
 

 

日本記者クラブ 

「新型コロナウイルス」(75) 

新型コロナウイルスの流行と沖縄県の対策 

高山義浩・沖縄県政策参与、沖縄県立中部
病院医師 

2021 年 10 月 29 日(金) 

 

沖縄県立中部病院で感染症治療や在宅ケアに取り組む一方、県の政策参与や厚生

労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部参与も務めた高山医師は、沖縄で新

型コロナウイルスの第 5 波が起きた背景に、高い人口密度や移動人口と若者人口が

多いことを指摘する。とかく混同されがちなスクリーニング検査とモニタリング検

査の違いを説明し、実際に行ってきたそれぞれの検査事例を紹介した。多くの感染

者が出たが、平均在院日数を短縮することで病床を効率的に運用した様子を詳細に

語り、沖縄の取った対応は「地域医療構想」そのものであると述べる。そして、介

護現場で働く外国人や飲食店で働くシングルマザー、独居の高齢者などの社会の脆

弱なところをコロナがあぶり出していることを指摘し、コロナ後に向けてその支援

につなげていくことを求めた。 
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司会＝浅井文和・日本記者クラブ企画委員 

きょうは、「新型コロナウイルス」シリーズの

第 75 回目で、沖縄県立中部病院の高山義浩さ

んにお越しいただきました。高山さんは、

2010 年から沖縄県立中部病院で感染症治療や

院内感染対策、在宅緩和ケアに取り組んでこ

られました。沖縄県政策参与、厚生労働省新

型コロナウイルス感染症対策推進本部参与と

して、政策にも貢献しておられます。 

新聞各社の医療担当記者は、この 2 年間、

新型コロナ取材で高山さんに大変お世話にな

ったと思います。ありがとうございます。高

山さんご自身も、フェイスブックや Yahoo!ニ

ュースで発信する医師として、読者に直接情

報を届けることに力を注いでおられます。 

本日は、「感染症に強い地域社会をめざして」

と題して、新型コロナウイルスの流行と、沖

縄県の対策を中心にお話を伺います。司会は

日本記者クラブ企画委員で、朝日新聞 OB の浅

井文和が担当します。 

この後、高山さんに 60 分間ほどお話を伺っ

た後、会場、オンラインで参加されている記

者からの質問にお答えいただきます。それで

は、高山さん、お願いします。 

高山義浩・沖縄県政策参与、沖縄県立中部病

院医師 沖縄県で感染症内科と在宅医をして

いる高山と申します。きょうは本当に貴重な

機会をありがとうございます。こうした地方

での取組を中央においてきちんと聞き取って

いただけるということだけでも、大変に光栄

に思っています。 

このコロナの問題というのは、首都圏だけ

でなく、地域においても様々な課題を残しつ

つ、私たちも奮闘してきた部分がありますの

で、それはぜひ中央にもフィードバックさせ

ていただきたいですし、また地方に横展開し

ていただくこともあるのではないかと思って

います。そういう意味で、地方からの発信の

機会をいただけたことを、改めて感謝申しあ

げたいと思います。 

きょうお話しするのは、あくまで個人の見

解をお話しするものです。沖縄県の参与とか、

厚生労働省でも役職をいただいてますけれど

も、全て個人の見解としてお話しするものだ

ということをあらかじめご承知おきください。 

また、Zoom でご覧になっている方は、映像

をキャプチャすることも可能だと思います。

使用する写真は全て「教育目的であれば、ど

うぞ使ってください」ということで許諾を得

ているものばかりです。ただ、SNS 上などで

紹介されてしまうと、目的外に使われてしま

うリスクがありますので、どうぞキャプチャ

なさらないように、よろしくお願いします。 

スライドの中のグラフとか表については、

私は著作権も主張しませんので、必要があれ

ば、自由に改変して報道などでお役立ていた

だければ、大変光栄に思います。 

（スライド 2） 

私の立ち位置を少しご紹介してからお話を

したほうがいいと思いまして、こんな図をつ

くりました。 

自治体のコロナ対応を支える 3つの専門性 

感染症のパンデミックに対して、自治体で

どのような体制を取っていくかということを

簡単に図式化しています。自治体行政の部分

に加えて、専門性としての支援体制として、

まず公衆衛生の在り方を考える「公衆衛生措

置」のセクション。そして疫学分析や流行予

測、あるいは感染対策、臨床感染症などの部

分を担う「感染症インテリジェンス」セクシ

ョン。そして、増大する医療需要に対して、

どのように医療提供体制を取るのか、あるい

は救急医療をどうするかを考える、「医療提供

体制」のセクション。このように大まかに分

かれると考えてください。 

これらは境目が不明瞭な部分があります。

ただ、この 3 つは、それぞれ専門性が違うの

です。例えば公衆衛生措置の部分であれば、

感染症法などの様々な法律の知識がなければ

できません。どちらかというと、行政医に近

い、あるいは医系技官に近い部分になってく

ると思います。 

例えば、日頃臨床感染症をバリバリやって
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いる先生に、「空港での水際対策をどうしたら

いいでしょうか」と取材される方がいらっし

ゃるのですけれども、多分明確には答えられ

ないと思います。「いっぱい検査したほうがい

いんじゃないですか」とか、「みんな停留した

らどうですか」ということになる。だけど、

法的にどうだろうかとか、リソースをどうし

たらいいんだろうかということについて、抜

けてしまうことも起きかねません。 

また、医療提供体制、どこでどれだけの病

床を準備するかについても、やはり感染症の

専門家に聞かれても分からない部分がありま

す。ここは、どちらかというと災害派遣医療

チーム（ＤＭＡＴ）にいらっしゃるような災

害コーディネーターの方々が、急速に増大す

る医療需要と限られた医療資源を適正に配

分・コントロールする力は非常に強いです。 

全国的にみて、沖縄もそうですけれども、

感染症インテリジェンスの部分は、ある程度

明確にあって、専門家会議があります。 

また医療提供体制については、災害コーデ

ィネーターの方が県の医療本部の中で活躍し

ている。 

一方、公衆衛生措置の部分が、沖縄もそう

ですけれども、全国でちょっと不明瞭で、も

しかしたら誰に聞いたら良いのか分からない

ということが起きているのではないかと思い

ます。ここが日本の弱い部分だと感じていま

す。 

私の立ち位置ですけれども、私は沖縄県の

疫学統計解析委員会というところで、疫学の

分析と流行予測を行っています。1 週間後に

どれくらいの状況になっていくのかを短期で

見通すことや、この流行はどれくらいで収束

していくのか、どのような取組をすると、収

束の速度が速くなっていくのか、という分析

をしています。 

それに加えて、政策参与の立場で、自治体

行政の支援をしています。公衆衛生措置の専

門性のある方々のお話をうかがったり、事業

者の方々と議論を重ねながら、落としどころ

を探したりしていく。あるいは感染症インテ

リジェンスとつながったり、災害コーディネ

ーターの方々と意見交換をしながら、県の方

針を一つに編み上げていったりする自治体行

政をサポートする作業をしているのが、もう

ひとつの私の立ち位置になります。 

そのほか、住民の方々に理解をしていただ

きながら進めていく必要があると思っていま

すので、なるべく情報発信に心がけています。 

フェイスブック上でも情報発信をしていま

すけれども、きちんと広く伝える機会があれ

ば、というものについては、Yahoo!ニュース

個人で記事を提供するオーサーをしています

ので、そこで情報発信もしていますし、書籍

を出すこともあります。 

独特な発展を遂げてきた沖縄の病院 

少し自己紹介も兼ねて、私が働いている沖

縄県立中部病院を紹介します。病床数は 550

床で、救急医療と臨床教育に力を注いできま

した。沖縄戦後最初に設立された病院で、本

当に沖縄県民の苦難の歴史とともにあったと

聞いています。 

私はこの病院に来て、まだせいぜい 11 年に

すぎませんけれども、沖縄というのは本当に

特異な歴史があり、医療というものも独特の

発展を遂げてきたんだなと感じることは多い

です。 

例えば、本土の報道では、民間の医療機関

にいかにコロナの患者さんを受けてもらうか

で、かなり議論になったということがありま

した。どうして日本医師会はこんなに力があ

るのだろうと感じられることもありました。

皆さんはよくご存じだと思いますけれども、

戦後、戦後賠償のことも含めて日本という国

が本当に貧しかったときに、それでも皆保険

制度を短期間の間に実現させてきたのは、や

はり民の力があってのことです。国民の皆さ

んに医療を津々浦々まで届けていくために、

民間病院あるいは医師会が、当時の厚生省と

二人三脚で力を注いできたという歴史があっ

たと思います。 

こういう歴史のうえに私たちの健康な社会
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は成り立っているのですけれども、ただ、今

回のコロナで、少しそこのひずみがみえてき

た。 

実は厚生省は、近年の医療法改正では、医

療の適正配分について毎回のように苦労して

きたのです。民と官が協調しながら地域医療

を発展させてきた歴史があったけれども、こ

うした急変に対しての適応性には課題が多か

ったと、皆さんも感じておられると思います。 

一方、沖縄はというと、実は民もボロボロ

になったのです。琉球政府が立ち上がり、ア

メリカに支配されたわけですけれども、その

ときに、民間病院には全然立ち上がる力がな

かったので、全て琉球政府立でした。それど

ころか、自由開業は認められていませんでし

た、沖縄県は。というわけで、全ての医師が

公立病院に所属することが求められ、医療人

材を集約化させながら医療が発展してきたと

いう歴史があります。その最初が私たちの病

院だったということです。 

というわけで、沖縄県の場合には病床調整

が比較的やりやすかった。それは、琉球政府

立が県立病院に引き継がれ、基本的に県立病

院がそれぞれの地域の中核を担っているとい

うこと。そして、多くの医師がそこの出身で

あるということ。そうした歴史のうえでの沖

縄県の医療だったと感じています。やはり地

域の中で医療がどのように発展してきたかと

いうことが、こうしたパンデミックでも如実

に出てくるなと思います。 

私は沖縄県立中部病院で感染症医をしてい

ます。たとえば、海外からの観光客に発熱患

者がいたときに、感染対策のレベルを上げて

診療するようなことをしていました。 

ご存じかと思いますけれども、沖縄県には

海外からも含めて大量の観光客が来ていまし

た。1年間に 1,000万人ぐらいだったと思いま

す。そのうちの 4 人に 1 人が外国人という状

況でしたから、かなり私たちも緊張していま

したし、旅行業界と一体となって感染症対策

について議論を重ねている矢先でした。 

とはいえ、私の仕事の 9 割以上はお年寄り

の肺炎とか尿路感染症とか、日常的な感染症

の治療です。病棟で総合内科医のような仕事

をしています。 

在宅医療の現場がうけたコロナの影響 

また、10 年前に在宅医療のチームを立ち上

げて、主に悪性腫瘍の終末期の患者さんの自

宅での緩和ケアに取り組んでいます。私たち

のチームで、年間に大体 20 人から 30 人ぐら

い、在宅でみとってきました。 

コロナ発生前には、退院患者さんのケアの

方針を話し合う在宅カンファレンスを行って

いました。医師、看護師、介護職、ケアマネ

さん、あるいは福祉用具の事業者さんなど、

本当に多くの多職種が集まっていました。 

コロナが発生して、いまは開催することが

困難です。それだけに多職種連携というのは

大事だったな、これなしに地域医療は成り立

たないな、と痛感しています。もちろん Zoom

でいろいろ話し合いはできるのですけれども、

やはり膝を突き合わせて話をすることがいか

に大事だったか、ということも振り返って感

じています。 

こうした場で、例えばケアマネさんが、「お

じいちゃん、こんなふうにしてほしいと思っ

ているんじゃないかな」と、ぼそりとつぶや

く。Zoom だと、手を挙げないと話せないです

ね。だけど、ぼそりとつぶやく、医者の手前、

うつむいて話すみたいなところもあるのです

けれども、そのつぶやきがパーッと共感の連

鎖を生んだりするわけです。ハッとみんなが

気づく。そういう気づきとかが、やっぱり膝

を突き合わせていないと出てこない。これは

取り戻していくべきだと思います。オンライ

ンでの会議は便利ですけれども、やっぱり私

たちのケアの文化を育んできた、膝を突き合

わせてみんなで話し合ってきたところが、大

事だったなということを振り返っています。 

あとは、現場の持つ力というのも大切です。

例えば歯科医と内科医が一緒に訪問先で高齢

者の診療をするのですけれども、こういう在

宅現場のコミュニケーションは、専門性を超
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えて理解が広まります。あるいは悪性腫瘍の

患者さんが食事を食べられない。予後はこれ

ぐらいだ。このおばあちゃんが、それでも食

べたいというものを食べられるようにしてい

くにはどうしたらいいだろうか。これは内科

医としての診立てとか考え方、歯科医として

の可能性を踏まえて、現場で話し合って初め

てみえてくる部分があります。こうした場面

も、コロナによって失ってしまっています。 

あるいは看護師さんと看護師さんとの連携

です。病院の認定看護師が、床ずれのある患

者さんをご自宅に帰しました。悪性腫瘍の終

末期です。この方のケアの在り方は、実地で

訪問看護師さんと認定看護師さんが一緒に考

える。病院だったらいろいろな器材があるか

らできることも、自宅だと、限られた医療資

源の中でどうやればいいのかを考えなければ

いけません。 

認定看護師さんも、もちろん看護レポート

を訪問看護向けに書くのですけれども、それ

を訪問看護が受け取っても、訪問看護の現場

でそれが実現できるかどうかは、やはり違う

のです。 

これを、いままでケアを続けてきた病院看

護師と、現場にいる訪問看護師が実地で、「在

宅ではここまでしかできませんよ。お風呂場

はこれだけの距離がありますよ」みたいなこ

とを示しながら、一緒に相談していくと、と

ってもいいケアの方針が生まれてきます。こ

うした現場ならではの力を取り戻していきた

いと思っています。 

究極的には、コロナを乗り越えていくこと

で、再び高齢者と笑顔で語り合う地域医療を

取り戻したい。耳が遠くなったお年寄りには、

口の形をよくみせながら大きな声で話しかけ

てあげたい。お年寄りの体を触ってさしあげ

ながら、「きょうも元気ですね。大丈夫ですよ。

部屋にこもらず外出してくださいよ」、そうや

って声かけすることが大切です。 

皆さん、アフターコロナに何を取り戻して

いきたいかという思いがあると思いますけれ

ども、私自身は、お年寄りと寄り添ってまた

話がしたい。ご自宅を訪問して、「元気だね」

と声かけをしてさしあげたいと思っています。 

ここまでがイントロダクションでした。 

沖縄は地方の代表ではない 

それでは、沖縄県の新型コロナウイルスの

流行状況を紹介しながら、どのように取り組

んできたかお話を進めさせていただきます。 

（スライド４） 

こちらは、都道府県別にみた新規陽性者数

の推移です。ご存じのように、沖縄県は全国

で最大規模の流行を経験しています。この規

模は欧米並みで、イギリスやフランス、ドイ

ツよりも大きい。アメリカなどの流行期とほ

ぼ同じ規模の流行となりました。 

多くの国々で医療崩壊の危機が言われまし

たし、実際、受診できない患者さんが、日本

以上にイギリスやアメリカでは出ていたと聞

いています。そういう中で、離島の沖縄には

ニューヨークやパリのような病床はありませ

んけれども、何とか乗り切ってきました。 

（スライド 5） 

「沖縄県はどうしてこんなに流行したの？」

と聞かれます。沖縄県は、地方の代表性は低

いと思います。時々、国の会議とかで「地方

ではどうなんですか」と聞かれることがあり

ます。私なりにお答えするのですけれども、

お答えしながら、「いや、沖縄県は地方の代表

じゃないんですよ、パンデミックに関しては」

とは申しあげるようにしています。 

なぜかというと、まず、人口密度が高い。

特に、那覇市とか浦添市などは、東京の郊外

ぐらいの人口密度です。名古屋市や福岡市よ

りも那覇市のほうが人口密度は高いのです。

非常に人が集中して暮らしています。 

また、移動人口の多さがあります。先ほど

お話ししたように、年間 1,000 万人の観光客

が訪れていた。最近減ってきたとはいえ、数

百万人規模で毎年観光客や渡航者が来ていま

す。しかも、必ず宿泊していく。 

そして、若者人口の多さです。高齢化率は
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全国最低ですし、子ども率も全国で一番高い。

沖縄県は東京よりも若い県です。活発に活動

する若者たちが多くて、歓楽街も若者たちで

にぎわっています。 

そして、あまり知られていないのですけれ

ども、有配偶率の低さというものもあります。

大体 3 分の 1 の方が配偶者を持たずに高齢者

になっていきます。そうなると、社会的な支

えが必要になってきますし、そうでなくても

独居の中高年の男性が、外出自粛と言われて、

ずっと家の中にいられるでしょうか。これは

女性もそうですけれども、やっぱり晩御飯は

誰かと食べています。 

「外出自粛ですよ。高齢者の方々は家から

出ないでください」というときに、嫁がいて、

あるいは孫が走り回っていてとか、そういう

サザエさん的な家庭のイメージを持ちがちな

のですけれども、実態としては、独居でずっ

と家の中にいるような方々がいて、スナック

で晩御飯を食べるときに人との会話がある、

といゆうような方々が結構いるわけです。あ

るいは、高齢女性の方々にとっても、昼カラ

オケに集まって、そこでガールズトークをし

ながら安否確認をするみたいな、そうしたこ

とも大事な社会機能であったはずです。 

こういう独居の方々が多いことも、沖縄に

おける感染の広がりやすさの原因になってい

たと、臨床現場にいながら感じています。 

最後に、世代間交流の活発さです。例えば

キャバクラで働いている女性が、翌日の朝は

自分の祖母と一緒に朝御飯を食べているみた

いなことも普通にあるわけです。歌舞伎町で

はなかなかない風景かもしれません。やはり

それぞれの敷居が低いのです。これは世代間

だけではなく、地域における交流の活発さも

あります。 

例えば、私は沖縄の中城村（なかぐすくそ

ん）という村で暮らしているのですけれども、

朝、近所の子どもに起こされることも普通に

あります。昭和の風景ですよね。本当に公園

では子どもたちがいっぱい駆け回っているし、

次は何々さんの家の赤ちゃんをみに行こう、

みたいな感じでワーッと子どもたちが走って

いって、赤ちゃんとさんざん遊んで、また走

ってどこかに行ってしまう、みたいな風景が

あります。それも感染のリスクを高めている

なと思います。 

流行の端緒は帰省と出張 

（スライド 6） 

これまで 5 波の流行を経験するなかで、感

染拡大のパターンが大体みえてきました。 

沖縄県内でウイルスが持続流行しているこ

とも、ある程度あるのですが、流行の端緒と

しては、やはり渡航者が持ち込んでくること

が大きいと思います。地方圏はそうした傾向

がある。ホットスポットは、東京とか大阪と

か大都会なのだろうと思います。 

やってくるパターンは、観光、帰省、出張

の 3 つのパターンに分けられます。このうち、

どうしても観光に目が行きがちです。しかし、

直接家庭に入ってくる帰省は、とくにウイル

スが広まりやすいです。 

出張も、行った先で打ち合わせの後に、沖

縄に来れば「泡盛を飲んでいきますか」とい

うことになりがちです。そうなると、地元の

人たちとの密な交流がある。そういう意味で、

帰省と出張はリスクが高いのです。ただ、数

的には観光が多いので、もちろん観光もリス

クがあるので対策は必要です。 

そして、持ち込まれたウイルスは、家庭を

結節点として、会食・イベント、職場、学校、

病院あるいは社会福祉施設へと広がっていき

ます。 

今回、会食と職場での感染が急速に減って

きたことが、流行が収束してきてきた要因だ

ったと思います。 

会食での感染事例は、7 月下旬がピークで

した。8 月に入ってどんどん減ってきました。

歓楽街だけをみていると、まだまだ騒いでい

る人たちがいっぱいいる、と見えてしまうの

ですけれども、県民全体をみると、かなり控

えたと思います。 

職場の感染も、8 月上旬をピークにして、
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スーッと減っていきました。その後は家庭内

感染が二次感染、三次感染のように続いてい

ました。 

保育・学校はどうか。9月に 2学期が再開さ

れて感染が拡大するのではないかとすごく心

配をしたのですが、学校での集団感染はほと

んど起きなかった。本当に子どもたちの協力

に助けられたと思っています。 

病院・施設に関しては、やはりワクチン接

種の推進が大きかったと思いますし、感染対

策もかなり強化されるようになってきたと思

います。 

（スライド 7） 

こちらは都道府県別にみた致死率です。正

確には、報告された陽性者数に占める死亡者

数の割合です。致死率を出すためには、全感

染者を捉えなければ計算上言えないのですけ

れども、それは分かりません。ですから報告

されている陽性者数は感染者の氷山の一角に

すぎないということを理解したうえで、死亡

者を割ってみたということです。 

こうすると、結構沖縄は全国の中でも致死

率が低めに出ています。もちろん若い県だと

いうこともありますけれども、検査をかなり

拡充してやってきています。日本国内の医療

レベルは、皆保険でもありますし、そんなに

差がないのです。では、なぜ致死率にこれだ

け地域差があるかというと、母数の違いが大

きいと思います。どれだけ検査アクセスがで

きて検査をやってきたかという部分です。 

 （スライド 8） 

それを表すのが都道府県別にみた PCR 検査

の実施件数です。流行がある程度落ち着いて

いる段階の 10月 11 日から 17 日の数字で、厚

労省のホームページに出ていますが、最新の

週のデータです。全国の中でも沖縄県がかな

り検査を行っているということがお分かりい

ただけると思います。 

「安価な検査補助事業」で 20万人を検査 

（スライド 10） 

次に検査体制の話です。 

沖縄では介護、福祉、保育従事者への定期

検査を行っていますけれども、ワクチン接種

が進んでいることもありますが、感染対策を

頑張っていただいているのでしょう。陽性率

は高くありません。 

次に、飲食店の従業員、これが実は一番高

いのです。歓楽街で働いておられる方々に対

して、無料で検査を受けられるようにしてい

るのですけれども、なかなか受けていただけ

ていません。約半年で 6,000 人強にすぎませ

ん。例えば介護従事者が 20 万人、半年の間に

受けたのとは大きな差があると思います。 

次に陽性者を多く発見するのが、市民、県

民の希望者が 2,000 円で検査が受けられるよ

うにしている「安価な検査補助事業」です。

県内の数箇所の検査所で、これまで半年の間

に 20 万人の方々に受けていただいて、約

5,000人の陽性者を確認しています。 

陽性率が高いところをしっかり拡充してい

くことが大事です。その意味では、検査を受

けたいと希望する市民の方々が、検査を受け

られるようにしていくことが一番効率的に陽

性者を見つけることになると思っています。 

それと、この検査所をつくったことによっ

て医療機関も大分助かりました。というのも、

心配だからといって救急外来に来る方が多か

ったのです。そうすると、救急外来がそのた

びごとに感染対策もしなければいけないし、

結構大変だったのですけれども、こうした検

査所をつくっていただけたことは、医療現場

を楽にするということでもあったということ

です。 

（スライド 11） 

次に、学校です。沖縄県では生徒の中に 1

人でも陽性者を発見すると、クラス全員の

PCR 検査を行っています。これまで 2 万 5,000

人の子どもたちに検査を行ってきたのですけ

れども、興味深いのは、小中高、特別支援学

校、そして保育園・幼稚園で、陽性率にほと

んど差がない。保育園はちょっと高いはずな

のですけれども、これは流行が収束してきて

から事業が始まったので、多分陽性率が低い
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のです。 

ただ、学童クラブがずば抜けて高い。学童

クラブはちょっと家庭的な雰囲気ですね。一

緒に料理をつくってみたり、勉強したり遊ん

だりしているというところで、陽性率が高い

なと思います。 

学校についてはある程度感染対策ができて

いる。リスクが高く今後拡充していくべきだ

と考えているのは、塾などです。あと、ダン

ススクールとか、スイミングスクールとかで

集団感染が結構起きます。ここは公的な部分

ではないので、どうしても行政的な課題意識

が生まれにくいのかもしれませんけれども、

そういうところに対する検査を徹底していく

ことは次の課題だろうと思っています。 

スクリーニング検査とモニタリング検査の違い 

（スライド 12） 

ここまでを整理します。集団に対する PCR

検査は、大きく分けて、スクリーニング検査

とモニタリング検査があります。 

スクリーニング検査というのは、発生が明

らかな集団に対して実施するものです。潜在

する感染者を特定することを目的としていま

す。例えば高齢者施設で感染者を 1 人でも見

つけたら、見逃さないように全員の検査を行

っています。希望者だけではありません。全

員にやらなければ意味がないのです。学校に

対しても私たちはスクリーニングを行ってい

ます。1 人でも陽性者が出たら、その周りの

子どもたちだけではなく、クラス全員を検査

しています。やってみたら分かるのですけれ

ども、周りの子どもたち以外、いわゆる保健

所が「濃厚接触者です」と言っている人以外

からもたくさん陽性者が見つかります。高齢

者施設でもそうです。 

住民の方々も勘違いしがちなのですけれど

も、保健所が「濃厚接触者です」と言ってい

るのは、「感染している可能性が結構高いので、

申し訳ないけれども、外出自粛してください。

人権制限をさせていただきますよ」というの

が濃厚接触者であって、濃厚接触者でないと

いうことは、「あなたは感染している心配はあ

りません」ではないのです。そこが誤解され

がちで、特に非常にアクティブな子どもたち

に対して濃厚接触者を定義するのは難しい。

高齢者施設はまだ特定しやすいのですけれど

も、いずれにせよ、濃厚接触者に限らず幅広

くスクリーニングすることが大事です。 

モニタリング検査は、流行が発生している

可能性が疑われる集団に対して実施するもの

です。公衆衛生学的な介入の必要性を検討す

ることを目的としています。全数調査である

必要はありません。できるだけ検査アクセス

は向上させながら、その地域で、その集団で

どれくらい感染が広がっているかをモニター

することが目的です。 

このスクリーニング検査とモニタリング検

査が混同されて使われているところがあるの

ですけれども、ここは明確に分けないと、戦

略が混乱してしまうことがあります。 

沖縄県では、このモニタリング検査をエッ

センシャルワーカーに対して実施してきまし

た。あるいは飲食店従業員向けの無料検査は

モニタリング検査です。スクリーニング検査

では当然ありません。 

こういうモニタリング検査を行っていくう

えで大切になるのは、検査を受ける人たちを

守る取り組みとセットにすることです。そも

そも差別とか罰則とか経済的な不利益が待っ

ていることが分かっていれば、誰も検査を受

けなくなります。沖縄県の検査アクセスのよ

さは、検査所を増やしたというだけでなく、

検査を受けて陽性が分かった場合に偏見が生

じないように取り除いていくリスクコミュニ

ケーションの努力も、地道に効いてきている

と思います。 

いずれにせよ、この集団検査では感染者を

確認すればよいというだけでなく、その結果

と影響を踏まえた、きめ細やかな対策が求め

られました。そして、あくまで検査というの

は補助的なものにすぎませんから、感染対策

や活動自粛などと組み合わせることが必要で

す。 
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スクリーニング検査は 24時間以内に行う 

スクリーニング検査の実例を紹介します。

高齢者施設で、1 人でも陽性者が出たら、私

たちはそこに対して支援に迅速に、24 時間以

内に入るようにしています。 

例えば、あるデイサービスで陽性者が出た

ときに、迅速対応チームのグループチャット

で、ある医師が、「これからこの施設に行って

検体採取と感染対策を指導しなければいけな

いのだけれども、誰か一緒に行ってくれる人

はいませんか」と呼びかけます。そうすると、

別の病院の救急医が、「13 時以降なら私も伺

えます。よろしくお願いします」と応じる。 

大事な点は何かというと、保健所が間に入

っていないということです。実は、最初に感

染者を診断するのは、多くの場合は病院です。

ですから、その病院の医師が発生届を出すと

同時に、迅速対応チームに「こういう人がい

るから動かなければいけないよ」と呼びかけ

ます。保健所を介していると、発生届が出て

何だかんだしていると 24 時間過ぎてしまう。

そうすると集団感染になってしまいます。だ

から、迅速早回しで、医療者たちだけで動き

を取っていくということです。 

もちろん県のコロナ本部から連絡が来るこ

ともあります。例えば、あるデイサービスの

利用者さんで、手術前の検査で陽性だったケ

ースがありました。コロナ本部が「誰か行っ

てくれませんか」と書き込むと、ある病院の

総合内科医が、「では、明日私が行きましょう」

と応じてくれました。 

あるいは、ある施設で「検査をしなければ

いけないんですけど」と病院の医師が書き込

むと、B 病院は「すみません、私、行けませ

ん」、県の本部が「本部から看護師 2 人出せま

す」、地区医師会からは「訪問看護師を派遣で

きます」、C 病院「ごめんなさい、私、行けま

せん」、A 病院「私、行けます」みたいな感じ

で、すぐにその場でチームをつくって 24 時間

以内に介入する。とにかく 24 時間以内に入る

ことを沖縄県では大事にしていました。 

実際に現場に入って、どんな感染対策を指

導するか。感染防護服の脱ぎ着も、現場で教

えないとできないです。絶対に電話では無理

です。行って教える。 

そして、行って教えてすぐ検査します。そ

こにいる人全員に検査を行う。これをとにか

く地道に続けるということを沖縄県ではやっ

ています。 

（スライド 13） 

いまの話を流れで紹介します。職員もしく

は入居者に陽性を確認したら、保健所に発生

届を出して終わりではなくて、そこに行かな

ければいけない。放っておくと自分たちのと

ころに大量に患者さんが来るので、早く動い

たほうがいいのです。それはみんなの利益に

なります。 

医療従事者たちのネットワークの中で 24 時

間以内に現場に入って、検査を実施し、感染

対策を指導します。そこで陽性者が出たら、

その施設内全部に広がっているかもしれない

と考えて、施設内の全員に検査を行う。それ

でも陽性者が出たら、1 週間後にもう一回検

査をやって、それでも陽性者が出たら、1 週

間置きに検査をずうっと続けていく、繰り返

していく。長い場合には、2 か月にわたって

毎週検査を続けることもあります。 

これはスクリーニング検査です。希望者だ

けに実施しても意味がない。全員検査をやっ

ていかなければいけません。 

検査は感染対策の「答え合わせ」 

では、検査をやっていたら、この施設の流

行は収まっていくのでしょうか。そうではな

いのです。検査は感染対策の指導の答え合わ

せなのです。きちんと検査を行い、感染対策

の指導をし、次の 1 週間どうあるべきかとい

うことを教えて、そして 1 週間後にもう一回

検査をして、うまくいっている、いっていな

いの答え合わせをしていくということです。 

もちろん私は、検査は非常に重要だと思っ

ていますし、沖縄県でも拡充していきました。

ただ一方で、検査、検査とおっしゃる方々の

中には、検査さえしていれば流行が収まるの
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ではないか、しかもスクリーニング検査とモ

ニタリング検査を混同した状態でおっしゃっ

ている方がいます。モニタリング検査をいく

らやっても流行は収束しません。スクリーニ

ング検査は流行を収束させる可能性はありま

すけれども、感染対策の指導をセットでやら

なければ、なかなか収束しないのです。ずっ

と陽性者の発生を見続けることになるでしょ

う。 

感染の拡大を抑えるためには、早期介入、

広範な検査、感染対策の指導がそろって初め

て集団感染が抑え込まれるということです。 

例えば高齢者施設の流しに行くと、利用者

さんの歯ブラシの下に、ほかの利用者さんの

コップが置いてあったりします。これは危な

い。これには「個別にちゃんとベッドサイド

に持っていってくださいね」というようなこ

とをアドバイスすることが大切です。 

こういう感染対策の実践と、検査という答

え合わせをしっかりやりながら、流行を抑え

込んでいく。これは高齢者施設でもそうです

し、地域においてもそうです。感染対策の実

践なくして PCR 検査の拡充は意味がないとい

うことです。 

そうやって検査をすると不安が増していき

ます。検査をすれば陽性者を発見しますので。

例えばある施設が、「また陽性者が出てしまい

ました」と心配したとすると、それに対して

私は、「ちゃんと感染対策が行えていますよ。

潜伏期の中央値である 5 日間が経過したとこ

ろです。あと数人は入居者さんから陽性者が

出ると思いますけれども、そろそろ落ち着い

ていくので、いまやるべきことはやっている

ので、あまり不安にならなくていいですよ」

と声をかけます。検査を行う場合には、こう

したサポートもきちんとやっていかないと、

検査をやること自体に強い不安を感じる方々

がいらっしゃることも理解をする必要がある

と思います。 

（スライド 14） 

こうした集団感染に対する介入を繰り返し

ていくうちに、どこにリスクの高い部分があ

るのかということがだんだんみえてきます。

まず、感染に気づいていない無症候の職員が

持ち込むことが多い。あるいはパートで働い

ている非正規雇用の職員さんが、その日の日

銭を失うこともあって、ちょっと風邪を引い

たくらいでは仕事を休めないような方々が持

ち込むことが多いようです。 

あるいはダブルワークで、日中は会社勤め

をして、夜勤だけ高齢者施設の当直をやって

いるという方も結構いらっしゃる。その方々

は会社に黙ってやっていたりする。そういう

社会的なはざまにある人たちがしばしば感染

してしまうし、感染を広げかねない部分があ

る。そこに制裁を加えることなく、きちんと

報告していたただけるように、そして命を守

る医療とのネットワークをよく理解していた

だくように伝えていくことが大事だと思って

います。 

歓楽街でのモニタリング検査の実例 

これまではスクリーニング検査の話をしま

したけれども、次にモニタリング検査の事例

をお話しします。北谷町（ちゃたんちょう）

という町で陽性者が数人出ました。ナイトス

ポットで米兵たちが飲み歩いていたというこ

とは把握したので、そこにいらっしゃる方々

に、検査を受けてくださいと呼びかけをしま

した。 

あるいは、那覇の最大の歓楽街である松山

地区の方々から陽性者がポロポロと出始めた

ので、お願いをして、「検査を受けに来てくだ

さい」と呼びかけました。2,000 人の方々が

来られました。 

このときは、86 人の陽性者を認めて、陽性

率 4.3％でした。この時は 2週間の営業自粛を

この地域一帯にお願いしました。ここはモニ

タリング検査だから、そうなるのです。 

スクリーニング検査であれば、この松山地

区全員に検査をします。そして、陽性者だけ

を隔離すればいいのです。ほかは営業しても

らってもいいかもしれません。けれども、1

週間後にまた全員を検査します。それがスク
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リーニング検査のやり方です。 

モニタリング検査は、意識の高い人たちが

検査を受けに来るだけなので、ほかにもたく

さん隠れた陽性者がいます。だから検査で陽

性だった人たちだけを隔離しても、絶対に収

束はしません。その地域の意識の高い人たち

で陽性率 4.3％ということは、他にも結構い

るなということになって、その地域全体を自

粛していただくという公衆衛生学的介入につ

なげていくことになります。 

（スライド 15） 

また、松山地区の飲食店で働いている方々

にチケットをお配りして、無料の PCR 検査を

やっています。ただ、やりながらちょっと心

配したこともあって、PCR 検査で陰性である

ことが分かると、例えばキャバクラの女性と

かがマスクをつけずに接客をする理由にされ

るリスクがあります。これは何のための検査

なんだろうかと思っていました。 

今回、歓楽街で働いている女性たちに対し

て徹底して PCR 検査をやるということは、観

光客を守るためなのか、彼女たちを守るため

なのかは、冷静な目でみる必要があると思っ

ています。やはり検査というのは感染対策と

セットにしなければいけない。繰り返します

けれども、検査をやっていればいいという話

ではないのです。 

さらに、その検査で何人陽性だったかとい

うことだけでなく、誰がどのように感染して

いるかということを検討して、再発防止へと

フィードバックしていくことがとても大事で

す。 

守るのではなく、蓋をされる人々 

（スライド 16） 

ある沖縄県内ホテルの従業員の感染事例を

ご紹介します。9 月 19 日までのデータですけ

れども、388 人のホテル従業員の陽性を確認

しました。そのうち疫学調査で、業務内容の

記載があった 130 人を抽出しました。これは

私たちの臨床現場で、ホテル従業員の感染事

例をみていても実感とつながるのですが、一

番多く感染しているのは清掃をしている人た

ちで 33％を占めています。 

どうしてもフロント係に目が行きがちです

ね。でも、フロントは感染対策がしっかりで

きています。むしろレストラン、清掃、こう

いうところで働いている人たちのリスクが高

い可能性がある。思い込みはかなりまずいの

です。部屋の清掃をしている外国人たちが、

感染のリスクに直面していることに気づく必

要があります。 

実地できちんと調べたわけではないのです

けれども、清掃しているときに、手袋、マス

クがきちんと着用できているのか、あるいは

お客さんのリネンを片づけた後にきちんと手

指衛生ができているのか、というところが不

十分である可能性があります。そういうフィ

ードバックを私たちはしていかなければいけ

ないのです。 

特にホテルというのは、結構リスクが高い

ということに私たちは気づき始めました。な

ぜかというと、濃厚接触者の方が時々ホテル

で自己隔離をしています。そして、発症して

から病院に来ます。そして、「私は実は濃厚接

触者だから、家にいると危ないと思うからホ

テルにいました。そして発症したので検査し

てください」というような事例が、流行が大

きくなると増えてきます。その部屋の片づけ

をしているのです。自己隔離しているので、

ずっとその部屋にいる。そこに入って清掃す

る人たちのリスクが極めて高いということに

も気づいていく必要があるということです。 

これだけ外国人が日本社会の根底の部分を

支えてくれているわけです。時に外国人たち

は差別にさらされているのに、こういうとき

は蓋をするのです。守っているのではないの

です。蓋をしているのだと思います。 

アメリカでも、有色人種の感染率の高さが

指摘されて、格差の問題がコロナで表出して

いると指摘されてきました。けれども、日本

では、シングルマザーとか外国人とか、軽症

認知症の独居とか、明らかに感染リスクが高

いところがあるのに、それも差別だと蓋をす



12 
 

る。 

メディアも、数を数えることに熱心で、そ

こにある社会の矛盾を報じようとはあまりし

てくださらないですね。これでは社会は成長

しないです。差別だからと蓋をするのではな

くて、根底にある差別の部分を明らかにして、

それがコロナの感染で表出してきたんだとい

う感覚が必要だと思っています。 

病床は単なる寝床ではない 

次に医療提供体制の話をいたします。 

（スライド 18） 

沖縄県における新規の陽性者数が赤い折れ

線で、入院患者数が棒グラフになっています。 

このグラフでご紹介したかったのは、この

赤い折れ線に対して、入院の患者数は大体ピ

ーク時の倍になるという点です。例えば 1 日

当たり 100 人の陽性者が発見されると、大体

200 床くらいを入院患者が占める。200 人にな

ると 400 床というのが大体これまでの経験だ

ったのです。 

ところが、今回の第 5波は違います。600人

を超える陽性者が出たのですけれども、最大

で入院したのは 735 床でした。これはなぜな

のかという話をしていきます。 

（スライド 19） 

医療提供体制の流れはざっとこんなふうに

なっています。これは複雑なので、全部説明

していると時間がかかるので、ご紹介にとど

めます。 

ちなみに私たちは、アリーナの体育館に入

院待機センターというものを整備したりもし

ました。酸素投与や点滴が受けられます。 

(スライド 20） 

これは都道府県別にみる確保した病床の使

用率の推移です。確保病床に対して、どれく

らい患者さんが入院しているかということで

す。最近、よく幽霊病床みたいな言われ方が

ありますけれども、沖縄の場合は、確保病床

をフル稼働させていて、病床の使用率が

100％いくのです。これは沖縄の特徴だと思い

ます。どうしてこういうことができているか

というと、マッチングがうまくいっているか

らです。 

病床というのは寝床ではなく、患者さんを

支えるシステムです。支え方は様々です。例

えば、病床があるからといって、そこに小児

が入院できるかどうかは別の話です。妊婦の

方が入れるかどうかも別ですし、認知症高齢

者の方が入れるかどうかも別の話です。この

病床はどういう患者さんのケアができるのか、

重症者まで対応できるのか、その病床の持っ

ているシステムの能力と、患者さんの持って

いる附帯状況も含めた医療ニーズと適切にマ

ッチングさせながら回していかないと 100％

はいかないのです。幽霊病床の話は抜きにし

て、やる気があってもマッチングは必要です。 

沖縄の場合は、そこのマッチングをかなり

しっかりやってきました。 

沖縄では、リアルタイムに重症度別の入院

患者を把握しながら、県が統合的に入院調整

をやってきました。保健所が入院調整をして

いません。去年の 7月からです。1年以上にわ

たって、県が集約的にやっていきました。 

次に、日本で明らかになったのは、急性期

病床があっても、そこに人がいないという現

実です。病床の使用率を左右するは、ベッド

の数ではなく、人の数でした。しかも、コロ

ナが流行すると、その人も感染していくので、

マンパワーが落ちていきます。その状況をウ

オッチしなければ、病床をフル稼働させるこ

とはできないのです。 

そういうわけで、医師、看護師、あるいは

事務職員、全ての病院で何人休んでいるのか

を毎日私たちはウオッチしています。そうす

ることによって、その病院が、病床はあるけ

れども、これ以上受けられないだろうな、と

いうことを読むことができるようにしている。

その情報は他の医療機関もみることができま

す。ほかの病院がどういう状況なのかという

ことをみることができます。 

そのうえで、その病院が一般外来はどこま

で受けられるのか、救急はどれだけ受けるの
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か、救急車は、あるいはカテーテル治療とか

内視鏡とか、そういう一般医療に対しても、

どれくらい制限が始まっているのかについて

宣言してもらっています。コロナを受け入れ

ている病院の一般医療の状況まで把握をして、

地域全体でバランスよく配分していくという

ことをやってきました。 

そうしないと、ほかの県に搬送できない。

東京で無理だったら埼玉へ行きましょうとい

うことが沖縄はできないので、全体のバラン

スを取っていくことをかなりこだわってやっ

てきました。 

さらに、コロナ以外の一般の病院、慢性期

とか回復期の病院で集団感染がどうしても出

てくる。集団感染が起きていることに、その

医療機関が気づけていないということが、さ

らに大きな流行を生むことが分かってきたの

で、私たちは各医療機関の発熱者の人数を、

入院患者、医師、看護師、看護補助、事務職

などに分けて、毎日報告してもらっています。

そうすることによって、その病院よりも早く

私たちは、この病院はおかしいということに

気づく。いや、むしろそれをちゃんと報告し

てくださいと言うことによって、その病院の

毎朝の会議のときに、「うち、何人発熱者がい

ます」ということを事務職がプレゼンするよ

うになるのです。そうすると、あ、おかしい

なと、その病院も気づいていただけるように

なる。 

平均在院日数の短縮で病床を効率的に運用 

（スライド 21） 

こちらは私が勤めている沖縄県立中部病院

の年齢階級別にみた在院日数の推移です。一

番右側の全年齢をみてください。私たちの病

院は比較的重症者が運ばれてくる医療機関な

のですが、それでも今回の第 5 波では、かな

り入院期間が短縮していることが分かります。 

先ほど、沖縄県の病床数と新規陽性者数の

比をみたときに、300 人の新規陽性者が出る

ときには 600床ぐらい必要なのに、今回は 600

人出ているのに 735 床で済みましたと、いう

話をしました。その最大の理由は、平均在院

日数が短くなったことにあります。 

つまり、14 日の平均在院日数を 7 日に短縮

すると、理論上、倍の患者を私たちは受け入

れることができるようになります。 

いま政府とか、メディアの皆さんも、コロ

ナの患者が増えるから、病床を増やせ、増や

せと大合唱されているわけですけれども、地

方の限られた医療資源のところでは無理です。

それは一般医療を圧迫することを意味してい

ます。脳梗塞や心筋梗塞を診られなくなるこ

とを意味しています。 

そうではなく、確保している病床を最大限

効率化するデータによるシステム制御と、コ

ロナの病院以外の回復期とか高齢者施設との

連携を強化することによって、効率的に病床

を運用していく。つまり、在院日数を短くし

ていくということで、より多くの急性期の患

者さんを受けられるようにしていくことが、

地域住民を守っていくうえでのソリューショ

ンだと私たちは考えています。 

（スライド 22） 

沖縄県はもともと全国の中でも一番病床利

用率が高いのです。このグラフは 2019 年でコ

ロナの発生する前ですけれども、そうしない

と沖縄県というのは守り切れなかったのです、

もともと。 

（スライド 23） 

新型コロナによって、医療需要が増大して

いくことに対する沖縄県の取り組みについて

整理します。まず、病床の量的確保が必要で

す。コロナ患者を診ない急性期病院があるの

はよくない。全ての救急病院が原則として沖

縄では受け入れる、そこは原則としてある。 

そして、さらに増えてきた場合には、待機

的手術の延期とか一般医療の抑制を行わざる

を得ない。ただ、このやり方は一般医療を抑

制していくので、地域住民にとってのベスト

の解決策ではありません。 

というわけで、病床の効率的運用につなが

るツールを構築して、リアルタイムで共有し

ながら、適切な病床に医療需要をマッチング
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させて受け入れていくようにした。それは保

健所ではできないです。保健所の保健師さん

は臨床のプロではないので。 

沖縄では、どこに入院するかについて、県

庁の中の健康観察センターにほぼ常駐してい

る部長級の救急医が調整しました。「この患者

さんは、入院だと思います」と、電話で看護

師さんからアセスメントがあったら、救急医

が直接電話をして、「あなたの状態を教えてく

ださい」、「あ、そういう状態だったら入院す

べきですね」と言うのです。次にその部長級

の医師がコロナを受け入れている病院に「こ

の患者さんは受けてください」と電話をかけ

る。すると、知名度も高いし、先輩でもある

ので、反論できないです。保健所が言うと、

「本当に入院が必要なんですか？」と言われ

がちなのですけれども、部長級の救急医が言

うと、「はい、分かりました」となるところも

強みだったなと思います。本人たちは否定す

ると思いますけれども、部長級というのは大

きかったと思っています。 

そして、入院患者数の抑制と在院日数の短

縮です。これは現場の努力の部分だし、救急

病院だけで頑張れることではありません。ホ

テルも医療対応能力を高めていく必要がある

し、高齢者施設も、集団感染が起きたときに

は、もちろん支援体制が必要なのですけれど

も、そこでの療養継続ができるような体制を

つくっていくということで、病床を節約でき

る。 

そして、あまりしたくないのですけれども、

在宅医療も、病床の効率的運用に貢献するこ

とでしょう。 

沖縄の対応は「地域医療構想」そのもの 

（スライド 24） 

整理しますと。1 番目に沖縄県では、発生

早期からパンデミックを災害と捉えて、対策

の決定プロセスを県の本部に集約させてきま

した。このことによって、病床の効率的な運

用が可能になって、持ちこたえてきたと思い

ます。 

2 番目に、高齢者社会における「あるべき

地域医療」というものを明確化することが必

要だと思っています。医療と介護の機能分化

あるいは連携も、コロナ診療においてはすご

く大事なのです。コロナの患者さんがリハビ

リが必要な状態でどこも受けてくれないと、

ずっと確保病床が埋まることにもなりかねま

せん。 

そして、データに基づくシステム制御を進

めることなく、感染症サージに対応できる病

床確保の議論はないと思っています。 

ここまでお聞きになって、医療報道をされ

ている方はお気づきだと思いますけれども、

これは地域医療構想そのものなのです。つま

り、地域医療構想というのは、急性期を本当

の急性期にしていくためには、急性期の病院

でありながらずっとリハビリをしているとか、

入退院調整でずっとそこにいらっしゃること

がないように、地域連携を強化していきまし

ょうということがあります。また、これだけ

保険医療データが豊富に日本にあるので、そ

のビッグデータを駆使しながら、データによ

るシステム制御を都道府県が中心にやってい

きましょう、それで保険者ときちんと連携し

ていきましょうということです。そして、そ

こに集約化をしていくということ。 

それは、ある意味で当たり前なのです。な

ぜかというと、そもそも 2025年問題、2040年

問題に対応するというのは、医療需要が急速

に増大していく中で、限られた医療資源をど

う効率的に使っていくのかが地域医療構想の

基本コンセプトでした。 

今回のコロナで、それが超早回しでやって

きたということです。いま沖縄県でやってい

るように、地域医療構想にあるようなコンセ

プトを――それだけではもちろん解決しませ

んけれども――進めていくことが、その次の

高齢化サージにきっと生かされると思ってい

ます。 

3 番目に、「あるべき地域包括ケアシステム」

の推進が必要で、地域ケアの回復力を高めて、

医療と介護の最適な配分を推進していかなけ
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ればならないと思っています 

介護現場で働く外国人をサポートする 

最後の話題です。感染リスクの高い人々に

対する支援が大きな課題として残されていま

す。 

（スライド 26） 

沖縄のデイサービスと特別養護老人ホーム

の求人を見ると、デイサービスの時給が 770

円～800 円と書かれています。特別養護老人

ホームの時給が 850円です。 

それに比べて沖縄県のショッピングモール

の時給が 1,100 円です。高級ホテルの客室清

掃の時給は 1,300 円です。そのうえ送迎バス

と寮があります。勝負あった、です。そうや

って、介護の単純労働部分が外国人労働者に

アウトソースされていっているという現実が

地方ではあるわけです。 

介護労働者の時給を上げるという基本的な

ところから改革していかないと、もたないと

思います。沖縄は高齢者も貧困層が多いし、

生活保護は大阪に次いで多かったかと思いま

す。そうなってくると、介護の付加価値を高

めて、そこで収益を上げて、介護労働者の時

給を上げていくというのは沖縄では難しいの

です。決まった額の介護保険の部分で回して

いかなければいけないので、かなりぎりぎり

です。そのことも、沖縄で介護現場での集団

感染が繰り返されたころにつながってくると

思います。 

ある高齢者施設で感染対策の指導をしたの

ですけれども、そこにいるのは外国人たちな

のです。これは実地に行かないと教えられな

いです。もちろん日本人の方々も本当に一生

懸命やってくれていますけれども、彼らは

「私はここで働きたくない」と思ったら辞め

られるのです。だけど、外国人労働者の方々

は、辞められないのです。職を失ったら次の

就職先がみつかるかどうか分からないし、技

能実習だとそもそも辞められないのです。そ

れでコロナが出たときの不安たるや相当なも

のがあります。 

コロナが発生した、ある高齢者施設ではタ

ガログ語のポスターが貼ってありましたタガ

ログ語で「コロナのことについて不安が増し

てきたら相談を受けますよ」と書いてある。

そういうメンタルサポートを精神科医たちと

連携してつくっているのです。 

それから、これは神父さんたちにお願いし

て、フィリピン人たちの日曜礼拝の場で、感

染対策のこととかコロナについて解説してい

るところです。「皆さんは知らないかもしれな

いけれども、実は症状がある人は PCR 検査は

無料で受けられるんですよ」とか、「入院して

も、医療費は公費で、皆さんがもしビザがな

かったとしても、公費ですよ」とか。そうい

うことは一応教えてあげないといけないです

ね。 

あるいは、ネパール人の日本語学校の留学

生たちの就職説明会――働き先は介護現場で

す――に実際に行って、感染対策のことをア

ドバイスしたり、知っておいていただきたい

こと、ワクチンのことなどを説明したりする

ことを地道にやっていかないと、なかなか伝

わっていかない。 

こういうマイノリティーの方はたくさんい

ます。私たちの臨床現場で拾ったリスクのあ

る人たちに対してフィードバックしていくこ

とを繰り返していかないといけない。市町村

の健康講演会をやっても、そこに来るのは意

識の高い人たちだし、外国人向けにメッセー

ジを出しても来ないです。やっぱりプライマ

リヘルスケアの基本ですけれども、その人た

ちが集まる場所に行って説明することがとて

も大事だなと思っています。 

感染症は社会の脆弱なところを教えてくれる 

外国人コミュニティにおける感染拡大リス

クは、直視すべき問題だと思います。いろい

ろな要因を紹介していますけれども、市町村

も交えて、地域住民に対するアプローチの中

に、リスクのある人たちをどう支えていくの

かという視点を入れることが、コロナ対策に

おける重要な到達点だと思っています。 
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感染症というのは、社会の脆弱なところを

狙ってきます。いまそれぞれの地域で、コロ

ナが流行しているのはどういうところなのか

を冷静にみることが必要です。差別するとか

蓋をするのではなくて。去年の夏、歓楽街で

の集団感染が続きました。そのときに、私は

医師として、ホテルで感染した軽症の人たち

の受入れをしていたのですけれども、キャバ

クラで働いているシングルマザーが子連れで

来るのです。子どもを預ける人がいないので

す。 

そのときに、保健医療部長に言ったのです

けれども、「この人たちを隔離することだけで

行政は満足するのか。社会から守るためにこ

の人たちを隔離する、それはいいんだけど、

彼女たちがどうして感染せざるを得ない状況

まで追い込まれながらも仕事を続けたのか、

というところまで目を持っていって、そして、

その人たちが、せっかく 10 日間お預かりする

わけだから、その間に彼女たちの持っている

社会的ニーズをどう満たしていくのかという

ことをヒアリングすべきなのではないか」と。 

地域にこれだけ福祉の専門家がいて、大学

には教授たちがいるのに、その人たちは何で

いま動かないのか。介護現場をはじめとした

エッセンシャルワーカーとか、外国人コミュ

ニティとか、独居の高齢者とかがコロナでや

られているところを直視して、それぞれの専

門家の知識と経験が活かされるべきです。 

社会的自立を支援することが、真の意味で

コロナを乗り越えることです。実は、エイズ

もそうやって乗り越えてきたのです。エイズ

患者を隔離するとか、コンドームをつけなさ

いではなく、なぜこの人たちがエイズに感染

していくのかをみたときに、マイノリティー、

LGBT、そういう人たちに対する偏見を乗り越

えていかないとエイズの問題は解決しないね

とか、貧困層を支えていく就労支援をアフリ

カでやらないとエイズの問題は解決しないね

ということに気づいていったはずなのです。 

特に今回のコロナは、そういう脆弱な人た

ちの暮らしが行き詰まったということを教え

てくれていると思います。そうした人たちの

社会的支援と、居場所と役割を明確化してい

くことが必要です。コロナは、本当に目覚ま

し時計のように、脆弱なところを教えてくれ

ているので、そこにつなげていくのが、私た

ち臨床側の役割ですし、メディアの方々にも、

そうした視点で、このコロナを乗り越えてい

く、アフターコロナの社会をつくっていくこ

とに力を合わせていただければと思っていま

す。 

ありがとうございました。 

 

（質疑応答） 

 

司会 オンラインからの質問で。「先生は、

在宅医療はあまりしたくないとおっしゃいま

した。そのことの含意を教えてください」。続

けて「あるべき地域包括ケアシステム推進が

必要だとおっしゃいました。それはいままで、

あるべき地域包括ケアが存在しなかった、あ

るいは機能していなかったということだと思

います。だとすれば、あるべき地域包括ケア

を地域に実装するためには、何が必要でしょ

うか」。 

高山 在宅医療はあまりしたくないという

ところを掘り下げて聞いてくださってありが

とうございます。 

私も 8 月の下旬、沖縄で一番流行が過熱し

ていたときには、多いときには 8 人ぐらい在

宅患者をみていたと思います。もともと私は

在宅医ですので、そうしたところのノウハウ

は比較的持っているほうなのですけれども、

非常に難しかったです。 

そもそも、まず在宅医療とか地域包括ケア

が推進されているのはなぜか。それは慢性疾

患を持っている患者さんが、それでも住み慣

れた場所で暮らし続けられるように支援する

仕組みだと私は理解しています。 

一方で、例えば尿路感染症とか、肺炎とか

の感染症にかかったときに、それでも自宅で

治療が受けられるのが幸せな地域包括ケアだ

とは私は思いません。せっかく日本にはこれ

だけ病床があるのだから、そういうときは入
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院して治療を受けたほうがいいんです。よほ

どの理由がない限り、本人がどうしても入院

したくないということでない限り、入院して

治療し、急性期の治療が終わったら在宅に戻

る。一方で、慢性期や終末期の治療について

は、お医者さんが自宅に来てくれることによ

って受けられる、それが在宅医療の役割だと

思っています。 

だから、コロナの急性期の診療をやるのは、

本来の在宅医療ではありません。 

もう一つ、特にやりたくないと実感したの

は、私のような在宅医が出向いている理由は、

その患者さんにとってのベストの医療を提供

したいからではないんです、率直に言うと。

ベストの医療を提供したいのだったら、私は

病院に連れていきます。つまり、入院させな

いために私たちは行っているんです。これは

相当なジレンマでした。 

一方で、私は病院で救急外来の診療もして

います。若い人が気軽にといったら失礼なの

かもしれないけれども、救急車で来るわけで

す。ちょっと息苦しいとか、高い熱が出たと

かで。そういう人は、救急外来に来て、入院

していくんです。 

一方、在宅医の私が 85 歳の高齢者のところ

に行って、「もうちょっと頑張れる？」と言っ

て入院抑制のために仕事をしているのです。

これは本当につらいことです。だから、在宅

医療をやりたくないと言いました。 

もう一つの地域包括ケア推進の部分ですが、

先ほどお答えした部分ですけれども、慢性期

の疾患の患者さんや、認知症がある方々が安

心して暮らしていけるような地域づくりだと

思っています。 

一方で、いまお話ししたように、急性期の

患者さんはやはり入院できる、そこの役割分

担が必要です。急性期の患者さんで入院して、

回復期になっても退院できない人も結構いま

す。そこは役割分担ができていませんよね。

回復期にある人たちが病床にいるので、次の

急性期の患者さんが入院できないという状況

が起きてくるわけです。そこを、退院する人

たちは早く退院する。入院すべき人たちは確

実に入院するということを、これはコロナに

限らず、地域で実現していかなければ、高齢

化のサージには対応できないだろうと思って

います。 

質問 第 5 波のことに関連して伺います。

病床確保について、「効率的な運用により持ち

こたえた」と資料にあるのですけれども、ピ

ークのときにも崩壊にまではは至らなかった

という認識でしょうか。 

高山 崩壊の定義がないので、そこは難し

いのですけれども、私は「崩壊した」と言っ

ています。なぜかというと、2 つ理由があり

ます。 

1 つは、入院待機センターというものを沖

縄本島内に 2 か所つくりました。入院できな

い人たちを体育館でお預かりしたわけです。

これが立ち上がった時点で崩壊しています。 

もう一つは、残念ながら、在宅死、医療に

見守られないで亡くなった方が、私の知る限

り、沖縄県内で 3 人おられます。これはもう

出してはいけないことで、それが出た時点で、

医療崩壊だと受け止めています。 

質問 もう一点、流行要因のところで 5 項

目ほど挙げられていると思いますけれども、

これは複合的な要因がいろいろあったという

ことなんでしょうか。 

あと、そこに米軍という要素は入ってこな

いんでしょうか。 

高山 流行要因の 5 項目ですね。これらの

複合要因で、米軍は寄与した可能性はありま

す。ありますが、多分寄与度はそれほど高く

ないだろうと思っています。 

司会 私から、多分記者さんが聞きたいだ

ろう質問を 1つお願いします。 

今週の話題として、ワクチンの 3 回目接種

がありました。日本でワクチンの 3 回目を接

種することについて、専門家の中でも、その

必要はないのではないかというご意見の方も

いらっしゃるのですが、先生のご意見を伺え

ないでしょうか。 
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高山 分かりません。3 回目接種の有効性

について、エビデンスとして分かっているの

は、感染予防効果あるいは発症予防効果が再

び取り戻されるということです。 

一方、入院予防効果は半年たった時点でも、

90％ぐらい維持されている。これは一般人口

で、高齢者とか、特定の集団になると、そこ

は違ってくると思うのですけれども、90％は

維持されていることが分かっています。 

というわけで、まず私たちが社会的目標を

どこに設定するのかによって、ワクチンを 3

回目接種すべきかどうかは分からないです。

入院を予防する、つまり医療の逼迫を回避す

ることが目的であれば、国民皆さんに 3 回目

の接種を求めていく必要はないだろうという

ことになります。 

一方で、流行そのものを抑え込んでいくん

だ、ということであれば、若い人たちにも 3

回目の接種を求めていったほうがいいでしょ

う。つまり、国がどこに目標を設定するのか、

あるいは住民の方々が何を期待するのかによ

って、3 回目接種の必要性が分かれてくると

いうことです。 

疫学的にはそういう状況ですけれども、一

方で、個別の方々にとっては、これは別です。

3 回目を打ちたい人たちというのはいるわけ

で、打てば発症予防が期待できますし、虚弱

な高齢者は入院予防効果が落ちている可能性

があるので、それを再び取り戻せる可能性も

ありますから、3 回目の接種の意味はあるで

しょう。ですから、エビデンスがもう少しそ

ろってきて、国の方針が固まったら、3 回目

の接種をみんなで打ちましょうと推奨するこ

とになるでしょう。いまの段階では、希望す

る人が 3 回目の接種が打てるようにしておく、

というのが行政側の取るべきゴールではない

かと思っています。 

質問 今後のコロナの見通しですけれども、

7割から 8割の皆さんに 2回のワクチンが行き

渡りました。 

それから 2 つ目に、メルクという会社の、

軽症の段階で飲み薬を飲めば治るという薬も

近く認可が下りて、入手できるようになりま

す。 

それから病床についても、東京は第 5 波の

ときにひどかったので、2 倍になっても、病

院は 2 割病床を増やすというようなことを取

りあえずやっていますし、さらに病床の連携

等々を沖縄のようにしようということだと私

は理解していますけれども、そういう準備が

進んでいます。 

これらのことを踏まえると、コロナが、パ

ンデミック的なものがまた起きても対応でき

る状況になる。対応できずに在宅で人が死ん

でいくということは避けることができるよう

になるという意味では、いままでとフェーズ

が変わってくる。季節性インフルエンザに近

づいていくという見方もあって、来年の春ぐ

らいには何とか見通しがつくのではないかと

いう期待が高まっていると私は理解している

のですが、いかがでしょうか。 

高山 おっしゃるとおり、私もその期待感

を持っています。ワクチンもかなりの接種が

されていますし、半年たって、発症予防効果

は減弱しているにしても、重症化する人は減

ることが期待できます。 

ただ、そもそもコロナのデルタ株の基本再

生産数は 7 とか 8 だとアメリカ疾病予防管理

センター（CDC）は言っているわけです。この

数字はかなりな感染性の強さで、皆さんが感

染対策をほとんど取らない日頃の生活に戻し

てしまうと、インフルエンザ並みの大流行が

起きるリスクもある疾患だということを自覚

しておく必要があると思います。 

つまり、年間で1,000万人あるいは1,500万

人ぐらいが感染し得る、それ以上が起こって

もおかしくない感染症だということです。こ

れは沖縄で言うと、1日当たり大体 1,500人か

ら 2,000 人ぐらいです。今回ピーク時の感染

者数が 800 人ぐらいだったので、その倍ぐら

いの流行は十分に起こり得る。倍の流行が起

こると、総体的に重症者が増えます。みんな

がワクチンを打っているわけではないので。 

ですからご質問にあったように、ワクチン
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や内服薬や病床を組み合わせると、かなり乗

り越えやすくなってはいるのですが、とはい

えブレーキは適切に踏みながら、緩徐に社会

活動を再開していかないと、大流行をおこす

ポテンシャルを持っている感染症だという警

戒感は持ち続けておかなければいけないと思

います。 

もう一つ、内服薬が出てくるのですけれど

も、タミフルほど安くないです。数万円です

よね。そうすると、みんなが予防内服みたい

に飲むような状況は期待できないと思ってい

ます。 

司会 最後に私から一つお伺いします。先

生はずっと新聞記者などの取材にご協力いた

だいていて、メディアの特性はよくご存じだ

と思うのですが、この 2 年間の新型コロナ報

道に対する評価、こういう点はよかった、悪

かった、ここはもっと頑張ってくれ、という

ところがございましたらお願いします。 

高山 非常に冷静な報道が多かったなと思

います。あおるような報道は、少なくとも私

は沖縄で仕事をしていて、沖縄の主要 2 紙も

含めて、適切に報じてくださっていましたし、

科学的エビデンスに基づいてという点に、か

なりこだわった報道が多かったと思います。 

そういう意味では、医療に限らず科学セク

ションの記者さんたちが日頃から勉強してく

ださっていることが大きい。それに、私たち

に気軽に電話をかけて相談してくれて人間関

係がつくりやすくなったと思います。 

2009 年に私は厚生労働省で新型インフルエ

ンザ対策に関わっていたのですけれども、記

者さんから電話がかかってきてご説明すると

きに、「私の発言部分を記事にされる場合には

チェックをさせてください」と言うと叱られ

ることがあったのです。「そんなことはしてい

ません」と。それで、私も、「どんなふうに書

かれるか分からないのだったら、答えられま

せん」みたいな感じになって、残念なコミュ

ニケーションがあったのですけれども、いま

はほとんどの記者さんが、「分かりました。じ

ゃ、先生の発言部分をメールで送りますね。

チェックしてください」と言ってくれるので、

私も不安なく説明することができるようにな

った。これはおそらく科学者と皆さんとのコ

ミュニケーションが円滑になった、大事なポ

イントだったと思います。 

そうやって、われわれ臨床現場や、科学者

とのコミュニケーションを取っていただいて

いたのはいいと思います。 

課題の部分を僣越ながら申しあげると、聞

くべき人を選んでほしい。冒頭でお話しした

ように、感染症の専門家は、水際対策とか、

飲食店の営業自粛問題などは、答えられる守

備範囲ではないと思うのです。 

感染症の観点から、この水際対策のやり方

はいいと思う、みたいなものはあるけれども、

ほかの部分までその人が本当に答えられるの

かを評価すると、場合によってはゼネラリス

トに聞いたほうがいいし、在宅医に聞いたほ

うがいいかもしれません。そういう意味で、

専門家だから全てを網羅できているというこ

とではありません。市井にはいろんな専門家

がいて、情報のネットワークを持っているの

で、そういう方々の声を拾っていただけると

いいかなと思っています。 

司会 高山さん、今日は本当にありがとう

ございました。これで本日の会見を終わりま

す。 

高山 ありがとうございました。 

 

文責＝日本記者クラブ 

 



感染症に強い地域社会をめざして

新型コロナウイルスの流行と沖縄県の対策

沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科 副部長

沖縄県 政策参与

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 参与

日本医師会総合政策研究機構 非常勤研究員

高山義浩
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流行状況
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沖縄県における新型コロナの流行要因

人口密度の高さ

那覇市の人口密度は7,909人/km2で、福岡市や名古屋市よりも高い。

移動人口の多さ

多くの観光客や観光従事者が、離島を含めた県全体へと訪れている。

若者人口の多さ

高齢化率は22.6%と全国でもっとも低く、活発に活動する若者が多い。

有配偶率の低さ

壮年層（50,60代）の有配偶率66.7%は全国最低で、外出自粛が難しい。

世代間交流の活発さ

親戚や近隣の付き合いが密接で、日常的に訪問しあう関係がある。
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図14 沖縄県内における感染経路と流行縮小の背景

病院・施設保育・学校

会食・イベント 職 場

家 庭

夏休み後も学校内での感染が少なく、
家庭への拡大要因とならなかった。

職員による持ち込みは続いたが、集団感
染は少なかった。ワクチンによる効果？

自粛への協力が得られ、
会食やイベントにおける
感染が減少した。

職場単位での感染対策が
強化された？ ワクチン
の職域接種が進んだ？

家庭内での感染は予防
困難で、感染拡大の主
要因となっている。

渡 航 本土での流行が縮小したため、
感染者の渡航数が減少した。

出張

帰省

観光
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全国平均 0.99%

都道府県別にみる致死率（陽性者数に占める死亡者数）

出典：NHK特設サイト「新型コロナウイルス」掲載の都道府県ごとの感染者数をもとに筆者作図
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COVID-19の致死率 （Ｇ７+韓国）都道府県別にみるPCR検査実施件数

人口千人あたり件数（2021年10月11日～17日）

※ 厚生労働省「新型コロナウィルスのPCR検査総実施件数（都道府県別）」をもとに筆者作図
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検査体制
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沖縄県内における検査事業の実績（１）

対象者 本人負担 検査数 陽性数 陽性率

エッセンシャルワーカー
定期検査事業
(4/26-10/8)

介護従事者 無料 193,590 118 0.06%

障害者福祉
従事者

無料 59,814 41 0.07%

保育従事者 無料 36,875 17 0.05%

飲食店従業員無料検査事業
(3/27-10/8)

飲食店従業員 無料 6,657 280 4.21%

モニタリング検査事業
(3/29-10/3)

交通、観光
専門学校等

無料 65,327 39 0.06%

安価な検査補助事業
(2/17-10/7)

県内在住希望者 2,000円 192,532 4,824 2.51%

空港PCR検査
プロジェクト
(8/30-9/5)

県内在住者 3,000円 37,276

311 0.62%

県外在住者 5,000円 12,748

合計 604,819 5,630 0.93%
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沖縄県内における検査事業の実績（２）

対象者 件数 検査数 陽性数 陽性率

学校PCR検査事業
(4/26-10/8)

小学校 245 7,817 49 0.63%

中学校 171 5,840 33 0.57%

高等学校 200 6,214 47 0.76%

特別支援学校 16 379 3 0.79%

学童クラブ等 125 3,545 76 2.14%

(9/18-10/8) 保育･幼稚園 15 378 2 0.53%

合計 24,173 210 0.77%
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スクリーニング検査

• 流行していることが明らかな集団に対して実施する。

• 潜在する感染者を特定することを目的とする。

• 見逃さないよう全員検査が原則。希望者だけでは実効性はない。

→ 沖縄県では、高齢者施設、病院、学校、保育園等で発生時に実施してきた。

モニタリング検査

• 流行が発生している可能性を疑う集団に対して実施する。

• 公衆衛生学的な介入の必要性を検討することを目的とする。

• 全数検査である必要はないが、できるだけ検査アクセスを向上させる。

→ 沖縄県では、介護職員、福祉職員、保育士に対して定期的に実施してきた。

集団に対するＰＣＲ検査
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集団感染が疑われる施設におけるPCR検査

職員もしくは入居者に陽性者を確認

同一フロアもしくは施設全員に検査を実施

２４時間以内に接触者に対する検査を実施

陰性だった者の全員に再検査を実施

濃厚接触者以外
全員陰性

症
状
を
認
め
る
入
居
者
に
検
査

全員陰性

全員陰性

陽性者を認める場合は
繰り返し再検査を実施

濃厚接触者以外にも
陽性者あり

濃厚接触者以外にも
陽性者あり

発生
なし

終了

５～７日後

５～７日おき
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高齢者施設における集団感染の要因

感染に気付いていない無症候の職員による持ち込み。

感染した職員が入所者に食事介助することが高いリスク。

マスクを着用していても、適切に手指衛生ができていない。

締めきった環境で一緒に食事をすると感染が拡大する。
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感染を確認したホテル従業員の業務内容（沖縄県）

清掃

33%

レストラン

26%

フロント

22%

事務

14%

その他

5%

2020年3月23日～2021年9月19日

全388人のうち疫学調査で業務内容の記載がある130人
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医療提供体制
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感染者への医療提供と療養体制（沖縄県）

療養ホテル入院待機ＳＴ 救急外来

入院

県医療本部・自宅療養班（健康観察）

隔離解除

自宅療養

行政検査一般外来 検査所

緊急性低い
入院困難

感染予防
入院不要緊急性あり

要入院

報告 報告 報告
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都道府県別にみる確保病床使用率の推移

確保病床利用率＝入院患者数／当該フェーズにおける確保病床数

確保病床：受入れ要請があれば、即時患者受入れを行うことについて医療機関と調整している病床
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沖縄県における医療需要の増大への取り組み

病床の量的確保

• 院長会議での合意形成により、ほぼ全ての救急病院がコロナ患者を受け入れ

• 待機的手術の延期など一般医療の抑制を行いながら、コロナ対応病床を拡張

病床の効率的運用

• 県全体の病床運用状況を把握するツールを独自に構築し、リアルタイムで共有

• 県医療本部に自宅療養者の健康観察を集約させ、部長級の救急医らが入院調整

入院患者数の抑制

• 宿泊施設の医療対応能力が向上し、入院前にステロイドや酸素投与を実施

• 社会福祉施設の集団感染にあたって、医師の巡回診療など支援体制を構築

• 不安定な自宅療養者について、訪問看護や在宅医による見守りを早期に導入

在院日数の短縮

• 治療技術の向上とワクチンの普及により、より早期に患者が回復

• 他院への転院や高齢者施設への退院が円滑になり、急性期機能が集約化 24



沖縄県では、発生早期よりパンデミックを災害と捉え、

対策の決定プロセスを県医療本部に集約化させてきた。

欧米並みの大流行に対して、病床の効率的な運用により

持ちこたえた。

高齢社会における「あるべき地域医療」を明確化するこ

とが必要。医療と介護の機能分化と連携、データに基づ

くシステム制御を進めることなく、感染症サージに対応

できる病床確保の議論はない。

「あるべき地域包括ケアシステム」の推進も必要。地域

ケアのレジリエンスを高め、医療と介護の最適配分を促

進しなければならない。
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感染リスクの高い人々への支援
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外国人コミュニティにおける感染拡大リスク

友人宅に集まっての会食により、感染が広がりやすい

家族と離れて暮らす外国人にとって、友人宅に集まることは心のケアにおいて

も重要。ただし、感染予防の知識がなければ、容易に感染が広がっていく。

→ ライフスタイルを否定するのではなく、ケアの視点での支援が必要。

症状を認めていても相談できず、働き続けてしまう

職場で遠慮しており、症状があることを言えないでいる。欠勤がそのまま収入

減となることもあり、症状を隠して働き続けてしまうこともある。

→ 症状あれば仕事を休む雰囲気を作る。感染時の生活支援の仕組みも必要。

言語的な障壁や医療費の負担が受診を躊躇させている

言葉が通じないために受診方法が分からなかったり、受診しようとしても断ら

れるリスクがある。無保険者では、風邪受診でも高額な自己負担が発生する。

→ 広報を多言語化して提供する。医療通訳制度や無料低額診療を活用。
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ご清聴ありがとうございました
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