが随分問題

になりました。これに対して各病院のモノの

状況を全部データ入力して、それを「見える

化」する。そうすると、われわれは、病院側

が「くれ」と言ってくる前にプッシュ型でモ
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ノを供給することができます。 

さらには、病床です。いまどれくらいの病

床が使われていて、どれくらいが空いている

のか。どこの病院がいっぱいでどこに空きが

あるのか。それ以外にも様々な医療情報が見

られるような基盤をつくりました。 

これは、神奈川県で私と一緒に当時から統

括官をやっている畑中洋亮氏がつくってくれ

ました。彼は医師ではないのですけれども、

IT、情報に非常に長けた人材で、彼を中心と

して、こういったシステム化を進めました。

これは非常にいいものだということで、国に

提供されて、いまは全国で使っている「G-MIS」

（医療機関等情報支援システム）です。この

神奈川県でつくったシステムが「G-MIS」とし

て全国基盤になっていることは大変誇らしい

ことです。 

それ以外にも、LINE を活用していますし、

「kintone」というシステムも使っています。

とにかく病院と病院の間というのは情報が外

に見えないようになっているのが普通の世界

なのですけれども、これを「同一基盤」に乗

せ、「見える化」をする、こういうことを進め

てきたわけです。 

（スライド 12） 

これに何の意味があるのか。これは医療の

世界で大変だったこと、いままで進まなかっ

たことですが、コロナ対応を契機に、広域に

医療体制を統一化して、医療情報や資機材の

供給を一元化していくことが可能になります。

つまり、これは医療供給の均てん化だと私は

考えています。医療供給が地域によって凸凹

である、あるいは病院によって随分違うとい

うのが当たり前にあったわけですけれども、

その均てん化がこのコロナをきっかけにして

進められたように思います。 

院内クラスター対応専門チームを設置 

（スライド 13） 

もう一つつくってきたものに、「C-CAT」と

いうチームがあります。“ Corona-Cluster 

Attack Team”と言います。いまも第 5波で非

常に問題になっていますけれども、感染拡大

に伴ってクラスターが発生します。特に施設、

病院、慢性期を扱う病院とか高齢者あるいは

障害者の施設、こういったところでクラスタ

ーが発生することが大きな問題で、クラスタ

ーが発生すると死人まで発生するわけです。

人の命が奪われていく。こういったことを早

くに潰すための「C-CAT」を昨年の春につくり

ました。 

本来は、こうした施設でクラスターが発生

すると保健所が調査をする、指導をすること

になっていますけれども、保健所は手いっぱ

いですので、別のチームをつくって早期に介

入し、重要なことは、終息するまで面倒をみ

るようにしたのです。 

（スライド 14） 

このチームは事前の教育を各施設に対して

行います。施設や慢性期の病院というのは、

感染症に対してはほとんど無知で、スキルも

ない。そういったところに対して、基礎的な

ところから教育をし、指導をする。それを平

時から行い、事が起きたときにはすぐに介入

して、早期に潰す、こういったことをしてい

ったわけです。 

（スライド 15） 

実際にやってみると、様々な教訓が見えて

きます。総論的なことではなくて、具体が重

要で、具体の教訓というのは各施設でとって

も役立つのです。だから様々な施設で起きた

ことや、その理由、対策をまとめた教訓集を

作成して、各施設に配布することで同じ過ち

を起こさないように改善していくのです。 

（スライド 16） 

例えば、こういったチームが介入した場合

と、介入しなかった場合で、どれくらい結果

に差があるのか。例えば入居者の中で陽性化

する人の率とか、ひいては死亡する人の数、

こういったものを比較すると、数字が明確に

違います。やはり早くに介入できたところは、

これらの数値が非常に改善していくことが分

かりました。 

（スライド 17） 
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青い棒グラフは実際の患者数です。左側の

山が第 3 波です。小さいのが第 4 波。そして

いまの第 5 波はもっと大きい。青い線はクラ

スターです。施設のクラスターが紫色の線。2

番目の線が病院のクラスターです。第 3 波、

年末年始で非常に首都圏はきつかった。この

ときにクラスターにとっても苦しめられたの

ですが、第 4 波は本当に小さく、第 5 波にな

って、さすがに施設クラスター数は増えてい

るのですけれども、病院のクラスターは本当

に少なく抑えられています。 

これは、もちろん一つはワクチンの効果と

いうことがありますが、もう一つは、早期に

支援するチームの効果なのだろうと思ってい

ます。 

次の波に備えるための 6つの仕組み 

（スライド 18） 

これらを踏まえて、われわれは第 3 波が非

常に苦しかったので、第 4 波あるいは第 5 波

の対策として様々な仕組みを整えていきまし

た。6 個の仕組みです。これから具体的にお

話ししますけれども、よく入院できるのかど

うかが病床数確保で置き換えられていますが、

要するに発生した患者さんに対して受け皿と

なるキャパシティが何らかの形であればいい

わけです。全てが入院病床数とイコールでは

ないと考えています。 

大きなキャパシティを確保していくために

2 軸で考えました。一つは、受け入れ医療機

関をどうやって膨らませていくのか。もう一

つは、効率化の問題です。この 2 軸の中で私

たちは考えていく。 

一つ目の対策として、物理的に病床を拡大

していくことには普遍的な意義はあります。

コロナに対応していただく医療機関をどんど

ん膨らませる。これはたゆまぬ努力として必

要なことですし、現在も続けています。 

（スライド 19） 

コロナ陽性の患者さんを受け入れていただ

く病院は全ての病院というわけにいきません。

やはりそれなりの能力、スキルがある病院で

なければいけないので、そこはそこで頑張っ

ていただく。 

ただし、それ以外の病院にもコロナに関し

て何らかの役割がある。何らかの役割を果た

す病院はどんどん増えてきて、県内の 62％の

病院が、とにかくコロナ診療に何らかの役割

を果たすように参画していただけるようにな

りました。 

（スライド 20） 

二つ目の対策は、約束事にすることなので

す。私たちも第 3 波のときは苦しかった。「患

者さんが増えたら、神奈川県内全体でこれだ

けの病床を確保しましょう」と言っていまし

た。ここのところは総論「イエス」で、どこ

の病院も言っていました。ただ、各病院にな

ると、では自院は何床分コロナ病床に転換す

るのか、ということになると急に消極的にな

るのです。これは病院の経営問題にも絡みま

すし、自分の病院だけがやっていて、隣の病

院がやっていないのではないか。こういう疑

心暗鬼の中で、足踏み状態があったので、こ

れを全部オープンにしました。 

われわれの「神奈川モデル」に参加してい

ただいている認定医療機関は、互いに隣の病

院は今コロナ患者が何床入院していて、何床

空いているのか全部オープンデータとしてシ

ステムで見られるように可視化しました。各

病院がフェーズごとに何床確保するのかを病

床計画として事前に出していただいて、県と

協定を結びました。協定を結ぶことで、一定

程度の信義則に基づく縛りをかける。これは

明確に役に立ちました。第 4波、第5波では、

県のフェーズ宣言に基づいて約束通り 3 週間

で病床を拡大していただきました。 

（スライド 21） 

グラフは実際に確保された病床数ですが、

患者さんが 4 月以降増えてきたので、フェー

ズ 2 のところから、フェーズ 3 へ上げる宣言

をしました。その結果、見事に 3 週間後には

目標数にまで――グラフの青い線が確保され

ている病床ですけれども――約束どおり各病

院が病床を拡大してくれました。 
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そしてこの第 5 波で、どんどん患者さんが

増える中で、さらに増やさなければいけなく

なり、この最終フェーズのフェーズ 4 を宣言

しましたけれども、これも 3 週間で各病院が

病床を拡大してくれました。 

病床は何床ありますと言っていたけれども、

実際にはそれが確保されないという問題が現

在、各都道府県で起きていると聞いています

が、神奈川県ではこれが一切なかった。神奈

川県では、協定に基づいて、きっちりと守っ

ていただいたということです。 

“お見合いアプリ”で患者と病院をマッチング 

（スライド 22） 

三つ目の対策は、効率化を図るということ

です。検査陽性で入院した患者さんがずっと

そこの病院にいると、新しい患者さんを受け

入れられない。ところが、本当はずっといな

くてもよい患者さんがいるのです。感染性は

10 日を過ぎるとほぼ消失するので、コロナで

ない患者さんと同じ部屋でも療養はできる、

つまり、コロナ陽性患者を受け入れられない

としてきた病院でも入院できるのです。 

結果的に先ほどお話ししたように、何らか

の役割を果たしていただくという観点から、

後方受け入れの病院になっていただける施設

を募ったのです。実際に地道な営業活動をし

て、県内で 620 の病床を確保しました。非常

に多くの病院がこれに参画してくれて、10 日

過ぎたら受けてもいいよということで確保し

ていただいたわけです。さらにもう一つシス

テムをつくりました。感染から 10 日過ぎて患

者を退院させたい患者がいる病院と後方受け

入れ病院とをお見合いさせるシステムです。 

これは、ふだんから病院がやっていて大変

なことなのです。自分のところにいる患者さ

んをほかの病院へ移すためには、いろいろな

病院に何十カ所と当たって、受け入れ先を探

すということを日常の運営でもやっているの

ですが、これをシステム化しました。システ

ムに、患者を送る側と受け取る側が、各々の

条件を放り込んでおくと、お見合いのアプリ

と同じで、あっという間にお見合い先が見つ

かります。一定の条件で候補病院同士が選定

されるので、その後はお互いの病院同士が直

接連絡を取って、「何月何日の何時に患者さん

を○○の方法で搬送します」と具体的な調整

をするのです。まさにお見合いの「あとは若

い者同士でどうぞ」といった具合です。大体

その日のうちに 80％の患者さんの行き先が決

まる。こういう仕組みを運用しています。 

（スライド 23） 

そのときにわれわれが一生懸命こだわって

やったのは、やはり偏見をなくすことです。

受ける病院は、医療者といえども感染が怖か

ったのです。「10 日過ぎたら感染しませんよ」

と言っても、これはなかなか理解していただ

けません。ふだんから感染症を扱っていない

看護師さん、あるいは病院のスタッフたち、

ドクターまで含めて、なかなか気持ちの受け

入れができない。科学的データを示し、対面

の説明、説得を繰り返しご理解いただく。そ

の結果として、あれだけの病床を確保するこ

とができたのだと思います。 

「阿南スコア」を使って入院数を抑制 

（スライド 24） 

四つ目の対策は、何でもかんでも入院させ

ないことです。入院判定優先度スコアの導入

により、リスクの重みづけを行って、入院す

るべき人を皆が共通の秤をもって選定する様

に昨年の 12 月から神奈川県では運用開始しま

した。 

我が国にコロナが広まった当初から国は 65

歳以上の高齢者または基礎疾患がある方は入

院という方針を示してきたのですが、私は昨

年からずっとやってきて疑問を感じていまし

た。いくら 65 歳以上の高齢者といえども、全

員が悪化するわけではありません。基礎疾患

を持っている人たちも全員が悪化するわけで

はないのです。むしろ大多数は悪化しないの

です。 

基礎疾患やリスクと一口で言っても様々な

ものがあり、皆が同じように悪化するわけで
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はないのです。年齢や基礎疾患ごとの重症化

しやすさをもとに、重み付けをきっちりとし

て予測を立てていくことが必要であると考え

ました。何でもかんでも入院にすると、あっ

という間に病床不足になってしまいます。ス

コアで重み付けをして、将来悪化するリスク

が低い方は宿泊または自宅療養に入っていた

だく。こんな仕組みを 12 月以来運用していま

す。 

ただし、自宅・宿泊療養に行った後、しっ

かりとモニタリング体制があることが前提で

す。神奈川県では、全員の方、いま 1万 5,000

人ぐらいの方を自宅・宿泊で診ていますけれ

ども、全部システムでつながっていて、管理

下にあります。さらには、後でお話しする

様々な地域の医療機関にもご参画いただいて、

いざ悪化したら入院に切り替えていく、ここ

を前提としたスコアです。いまはバージョン

3です。 

（スライド 25） 

これは「阿南スコア」と呼ばれていますけ

れども、これが県内では 12 月以降、ずうっと

使われていますし、ほかの県でもこれを使い

たいということで、提供させていただいてい

ます。 

地域包括ケアシステムにつながるカルテの共有 

（スライド 26） 

五つ目の対策です。自宅・宿泊療養の方々

は行政で管理する、感染症法の中でもそうい

う位置づけでありますが、私も医療者として

非常に気になっていました。行政が患者さん

たちを管理するというのは本当にできるんだ

ろうか。端的に言えば、限界があります。無

理です。全ての患者さんを適切に行政の視点

で管理をするというのには無理がある。やは

り「医療の視点」を入れていかなければいけ

ないのです。 

そういったことで、これも今年の 3 月以降、

各地域にお願いをして、医師会の先生方、そ

して訪問看護ステーション、この両者がカッ

プリングする形で患者さんを診ていただく仕

組みを順次導入していきました。全部の患者

さんではありません。先ほどお話ししたスコ

アがありますので、スコアで一定程度のリス

クがある方を対象に診ていただくという仕組

みです。 

（スライド 27） 

このとき、われわれが重視しているのは、

情報を共有するシステムです。言い換えると

皆で使うカルテです。クラウド化したカルテ

の中で管理をしていく。これは医療の世界で

はなかなかないことです。 

例えば色々なクリニックの先生が参加する

ときに、クリニックごとにカルテは別です。

しかし、これをやめる。各クリニックのカル

テは否定しませんが、少なくともわれわれが

県として管理している患者さんのカルテは、

全部クラウド・カルテ・システムの中に情報

を入れてあります。そして、診ていただく訪

問看護、ドクターの皆さんも全部そのカルテ

を利用して、情報を記入するし、そこからも

情報を取る。このことを徹底してお願いして

います。 

そうすることで、行政もこのシステムを見

ることで、いま患者さんの状態がどうなのか

が分かります。また、医師や看護師も交代で

診ても情報が共有できるのです。 

（スライド 28） 

これは、将来的な地域包括ケアシステムに

必ず役立つと思っています。地域包括ケアシ

ステムを作るうえで一番の壁は、医療機関あ

るいは福祉施設の情報が外に出ないというこ

とです。患者さんは様々なところを移動して

いくということを前提にしているのが地域包

括ケアシステムですが、情報基盤がベースに

ないと、情報をいちいち紙に起こして紹介状

をつくって相手に渡すということをやらなけ

ればいけない。これがものすごく手間なわけ

で、同じデータベース基盤をつくることで解

決していきたいと考えています。 

（スライド 29） 

いまの第 5 波が始まる前に、黄色のところ

が実際に稼働していて、斜線のところが始ま
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ることが決定しているところです。そういう

中で、あっという間に第 5 波になってしまっ

たので、ほかのエリア、人口の多い横浜、川

崎などが、残念なことに出遅れたのです。慌

ててこの仕組みをスタートさせるべくいま調

整中です。 

（スライド 30） 

いまどんどん入院が難しくなっている中で、

本当は酸素を吸う方は入院にしたいのですけ

れども、入院病床が足らない。その対策とし

て、先ほどお話しした地域療養をしていると

ころに関して、酸素濃縮器を自宅に配布して

使っていただく。酸素を吸うのは医療の監視

下にあることが重要なので、地域療養のモデ

ルが稼働している訪問看護あるいは医師会の

先生方に診ていただくようにしています。酸

素濃縮器を神奈川県内でいま、200 台とか 300

台という酸素濃縮器を自宅で使っていただけ

るようにしています。この仕組みは今年の頭

から万が一を想定していたのですが、くしく

もこれを使う状況になってしまったわけです。 

使いたくなかった酸素センター 

（スライド 31） 

さて、六つ目の対策です。これも話題にな

りましたけれども、酸素センターを私ども今

年の 1月から構想を固めて、2月 1日にオープ

ンすることができました。第 3 波のときに酸

素センターを造って、本来は自宅・宿泊療養

で悪化したら入院としているのですが、もの

すごく患者さんが増えてしまったら入れない

かもしれない、そのときに低酸素状態の患者

は酸素を吸うだけで命がつながるので、時間

稼ぎをする場としてこの酸素センターを立ち

上げる、こういった準備をしてきました。2

月には体制を整えてありましたけれども、実

は稼働させずに何とかこれたのです。 

私は発案者ですし、これを造りましたけれ

ども、「絶対使いたくない」とずっと言い続け

てきました。医師会に対しても、県民に対し

ても「これは準備をしましたけれども、使わ

ないことが正解です。使わなければいけない

というのは異常事態ですから、使いません」

と言ってきたのです。しかし、残念ながら、

第 5 波でさすがに使わざるを得ない状況にな

って、8 月から稼働させました。私としては

じくじたる思い、本当に悔しい思いです。こ

んなものを使わなければいけないというのは

本当に異常事態ですので、早くこれを使わな

くていい事態にしたいのですけれども、それ

ぐらい患者さんが増えているということです。 

（スライド 32） 

現在の第 5 波で神奈川県は、入院治療か自

宅宿泊療養なのかという全体の流れを変えざ

るを得ない状況まで追い込まれました。この

後お示ししますけれども、従前はこういう考

え方です。入院判断優先度スコアで 5 点以上

の人たちは入院にする。4 点以下の人たちは

自宅・宿泊療養です。その中で、地域療養モ

デルが稼働しているエリアに関しては、一定

程度のリスクのある方は、訪問看護ステーシ

ョンあるいは医師会に管理をお願いする。そ

の中で、一定程度悪くなる方は入院に切り替

えていく、その途中に酸素ステーションがあ

るといものです。 

第 5波到来 入院基準を酸素飽和度に変更 

（スライド 33） 

第 5 波に突入してご存じのように、今はそ

れどころではなく、もっともっとひどいパン

ク状態に陥ってしまった。こういう不幸な状

態になったので、現状追認の形で入院基準を

変えました。もう酸素飽和度で判断するしか

ないところまで追い込まれている。酸素飽和

度が本当に低い人たちは、それだけひどい肺

炎だということです。この方々は入院してい

ただいて治療を受けていただく。 

一方そこまでいかない方、つまり 94％以上

酸素飽和度がある方は、自宅・宿泊療養に振

り分け、これも同じように地域で可能な限り

診ていただく。 

ところが、中には低酸素が進んでいくこと

があるわけです。低酸素が進んでいった場合

に、例えば自宅で酸素を吸っていただく、あ
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るいは酸素センターで吸っていただく、そこ

を経由して、何とか時間稼ぎをして入院の病

床を確保していく。これが現状行われている

体制です。 

（スライド 34） 

このようなコロナとの闘いは非常に苦しく

辛いことだと思っています。でも、ただ苦し

いで済ますことではなくて、チャンスとして

捉えるべき部分があるだろうと思っています。 

コロナ騒動が始まる以前から高齢化が進む

我が国の医療体制の在り方に関して、遅々と

して進まなかったこととして、地域医療構想

とか地域包括ケアがあります。根本的な考え

方は、コロナで私どもが「神奈川モデル」で

示した考え方と同じだと思っています。機能

集約と役割分担なのです。 

コロナの陽性患者さんは重点医療機関や協

力病院で診ていただく。ただし、発症から 10

日過ぎたら感染しないので、陽性患者さんを

扱わない医療機関に移していく。さらには、

よくなれば自宅に帰るわけですけれども、自

宅で診るにしても、一定程度悪い方もいらっ

しゃる。そういった方々は、地域の医師会の

先生方や訪問看護ステーションにご参画いた

だいて、自宅療養の方々も診る。こういうよ

うに、患者さんのそれぞれの状況に応じて適

切な場所で対応する。地域医療構想、あるい

は地域包括ケアシステムは、この考え方とま

さに同じであろうと思っています。 

これはコロナが終わった後に、高齢社会に

なっていくわが国の医療の基本骨格として、

「コロナのときにああやったよね」という成

功体験に基づいて進んでいけばよいなと思っ

ています。 

基本再生産数が増大した変異株への対応 

（スライド 35） 

さて、このコロナですが昨年と今年で、わ

れわれは別のウイルスと闘っていると考える

必要があるだろうと思っています。やはりデ

ルタ変異です。デルタ変異は、恐ろしく感染

性が高まってしまった。いろいろな計算があ

りますけれども、去年までのウイルスのほぼ

2 倍の感染力があるといいうのが一般的な解

釈です。世界的にも、わが国の専門家の会議

の中での解釈でも同じだろうと思います。 

ウイルス単独の感染性というのは、この

「R0」「基本再生産数」という言い方をします。

1 人の人が何人の人にうつすかというもので

す。この基本再生産数が非常に高いのは、麻

疹とか水疱瘡で、これは 10 人以上にうつす。

非常に感染性が高い、いわゆる空気感染と呼

ばれるものです。大体いまのデルタ株ですと

3～7 の間、代表的なよく使われる数字は 5 ぐ

らいです。1人の人が 5人ぐらいにうつすだろ

うということが分かっています。 

5 というとどれくらいかということですけ

れども、風疹といっても皆さんピンとこない

ので、毎年はやるインフルエンザの 3 倍ぐら

いの感染性だと理解していただければと思い

ます。職場でも学校でも冬場はインフルエン

ザにものすごく感染するわけですが、あの 3

倍の感染性を持つウイルスとわれわれは付き

合っているんだ、と理解する必要があります。 

（スライド 36） 

実は皆さんがよく耳にするのは「基本再生

産数」ではなくて、「実効再生産数」という言

葉だと思います。難しい話は抜きにして、「実

効再生産数」というのは何かというと、われ

われのウイルスに対する社会全体としての

様々な取り組み、例えばマスクをするとか距

離を置くとか、こういった人々の対策が影響

して、実際に 1 人の人が何人にうつすのかが

「実効再生産数」で示されるのです。 

この「実効再生産数」は「Rt」と表現され

ますけれども、これを構成する要素は、当然

「基本再生産数」、つまりウイルス特有の感染

性、これが基本ですが、そこに人々の免疫状

態――感染した後の人の免疫と、ワクチンと

いう人工的につくる免疫――がある。もう一

つは人々の行動です。いまも緊急事態宣言が

出ていますが、人々の接触や行動を何とか抑

えていますが、こうした行動です。この三つ

の要素の組み合わせで「実効再生産数」が決
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まってくるわけです。これは 1 人の人が何人

にうつすかですから、1人の人が 1人よりも少

ない状態、つまり 1 よりも小さい状態になれ

ば、感染は収束していくわけです。 

ただし、先ほどお話ししたように、この

「R0」は、去年のウイルスの2倍に膨らんでい

るわけですから、免疫を強めと人々の行動を

去年よりもぐっと圧縮していくしかないこと

になります。倍に膨れた分を 2 分の 1 以下に

していかない限り、われわれは対応できない

ということが理屈です。 

そうすると、3 カ月以内に、つまり 11 月ま

での間にどういうワクチン戦略を立てていく

のか、そして「人々の行動」を抑えるために、

どういうことを求めていくのか、ここに尽き

るわけです。 

（スライド 37） 

こういった中で、イメージですけれども、

いま高齢者についてはワクチン接種が済んだ

ことで、ご高齢の方の感染者数が本当に減っ

たのは事実です。 

ただし、いま若い方の感染がものすごく増

えていて、その結果として医療が崩壊に瀕し

ている。なぜかといえば、若い方は重症化し

ないわけではなくて、重症化しづらいだけな

のです。つまり、母集団として圧倒的多数の

軽症者が発生すれば、一定の率で中等症にな

りますし、中等症も重症になっていく。これ

は率の問題ですので、10 人から 1 人になるも

のであれば、100 人になってしまえば 10 人悪

化するわけですから、ドミノ倒し状態になっ

ているというのが現状です。 

悪化させないための取り組みが一つ重要だ

し、中等症や重症の受け皿を大きくすること

がもう一つの対策としてあるのでしょうが、

そもそもはこの軽症者自体を発生させないよ

うに手を打つ必要があるのです。 

感染拡大阻止には若者対策が必須 

（スライド 38） 

では、私たちはどういうふうにターゲット

を考え、どういう施策を打っていくのか。も

ちろん人々の接触を減らす緊急事態宣言が一

つの大きな施策の代表ですけれども、この中

で、若い人たちの感染がものすごく多くて、

この若い人たちはご自身が悪化しなくても、

人にうつすことで、実効再生産数が下がらな

くなっていくのです。この若い人たちをター

ゲットにして一つ打ち出したものがあります。 

（スライド 39） 

これも私たちが 5 月の段階に考えた内容で

すけれども、抗体検査をしてみました。抗体

検査では、過去に感染した人が何人いるのか

ということが分かります。今年 3 月にランダ

ムで数千人選んで検査をしたところ、1.2％の

人たちが抗体を持っていたのです。つまり、

今年 3月までに 1.2％の人たちがすでに感染し

ていたということになります。 

ところが、その 3 月までの時点でわれわれ

が行政として把握している感染者数は、全部

足し上げても、人口の 0.5％にすぎません。

つまり、1.2％と 0.5％の差の 0.7％の人たち

は、われわれが把握しないだけで、実は感染

している人たちがいる、ということが問題な

のではないかという疑念が生じるのです。 

もちろん、このウイルスの特性は無症候性、

あまり症状が出ない方がいらっしゃるという

ことは分かっていますけれども、さすがに

0.5％の倍いるのか、と言われると、そんなは

ずはないわけで、では何が隠れているのか。

それは、症状があるけれども、必ずしも医療

機関を受診していない、受診しないで学校や

職場に行っている人たちがいるのではないか、

それが結局感染拡大のもとになっているので

はないか、こういう仮説を立てたわけです。 

（スライド 40） 

この仮説が正しければ、これを食い止める

ことが感染拡大阻止に重要なのです。それに

対する有効な対策として考えたのが家庭での

抗原検査キット活用です。 

家で、自分でセルフチェックとして使って

いただくことで、感染しているのに医療機関

を受診しないとか、学校に行ってしまう、出

勤をしてしまうということを何とか食い止め
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ることができないだろうか、と考えたわけで

す。 

抗体検査キットが行動変容を促す 

（スライド 41） 

そこで LINE を通して県民 130 万人とつなが

っていますので、アンケートをしてみました。

13 万 7,000 人から回答いただきました。これ

は非常に大きなインパクトがあると思います。 

（スライド 42） 

非常にショッキングなデータが得られたわ

けです。コロナが流行していることが分かっ

ていても、「もし風邪症状があるときに、あな

たは医療機関を受診しますか」という問いに、

4 割の方は医療機関を「受診しない」と回答

しました。 

もう一つは、その 4 割の人、「あなたは風邪

症状があるとき、通勤、通学を控えるように

しますか」と聞くと、4 割の人は「控えない」

と。勤勉なことを尊ぶ文化でわれわれは育っ

てきたわけですから、ちょっとやそっとの風

邪で通勤、通学を休むような社会にはなって

いないわけです。当然だと思います。これは

決してとがめられるものではないだろうと思

います。 

では、ここに対して、「抗原検査キットをお

うちで使って、自分で陽性となったら医療機

関を受診するか」と問うと、これは見事に 9

割の人たちが、「さすがに自宅の検査で抗原検

査キット陽性だったら医療機関へ行きます」

と。同じように、「通勤、通学をやめます」と。

行動変容が期待できる結果が回答されました。 

（スライド 43） 

そういうことで、アンケートに答えていた

だいた方々に、再度希望を募って、希望者に

は、抗原検査キットを 2 キット 1 セットにし

て配るという事業を、試行的事業として実施

しました。 

これはよく誤解されるのですけれども、前

提として、必ず県民の皆さんに、「発熱・咳・

咽頭痛などの風邪症状があるときに使ってく

ださい。無症状の方に抗原検査キットを使っ

ても有用性がないですよ」ときっちりと説明

したうえで使っていただいています。 

（スライド 44） 

自宅での検査はスクリーニングの位置づけ

なので、もし陽性になった場合には、かかる

医療機関も百何十カ所指定してありますので、

そこで確定検査を受けていただく。専用電話

にかけていただいて受診先を紹介する仕組み

を整えました。 

（スライド 45） 

実際に 4 万人に配布して、使っていただき

ました。もう数千人の方が使用された実績が

ありますけれども、その中で百五十何名の方

に陽性が出たということです。陽性率は大体

8～9％くらいです。 

陽性になった方はどうしたかという追跡調

査で、83％が医療機関を受診し、全員が通

勤・通学を控えました。われわれが仮説であ

った、自宅でセルフチェックできれば病院に

行ってくれる通勤・通学をやめてくれる、と

いうことが実証できたと考えています。 

（スライド 46・47） 

この経験を踏まえて、私たちは、さらに拡

大することを考えています。さらにワクチン

を打てない世代をターゲットにしていく必要

があります。いくらワクチン接種が進んだと

はいえ、ワクチンを打てない方、あるいはワ

クチンの効果が切れてしまう方々がいらっし

ゃいますので、こういったところを大きなタ

ーゲットとして拡大していくことが必要なの

ではないかということを、事前にわれわれは

3段階で考えていました。 

（スライド 48） 

ステップ 2 に関しては、踏み込みました。

県のほうで、幼稚園、保育園、そして小学校

を経由して、お子さんがいらっしゃる家庭に

配布するという事業を 9 月にスタートさせま

す。子どもだけでなく、子どもがいる家庭に

配布することで、おかしいなと思ったら、自

分で自分のチェックをする、こういう意識を

根づかせていきたいと思っています。 
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早期の薬剤処方がゲームチェンジャーに 

（スライド 49） 

抗原検査というのは、ゲームチェンジにつ

ながる話ではないかと思っていますけれども、

もう一つ、いままで闘ってきたこととのゲー

ムチェンジにつながる打ち手として、早期薬

剤の投与を明確に打ち出していきたいと思っ

ています。 

（スライド 50） 

医療の世界では、重症度に応じた対応が診

療の手引き等で示されています。どういう重

症度でどういう治療をするかが示されて、

様々な結果に基づいて有用性が分かってきて

いるのです。 

（スライド 51） 

いまも、PCR 検査あるいは抗原検査キット

が使われていますけれども、特に開業医、身

近なクリニックの考え方として、PCR 検査を

するだけ、検査をして診断することが自分た

ちの役割だというところでとどまっている感

があります。他の疾患なら根治的薬剤や症状

を軽減する薬剤を処方するのに、コロナには

それをしないのです。診断後入院しなかった

軽症者は自宅や宿泊施設で療養しますが、自

由な外出ができないため、改めて症状軽減の

ための投薬を受けることができないのです。

言い換えると、診断のために最初に受診した

時に薬をもらうチャンスがないのです。 

発熱、咳、悪心嘔吐など様々な症状があっ

て受診するわけですので、その症状に対する

薬剤の処方を積極的にやっていくべきだとい

うことを明確に打ち出していくことを始めま

した。 

実際に、いま若い世代の方が多いので、熱

が 40 度あるというだけで非常につらい。つら

いから、119 番通報して救急車を呼ぶ、こん

なことも行われているのです。最初の診断受

診時に投薬を積極的に処方することによって、

入院とか 119 番による消防の負荷を軽減して

いくことを進めたいのです。症状がなければ

御飯が食べられて、飲み物も飲めて、投薬で

全体としての症状が改善するということが期

待できるだろうと思っています。もう一つ、

この後お話しするステロイドです。ステロイ

ドも肺炎の悪化を阻止できますので、こうい

ったものを適切なタイミングで早くに投与す

ることを明確なポリシーとして打ち出したい

ということで始めました。 

（スライド 52） 

ここにあるように、発熱、咳のほかに消化

器症状が出て実際に吐くことがあります。「こ

ういった 3系統の薬はセット化して、1週間分

お薬を出してください」と県内の医療機関に

お願いしています。 

最初に来た時点で、「とにかくこういうとき

にはこの薬を使いなさいね」ということで、

事前に患者さんに出しておいていただく。 

（スライド 53） 

さらには、肺炎が疑われる徴候があった場

合、酸素が軽く低下抵抗であったり熱が 3 日

以上続いたり、こういった場合には肺炎を疑

いますので、この時点でステロイドをあらか

じめ処方しておいてもらう。ステロイドの投

与は本来タイミングを逸することなく、入院

して投与を開始するべきものなのですが、今

のように非常に入院が困難状況であると、投

与開始が遅れて重症化してしまう。そこで、

あらかじめ手元に薬があれば、入院はできな

くても、自宅で服用を開始しておいて、入院

治療へ繋げていくことができるのです。 

こうすることで、悪化する患者さんを減ら

していくことが、一つのゲームチェンジにな

るのではないかということでスタートさせた

わけです。 

「神奈川モデル」を支えるコミュニケーション 

（スライド 54） 

きょうのお話の中で強調しておきたいこと

は、神奈川県の「面」のコロナ戦略です。私

たちは様々な取り組みを各フェーズ、状況下

で、稼働させてきましたが、これらは全部連

動しています。全部が歯車のような関係で、

単独の施策は効果を発揮しません。例えばワ
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クチン接種もそうですし、先ほどの抗原検査

キットもその後の医療機関に受診できる仕組

みがなければならないし、自宅・宿泊療養患

者は確実に医療管理下にあるから、薬剤早期

処方の仕組みが生きる。全部が組み合わさっ

た形で施策の効果が出てくるのです。 

「神奈川モデル」は、病床確保だけではな

くて、その手前のところの地域療養、地域で

医師会の先生方がどうやって診ていくのか、

どうやってお薬を投与していくのか、それが

はじけた場合にどういう対応をするのか、こ

れは全部連動したことだということとして、

全体の戦略を明確化して、その中の一部分と

しての施策をどうやって打ち出していくのか

に腐心しているのです。 

後から出てきた施策は全体に影響します。

これを組み合わせると、じゃ、ここにはどう

影響する、ここにはどう影響する、これを全

部調整しながら、速いスピードで全体の設計

図を書き換えて、実行していく。これをやり

続けることがコロナ戦略でして、この 1 年半

これをやってきたわけです。 

（スライド 55） 

それをやるために重要なことは、医療に携

わる人たちのコミュニケーションです。 

つい先週ですか、感染症法の 16 条の 2 とい

う、かなり強制権のある打ち出しをして、と

にかく全ての病院は病床を確保しなさいとい

うことを、尻をたたく形で国や東京都から出

されましたけれども、われわれはこの手法は

取っておりませんし、今後も取らないつもり

です。 

（スライド 56・57） 

そのために何をしているかというと、県と、

医師会、病院協会、この三者がいつも協議を

して、同じ考え方で、同じ発信をし、同じ方

向性で全体をコントロールする、これをしつ

こく、しつこくやっています。 

私はいまの立場で毎週医師会へ行っていま

すし、病院協会でいまの状況はこうで、これ

からこうなるから、こうしましょう、と説明

をする、これをずっと続けているのです。 

（スライド 58） 

また、数百のコロナ患者さんを受け入れて

いただいている神奈川モデル認定医療機関に

対しても様々な打ち合わせの会をやっていま

す。いまみたいに感染者が多いと、毎週この

会議をして、院長あるいは経営に携わる事務

局長の皆さんにご参画いただいて、1 時間限

定で、いまの状況を共有し、これからの方向

性を議論しています。質問はその場でどんど

ん出していただき、その場で徹底的に回答し

ます。 

（スライド 59・60） 

そういったことを繰り返しリマインドして

いかないといけないのですが、会議をやって

も忘れてしまうことがあるので、メールなど

で、「ニュース」という言い方をしますが、壁

新聞みたいなものを、行政文ではなくて、平

易な言葉で配信しています。 

（スライド 61） 

もう一つ重要なことは勉強会です。医療の

世界なので、隣の病院はどう考えているのか、

どう対応、治療しているのか、自分たちはこ

う考えているけど正しいのか、こういったこ

とは、新しい病気ゆえに皆が悩んでいること

です。私は臨床医でもありますので、臨床医

として非常に気持ちが分かるところなのです。

これを行政として、われわれが音頭取りをし

て毎月勉強会をやります。医師の視点、看護

師の視点で勉強会をして、新しい情報を共有

して、全体として同じ方向性、同じ基準で治

療を患者さんに提供できるようにする、こん

なことを繰り返しやっています。 

こういうふうにしてコロナ対策をしていま

すけれども、忘れてはいけないのは、どんな

にコロナが流行しても、ほかの病気がなくな

っていないということです。がんの患者さん

など全く減っていないですし、慢性の病気そ

の他、なくなるわけがないわけです。 

コロナ対応のために一般医療を抑制 

（スライド 62） 

この中で、ほかの病気とコロナをどうやっ
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てバランスを取りながら診療していくのか、

全体の適正化をいつも意識していないといけ

ない。「コロナにもっと対応しろ、コロナの医

療体制を充実させろ」、こう言われたときに、

物理的に「やれ」と言われればできなくはな

いですよ。ほかの医療を犠牲にしろというこ

とならば、いくらでもできます。ほかの医療

を犠牲していいのか、いけないのかというの

は、広くみんなでディスカッションすべきで

す。ほかのものを何とか堅持しながらやると

いう考え方であるべきなのです。 

（スライド 63） 

神奈川県は一般医療の抑制に踏み込みまし

た。一定の条件に関して、3 カ月間という期

限を切って、11 月まで止めるということを打

ち出しました。これは先ほどの神奈川モデル

認定医療機関会議の中で、病院の院長先生方

から出た意見です。「もっとコロナに対応する

ためには、一定の基準があったほうがいい。

それはどういうものなのか、指針を示したほ

うがいいよね」、こういう積極的な意見の中で

つくりました。良性疾患、あるいは検査とか

機能障害（改善）、こういったことを目的とし

た入院、手術は延期しましょうと。 

（スライド 64・65） 

きょうは内容には踏み込みませんが、これ

らの細かい疾患を医療者にはお示しして、

様々に対応していただくということをしてい

ます。 

（スライド 66・67） 

その効果もあって、フェーズ 4 がもともと

確保できていた最大の病床数だったのですが、

赤い線が実際の患者数です。もう追いつかれ

るということで、足らない。 

先ほどの通知も踏まえて、青い線が実際に

確保できた病床数です。左が病床全体で、右

側は重症の入院者数です。重症もどんどん伸

びる中で、医療機関が実質的にフェーズ 4、

最大用意できるという ICU 病床、以上に病床

を確保して、何とか追いつかれないように対

応しているというのが現状です。その裏返し

ですけれども、その分、止めている医療があ

る。コロナ対応のために、ふだんだったら受

けられる医療を受けられない人たちが発生し

ている、この事実に絶対目を背けてはいけな

い。異常事態です。これは明確に異常事態だ

と思いますけれども、こういった中で、何と

か分母が増えたために、神奈川県はいま 90％

ぐらいのところで病床利用率が収まっている。

とっくに本来用意できる病床数からすれば、

100％超えています。そういう状況にあるんだ

ということです。 

（スライド 68） 

最近は、「災害」と呼ばれますけれども、災

害ということを本当に分かって皆が使ってい

るのか、少し懸念しています。 

去年の春、ヨーロッパの特にイタリアとか

スペインでは医療が崩壊しました。そのとき

に、緑の線がイタリアですが、イタリアは昨

年の 3 月に医療崩壊しました。そのときの新

規患者数は 5,000 人とか 6,000 人です。人口

は日本の半分ですので、これの倍で考えれば

1万 2,000人です。 

現在、日本で 2 万人から 2 万 5,000 人の患

者が発生しているのです。もちろん当時とは

違って、ワクチンがあって、高齢者が少ない

ということはありますが、医療崩壊をしたイ

タリア、スペインの倍の患者さんがもう発生

している。日本はいま、そういう状況に追い

込まれているわけです。 

（スライド 71） 

これは去年のものですが、一部分のマスコ

ミで使われていたものを転用させていただき

ました。こういう写真があるわけです。これ

はイタリアの病院ですけれども、病院の中に

簡易ベッドを置いて収容していました。 

そのときにどんどん亡くなる方が出て、イ

タリアは火葬の文化があるので、火葬場が間

に合わずに、棺桶がどんどん積み上がる、こ

んなことが起きていたわけです。 

先月、7 月でもインドネシアではストレッ

チャーで寝ている方々がいっぱいでした。こ

れが災害なわけです。 

では、日本で災害をどういうふうにみんな



16 
 

が思っているか。自然災害が多いので、地震

とか水害のイメージだと思います。 

東日本大震災のときも、診療の部屋じゃな

いところに、医療スタッフがモノを展開して、

どこでもいいから医療をやろう、こういうこ

とをやっていたわけです。そういったことを

コロナに対してもやるのか、どうなのか、と

いうことをわれわれは考えなければいけない。 

「災害医療」が持つ本当の意味 

（スライド 72） 

次のようなことを具体的に考えなければい

けないのです。本来は4人部屋なんだけど6人

収容する。これは災害のとき、地震のときに

はこういう計画があります。では、コロナで

もそういうふうにしますか。 

眼科の先生、耳鼻科の先生もコロナの診療

をしてください、外科医の先生もしてくださ

い、ということでやるんですか。 

その分、自分やご家族ががんになって、す

ぐ手術をしたい、抗がん剤治療をしたいとい

うときに、新規のがんの診療を止めてコロナ

の対応をする、そういうことまでわれわれは

考えるんですか、どうなんですか。こういう

ことを本当にディスカッションして、私たち

の本来あるべき医療はどうあればいいのか、

を考えなければいけない。これが本当の災害

だということだと思います。 

「災害医療」というのは、実は私がアドバ

イザリーボードで言ってから使われるように

なったのですけれども、本当にこの意味が分

かって、「災害医療」という言い方をしている

のか。こういうことを私たちは本当にディス

カッションをしなければいけない。安易に野

戦病院なんてできません。 

（スライド 73） 

災害時医療の理念は「救えるはずの命は救

う」、やっぱりここを目標にしていく。そのと

きには、何かをやめることがつきものです。

限られた資源しかないんだから、資源を集約

するので、その分、普段どおりのことはでき

ないのです。普段やっていることの何かは犠

牲にして、その分を回して、救える命を救う。

いつもやっていることをやろうとしてはいけ

なくて、いつもと違うことをやる。それが災

害時の対応の覚悟なのです。その覚悟を私た

ち国民全体が理解をして、やろうとしている

のかどうなのかということです。 

もっと言うならば、本当にそうすることが

良いのか、というところから考える必要があ

ると思います。これ以上コロナシフトするの

が本当に正しいのか、正しくないのかです。 

先ほど、がんを例にあげましたけれども、

本当にこれ以上一般医療を止めるのか、とい

ったことは医療者が考えることで済む問題で

はなくて、受益者である県民、市民、国民、

みんなが議論しなければいけない。そういう

ことを議論したうえで、戦略的視点、あるい

は戦術的な視点の中で、私たちは限られた資

源を、どこにどういうふうに注入していくの

かの結論を出していかなければいけない。そ

ういうところにいま来ているんだろうと思っ

ている次第です。 

 

（質疑応答） 

 

司会 阿南さん、どうもありがとうござい

ました。限られた時間の中で、非常に盛りだ

くさんにお話を伺いました。 

質問をお受けする前に、お伺いしたいんで

すけれども、臨時の医療施設を去年の段階で

神奈川県は造られたということでした。いま

軽症とか中等症とか、自宅療養を余儀なくさ

れる方が増えてきて、酸素ステーションとか

入院待機ステーションを造っても、治療介入

がないと、医療がつながらない、重症化を止

めるのが難しいというお話でした。全国で臨

時の病棟とか、いわゆる野戦病院と呼ばれる

ものを造りたいという話がある中で、そこに

医療者を配置するのが非常に難しくて諦めて

いるという話もありますが、神奈川県の場合

は、人の派遣ですとか、配置をどうなさって

おられますか。 

阿南 非常に重要なことで、わが国におい
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ては、ハードの面、つまり建物を建てて、酸

素配管してというのは、あっという間にでき

ます。そういう国力はあります。でも、人は

本当にいないです。看護師や医師は本当にカ

ラッカラ。例えばわれわれは酸素ステーショ

ンをやっていますけれども、酸素ステーショ

ンも看護師を配置できないです。勤務がつな

がらないんですね。医療施設というのは 24 時

間なので。ここが本当につらいです。 

先ほどお示しした臨時の医療施設や臨時の

医療病棟には、全て母体となる医療機関を設

置してあります。母体となる医療法人、医療

機関にぶら下げる形で造るというのは、当初

からのコンセプトです。これは私が、建物な

んかいくらでも造れるけれども、働く人は何

処からも出てきませんよ、と強調してやって

きたので。 

180 床運営している臨時医療施設は、日本

最大の医療法人にお願いをして、そこのスタ

ッフの運用でやっていただいている。さらに

そこが人を雇うことができるように、金銭的、

財政的な支援策はありますので、採用してい

ただいているんですが、基本的な運用に関し

ては、必ず母体となるものをつくってありま

す。 

ほかに 2 つの臨時の病棟がありますけれど

も、これも本来の病院にお願いをして、本来

の病院が運営をする、これが約束事です。こ

れがない限りできないです。 

もう一つ重要なことは、医療機関は組織で

すから、組織として運用することです。組織

化されているから、安全に医療が提供できる

んです。安全でないものは医療ではないです

から。「野戦病院」と言いますけれども、そこ

を死に場所にするんだったら意味がないです。

下手なものを造ったら、そこで死ぬだけです。

単に死ぬ場所を造ってくれというのなら、ど

んどん造ればいいでしょう。きょうはちょっ

ときつい言い方をします。死に場所を造れと

いうのなら、いくらでも建物を建てて、形だ

けの医療者を配置して、そこでおみとりして

あげればいいだろうと思います。でも、そん

なものは求めていることと違いますよね。医

療を提供するのであれば、医療者が 24 時間配

置されて、それが組織化されて、運営すると

いうことです。 

病院というのは、医師がいて、看護師がい

て、医師の指示で看護師が動きます。看護師

は、看護師長がいて、看護師長の管理の下で

適正な医療が展開できるように組織立って動

いているからいいのです。これがないような

ところは、もはや医療機関ではないので、ろ

くな医療が提供されません。 

こういったことをしっかりと押さえる必要

があるだろうと思っています。 

司会 母体になる医療機関の中でそちらに

派遣してもらう、そのやり繰りはその病院に

任せるというか、任せても大丈夫なようなと

ころに依頼するということですね。 

阿南 そうです。それが当初からの条件で

す。 

司会 質問を代読します「できるだけ多く

の病院に等しくコロナ対応に参画してもらう

に当たって、あらかじめ協定を結び、さらに

互いに疑心暗鬼にならないように、どの病院

が何を受け入れているのかをデータとして可

視化したというお話がありました。協定は誰

と誰の間で結ばれているのでしょうか。知事

と病院理事長ですか」。また「こうしたデータ

を外部、一般にも公開することについての是

非、適否について、ご意見をお聞かせくださ

い」。 

「ご存じのように、現在、東京都では病床

確保をめぐって、知事と厚労省が感染症法に

基づく協力要請をしており、正当な理由なく

応じなかったときには病院名を公表する、と

言っていますが、名前の公表で協力が得られ

るとは思えません。神奈川県のように、デー

タを可視化して、可能な範囲でそれを一般に

も公表することが問題解決につながるのでは

ないと感じていますが、いかがでしょうか」 

阿南 1 点目は、県と医療機関との間の協

定です。要するに、知事と医療機関の病院長

であったり管理者理事者、その間で協定が結

ばれています。 
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それから二つ目は、われわれは可視化して

いますけれども、医療機関同士で可視化して

います。医療機関は見られます。ただし、一

般公開はもちろんしていません。一般公開に

はものすごい抵抗感があると思います。医療

機関がかえってかたくなになります。 

医療機関は、うまく扱わなければいけない

対象者ですので、彼らが一番守ってほしいラ

インはどこで、何がくすぐりどころなのかを

考えたときに、隣の病院はどうなのかを見え

るようにすることで、競争意識と安心感にな

ります。隣の病院もこうやっているから、じ

ゃ、自分もこうやるんだ。隣の病院がこうし

ている、だから、自分もこうしなければいけ

ない。ある意味であおりにもなるし、安心感

にもなる。こういうことで、医療機関同士は

見える化をしています。 

ただし、これは一般には見せません。一般

に見せることに関しては、医療機関は絶対的

に反発心を持ちますので、余計参入を遅らせ

る。それだったらやらない、という医療機関

がたくさん出てきますので、ここのところだ

けは守る。 

医療機関がどうしても守ってほしいという

ラインを守りつつやるという、そのバランス

が今回やったことです。 

司会 次の質問です。「神奈川県の取り組み

は常に一歩先を行っていて、すばらしいと個

人的には思っております。そのうえで、自宅

療養者への支援について、横浜市や川崎市が、

せっかくのシステムを導入していないことを

残念に思っています。なぜこうした地域では

できなかったのか。また、臨時の医療施設な

どでの人の配置について、鎌倉市のプレハブ

施設で、看護師らの人手の確保に苦心なさっ

ています。質問が重なりますが、この人手の

確保に行政がさらにできることはないのでし

ょうか。限界といえるのでしょうか」。 

阿南 1点目は、今年の 3月に感染症法が改

正されましたけれども、われわれは明確に改

悪だと思っています。改悪といいますか、も

ともとの在り方が難しくて、保健所設置市と

いう考え方がありまして、政令市及び保健所

を設置している市、神奈川県では 6 つの市が

これに当たるわけですけれども、これと県は

同格です。感染症法上、神奈川県と 6 つの市

は横並びなのです。横並びということは、財

源、権限、責務が同じ横並びになっているの

で、われわれとしては非常に踏み込みづらい。 

実は、感染症以前の仕組みであれば、3 月

の改正前であれば、そこら辺のところがまだ

読みがぼやけていたところがあるので、神奈

川県でかなり主導的にやってきて、横浜、川

崎も取り込んでやってきたんですが、3 月に

改正されて、明確に切り分けられてしまいま

した。 

その結果として、例えば先ほどの地域医療

の仕組み、これは県でまず予算化をし、いろ

んな決まり事をつくってあります。決まり事

に基づいて、医師会と協定を結んで、医師会

に対して、その契約に基づいたお金をお支払

いして、それを実行していただく、こういう

仕組みですけれども、われわれには横浜、川

崎の医師会と直接協定を結ぶ権限がないので

す。アプローチすることができない。 

実は、この法律が運用される前から取り組

んでいたので、アプローチはしていました。

途中まで話を進めていたのですけれども、法

改正があった。例えば予算もそれぞれの市で

先に予算化をして、われわれが考えているの

と同じ予算確保の中でそれぞれの市が医師会

との間で契約を結んで実行していただかない

限りはどうにもならない状態になってしまっ

たのです。われわれとしては随分せっつきま

したけれども、それぞれの市からすると、「い

やいや、そこのところはわれわれの考えでや

ります。われわれとしてはこういう順番でや

ります」、というような考えの中で、われわれ

がそれ以上踏み込めないんですね。 

明確に言うと、治外法権です。治外法権が

あって、そこは踏み込めない法律の立てつけ

になってしまっている。そのため、そういう

エリアでなかなか進まなかった。われわれと

しても本当に悔しい思いをしている部分あり

ます。 
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それから、臨時医療施設の配置に関しては、

医療法人も本当に苦労しながら人を採用する

ように頑張ってくれています。われわれとし

ては財政的支援ぐらいしかできないところが

あって、要するに、その医療施設で採用して

いただくのが一番いい。法にのっとって委託

して運用していただいていますので、そこで

人を雇っていただくことが非常に重要になり

ます。 

ですので、ご紹介することまではできるか

もしれませんけれども、われわれができるの

は、採用するに当たって財政的支援をする、

それまでしかできない。 

特に、神奈川県は厳しいのだと思います。

神奈川県の看護師は、人口 10 万人当たりでい

くと全国 45 位です。病院数、病床数は最下位

なのです。神奈川県は一番弱小なんです。こ

ういう弱小なところだからこそ、精緻な形で

戦略を練って、仕組みを創って、積み上げて

いかないと、とても対応できない。 

東京都は、ボリュームがあるんです。もの

すごいキャパシティを持っているんですね。

だから、あまり詰め詰めの仕組みというのが

なくても吸収できたのが、いままでだったん

だと思います。さすがに第 5 波は本当に吸収

し切れないところになってきて、いろいろご

苦労されているんだと思いますけれども、キ

ャパシティの規模が圧倒的に違います。 

神奈川県は人口だけで言うと、東京都の次

となっていますけれども、人口当たりの医療

のパワーが、他県に比べて圧倒的に脆弱なの

で、こういう詰め詰めをしています。そうい

う中で看護師の確保は非常に困難で、酸素ス

テーションも、24 時間の看護師の配置ができ

なくて、本当に困っている状況です。厚生労

働省にもお願いをして、つい先日も、「秋田の

ほうから 1 人行けるかも」とか、そういうよ

うな状態で、綱渡り状態であります。 

もっと広く言うと、看護師は神奈川だけで

なく、本当にいないと思います。パイの奪い

合いになっていますね。 

例えばワクチンです。ワクチン接種もしな

ければいけない。これも正しいんですけれど

も、ワクチン接種に看護師が行ってしまって

いる。 

それから、コロナで病院も厳しい。病院が

厳しいから、看護師をどうやって自分のとこ

ろにとどめておくのか、すごく苦労していま

す。コロナが流行してから、たくさんの看護

師が辞めてしまっています。これについては

各病院の院長先生方から、本当に苦しい、涙

ながらのご意見を賜ります。本当にベテラン

の看護師がみんな辞めてしまう。 

この場だから申しあげますけれども、本当

におかしな逆転現象が起きていて、例えばワ

クチンを 1 回担当すると、それなりのお金を

つけられるようになっています。 

ワクチンというのは、看護師からしたら、

楽です。私も医療者として分かります。ワク

チン接種は、こんな簡単な仕事はないですよ。

それだけでこれだけの収入が得られるのであ

れば、何でこんなつらい思いをして病院で働

かなければいけないのかと、当然看護師は思

うと思います。やりがいということで済む問

題ではない。 

いくら積み上げるお金がちょっとプラスさ

れますよと言っても、ちょっとですから。そ

れで病院でつらいつらいコロナ対応をしてい

るのであれば、心も折れてきます。そういう

中で安易なほうに流れるのは当然です。医師、

看護師を確保するのは非常に困難になってい

る現実があるだろうと思っています。 

司会 いまの質問に関連した質問です。「神

奈川モデルの実施エリアの対象になっていな

い自治体は独自の施策が実施されているとい

うことでしょうか。横浜、川崎などの人口の

多い自治体で、神奈川モデルが実施されるめ

ど、時期をお教えください」「カルテなど、デ

ータの共有化は、県内の病院に限られるので

しょうか」という 2つの質問です。 

阿南 「神奈川モデル」とおっしゃってい

るのは、地域療養モデルのことでしょうか。

地域の医師会、訪問看護ステーションのこと

であれば、医師会もどんどんやりたいとお話
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しいただいているので、いまどんどん進めて

います。川崎市も話を進めています。そうい

うことで、今後多分やっていくことになるだ

ろうと思っています。 

横浜市も、もちろん全くやらないというこ

とではなくて、横浜市は人口が多いので、普

通の市に相当するのが区なんです。区が 18 あ

りますけれども、その中の一つの区は、こう

いうことをやろうかとか、この区はこういう

ことをやろうかとか、そういうお話をいただ

いています。それでもいいからやりましょう

ということで、ちょっとずつ前に進んでいる

というところです。 

それから、データの共有には法律の問題も

あります。データの管理ですが、これは感染

症法に基づいて、都道府県あるいは保健所設

置市は、患者さんのデータを管理していいわ

けですので、この法的な解釈に基づいて共有

できる人との間で共有しています。 

例えば、医師会との間も契約が必要なので

す。医療契約とは違うので、医師会に患者さ

んの情報をそのまま渡すことはできません。

ですので、決められた機関に関してだけ情報

を共有する、あらかじめ契約を結んだ中でそ

の情報を見られるアクセス権を提供している

ということになっています。ですので、神奈

川県の中で情報を見られる仕組みということ

になっています。 

他県でやるのであれば、保健所設置市のレ

ベルで権限を明確化して、そのうえで医師会

と契約を結んで見られる化をするという、法

的な解釈の詰めもそれぞれやっていただかな

いといけない。われわれは相当にここを詰め

たからこそできるようになっています。 

司会 次の質問です。「抗原検査キットの配

布や早期処方薬の配布など、先進的な取り組

みだと感銘を受けました。ただ、残念なこと

に、神奈川県の新規感染者数が東京都に次い

で多く、高止まりが続いています。この現状

は、長期の取り組みによって減少に向かわせ

ることが可能なのでしょうか」 

阿南 先ほどお示ししたものは、患者数を

直接的に減らすことにはなかなかつながらな

い部分だろうと思っています。特に、早期の

処方は、入院になる人たちを減らしていくと

ころに役立っていくのではないか考えていま

す。 

抗原検査キットは、少し時間がたって、し

かも広い範囲で使っていただければ、すり抜

けて感染を広げる人たちがいなくなるので、

最終的に患者さんが減る施策になっていくだ

ろうと思っています。けれども、実効再生産

数のところでお話ししたように、根本的には、

組み合わせです。ワクチン施策と、実際の人

と人の接触のところ、ここのところをいじっ

ていかない限り、そう簡単にはいまの患者数

の状態は減っていかないだろうと思っていま

す。 

東京都も高止まりと言っていますけれども、

われわれ専門家会議の中では、このまま減る

とは単純に予想できないだろう、再度上昇す

る可能性も十分あると踏んでいます。まだま

だ首都圏は、減る方向にはいかないだろうと

思っています。 

司会 次の質問です。「2020 東京大会の指

定病院の墨東病院が、組織委の要請を断って

いたことが話題になりましたが、神奈川の医

療機関ではどうでしょうか。すでに終わった

オリンピックの対応がどうだったのかも合わ

せて教えていただけないでしょうか」 

阿南 オリンピックは、5月か 6月に初めて

お話しいただきました。われわれとしても非

常に大きな負荷だなということがありました。

もともとオリンピックの大会指定医療機関と

いう制度があって、その「指定医療機関で診

てください、コロナの患者さんも診てくださ

い」と組織委員会からお話がありました。こ

れは蹴りました。 

各病院に対して話があったのですが、各病

院が戸惑ったのです。各病院はこんなにコロ

ナの対応で忙しい状況でさらにやれと言われ

ても無理だという声が上がりました。大体オ

リンピックの大会指定医療機関というのは、

オリンピックでけがをした人、あるいはオリ
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ンピックの選手たちが具合が悪いときに診る

ということで、4 年前からいろいろ詰めて契

約更新に至っているのです。そこに急にオリ

ンピックのコロナも診てくださいと投げられ

たんですが、これらの大会指定医療機関はコ

ロナですでに目いっぱい対応していただいて

いるのです。ですから、普通の一般の県民、

市民の人々に対するコロナの対応をやってい

るうえに、さらにオリンピック関係者のコロ

ナ対応をしてくれと言われたら、そんなのは

無理だと、当然の声が出たわけで、われわれ

のところに話がありました。 

そこで、各病院と直接の交渉は全部やめさ

せました。組織委員会と各病院との間でやり

取りをすることはまかりならぬ、と。県で関

係する人たちを全部集めて、組織委員会にも

参加してもらって、協議会を立ち上げました。

その中でわれわれが示したのは、コロナの対

応に関しては、先ほどお示しした「神奈川モ

デル」の中で受け取るということでした。 

「本当はきついんだ。きついんだけれども、

コロナになってしまった人たちに対する医療

の提供は必要だから、ここのところはやりま

しょう。ただし、それは神奈川モデルの中で

やります」と回答しました。 

この「神奈川モデル」でやるということで

大きく変わったことは何かというと、軽症だ

ろうが重症だろうが医療機関で診てください

というのが組織委員会が求めてきたことです

けれども、それを「ノー」としたということ

です。 

つまり、先ほどの図のように軽症、無症状

であれば病院ではないわけです。ですから、

オリンピック関係者、これは選手であっても

病院に入れない。もともとオリンピック・パ

ラリンピックは VIP 扱いというのが基本的な

考え方なんです。で、「VIP 扱いをしない」と

宣言したということです。これ以上医療機関

に負担をかけられない。「これだけ県民、市民

が大変な状況の中で、特別な VIP 扱いはでき

ません」ということを明言して、だからオリ

ンピック関係者も同じようにやっていただく。

その中で、軽症であれば宿泊療養施設に入っ

ていただくということでご了解いただいたし、

中等症以上であれば、先ほどお示しした臨時

の医療施設に入っていただく。 

そういうことで、コロナ対応を全部医療機

関でということは基本的にはしないようにし

ました。例外は選手だけです。オリンピック

関係者の中で選手というのはごく一部ですけ

れども、選手だけはドーピング問題が絡むの

で、ここだけはオリンピック指定医療機関に

お願いをする、という例外をつくりました。

けれども、基本的にはそれ以外の受け皿で対

応するというふうにさせていただきました。 

司会 「今後、感染症爆発が繰り返し起き

ることは必至だとすれば、地域医療構想と地

域医療計画に、有事対応の神奈川方式、有事

即応システムをあらかじめビルトインすべき

です。そのために欠かせない視点、及び具体

的に実施するための要諦は何でしょうか」 

阿南 おそらく二つの観点があるだろうと

思います。 

一つは医療基盤の観点です。日常的な医療

にはみんながいま苦労されている。みんなが

とても大変になっているのは、医療というの

は、公益性のある公的な資源であるはずです。

だけれども、ここを十分に国民――政治とか

政府に置き換えるべきかもしれませんが――

がコントロールすることができないのがいま

のわが国の医療の在り方です。 

公益性があるのに、そこに対して権限を発

動できないというつくりになっていることに

関して、どのようにしていくのか。それを地

域医療構想、あるいは地域包括ケアの中でど

ういうふうにしていくのか、ということが一

つです。 

そこをサポートするうえで、情報基盤が大

きな力になるので、情報基盤をベースとした、

ふだんからのグリップという問題をどうして

いくのか、ということだと思います。 

もう一つは、視点を全く違うところに持っ

ていって、医療危機に対する対応組織が――

これは立法ということも絡んできますが――

わが国にはないのです。医療危機に対する対
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応組織が存在しない。これは厚生労働省では

無理です。 

例えば米国には CDC（疾病対策予防センタ

ー）という組織がある。イギリスにもそうい

ったものに対応する組織があるわけですけれ

ども、それをそのまま日本に持ってくること

は合いません。 

よく日本版 CDC という言い方をしますが、

日本版 CDC にそのまま賛成するわけではあり

ませんが、日本は自然災害が多いわけですの

で、自然災害を含めて、医療危機に対応する

行政に近い機関をつくるべきでしょう。 

そこを踏まえて、先ほどお話ししたように、

その医療機関をどうやってグリップできるの

かということは、体制と財政策のところで大

きくつくりかえをしなければいけないだろう

と思います。小手先でやれることではないだ

ろうと思います。かなり俯瞰的な視点で、立

法も含めて、これはすでに動き出していると

思いますが、大きくつくりかえることが必要

だと思います。 

司会 もう一問だけお願いできればと思い

ます。「先日公開された「神奈川県早期薬剤処

方の指針」バージョン 1 について伺います。

有症状者へのルーティン処方で示されたステ

ロイドの投与基準は、ほかの基準より緩和さ

れていると思いますが、災害時の対応だから

という理解でよろしいでしょうか」 

阿南 緩和というのはどういう意味でおっ

しゃられたのでしょうか。おっしゃるように、

解熱鎮痛剤と咳止めと制吐剤、吐き気止めは

最初の時点で出すことにしていますけれども、

ステロイドは、診断がついた時点で全部出す

ようにはしていません。そこの違いを多分お

っしゃっているのかと思いますけれども、ス

テロイド薬というのはもろ刃の剣でして、免

疫力を抑える薬剤です。 

本来、感染症ですから、免疫をつけるため

にワクチンがあるわけですけれども、何でも

かんでもステロイドを使ってしまうと、免疫

活動が抑制されてしまうので、感染症と闘う

力がなくなるわけです。 

そこのところを踏まえて、コロナウイルス

は、細菌性肺炎と全く違う、間質性肺炎とい

う特殊な肺炎です。過剰な免疫反応によって

様々に惹起される特殊な肺炎なので、過剰な

免疫反応のところだけを抑えたい。ですので、

ステロイドを投与する方というのは、肺炎徴

候がある方ということが前提になります。 

肺炎の徴候がある方というのは、軽度の低

酸素、酸素が下がってきている初期の肺炎像

の方ということです。あるいは、熱が続く方

も肺炎の可能性が非常に高いので、そういう

方に絞っているのは医学的には適正で、誰で

も彼でもやると、ステロイドというのは様々

な副作用があります。端的に言うと、全員糖

尿病になってしまう、そういうものです。 

ステロイドを 10 日間出すことになっていま

すけれども、ふだんちょっと血糖値が高めと

言われている方が使ったら、間違いなく高血

糖になります。高血糖に伴って様々な症状が

出てしまうので、もろ刃の剣なのです。そこ

を踏まえて、誰でも彼でもではなく、一定の

縛りをつけたという次第です。これは医学的

な適正性ということでご理解いただければと

思います。 

文責＝日本記者クラブ 



新型コロナウイルス感染症対応は
医療構造基盤構築のための戦いと災害対応

神奈川県 理事（医療危機対策担当）
阿南英明



ダイヤモンドプリンセス号対応の混乱

2

• 初期対応の課題

市と県と国の役割1
検疫法と感染症法2
検疫法の想定範囲3

大規模感染症対応する組織4
DMATによる

船内活動
搬送調整

神奈川県庁内に神奈川DMAT調整本部 船内にDMAT現地指揮所設置
2020年2⽉5〜26⽇対応

沖縄タイムズより

災害認定



陽性確定
（搬送要否の判断）

ダイヤモンドプリンセス号から医療機関への搬送

3

• 患者増加に伴い種々の病床拡大を実施

神奈川県感染症指定
医療機関

PCR陽性者の入院

結核対応感染症指定
医療機関

感染症法上の
取扱い解釈拡大

他都道府県感染症指定
医療機関

広域対応

厚⽣労働省との調整

新型インフルエンザ患者
⼊院協⼒医療機関のうち
協⼒を得られた医療機関

一般病床への拡大

厚⽣労働省との調整

救急医療機関（救命救急センター等）

救急患者の対応（搬送調整）



神奈川県DMAT調整本部の搬送調整

4

Fukushima: 7

Miyagi: 1

Tochigi: 11

Ibaraki: 25

Gunma: 23
Nagano: 14

Saitama: 20

Tokyo: 214
Kanagawa: 203

Chiba: 60
Yamanashi: 8

Shizuoka: 14
Aichi: 135

Gifu: 9

Osaka: 10

Nara: 5

Unknown: 2

神奈川県DMAT調整本部

769人
患者＋救急患者＋家族

Hideaki Anan, MD PhD, et al.  Medical Transport for 769 COVID-19 
Patients on a Cruise Ship by Japan Disaster Medical Assistance 
Team . Disaster Medicine and Public Health Preparedness.  press: 
05 june 2020. pp1-4.



横浜市・神奈川県の救急医療崩壊寸前

5

• 新型コロナウイルス感染症は、他の医療を大きく阻害するため、⼈員不⾜という課題が露呈した。
他の医療への影響 ⼈的資源の⽐較
• 感染防護を徹底しながら医療を提供することは

負荷が大きく、他の医療にも多大な影響を与えま
す。

• 通常時と比較すると、コロナ患者を受け入れる場合は、
より多くの⼈的資源が必要です。

感染防護の徹底

他の患者
対応不可 重症患者の発⽣

一般救急受け入れ困難 ICUの負荷
(⼈工呼吸/ECMO)

複数の重症患者を単施設で対応することは不可

新型コロナウイルス感染症の患者を受け⼊れた
病院では、平常時の2〜4倍の⼈的資源が必要

一般の患者対応 コロナ患者対応



社会の縮図「ダイヤモンドプリンセス」

6

ダイヤモンドプリンセス内での感染状況を社会の縮図とし、今後起こりうる感染拡大に備える必要
ダイヤモンドプリンセス号内の乗客・乗員の感染状況は︖

隔離必要

540⼈

緊急・重症

108⼈

ハイリスク・高齢

83⼈

健全者

--⼈(省略)

PCR検査の結果は︖
陰性/未陽性

リスクは︖
低い高い

症状は︖
重症軽症

生命危機のリスクありリスクは低いが
ボリュームが多い

救急対応



ダイヤモンドプリンセス号から得られた課題と施策

7

ダイヤモンドプリンセス号対応の課題から、神奈川県全体の対策を講じる必要があった
高齢・ハイリスク・

合併症に対する配慮
大量の軽症・

無症状者の⼊院 ⼊院先マッチング ICU荷重大
患者の選別⾏為が必要。 膨大な数の軽症・無症

状者への医療提供業務
を効率化しなければなら
ない。

入院が必要と判断した場
合に即時に搬送先を決
定するため、病床数の共
有が必要。

ICU荷重が高まるため、リ
ソース（⼈員・物資）の
最適化が求められる。

背景・重症度による分類 「⼊院要否」と「隔離要否」
の分離

集約的⼊院病床と情報
（医療情報の把握と調整）

分散的ICU活用
（医療情報の把握と調整）



緊急医療体制「神奈川モデル」

8

神奈川県調整本部

⾃宅や宿泊施設等

高度医療機関

陽性
中等症

集合検査場
帰国者・接触者外来など

（医療機関）

回復

陽性
重症

陽性
無症状 or 軽症

感染の疑い

帰国者・接触者
相談センター

受診調整 診察

患者受⼊・搬送等の調整

重点医療機関

拠点化

モニタリング

患者受⼊
搬送等の調整

患者受⼊・搬送等の調整

重点医療機関
協⼒病院

検査
酸素投与＋高齢者・

基礎疾患・免疫低下・妊婦

⼈工呼吸/ECMO

機能集約と役割分担

救命救急センター
地域基幹病院

透析版
精神科版
小児科版
周産期版



神奈川県⽴臨時の医療施設

9

○病床数 180床 （湘南ヘルスイノベーションパーク内）
○開設⽇ 令和2年5⽉18⽇
○9都道県で臨時の医療施設が設置されているが、神奈川県が最初・最大の⼊院施設



神奈川県における臨時の医療施設

１

北⾥大学病院
〇運⽤開始 令和2年5⽉20⽇
〇病床数 50床

海⽼名総合病院
〇運⽤開始 令和2年5⽉1⽇
〇病床数 38床

神奈川県⽴臨時の医療施設
〇運⽤開始 令和2年5⽉
〇病床数 180床



神奈川県内医療機関の情報管理システム

11

課題の1つであったリソース（ヒト・モノ）の⾒える化をIT基盤を構築して解決した

情報管理システム「G-MIS」

医療機関 保健所 集合検査場 調整本部 宿泊施設など

搬送依頼医療資材情報

医療従事者情報 医療機器情報

神奈川県内医療機関の情報管理システムを構築し、国に提供

kintoneをベースに
情報共有基盤を構築

サイボウズが提供するkintoneを活⽤
し、病床や物資情報など、点在する情
報を集約・共通できる基盤を構築しま
した。

参考︓https://kintone.cybozu.co.jp/

病床情報

https://kintone.cybozu.co.jp/
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コロナ対策によって広域の医療体制統一
医療情報共有と資機材供給の一元化 医療供給の均てん化



C-CAT（Corona-Cluster Attack Team）の活動内容

13

発生

感染症指導

搬送調整 医療⽀援

調査

資機材⽀援

⽀援手配 継続的な
⽀援体制構築

C-CAT担当者

県職員 施設職員

感染症対策指導チーム

連携体制保健所

医療機関
福祉施設等

C-CAT
介⼊依頼

C-CATの⽀援活動

終
息



C-CATの取組み

14C-CATによる研修会の様子

宿泊療養所・神奈川モデルの病院
• 陽性者受け入れ前のゾーニング指導
• 感染防止対策指導

陽性者発生施設
• ゾーニング指導
• 感染拡大防止指導

その他
• 講習・研修
• 施設や保健所等からの相談対応
• 情報発信



情報発信（具体例③）

15

〇施設内におけるクラスター対策の報告

・C-CATの実際の活動報告と、
活動を通して感染防止対策方法等、
施設へ伝えたいことをまとめたレポート

★令和２年10⽉30⽇ 県HPにて発信

リンク：https://www.pref.kanagawa.jp/documents/65475/c-cat_report2.pdf

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/65475/c-cat_report2.pdf
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COVID-19を拡大させないためにC-CATの成果

0%

5%

10%
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20%

25%

1日目 11日目 21日目 31日目 41日目

入居者致命率の推移

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1日目 11日目 21日目 31日目 41日目

職員陽性率の推移

・Ｃ－ＣＡＴ派遣施設（福祉施設A …2020年8月6日,福祉施設B…2021年1月16日クラスター発生）

・Ｃ－ＣＡＴ派遣を派遣していない施設（福祉施設C… 2021年1月18日,福祉施設D…2021年1月22日クラスター発生）

➡Ｃ－ＣＡＴ派遣により、発生後の拡大を抑制する効果が出ている

22%
↓
0%

19%
↓
6%

入居者陽性率20%(A)、職員陽性率6%(B) 、入居者致命率0%(A)

入居者陽性率57%(D)、職員陽性率19%(D) 、入居者致命率22%(D)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1日目 11日目 21日目 31日目 41日目

入居者陽性率の推移 57%
↓

20%
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新規陽性患者数とクラスター未終結施設数
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コロナ⼊院
受⼊医療機関

病床の
効率的運用４．⼊院基準（スコア）３．後方搬送体制

コロナ患者の
受け⼊れ

キャパシティ

２．フェーズによ
る協定

１．重点・協⼒
病院の病床拡充

６．想定外事態
の対策

５．⾃宅療養患者の地域療養化

医療キャパシティ確保の戦略



１．認定医療機関数の増加、病床数増加

19

• 物理的な病院・病床確保 県内一般病院の62％
神奈川モデル認定医療機関

令和２年
11⽉14⽇

（医療アラート発動）

令和２年
12⽉1⽇

令和３年
１⽉１⽇

令和３年
２⽉１⽇

令和３年
３⽉１⽇

令和３年
８⽉23⽇

神奈川モデル認定医療機関 98 101 106 113 171 187

（うち後方支援病院） (49) (49) (55) (70) (116) (133)

精神科を除く病院数304

コロナ陽性患者受入れ医療機関 単位︓病院
数

病院区分 令和２年
10⽉1⽇

令和２年
11⽉1⽇

令和２年
12⽉1⽇

令和３年
１⽉１⽇

令和３年
２⽉１⽇

令和３年
２⽉４⽇

令和３年
８⽉23⽇

高度医療機関 24 24 24 24 24 24 26
重点医療機関 13 12 12 13 14 17 19
重点医療機関協⼒病院Ａ
（認定区分⑤） 18 20 21 22 27 30 37

計 55 56 57 59 65 71 82



２．病床確保に関する県と病院の協定締結へ
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• フェーズごとに各医療機関の増床計画確定
• 新型コロナウイルス感染症地域医療構想会議で協議

• 県と医療機関の協定締結
• 情報を可視化（kintone）

＊フェーズアップ時の増床期間3週間

各病院の病床確保計画をフェーズごとに個別調整して約束

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４

Ａ病院 ４床 １２床 １６床 ２８床

認定医療機関 神奈川県
例）



即応病床数の推移
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３．後方搬送⽀援システム

22

協⼒病院・一般医療機関

⾃宅/施設地域医療機関

重点医療機関

高度医療機関

神奈川県調整本部
(患者受⼊・搬送等の調整）

陽性/重症

陽性/中等症

陽性/軽症 陰性/無症状

陰性/軽症

回復

回復

陰性化

回復 陰性化

患者受⼊・搬送等の調整

患者受⼊・搬送等の調整

病床回転率を高める

後方搬送
マッチングシステム

約620病床



陽性反応が出るが
感染のリスクは低い期間

10日経過した⼈は・・・

ウイルス排出量とPCR検査の陽性反応
10日過ぎた⼈は他⼈に感染さ

せることはない︕

発症から10⽇経過した⼈は⽣きたウイルスがいない。

発症日 5⽇-14⽇

潜伏期間 …⽣きているウイルス量

…PCR検査陽性 むしろ安全な⼈

※1 Contact Tracing Assessment of COVID-19 Transmission Dynamic in 
Taiwan and Risk at Different Exposure Periods Before and After 
Symptom Onset. JAMA Intern Med. Published online May 1,2020.

-2⽇

他⼈に感染する
リスクの高い期間

※PCR検査は死んだ
ウイルスにも反応する

28⽇〜21⽇10⽇

⼊院・療養期間

回復期医療機関、社会福祉施設
積極的に受け入れるべき人です



４．スコアによる適正な⼊院基準

入院宿泊
療養

自宅
療養

モニタリング

健康観察
LINE
電話

安否確認
訪問

安全確保

コロナ119番
状態確認
救急搬送

患者の安全性確保
入院しなくても療養者は神奈
川県本部の健康管理下にある

スコア4点以下の
65歳以上高齢者
基礎疾患保有者



⼊院優先度判断スコア Ver.3（案）
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• 療養開始時の判定（入院勧告）の目安としてスコア活用

合計5点以上が入院優先度高い

・スコア以外に医師の⼊院判断は優先される ・療養が困難な家庭環境は⼊院適応

ない項目（CT等）は０点とする

＊基礎疾患の程度に関して、正確な定量的判断は困難で
あることを前提に初期判断を尊重する。

判断項目 スコア
男性 1

75歳以上 3
65〜74歳 2

37週以降妊婦 5
透析 5

基礎疾患因子1項目あたり 1〜2

CT/単純X線にて肺炎像
（過去の線維化でない、スリガラ

ス状陰影や浸潤影を指す）

最も病変がひどいスライスで
左右合計面積の25％未満 3
最も病変がひどいスライスで
左右合計面積の25％以上 6

判定⽇を含めて3⽇以上38℃以上の発熱を認める
（CTなどの画像検査代⽤として肺炎の可能性） 2

安静時SpO2 94 or 95％ 2
安静時or室内歩⾏等の労作時にSpO2 93％以下 6

重症感（横になれないほどの高度咳嗽、摂⾷・飲⽔量低下な
ど） 2

無症状 -1
ワクチン2回摂取後14⽇以上経過 -1

基礎疾患 スコア
糖尿病 2

慢性呼吸器疾患（気管支喘息含む） 2
現在治療が必要な重度の⼼⾎管疾患

（症状や⼼不全伴う冠動脈疾患、⼼筋症など） 2

高度慢性腎臓病（GFR30未満が目安） 2

肥満 ≧BMI30 2
30>BMI≧25 1

治療中の悪性腫瘍
（⼿術、抗がん剤など治療期間を終えたものを除く） 2

免疫低下状態（ステロイド等の免疫抑制剤使⽤、臓器移
植後、⾎液・⾻髄移植、ＨＩＶ、原発性免疫不全等） 2

肝硬変 1



５．地域療養の神奈川モデル
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療養者

医師会
（必要に応じて）
⾮医師会医療機関

原則

A B C

…

かかりつけ医

予め選定した医師が輪番で対応
例外 かかりつけ医がいる場合は、その医師が対応

訪問看護ステーション

療養者の居住地に基づき対応

対応
（電話／訪問等）

広域
事業者

発生届
・居住地
・かかりつけ情報
・年齢
・基礎疾患 等

情報

Team／Kintoneでの情報管理
（(在宅医療地域連携)クラウドシステム）

対応
（オンライン等）

医療機関

神奈川県／
保健所設置市

対応

療養者

（本スキーム対象外）

ハイリスク
(スコア3以上)
SpO2 95%以下

基本対応

状況に応じて

家族対応相談

安否確認、病状追跡

療養終了確認

訪問

相談・処方

（ACPに基づくお看取り）

療養延⻑確認

在宅酸素導入

入院・搬送相談

基本対応

状況に応じて

訪問

「医療視点」で診る

対象
スコア3点以上
入院待機者
SpO２95%以下



地域で患者を診る基盤
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医師会等

療養者

⑧必要に応じて診療（オンライン等／保険診療）毎⽇、担当の医師を決定
（看護師対応・輪番制）

⑨Teamへ健康観察等の
結果入⼒（毎⽇）

訪問看護
ステーション

※Teamは医師・看護師・事業者ともにアクセスできる状態とします

広域
事業者

④リスト分配・指示

Teamへ診療結果の入⼒

⑤Teamの情報をもとに、
電話で健康観察（毎⽇）

≪療養終了⽇の場合≫
療養終了の判断・案内
→Teamへ入⼒

⑥必要に応じて訪問

②新規対象患者
リストの提供

（毎⽇２回以上）

①患者の基礎データの入⼒（毎⽇）

③リストの
受領報告

（毎⽇）
入院待機
スコア３以上
SpO2 95％以下

Kintone

（
患
者
リ
ス
ト

受
渡
し
シ
ス
テ
ム
）

⑨≪療養終了の場合≫
完了報告

神奈川県

⑦必要に応じて医師へ相談

Team（クラウドで患者情報等を共有できるシステム）



地域で患者を診る基盤

データ共有基盤
地域包括ケアシステムに直結

データ

A クリニック

医療
福祉

B 病院
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地域療養の神奈川モデル 実施エリア

大磯町
二
宮
町

愛川町

清川村

厚木市

藤沢市

横須賀市

海
老
名
市

座間市

綾瀬市

伊勢原市
秦野市

平塚市

葉山町

逗子市

鎌倉市
茅ヶ崎市

寒
川
町

大
和
市

小田原市

箱根町

真鶴町湯河原町

南足柄市

松田町

山北町

中井町大井町成
町

開

多摩区

麻生区

宮前区

高津区

中原区

川崎区

幸区

川 崎 市

都筑区

青葉区

港北区

鶴見区

戸塚区

港南区

金沢区

中区南区

西区

栄区

泉区

緑区

旭区 神奈川区

保土ヶ谷区

横浜市

瀬
谷
区

磯
子
区

三浦市

原模 市相

緑区

中央区

南区

【凡例】

・・・実施済み

・・・実施検討中

・・・実施見込



以下の２パターンでの対応で検討中。医師の診療に基づき、酸素を⽤意する。

「地域療養の神奈川モデル」における在宅酸素のイメージ
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県庁メーカー
（帝⼈等）

納品

郡市医師会

医師の診療のうえで、
医師・看護師が投与

県庁等で保管

状況に応じて
お引渡し

⾃宅療養者
（神奈川モデル参加）

パターン１：10台確保済

パターン２：200台確保済

県庁

メーカー
（エア・ウォーター等）

郡市医師会

⾃宅療養者

（神奈川モデル参加）

③払出し依頼

②払出し依頼

④原則、当日中に患者宅まで配達・設置

①医師による酸素投与の判断（診療）



６-2. 感染爆発期（最悪シナリオ）の対応（上り）
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重点医療機関協⼒病院

⾃宅 ⾃宅・宿泊施設 パルスオキシメータ配布

重点医療機関

かながわ
緊急酸素投与センター

神奈川県調整本部
(患者受⼊・搬送等の調整）

擬似症検査・診察

陽性確定

重症化

発熱診療等
医療機関

擬似症

擬似症の無症状・
軽症者は⾃宅待機

悪化

陽性確定

拠点化
モニタリング

陽性
無症状 or 軽症

陽性 中等症

患者受⼊・搬送等の調整

患者受⼊・搬送等の調整
R3.1.18 神奈川県感染症対策

協議会資料を一部修正



今までの神奈川モデル
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神奈川県

⾃宅や宿泊施設

高度医療機関
情報管理と

患者受⼊・搬送等の調整

医療機関
重点医療機関
協⼒病院

酸素投与＋高齢者・
基礎疾患・免疫低下・妊婦

通常医療が維持できる状況下での運⽤

スコア判定

≧スコア５

≦スコア４

診断

入院待機
スコア３以上
SpO2 95％以下

Teamでの情報管理
（(在宅医療地域連携)クラウドシステム）

遠隔モニタリング
（LINE/AI電話など）

地域療養神奈川モデル
（地域医師会+訪問看護ステーション）

パルスオキシメーター

同居⼈と分離困難
同居⼈ハイリスク+ワクチン未

医療機関

保健所

⼊院必要性
SpO2 93％以下
肺炎疑い



これからの神奈川モデル
（災害時案）
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神奈川県

⾃宅や宿泊施設

高度医療機関
情報管理と

患者受⼊・搬送等の調整

医療機関
重点医療機関
協⼒病院

災害時は酸素飽和度判定を優先して⽣命保持

酸素飽和度

≦93以下・CTで高度肺炎（スコア6点）・重症感

≧94以上

診断

入院待機
スコア5以上
SpO2 95％以下

Teamでの情報管理
（(在宅医療地域連携)クラウドシステム）

遠隔モニタリング
（LINE/AI電話など）

地域療養神奈川モデル
（地域医師会+訪問看護ステーション）パルスオキシメーター

同居⼈と分離困難
同居⼈ハイリスク+ワクチン未

医療機関

保健所

⼊院必要性
重症感
酸素投与しても
SpO2 93％以下



多種医療機関参加による診療体系
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医療ニーズに全参加・各々適切な役割分担と連動した運用

効率的
運⽤

⾃宅や宿泊施設等

重点医療機関・協⼒病院 コロナ⾮対応医療機関

地域医療（在宅医療）
による管理

陽性患者の継続診療

神奈川県

発熱等診療医療機関
地域医師会

対応病床満杯
救急受診外来体制の確保

訪問看護ステーション

10⽇間の
療養期間終了

地域医療構想

地域包括ケアシステム



δ変異の特性

• 従来株の1200倍のウイルス排出
増殖速度速い、感染早期から感染性が高い

感染性 （WHO、国⽴感染症研究所データ等）
α＝W（従来）×1.32 δ＝α×1.47
δ＝W×1.32×1.47＝W×1.94≒W×2
＊従来ウイルスの2倍
WのR0＝1.5~3.5(代表的値2.5) ⇒δのR0＝３~7 (代表的値5)

参考）R0（基本再⽣産数）︓⿇疹12~18 ⽔痘8~10 ⾵疹5~7 インフルエンザ1~3

季節性インフルエンザの3倍の感染性

今までのウイルスとは別物！

35



Rt（実効再生産数）

ワクチンを接種した割合と⼈流対策

Rt＞１患者は増える
Rt＝１横這い

Rt＜１患者減少 十分に1を下回り、一定期間継続
患者減少が⾒える

R0 （基本再⽣産数）に①〜③を加味して複雑に計算
ある時点で社会対策・⼈々の⾏動を加味した患者増加傾向

①今感染している⼈
②まだ感染していない⼈ 社会対策・⼈々の⾏動
③感染後回復した⼈

36

Rt ＝ R0 × 免疫（ワクチン）× ⼈々の⾏動（接触・⼈流）



患者が爆発的に増えて対応キャパシティー超えるとドミノ倒し

37

中等症

重症

軽症

感染
感染
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ターゲット世代転換に関わる施策を

就学・就労世代をターゲットに対する対策必要

20代から50代
の感染者比率が高い状態が継続している



神奈川県の抗体検査結果への考察

39

抗体検査で判明した市中感染率1.2% ー 実際に判明した陽性者率0.5%

＝0.7%が検査を受けずにすり抜けてしまっている

1. 症状が軽く、短期間であったため検査を受けようと思わなかった
2. 検査を受ける（受けた）ことを理由に学校や職場を休むことに抵抗があった
3. 医療機関等でPCR検査を受けることに抵抗があった

考えられる理由：

各個人が自宅で軽度の症状を自覚した際に
通勤・通学を控え、医療機関を受診しようと考える仕組みが必要

※県⺠約920万⼈に対する3⽉ま
での陽性者数48,070⼈の割合



方針・対応の転換
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• 感染リスクが高い場・機会をターゲットとした施策（飲食店等）
• 患者発生の周辺を公衆衛生学的手法で調査（積極的疫学調査）

2020年以来実施してきた「点」「急所」に対する対応策

社会へのウイルスの浸透を前提にした「面」での対応策

• 発病したらセルフチェック（抗原検査キット）
• 感染可能性が高い際（セルフチェックで陽性）の登校・出勤を思いとどまらせる
• 医療機関受診の心理的なハードルを下げる

「いつでも・どこでも」の手軽さ



４ 抗原検査に係るLINEパーソナルサポート上でのアンケート
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20代以下
3%

30代
11%

40代
24%50代

31%

60代
21%

70代以上
10%

問１ 年齢

問２ 有症状時に、PCR検査を受けるため医療
機関を受診するか？

問３ 有症状時に、通勤や通学を控えるか？

問４ 「抗原検査」とは何か知っているか？

問５ 自身や家族の有症状時に、抗原検査キッ
トが手元にあれば利用するか？

問６ 問５の理由は？

問７ 抗原検査キットで陽性が判明したら、医
療機関を受診するか？

問８ 抗原検査キットで陽性が判明したら、通
勤や通学を控えるか？

実施期間︓2021年5⽉29日〜6⽉1日

有効回答数︓137,865件

質問事項アンケート画面

抗原検査キットを配布することで⼈々に⾏動変容を促せるかどうかのアンケートを実施
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有症状時に、医療機関を受診するか？ 有症状時に、通勤や通学を控えるか？

抗原検査で
陽性の場合

症状があっても医療機関を受診せず通勤通学を控えない人でも、抗原検査で陽性が判明すると
９割以上が医療機関を受診し通勤通学を控えることが分かった

どちらかというと
受診する

受診する

分からない 分からない

抗原検査で
陽性の場合

受診する・
どちらかというと受診する

受診しない・
どちらかというと受診しない

控える

どちらかというと
控える

控える・
どちらかというと控える

控えない・
どちらかというと控えない



６ 抗原検査キット配送事業
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家庭での抗原検査キット使用による感染者の医療機関受診行動の促進の仮定を検証するため、緊急
的にLINEパーソナルサポートアンケートで使用肯定者に対して配送（約4万⼈を対象）

抗原検査キットで検査
陽性 陰性

抗原検査キット追加希望
者にキット送付

各相談センターからPCR
検査等対応医療機関紹介

医療機関受診して確定検査

LINEパーソナルサ
ポートで状況追跡

発熱・咳・咽頭痛などの風邪症状発現時

従前通りの対応（発生届提出など）

２回目検査
陽性 陰性

LINE取り扱いについてQR
コードから動画視聴

+ 取扱説明書
（キット配布時に同封）

陽性確定



7 抗原検査キット陽性時の受診フロー
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新型コロナウイルス感染症専用ダイヤ通して確定検査へ

抗原検査キット陽性者を対象に
PCR検査等を実施する
発熱診療等医療機関

保健所設置市
専用ダイヤル

県専用ダイヤル

電話又はFAXにて相
談

PCR検査可能医療
機関を紹介

抗原検査キット
陽性相談者

①

②

県所管域

保健所設置市
所管域

発熱診療等医療機関

③

受診時間・方法確定

発熱・咳・咽頭痛
等の症状

⇒PCR検査等の確定検査で陽性の場合は従前通りの対応（発生届提出など）です



８−２ キット利用者の⾏動変容の効果
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陽性
8.1%

陽性報告者34⼈のうち
18⼈が追加調査に回答
（他は回答待ち）

医療機関を受診したか 通勤・通学や外出を控えたか

陽性報告者への追加調査回答結果（回答者：18⼈）

＊週末で受診できていないなどのケースがあり、
さらに追加アンケートを実施する。

受診した
83%

受診していない
17%

通勤・通学や
外出を控えた

100%

➡ 抗原検査キットの使用は早期の医療機関の受診や外出の抑制に極めて大きな効果

• 抗原検査キットで陽性と報告した⼈を対象に、追加調査を実施



８−３ 事前調査で期待された感染拡大抑⽌の⾏動変容結果
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➡ キット検査で陽性が出た場合には、ほとんどの人が医療機関を受診し、
全ての人が通勤・通学や外出を控えた

受診した
83%

受診していない
17%

通勤・通学や
外出を控えた

100%

分からない
10%

どちらかと言うと
受診しない

18%

受診しない
8%

分からない
11%

どちらかと言
うと控えない

19%

控えない
10%有症状時に医療機関を受診する・

どちらかと言うと受診する
64%

キット陽性時、通勤・通学を控える・
どちらかと言うと控える

60%

抗原検査キット陽性報告者への
追加調査の回答

（令和３年８⽉11日現在の回答者：18⼈）

抗原検査キットに係るアンケート回答
（令和３年５⽉末実施、137,865⼈回答）

（回答者は有症状時に医療機関を受
診しない等と回答した32,860⼈）

抗原検査キットに係るアンケート回答
（令和３年５⽉末実施、137,865⼈回答）

抗原検査キット陽性報告者への
追加調査の回答

（令和３年８⽉11日現在の回答者：18⼈）



短期・⻑期戦略
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ステップ１ パーソナルサポート上での先⾏的な配布

ステップ２ 抗原検査キットの小中学校での配布

ステップ３ 対象に成⼈含めた⻑期の抗原検査キットの活用

➡パーソナルサポートを通じて希望者に抗原検査キットを配布し、感染抑制効果を検証する

➡（国の財源を活⽤し、）抗原検査キットを調達する

➡国と調整して広く抗原検査キットを活⽤できる体制の財源を確保し、大量⽣産の基盤を作る

国と調整中

国の基本的対処方針 令和２年３月 28 日（令和３年６月 17 日変更）
・・・迅速に検査を実施できるよう、都道府県と連携しつつ抗原簡易キッ ト最大約800万回程度分を確保し、配布を開
始したところであり、施設への配布を加速する。・・・・大学、専門学校、高校、特別支援学校等に対して、最大約 80 
万回程度分の抗原簡易キットの可能な限り早い配布を進め、抗原簡易キットを活用した軽症状者（発熱、せき、の
どの痛み等軽い症状を有する者をいう。） に対する積極的検査を速やかに実施し、陽性者発見時には、幅広い接触
者に対して、・・・・迅速かつ機動的にＰＣＲ検査等を行政検査として実施する。また、職場においても、・・・・軽症状
者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよう促す

国の基本的対処方針を
大きく前進させた戦略



48

子どもの感染拡大を防ぐ取組み

〇 抗原検査キットを⾃宅で活用
ワクチン接種の対象年齢となっていない、園児や児童等における感染拡大

を防止するため、保育園・幼稚園・小学校などに通う子どものいる、すべて
の家庭に⾃宅でできる抗原検査キットを配布する

〇 発熱等の症状がある場合は、通園・通学させない
発熱や咳など体調に異変が⽣じた場合、大⼈はもとより、子どもに通園・

通学をさせず、医療機関を受診するよう、改めて啓発

配布対象 ワクチンの接種対象とならない園児や児童等（約７７万⼈）
配布数 約１８５万キット（１⼈あたり２キット）
配布時期 ９⽉



入院患者を増やさないための先手
早期薬剤処方の指針

神奈川県医療危機対策本部室
2021.8.16 v1



重症度別マネジメント（地域療養の神奈川モデル編）
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軽症 中等症 重症

抗ウイルス薬

呼吸療法

中和抗体薬

免疫抑制薬
など

抗凝固薬

在宅酸素療法

ステロイド

ヘパリン
解熱薬・鎮咳薬・制吐薬等

抗ウイルス薬、中和抗体薬、分子標的薬は、在宅では投与しない（できない）

対症療法



早期診断・早期治療開始へ向けた取り組み
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PCR検査

抗原検査キット

確定診断

陽性確認
即日診断

早期診断のために、
PCR等の確定的検査と同時に抗原検査キットによる診断（即日診断）を推奨

1. 早期の投薬により、咳、発熱などの自覚症状を改善することで、酸素需要や患者の苦
痛、不安を除去できる

2. 肺炎発症者には早期にステロイド（デキサメタゾン等）を投与することで病態悪化阻
⽌を期待できる

➡入院、119番通報を減らせる



有症状者へのルーティン処方（１）
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診断後、有症症状者中心に薬剤ごとの症状を明示して7日間ルーティン処方を考慮
地域療養/自宅医療においても可能な限り処方を考慮

症状 処方薬

① 発熱、頭痛、
咽頭痛、関節痛

解熱鎮痛剤
アセトアミノフェン 500㎎/回 3〜4回/日

（保険診療上鎮痛目的の方が多い量を処方可能）

② 咳

鎮咳剤
デキストロメトルファン 15mg/回 4回/日

＊咳強いことが多いので下記積極的に
リン酸コデイン 20mg/回 3~4回/日

③ 悪心、嘔吐
制吐剤

メトクロプラミド 10mg/回 2〜3回/日



有症状者へのルーティン処方（２）
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症状 処方薬

④
肺炎が疑われ、
糖尿病・耐糖能
異常がない場合※

デキサメサゾン（デカドロン®、デキサート® ）
6㎎/回 1回/日（内服、静注）
5〜7日間（10日まで）

SpO2が正常でない（96未満）
or 発熱が３日以上継続

糖尿病・耐糖能異常がないことを問診で確認

処方

※処方までの流れ 注意）消化性潰瘍の既往がある場合や、解熱
鎮痛目的にNSAIDsを使用した場合には、消
化性潰瘍予防として、プロトンポンプ阻害薬
併用を考慮する。
40kg未満の小児等ではデキサメサゾン
0.15mg/kg/日への減量を考慮
妊婦・授乳婦にはデキサメサゾンは使用しな
い。プレドニゾロン40mg/日を考慮する。



神奈川県の「面」のコロナ戦略
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①健康時

ワクチン
接種

LINE
パーソナル
サポート

• 2021年7⽉中
高齢者接種完了

• 全世代に対し接種
を積極的に推進

• 2020年3⽉5日〜
サービス開始

• 130万⼈以上が登録

医学的アプローチを より前倒し

②発症時

抗原検査
キット
配布

外来
医療機関
紹介

• 2021年7⽉29日
LINEパーソナルサ
ポート上で配布開始

• 別途、家庭向け・子
ども向けに配布

• 感染症専用ダイヤル
にて外来診療の病院
を紹介

③療養時

早期薬剤処
方指針発表

地域療養

• 2021年8⽉20日通知
• 解熱剤等基本的な治

療薬を帰宅前に処方
するよう指針作成

• 2020年4⽉1日〜
各地域で順次開始

• ハイリスク者の訪問
看護・診療体制構築

④緊急時

緊急酸素
投与
センター

臨時の
医療施設

• 2021年8⽉7日開設
• 入院調整中に緊急

に酸素を必要とす
る患者を受入れ

• 2020年4⽉より開設
• ヘルスイノベーション

パーク、海老名総合病
院、北里大学病院で開
設中

中和抗体薬
投与

• 2021年8⽉26日開始
• 基礎疾患保有者等ハ

イリスク者へ中和抗
体薬の投与体制構築

神奈川モデル
に基づく入院

• 高度・重点・協力医
療機関が病床確保

• 入院が必要な患者を
調整・搬送

new
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情報共有・意⾒交換とその場の提供は重要

情報連携はコミュニケーション



医師会・病院協会・県 三位一体の発信
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医師会・病院協会との情報共有➡発信

• 県医師会・郡市医師会との会議
• 県病院協会での毎⽉新型コロナウイルス対策会議での情報共有と意⾒交換
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これまでの認定医療機関連絡会議の開催状況
日時 主な議題

①令和2年4⽉2⽇ 新型コロナウイルス感染症の拡大を⾒据えた現場起点の医療体制「神奈川モデル」

②令和2年4⽉30⽇ 高度・重点・協⼒病院の役割、高度・重点・協⼒病院への支援

③令和2年6⽉23⽇ 緊急事態宣⾔解除後の医療提供体制

④令和2年8⽉18⽇ 政府の新指標と本県における状況の説明

⑤令和2年11⽉13⽇ 病床拡大の考え方の説明（※11⽉14⽇に医療アラート発動）

⑥令和2年12⽉2、4⽇ 入院優先度判断スコアの説明、不急医療の一時停止を含めた意⾒交換

⑦令和2年12⽉22⽇ 年末年始の医療提供体制の確保に向けた協⼒⾦の説明、年末年始の医療提供体制の⾒通しの説明及び確保に向けた要請

⑧令和3年1⽉4⽇ 不急の通常医療の停止に係る知事からの要請

⑨令和3年2⽉1⽇ 医師が延期できると判断した入院・⼿術の一時停止期間の延⻑、下り搬送患者の転院先の相談・調整支援窓⼝の設置、アプリの使い方

⑩令和3年2⽉15⽇ 医師が延期できると判断した入院・⼿術の一時停止の解除時期、病床確保計画

⑪令和3年3⽉9⽇ 病床確保フェーズの引下げ（3→2）

⑫令和3年4⽉8⽇ 変異株対策（⾮個室化ほか）、第4波に向けた県の対策

⑬令和3年4⽉23⽇ 病床確保フェーズの引き上げ（2→3）

⑭令和3年5⽉10⽇ 病床拡大の要請と入院優先度判断スコアの改定について

⑮令和3年6⽉21⽇ まん延防止等重点措置に係る今後の対応について、東京2020大会期間中等の医療提供体制等について

⑯令和３年７⽉５⽇ 最近の患者発⽣動向と今後の⾒通しについて、入院適応の判断について、抗原検査キットを活⽤した新たな感染拡大抑制策の検討について

〇神奈川モデル認定医療機関の病院⻑・事務⻑等と現状課題や方針共有と意⾒交換
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号 配信日 ヘッドライン
第１号 令和2年９⽉８⽇ 神奈川モデル認定医療機関連絡会議へのご参加ありがとうございました 他５項目
第２号 令和2年９⽉17⽇ ハートフル川崎病院におけるクラスターの発⽣に伴う全県的な搬送調整への対応について（協⼒依頼） 他２項目
第３号 令和2年10⽉23⽇ 相模原市内におけるクラスターの発⽣に伴う全県的な搬送調整への対応について（協⼒依頼）
第４号 令和2年10⽉27⽇ 相模原市内におけるクラスターの発⽣に伴う全県的な搬送調整への協⼒のお礼
第５号 令和2年11⽉6⽇ 発熱等診療予約センターが稼働開始しました︕ 他４項目
第６号 令和2年11⽉9⽇ 新規感染者急増中︕
第７号 令和2年11⽉18⽇ ＜速報＞新規患者発⽣数が200⼈を上回りました︕、「医療アラート」を発動しました 他２項目
第８号 令和2年11⽉30⽇ 入院適応基準の変更を決定︕、ステージⅢ警戒宣⾔を発出︕ 他１項目
第９号 令和2年12⽉7⽇ 入院優先度判断スコアを本⽇から導入します︕、新たに雇⽤する医師・看護師の⼈件費補助を新設しました︕ 他３項目

第10号 令和2年12⽉28⽇ 年末年始の医療提供体制の確保に向けた協⼒⾦のご案内、下り搬送の受入にご協⼒をお願いします︕ 他４項目
第11号 令和3年1⽉7⽇ ＩＣＵひっ迫、危機迫る︕
第12号 令和3年1⽉20⽇ 新型コロナウイルス緊急包括支援交付⾦に係る今後のスケジュールと留意点 他５項目
第13号 令和3年2⽉3⽇ 後方支援病院への転院調整をkintone「下り搬送調整」アプリで県に依頼できます︕サポートする相談窓⼝も設置して

います。 他２項目
第14号 令和3年2⽉5⽇ 県内で変異株の陽性患者発⽣︕ 退院基準などが通常の陽性患者と異なります。 他１項目

これまでの神奈川モデル認定医療機関ニュースの配信状況

〇会議の決定事項、通知、ホットな話題、リマインドを伝えるメール
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号 配信日 ヘッドライン
第15号 令和3年2⽉19⽇ 退院基準を満たした患者を受け入れた介護施設への介護報酬の加算が新設されました︕ 他２項目

第16号 令和3年3⽉4⽇ 医師が延期できると判断した入院・⼿術の一時停止の解除について 他４項目

第17号 令和3年3⽉4⽇ 後方搬送患者を後方支援病院へ転院する場合、搬送費⽤を公費負担にすることができるようになりました︕ 他１項目

第18号 令和3年4⽉14⽇ 第4波対策について、変異株に係る取扱変更について 他４項目

第19号 令和3年4⽉23⽇ ゴールデンウィークにおける医療提供体制の確保に向けた協⼒⾦のご案内

第20号 令和3年4⽉28⽇ 関⻄からの重症患者の受入要請はありませんでした 他１項目

第21号 令和３年５⽉11⽇ 休止病床数並びに疑似症患者受入病床数及び休止病床数の調査について 他２項目

第22号 令和３年５⽉19⽇ 後方搬送患者の搬送にタクシーも使えるようになりました、プロポフォール製剤が安定供給されるまでの対応について 他２
項目

第23号 令和3年5⽉26⽇ 重症者の増加と重症病床の拡大について

第24号 令和3年6⽉3⽇ 「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の診療の⼿引き」の改訂について 他５項目

第25号 令和３年６⽉10⽇ 【お知らせ】プロポフォール製剤等が安定供給されるまでの対応について（続報）

第26号 令和３年７⽉９⽇ 患者急増注意報︕

これまでの神奈川モデル認定医療機関ニュースの配信状況
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COVID-19臨床懇談会 開催状況
日時 テーマ・演題・講師

第1回 令和3年1⽉15⽇ 重症化阻止に向けた取り組み

第2回 令和3年2⽉24⽇ 新型コロナウイルスー看護の現場から

第3回 令和3年3⽉25⽇ COVID-19治療薬 ―直接効果が期待される薬剤―

第4回 令和3年4⽉30⽇ 画像診断と臨床検査

第５回 令和3年5⽉28⽇ 変異ウイルス ―既知のこと、未知のこと―

第６回 令和3年6⽉24⽇ 病院看護師のメンタルケア ―コロナ時代のこころのケア―

○COVID-19の臨床上の知⾒や工夫・課題などを共有するための懇談会（勉強会）



新型コロナ
ウイルス感染 他の救急医療

悪性腫瘍 慢性疾患

医療崩壊の回避
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新型コロナウイルス以外の医療対応は⽋かせない

新型コロナウイルス対応に限らず他の医療対応が困難な状況が医療崩壊



医療機関
限界を超える 今までのことはできなくなる

入院が必要な状態（肺炎・低酸素）でも入院できない 悪化して重症化・死亡

COVID-19 他の疾患 急性⼼筋梗塞
脳卒中
重症外傷
四肢⾻折
高齢者の体調不良
子供の発熱
悪性腫瘍救急医療は︖ ・・・・・ 維持必要だができない

予定入院・⼿術は︖・・・一時停止︖
外来は︖・・・・・・・・・・・・縮小・一時停止︖

我々が考えなくてはいけ
ないこと
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神奈川県医療緊急⾮常対応指針 Ver.1

○ 様々な対応策を講じて神奈川県内の医療を維持してきました。
○ しかし、想像を絶する急速な感染拡大によって、これまでの構築してきた体制では応じき

れない状況になりました。
○ 今後、3カ⽉間程度、緊急で⾮常な対策を講じて、コロナ患者の外来、⼊院対応⼒の

強化や救急医療体制の堅持を図る必要があります。
○ 「延期できる可能性がある入院・⼿術例」を参考に、⼈的配置等の変更によりコロナ診療

体制をさらに強化するようご協⼒ください。
○ 救急病態や悪性腫瘍など時間の猶予がない疾患対応は継続し、良性疾患手術や検

査、機能改善等を目的とした⼊院、手術を延期してください。
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2021.8.6



延期できる可能性がある⼊院・手術例
※令和3年8月5日付けの意見照会の結果により、一覧が追加・修正になる場合があります。

診療科名 疾患名・手術名

消化器科 ポリープ切除
EMR
胃瘻造設
C型肝炎DAA治療
非重症のIBD

循環器科・心臓血管外科 アブレーション等
ペースメーカー・ICD交換等
心不全等のない弁膜症手術
下肢静脈瘤に対する諸手術

外科 鼠径ヘルニア
胆石症
総胆管結石内視鏡手術
待機的虫垂炎手術
体表の良性腫瘍手術
無症状胆石の手術
痔核摘出手術等

整形外科 脊髄椎間板ヘルニア
骨折後の抜釘
変形性膝関節症
椎弓形成術
骨内遺物除去術
人工膝関節置換術
人工関節手術
関節鏡
ミエログラフィー
スポーツ整形
緊急外傷手術以外

形成外科 外傷後の緊急を除く形成外科全般
脳神経外科 待機的内頚動脈瘤手術
呼吸器外科 肺がん（上皮内がん）

気胸

診療科名 疾患名・手術名

眼科 緊急以外の手術（白内障、緑内障、網膜前膜、眼瞼下垂症修正術その他眼科全般）
耳鼻咽喉科 慢性副鼻腔炎

鼻中隔矯正手術
良性腫瘍手術

神経内科 変性疾患の治療
皮膚科 良性腫瘍

皮膚・皮下腫瘍切除術
軟部腫瘍摘出術

泌尿器科 前立腺生検
尿管結石
経尿道的前立腺切除術
陰嚢水腫根治術
環状切除術
良性疾患対応
腎移植

婦人科 婦人科良性腫瘍手術（子宮筋腫や子宮内膜症など薬物療法で手術を延期できる疾患）
子宮筋腫の子宮全摘
卵巣良性腫瘍
円錐切除

呼吸器内科 SAS精査
HOT・NPPV導入

歯科 抜歯
埋伏智歯

腎臓内科 腎生検
その他・全般 検査入院

局所麻酔
原発性副甲状腺機能亢進症
腺腫様甲状腺腫
良性疾患・良性腫瘍
シャントPTA
その他医師が延期できると判断するもの
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第5波シミュレーション（⼊院患者数と確保病床数）
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■前⽇比1.02倍で⼊院患者が増加し続けた場合のシミュレーション
（8/19〜8/25の前⽇比の平均︓約1.02倍）

■前⽇比約1.01倍で⼊院患者(重症)が増加し続けた場合のシミュレーション
（8/19〜8/25の前⽇比の平均︓約1.01倍）



⼊院者数・病床利用率
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■病床利⽤率の推移

※県のステージ判断指標では、病床全体（宿泊療養施設は含まない）及び重
症⽤病床の各確保病床に対する占有率が、ステージⅢ移⾏の基準値として
20％以上、ステージⅣ移⾏の基準値として50％以上と設定。

※病床利⽤率は、最終的な確保病床に対する現在の入院者数で計算。休⽇に
おける病床利⽤率は、直前の平⽇の数値を⽤いて計算。（ただし、2020年
12⽉29⽇〜については、休⽇分数値を取得・使⽤して描画。）

■入院者数(重症）

■入院者数(中等症+軽症）

2021年8月25日 現在

2021年8月25日 現在



今の⽇本の状況は2020年3⽉に欧州、⽶国で急激な患者増加状況
思い出してください

⼈⼝は⽇本の半数の国
イタリア
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大規模災害（大規模地震・⽔害）で⾒てきた世界︖
現実に検討必要

• 外科系医師も看護師も参加して
• N95マスクつけて
• 入れられるだけ入れて
• 看護基準緩和通知は昨年から継続
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「災害レベルの状況」を前提として
災害時と同様の対応にギアチェンジする

例）4床部屋に６⼈収容

例）全科医師・看護師投入⇒救急支援・コロナ診療支援

例）3カ⽉間緊急以外の医療停止（極限議論︓原則新規のがん診療停止）

例）とりあえず病院収容して、可能な医療だけ提供
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例）院内に「酸素投与センター」のイメージの収容場所確保



災害時医療の理念
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「救えるはずの命を救う」
Preventable Disaster Deathの回避

何かをやめて、限られた資源を集約する

いつもとは違う・・・・やれることをやる

資源の最大投入
資源の集中（優先）投入

戦略視点
戦術視点

被害の低減
最大の効果


