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令和二年神奈川県議会本会議第 1回定例会	 厚生常任委員会	

	

令和 2年 3月 6日	

渡辺(ひ)委員	

	 新型コロナウイルス感染症対策について何点か質問したいと思います。さら

にこの委員会で質疑がされた部分は、重ならないようにしたいと思いますし、

さらに質疑の中で確認したい件も出てきていますので、それも踏まえて質問を

行います。	

	 今、県民にとって一番大事なことは正しい情報が得られること、さらにはそ

のことによって、安心できること、これは非常に重要な前提だと思います。そ

の上でその視点に立って、何点か質問したいと思いますが、神奈川県内でも感

染者が多く出て、またそれについて先ほど質疑があった中で、例えば、今現在、

神奈川県にどれぐらい感染者がいて、さらにその方々が今既にどれぐらい退院

したのか、という質疑が先ほどありました。これは非常に大事な視点だと思う

のです。その答弁の中で、失礼な言い方になるかもしれませんが、県内で退院

をした方については、報道機関の情報によると、全国で 199 人という答弁があ

りました。これについては国でも、国会で厚生労働省に対して、もっと情報を

発信すべきだという中で、全国 199 人という数が出たのだと思いますが、これ

については神奈川県の病院について言えば、限られた医療機関の患者について、

しっかりその情報把握をして、県内は何人発症、そのうち既に何人退院、その

ような情報をしっかり押さえるべきだと思うのですが、なぜこの点が押さえら

れないのか、伺います。	

健康危機管理課長	

	 クルーズ船の関係ですが、実際に陽性になって船から医療機関に搬送させて

いただいたという数字は把握しています。そこから、重症だったり軽症だった

りいろいろあり、一度そういう病院に行ったあと、病院間で転送、転院などを

しますので、今現在、例えば、何名が退院とかいう情報が入ってこなくて申し

訳ないです。ただ、今後、そこも整理して、きちんとお答えしたいと思います。	

健康医療局副局長	

	 若干言い訳めいてしまいますが、クルーズ船等の対応があって、なかなかそ

の辺の情報収集の手が回らなかったのですが、先ほど報告させていただきまし

た、令和２年３月１日に全庁挙げて体制を整備して、30 人、40 人の体制でこの

チームを、健康危機管理課以外でもつくっています。そういった中で、県内全

病院の情報をしっかりいただいて、県民の皆様に正しく公表していきたい、こ

のようなことで今進めていますので、そういった中で御指摘の点についてもし

っかり行わせていただきたいと思います。	

渡辺(ひ)委員	

	 ぜひお願いしたいと思います。これは神奈川県だけではなくて、国自体が、

後手に回っている部分があるので、神奈川県だけを責めるわけにいきませんが、

大事なのは、県民が求めているのは、発症して、どこで入院された、その方々

が、もう細かくいうと重症なのか軽症なのか、さらにはその中でどのぐらいの

方々がもう既に退院をされたのか、こういう細かい情報が伝わってくることが
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大事だと思うので、今後の体制整備の中で対応をよろしくお願いします。	

	 次に、先ほど来質問があって、今、県の専用ダイヤルで様々行っていただい

ています。これについては大変な状況の中で対応しているということでありま

した。さらには昨日発表があった、今後はＬＩＮＥの支援もあるので、多少負

担感の軽減というか、ＡＩでもって対応していただく方も増えてくるだろうと

いう答弁だったので、これについてはこの取組にすごく評価をしたいと思いま

す。	

	 その上で、そうは言いながらも、次に心配するのは、帰国者・接触者相談セ

ンターについてなのですが、各相談状況だとか、24 時間体制で行っていくとい

う問題、さらには、県だけが行っているわけではなくて、各政令市や設置市も

ばらばらです。これは非常に不安なのです。ざっくりこうだとか、ざっくり安

心だとかいうことではなくて、個別に見ていく必要があると思うのだが、その

辺の相談状況と、今後の課題、我々も共有したいと思いますので、伺います。	

健康危機管理課長	

	 まず１点、相談の内容ですが、この帰国者・接触者相談センターが感染の疑

いということで、具体的な症状というものを言っていただくことになります。

その中で、例えば、熱がこうだとか、せきがどうだとか、そういうことを保健

師に相談していただいて、必要に応じて接触者外来のほうにつなげていくとい

う役割を持っています。	

	 一方で、この相談センターは、各県内においても、保健所設置市は本県に六

つあります。また、県域においても八つの保健福祉事務所とセンターがあり、

それぞれが個別に行っているので、たくさんの相談件数が来ています。そこに

対応している保健師、加えて、保健所ですから、今回のように、感染者が出た

場合に、それに基づきまして積極的に疫学調査を行っていかないといけない。

例えば、感染者を取り巻く濃厚接触者がどういて、その人たちはどうするのか、

あるいは感染者の行動歴をどう調べていくかという調査もあり、非常に負担が

かかっている状態です。	

渡辺(ひ)委員	

	 いずれにしても、これは課題がたくさんある中で、しっかり県の立場で政令

市や、保健所設置の行政、こういうところと情報共有しながら、足りないもの

は補うというか、助け合った運用がしっかりできるようにぜひともお願いした

いと思います。	

	 次に、先ほど来質疑の中で、本日からＰＣＲ検査が保険適用ということで、

体制のスキームが少し変わるという質疑があったと思います。その中で、基本

的には保健所、帰国者・接触者相談センターのほうに問合せをしてほしいとい

う説明が先ほどありました。さらにその後も質問があったと思うのですが、そ

うは言いながらも、４日間、また高齢者の場合２日間自宅で安静にするという

のは、一般的に考えれば、花粉症だとか、インフルエンザがある時期からすれ

ば、かかりつけ医にまず行くと思うのです。	

	 そこで、確認したいのは、今回のこの保険適用になった、今後も含めて、例

えば、今のスキームは患者本人が帰国者・接触者相談センター、保健所に相談

するという体制のような気がするのですが、高齢で様々な差配ができないよう
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な方の場合、かかりつけ医が、直接相談に乗って、そのセンターにつないであ

げるとか、センターに問合せをしてあげて、外来病院を紹介してあげるとか、

そういう体制にはできないのでしょうか。	

健康危機管理課長	

	 今回、令和２年３月４日に国から出ている保険適用に関する、新型コロナウ

イルス感染症に対応した医療体制という通知の中では、先ほどお話ししたとお

り、帰国者・接触者相談外来を中心に行っていくことになりますが、一方で、

なお書きに、一般の医療機関を受診した場合について、そのときには一義的に

は帰国者・接触者相談センターに一度電話をして、同センターの外来を受診し

ていただきたい旨が書いてあります。しかし、一般の医療機関を受診した場合

のことも考えて、直接、帰国者・接触者相談外来を紹介することも差し支えな

いというようなことになっていますので、実際にかかりつけ医の方が、帰国者・

接触者相談センターのほうに話をすることもできるし、あるいは、直接帰国者・

接触者相談外来を紹介してもよいということです。	

健康医療局長	

	 渡辺ひとし委員の御質問で、要は御自分で電話ができない、保健所の帰国者・

接触者相談センターに電話ができない方に代わって御家族や、あるいはかかり

つけ医に行ったときに、かかりつけ医と相談して、保健所の帰国者・接触者相

談センターに電話をするというのは、今も行っています。相談センターでは、

かかりつけ医からの御相談も受け付けていて、そのかかりつけ医の方とお話を

した上で、帰国者・接触者相談外来に行きましょうという、実際に御本人から

の電話だけではなく、御家族、あと最初に診察に行ってしまった医療機関から

センターに電話がかかってきて、そこで話をして、専門の外来を受診してくだ

さい、ということは行っていますので、そこは御本人からだけの相談に乗って

いるということではありません。	

渡辺(ひ)委員	

	 テレビ報道などを見ると、専門の医師が出てきて、今言ったようなことを自

分が行ったというようなことで、ただ、今までは保険適用ではないから、そこ

で弾かれるケースもあったという中で、実際にはそういうかかりつけ医として

対応しているという方々もいらっしゃったので、そのとおりだと思います。さ

らにはそれが保険適用になれば、速やかに対応できるようになるのだと思いま

す。	

	 しかしながら、先ほど来の答弁や、いろいろなものを見ると、原理原則であ

る帰国者・接触者相談センターに問合せくださいというのが表に出ているので、

分かりにくいと思うのです。さらには、一般の素人の患者よりも専門性のある

医師が具体的にかかりつけ医として相談したほうがいいわけです。そこで相談

しながら、あなたの場合はもう一回家で様子を見ていてよ、それでもう一回来

てくださいと、そこで再度受診して、前に進めましょうとか、専門的なアドバ

イスがあったほうが患者としても安心するわけです。なおかつ、相談センター

の方々も専門性のある方から相談を受けたほうが、話のやり取りがスピーディ

ーにいく。そういう方からすると、今言った、かかりつけ医からも相談できる

という話を、これは表現の問題が難しいと思いますが、正しく告知できる、周



 4 

知できる。例えば、先ほどＬＩＮＥを活用するという話がありましたが、そこ

でＬＩＮＥでやってみたら、全部相談センターに問合せしなさいというような

回答だけ出てくると、原理原則論だけになってしまうので、そこをうまく確認

しながら、県民に優しい体制をぜひ取り組んでいただきたいということを要望

します。	

	 その上で次の質問に入りますが、検査体制について、今、保険適用になった

という話になりましたが、現状の神奈川県の中で、今後拡充するという話でし

たが、ＰＣＲ検査については現状ではどれぐらいできる体制にあるのですか。

余裕があるとか言っていましたが、伺います。	

健康危機管理課長	

	 県内の検査体制ということで申しますと、まず県の衛生研究所では、１日約

60 件の検査が可能ということです。また、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀

市は、保健所設置市であり、それぞれ市の衛生研究所がありまして、それらを

合計すると、全体としては 200 件から 300 件の検査が可能です。	

渡辺(ひ)委員	

	 今現在、発症者も、先ほどの帰国者・接触者相談センターから案内をする外

来の数もそこまでいっていないので十分対応できるのかなと思います。	

	 次に確認を行いたいのが、先ほど神奈川県発の要望ということで、要はワク

チンがないと。ワクチンについては今、大阪府で動くという話が出ていますが、

これについて、早くても半年以上かかるという中で、アビガンや、シクレソニ

ドに期待する県民の方は多いと思うのですが、その中で、アビガンについては

県内での投与はまだないという答弁だったと思いますし、シクレソニドについ

ては３件のみの治験だという話だったと思いますが、これについては、国にも

要望していると思いますが、神奈川県内でもっと試験投与というか、実証を進

めていくべきだと思いますが、答えられる範囲の中で伺います。	

医療課長	

	 まずアビガンですが、富士フイルム富山化学株式会社の抗インフルエンザウ

イルス薬のアビガンについては、先ほどお答えしたのは、県内の病院で早く使

えるようにしてくださいという要望をして、まだ今日時点では使えていないこ

とも確認できていないのです。つまり、使ったか使えていないかという情報が

今取れていないという段階で、これは引き続き確認を取っていきます。また、

各病院の医師は働きかけています。実は、急遽投与したいという場合には観察

研究ということがありまして、簡単に言うと、研究のリーダーとなっている病

院に、うちの病院のこの患者の症例登録をしたいと。これが研究の対象になる

かならないか、これは後から考えるのだが、考えているうちにこの方が亡くな

ったら元も子もないので、取りあえず投与、内服させてくださいという、簡便

な手続があるにはあるのです。ただ、研究上、いろいろな制約もあり、また個

人情報もあるので、あなたの病院で投与しましたか、しませんかという情報が

なかなか取れないというのが一つあります。ですが、これは引き続き情報を確

認して、できれば、人は別として、何件ぐらい投与がありましたというのはで

きれば調べたいというのが、今の段階です。	

	 それから、臨床研究のお話を先ほど答弁しました。これは臨床研究になれば、
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研究という形で患者に投与できます。ですので、それは臨床研究に参加する病

院が、患者がいて臨床研究に参加できるという、一定の条件の下、薬事承認よ

り前に投与ができるので、これは積極的に今、ヘルスケア・ニューフロンティ

ア推進本部室と一緒に連携しながら、県内の病院が参加できるよう側面支援を

行っています。	

	 ただ、臨床研究は１点だけ課題がありまして、研究については、研究対象は

絞られるのです。つまり、あまりにも重症の人や、あまりにも高齢の人だと、

単純に研究対象から外れてしまうことがありまして、これは逆に冒頭に申し上

げた観察研究、人道的に投与するというところを併用しながら、これはアビガ

ンの話ですが、いずれにしても使えるようにしていきたいと考えています。	

県立病院課長	

	 シクレソニドに関して、神奈川県立足柄上病院では、委員がおっしゃったよ

うに現在投与の対象となる方が３名しかいなかったということで、先ほど答弁

したとおり日本感染症学会にこういった症例があるということを詳しく報告し

て、それを見た医療機関の方が参加していただき、先ほど医療課長も答弁した

とおり、症例を集めて、より精度を高めていかなければなりません。	

	 また、足柄上病院にもかなりの、報道以外に医療機関からの問合せが来てい

るとのことで、この症例を集めまして、ある程度まとまった段階で、また観察

研究というような形で報告したいと聞いています。	

渡辺(ひ)委員	

	 今の答弁で半分以上分かりますが、どちらかというと、我々が求めているの

は、シクレソニドについては効果があったという症例が出ているわけなので、

今言った神奈川県内の 42 病院ですか、この中でもっと積極的に投与というか、

治験が積み上げられるようにすべきだと思います。これももう県のほうで積極

的に行ってもらいたいなと思います。	

	 これは先ほどのアビガンとは少し違って、神奈川県立足柄上病院で医師の判

断でできた治療ですから、県内の各病院でもどんな状態の患者に効果があった

という、当然医師の情報の専門性の中で共有できれば、そんなに難しい話では

なくて、もっと症例が広がっていくのだと思います。この辺についてはもっと

前向きに取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。	

医務監	

	 今、委員から御指摘がありましたように、実際に神奈川県立足柄上病院から

日本感染症学会に報告があり、医師も注目している療法です。なおかつ、この

薬剤に関しては、副作用が少なく、今までの吸入ステロイド薬とは違う作用が

あるということで、皆様、効果を期待しているところだと思います。実際に今、

患者を抱えている医療機関の医師は様々な方法を使って、いかに救命するかと

いうことで苦労している。軽症で退院される方がほとんどなので、重症化され

ている方にいかに行っていくか、県内の医師は情報交換をしていますので、当

然、足柄上病院のこの報告については、言い方は悪いのですが、いち早く皆様

飛びついているところです。	

	 ただ、どのような方にこの薬剤が適用できるかというのは、一つ一つの個々

のケース、その方の状態にもよりますので、そこのところをはかりながら医療
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機関のほうでは、使える方には使っていくと伺っていますので、そこのところ

の状況を今後、学会が主導になってくるかと思いますが、県も情報を取りなが

ら、意見交換ができるところは取って、発信できることはしていきたいと考え

ています。	

渡辺(ひ)委員	

	 ワクチンがない現状において、アビガンだとかシクレソニド、非常に期待感

が強いので、一日一日の時間を無駄にせずに前に進めていく取組をお願いした

いと思います。	

	 最後の質問になりますが、先ほど医療機関用のマスクが足りないという話が

あって、今、昨日もおとといも国会で同じような質疑がされていて、安倍総理

からは前向きに対応するということで、例えば、医療機関だけではなくて、学

校や、保育園など、そういうところにも、使い捨てでない形かもしれないが、

１万枚、１億枚だったか対応していくだとか、様々な答弁が国会の中でやり取

りをされていますが、それについては国の流れも含めて、要は県も先ほど答弁

があったように全国知事会を通して対応を求めているということだったので、

それはそれとして、県の備蓄資材としてのマスクというのは、通常はどれぐら

いあって、今回もう使い切っているのかどうなのか、所管が違うから分からな

いかもしれませんが、所管が違ったとしても、今回こういう事態になれば、連

絡協議会などの中で、マスクがないという状況の中ではある程度情報共有はし

ているのではないかと思うので、伺います。	

健康危機管理課長	

	 マスクの備蓄ですが、実際になかったです。	

	 それで、今回のようなことがあって、急いで買おうと努力したのですが、製

造ができていないなどがあり、難しい状態になっているというのが正直なとこ

ろです。	

渡辺(ひ)委員	

	 今の話はすごく重たい話で、災害はいつやってくるか分からない、その中で、

様々な方々が避難所に入ってくる可能性がある。そのとき、インフルエンザな

のか新型コロナウイルス感染症なのか、その他のことも含めて、必要最低限の

備蓄資材の中に当然マスクというのは入っているべきものだと思います。医療

用の高度なマスクというのは限られた数でいいのかもしれないが、そこだって

様々な方々が応援で行くし、医療関係者が入ってくる、ある程度備蓄が必要だ

ろうし、当然、避難者に対するマスクの備蓄は必要だと思いますが、責任がこ

ちらに特にあるわけではないので、そこまでは言いませんが、再度確認します

けれども、今現在、備蓄としてのマスクは全くないということですね。	

	 併せて聞きます。窓口業務を行う職員の皆様が使っているマスク、このマス

クは県の備品ではなくて、各人のものなのですか。	

健康医療局長	

	 先ほど健康危機管理課長が答弁しましたが、くらし安全防災局に確認してい

なくて申し訳ないのですが、医療用のマスクについては健康医療局としての備

蓄はありません。防護服は何万枚かありましたが、今はもうない状況です。あ

とは一般のマスクは１万枚程度が健康医療局にありまして、それについては、
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各保健福祉事務所などに配布はしていますが、全庁に配れるほどのものはなか

ったということです。	

	 また、健康医療局としては、医療用のマスクを何とかしなければいけないと

思い、全国知事会にお願いをして、どこも品薄でなかなか提供はできないとい

う中で、各都道府県の多くの県から少しずつだが随時、送ってもらっている状

況です。ただし、基本は医療機関において、災害などの非常時のために様々な

ものを備蓄しているのですが、さすがにそれがもうなくなってしまったという

ことで、新型コロナウイルス感染症の患者を受け入れているところを優先に、

今、全国知事会を通して調達できたものを送っている状況です。	

渡辺(ひ)委員	

	 いずれにしても今の数が正しいかかどうか分からないが、一般用のマスクが

１万枚という数が本当にそれで足りるのかという問題も含めて、今回の事例、

体制の検証は重要だと思います。もしくは備蓄資材がないまでも、供給資材と

して関係機関との協定の中にそういうのを入れ込んでおくとか、それの見直し

をするというようなことも含めて、しっかり対応していただきたいということ

を要望して私の質問は終わります。	


