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はじめに 

 

 

 

 

 令和２（2020）年初頭に始まった新型コロナウイルス感染症の拡大  

（第一波）は、これまで経験したことのない感染症への対応となり、千葉県

においても多くの医療機関において、対応に苦慮したところである。 

その後、国の緊急事態宣言により、一度は感染者数が減少したが、今後の

第二波の到来に備え、第一波の教訓を生かして確固たる医療提供体制を構築

することが求められた。 

 このため、千葉県では、「千葉県新型コロナウイルス感染症対策連絡会議 

専門部会」を設置し、千葉県内の中核的な医療機関の関係者や感染症の  

専門家等に御参加いただき、令和２（2020）年５月から９月までの間に 10 回

の会議を開催し、様々な課題について意見を伺った。それらの意見を   

踏まえた検討内容等について、第二波以降に備えた医療提供体制の整備等 

に関する議論の取りまとめとして以下に報告する。 
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１．新型コロナウイルス感染症の発生状況と第一波の振り返り 

 

１－１ 感染者の発生状況 

〇 千葉県における新型コロナウイルス（以下「COVID-19」という。）の新規

感染者数は、３月下旬から増加し始め、４月中旬にピークを迎えた後、一時、

一桁台まで減少した（第一波）。その後、緊急事態宣言の解除（５月 25 日）

の後、再度、６月下旬から新規感染者数の増加がみられ、結果的に７～８月

にかけて、第一波よりも多くの患者数が発生した（以下本報告では「第二波」

という。）。【参考資料：３ｐ】 

 

〇 県内の感染者の発生状況については、地域差が大きく、第一波では感染者

全体の 50％以上が、第二波では 60％以上が東葛地域に居住していた一方、

県の東部・南部では限られた発生数にとどまった。【参考資料：４-５ｐ】 

 

〇 第一波では 50 代以上の年長者が感染者全体の 45％近くに上ったが、  

第二波では若年者が多く、30 代以下が 60％近くを占めた。また、感染者層

の低年齢化に伴い、第二波では重症者数の減少が顕著であった。 

【参考資料：６-８ｐ】 

 

〇 千葉県新型コロナウイルス感染症対策連絡会議専門部会については、  

第一波が収束段階に入り始めた５月７日に第１回目の会議が開催され、  

第二波に備えた医療提供体制の整備等について、継続的な検討が行われる 

こととなった。 

 

１－２ 感染者の受入体制 

〇 第一波の際には、COVID-19 の流行状況に応じてフェーズを３段階に分け、

県内の医療機関において、一定割合の病床を新型コロナウイルス感染者の 

受入用に確保する計画が立てられた。【参考資料：９ｐ】 

  

〇 しかしながら、移行期に 850 床、蔓延期に 1,700 床の病床確保が計画  

されたところ、実際にはそれぞれ 50％程度しか病床数は確保できなかった。

十分な受入病床が確保できない中で、ピーク時には、感染者の 45％程度 

しか入院できず、約 40％の感染者は自宅待機をすることとなった。 

【参考資料：９-10ｐ】 

 

〇 このほか、ホテル療養については、４月下旬から、県内５施設で受入れが

開始されたが、第一波の収束までに受け入れた感染者数は限定的であった。

【参考資料：11ｐ】 

 

１－３ 第一波への対応における課題 

＜入院医療体制について＞ 

〇 前述のとおり、移行期及び蔓延期に計画された病床数の約半数しか確保 

できず、相当数の自宅待機者が発生してしまったことは、大きな課題として

認識された。 
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〇 重症者対応については、対応可能な範囲であった一方で、 

・ 入院調整が保健所所管区域ごとに行われており、確保病床数は県内の 

総数だけでなく、地域ごとの数も重要であること 

・ 今後、病床計画を策定するにあたっては、軽症～中等症の症例は保健所

管内で対応し、重症例は広域で対応するなど、重症度等に応じた確保 

病床数のバランスも検討すべきこと 

・ 高齢者施設等でクラスターが発生してしまうと、一挙に病床数に飽和感

が出てしまう懸念 

などが指摘された。 

 

〇 十分な数の COVID-19 感染者受入病床を確保できない理由として、 

・ 個人防護具等の物品の不足 

・ 看護師が病室の掃除等まで実施しなければならないこと等により生じる、

人的資源の不足 

・ 院内のゾーニングや感染防止対策の整理等の技術的な課題 

・ COVID-19 専用病床・病棟を確保するための財政的負担 

など複合的な要因が考えられ、今後、各課題に対する支援・対策を整備して

いくとともに、各医療機関と個別に調整していく必要があると考えられた。 

 

＜入院調整について＞ 

〇 入院調整については、当初、保健所との円滑な情報共有等に課題が   

みられたが、「県情報システム」による空床情報等の可視化が進んでからは、

県内の情勢を迅速に把握・共有できるようになった。 

  また、遠方の医療機関へ搬送される患者も相当数いるため、感染者に  

あらかじめその可能性を伝えておくことで、その後のスムーズな入院調整 

に繋がる可能性が指摘された。 

 

＜ホテル療養等について＞ 

〇 ホテル療養については、成田ゲートウェイホテルの運用が順調に進んで 

いることについては大きな進捗であったと考えられた。他方で、ホテル療養

の運用方針や、バックアップの医療体制の構築等に時間を要したことなどが

反省点として挙げられた。 

 

〇 第一波で発生した自宅待機者については、引き続き、健康観察の方法等 

について検討を進めていく必要があると認識された。 

 

〇 医療機関から安定した患者をホテル療養に移行する場合、各医療機関で 

患者の同意をとって搬送するという手順を踏んでいたため、医療機関の方が

安心であるということもあって同意の取得が進まず、病床を有効に使用  

できないという指摘があった。 

 

〇 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法） 

に基づく入院勧告を患者移送についても適応可能と解釈して、行政からの 
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発令で移動させるなどにより、資源の有効活用を図るべきとの意見があった。 

 

＜その他＞ 

〇 臨時医療施設については、一定程度検討が進められたことを評価する意見

があった一方で、COVID-19 の流行状況や病床確保状況に応じて迅速な対応

ができるよう、今後も検討を進めていく必要があるとの指摘があった。 

 

〇 組織全体が目的・方向性を共有しつつ、迅速な危機対応ができるような 

組織及び体制を構築する重要性が指摘された。 

 

 

２．第二波に備えた医療提供体制の整備 

 

２－１ サーベイランスについて【参考資料：12‐15ｐ】 

〇 COVID-19 に関するサーベイランスについては、保健所で行われている  

感染者等に対する積極的疫学調査のほかに、感染者の情報収集を行うための

「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS）」や、

医療機関の情報収集を目的とした「新型コロナウイルス感染症医療機関等 

情報支援システム（G-MIS）」、千葉県独自の取組として入院調整に必要な 

情報を収集している県情報システムが並行して活用されている。 

 

〇 これらについて、医療機関の負担を軽減しつつ、必要な情報を収集する 

ために、可能な限り効率的な運用が必要であると考えられた。具体的には、

医薬品や感染防護具の供給先の選定に用いられている G-MIS や、即時性が 

求められる県情報システムによる調査については、項目を絞りつつ、   

引き続き活用されることとなった。また、活用が十分に進んでいない  

HER-SYS については、今後の有効な活用に向けた周知及び検討、要望等を 

続けていくこととなった。 

 

〇 また、積極的疫学調査等によって収集された病歴や行動歴等の情報が迅速

に医療機関に共有されることで、鑑別診断等の向上に寄与するとの指摘が 

あったことから、臨床上必要な情報の収集及び共有について、引き続き検討

することとなった。 

 

２－２ 検査体制等について【参考資料：19‐21ｐ】 

〇 検査方法については、鼻咽頭拭い液に加えて、唾液による PCR 検査が導入

された。唾液検査については、利便性が向上するという利点がある一方で、

鼻咽頭による検査と結果が一致しない場合がある等の指摘があったことから、

臨床又は公衆衛生対策上、どのような場面での使用が望ましいのか、   

引き続き検討することとなった。 
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〇 秋以降、インフルエンザとの同時流行に備えた外来診療・検査体制の整備

が必要とされる中で、発熱患者等の診療及び検査を行う医療機関の整備や、

住民が相談する医療機関に迷った際の相談先としての「受診・相談センター」

の確保が必要とされた。その際、入院患者を受け入れている医療機関の負担

を軽減するためにも、外来機能を担う医療機関との役割分担の整備が必要 

であるとの指摘があった。【参考資料 16-18ｐ】 

 

〇 COVID-19 感染者の外来診療等を実施する医療機関を確保するためにも、 

検査方法を含め、外来医療の実施に当たって必要な対応等について、今後、

千葉県医師会及び感染症の専門家等の協力の下、「初期診療マニュアル」 

としてまとめていくこととなった。 

 

２－３ 医療提供体制（全体像）について 

〇 COVID-19 の流行状況に応じた受入病床数等を設定するため、厚生労働省 

が示した患者推計モデルに基づく COVID-19 の流行シナリオが検討された。

推計は、生産年齢人口群中心モデルを採用し、介入前の実効再生産数：1.7、

公衆衛生学的な介入：３日後、平均在院日数：14 日により行った。必要 

病床数は、病床稼働率・ホテル稼働率：85％という前提で算出した。 

【参考資料：19ｐ】 

 

〇 上記推計に基づき、流行状況は、フェーズ１からフェーズ４の４つの段階

に分けられ、必要病床数等の検討が行われた。【参考資料：20ｐ】 

 

〇 COVID-19 感染者の受入病床等については、主に無症状から軽症の者を  

ホテルで、主に中等症以上の者を医療機関で受け入れられるよう、    

それぞれのフェーズで確保すべき病床数等が定められた。 

※ ここで COVID-19 感染者の重症度については、 

 ・ 重症：人工呼吸器・ECMO による ICU 管理が必要な者等 

 ・ 中等症：酸素投与が必要な者 

 ・ 軽症：酸素投与が不要な者 

 とされた。 

 

〇 医療機関については、機能に応じた役割分担等を進めるため、COVID-19 

感染者を重点的に受け入れるための「重点医療機関」や、疑い患者を   

受け入れるための「協力医療機関」が指定され、初期のフェーズでは、  

感染症指定医療機関や重点医療機関を中心とした感染者の受入れが想定  

された。【参考資料：21ｐ】 

 

〇 ホテル療養については、当初、フェーズ２以降での活用が検討されたが、

重症者が発生した際に必要な病床を温存しておく必要性が指摘されたこと等

から、フェーズ１でも一定程度の部屋数が確保されることとなった。また、

症状の急変等のリスクを考慮し、当面の間、自宅療養については可能な限り

避けるものとし、ホテル療養を中心に無症状～軽症者の対応を進めることと

された。 
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２－４ 入院医療体制等について 

＜重点医療機関＞【参考資料：22‐24ｐ】 

〇 これまでの病床確保計画については、 

 ・ 患者の重症度が加味されていない 

 ・ 医療圏別に重症、中等症・軽症に対応できる病床数を検討していない 

こと等から、高度な医療が提供される医療機関の病床が軽症患者へ対応する

こととなり、医療資源の配分が適正にできているとは言い難いという指摘が

あったことから、 

 A)重症対応と病棟単位での患者受入れをする医療機関 

 B)重症患者の集中受入れ 

 C)病棟単位での病床受入れ 

の 3分類が提案された。 

しかしながら、高度医療を提供する医療機関が大量に軽症・中等症患者を

診るのは望ましくないという意見が多く、今後は重症患者に対応する   

医療機関 A と、中等症・軽症患者に対応する医療機関 B とに分類して、  

それぞれに病床確保を進めることとした。 

 

〇 重点医療機関は、発生患者数の多い東葛エリアに設置すること、どの  

医療機関から何床ずつ受け入れるかを二次医療圏別あるいは保健所所管  

圏域別に細かく定めること、その際、医療機関単独で軽症から重症までの 

患者全てを受けるのではなく、地域単位で役割分担を定めておく必要がある

との指摘があった。 

 

〇 重症患者は２床運用でも非常に負担が大きく、医療圏を超えた助け合いが

必要である。広域で機能別に受け入れる連携体制は構築されているが、  

実際には患者側が医療圏を超えた入院を拒否するケースが多いことを   

踏まえた検討が必要であるとの指摘があった。 

 

＜協力医療機関＞ 

〇 令和２年６月 16 日付けの厚生労働省事務連絡に基づく疑い患者受入協力 

医療機関の取扱いについての説明と、千葉県としての協力医療機関指定の 

方針案の説明に対し、出席者からは、疑似症とＰＣＲ陽性の病棟は運用的 

には分けざるを得ないとの意見や、この制度は、医療機関としては、あまり

インセンティブがないのではないか、疑似症の届出を簡略化するべきでは 

ないか、などの意見も出されたが、最終的には、県が提示した指定方針案 

については、おおむね了解することで意見の一致をみた。【参考資料：25ｐ】 

 

＜その他＞ 

〇 若年者等の感染者については、入院後半の時期は積極的な治療は必要  

でなく、病院にいるだけになっている場合も多いことから、入院後半期には

ホテル療養へ移行するなど、病床の効率的な運用が必要であるとの指摘が 

あった。また、無症状濃厚接触者への検査に伴い、無症状感染者の発生が 

見込まれるが、このような者の受入れについても、同様に医療資源の効率的

な活用を検討する必要があるとの意見があった。 
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〇 中小病院については、感染制御体制が脆弱な場合もあるので、無理に入院

患者の受入れをせずに、外来での検査体制構築に貢献する、又は通常医療 

で貢献する等の役割分担を検討していく必要があるとの意見があった。 

 

〇 病床は確保されているが、搬送手段の確保が課題となる場合もあること 

から、搬送手段の確保についても対応を進めていく必要があるとの指摘が 

あり、更なる搬送車両の確保やドライバーに関する外部委託等が行われた。 

 

２－５ ホテル療養等について【参考資料：26ｐ】 

〇 ホテル療養については、COVID-19 感染者のうち、無症状又は軽症の者等 

を対象に、５月下旬の時点で５施設、約 600 室が確保された（５月 22 日  

より１施設 56 床は受入れ停止）。COVID-19 感染者のうち、無症状又は軽症 

の者が多いことから、医療資源の効率的な活用に当たって、これらの施設 

の有効活用が重要であることが繰り返し指摘された。 

 

〇 受入先となるホテルの確保については、効率性の観点から、大規模な施設

に集約することが望ましく、また、むやみに施設数を増やすのではなく、 

確保しているホテルの稼働率を十分に上げていくことが重要であるとの  

共通理解が得られた。 

 

〇 当初、ホテルにおける医療体制・感染防御体制が十分でない可能性がある

との指摘があったこと等から、入院後に症状が軽快した患者の受入れから 

運用を開始する方針がとられた。 

 

 

〇 その後、 

・ 退院基準が見直され、入院期間が短縮されたこと 

・ 重症化リスクなど疾病に対する理解が進んだこと 

・ 感染者の受入れが進んだことで、療養体制が整備されていったこと 

・ 自宅療養はリスクが高いため、ホテル療養を進めるべきとの意見が  

あったこと 

などから、千葉県が直接運営しているホテルにおいては、（入院を経ずに）

直接、ホテルでの COVID-19 感染者の受入れを開始した。また、医療機関 

の負担軽減を図る観点から、医師が診察の上、入院の必要がないと判断した

感染者については、広く受入れを行う方針とした。 

 

 

〇 ホテル療養における医療体制については、当初、症状の急変に備えて  

医師・看護師の直接的な健康観察が実施されていたが、疾病の理解が進んだ

ことや、医療資源の効率的な活用を図るべきという意見があったこと等から、

医師については、オンコール体制でのバックアップも導入された。 

 

〇 在宅療養については、より体制の充実したホテルでの受入れを中心にする

べきという意見と、病原性の強さや長期的な観点等から在宅療養の体制を 
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整備していくべきという意見がみられた。いずれにしても、在宅で待機する

者が増えた状況等も想定し、在宅における療養体制の整備に向けた検討は 

必要であるとの共通認識が得られた。 

 

２－６ 臨時の医療施設について【参考資料：27‐28ｐ】 

〇 臨時医療施設については、当初、①想定している患者数を超えた感染拡大

をした場合、又は②患者数の増加に病床確保が間に合わない場合に、可能な

限り一般医療への影響を抑えられるよう、軽症から中等症の患者の受入れを

行うことを目的として、幕張メッセ等を候補地の一つとして、４月から５月

にかけて、千葉県医療調整本部臨時医療施設班において検討を行った。 

 

〇 検討に当たっては、あくまで臨時医療施設は上記の２条件に該当する緊急

時のために準備をしておくものであり、重症度ごとの受入病床の整備や、 

宿泊療養の推進等、医療提供体制の整備を着実に進めていくことが重要で 

あるとの指摘があった。特に、医師、看護師等の医療従事者の確保が極めて

重要かつ困難な課題であることが確認された。 

 

〇 今後の COVID-19 患者数を推計した結果、当初想定していたよりもピーク

時の患者数が少ないことが判明したこと等から、フェーズ４での必要病床数

については、医療機関とホテル療養でおおむね確保の見通しが立った。 

  こうしたことから、臨時医療施設については、コンセプトを変えて、  

無症状又は軽症の高齢者等を主に受け入れることを目的として、フェーズ４

で確保する 1,200 床を補完する位置付けとすることとされた。また、   

コンセプトの変更に伴い、幕張メッセに限らず、改めて県立病院その他の 

病院を中心に候補施設の選定を行うこととなった。 

※ 検討する施設の類型 

 ・ コロナ専用病棟化、専門病院化 

 ・ 現在、非稼働となっている病床の再稼働 

 ・ 廃止した施設をコロナ専用の病床として再稼働 

 ・ 新たに仮設の施設を整備して臨時医療施設とする 等 

 

２－７ 社会福祉施設等におけるクラスターの発生等について 

〇 ６月上旬の時点で、県内の４つの社会福祉施設等においてクラスター発生

事例があり、衛生物資の提供や人員の派遣等による支援を実施してきた。 

 

〇 まずは予防的介入や発生時の初期対応を周知・教育する必要があるのでは

ないかという指摘があったことから、COVID-19 の特性や、ゾーニング・PPE

の着脱などの事前準備、クラスター発生時の初期対応等について、研修用 

の動画を作成し、各施設への提供を行った。【参考資料：29ｐ】 

  加えて、地域の医療機関がクラスター対策班を結成し、感染症対策について

教育指導を行う等の取組を行ったことで、結果的に集団発生が起こっていない 

地域があり、同様の取組を推奨する意見があった。 

 

〇 また、マスク等の国から供給を受けた資源の配布先や配布量について、   
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医療機関だけでなく、介護施設や障害者施設等への配給も検討してはどうかと 

いう意見があった。 

 

〇 介護施設等でクラスターが発生し、医療機関への入院に至った場合、その地域

の医療資源を一気に消費することとなる。また、介護施設の患者は ADL が低く 

病棟スタッフの負担が大きい。こうしたことから、状況によっては、軽症者は    

そのまま介護施設において経過観察することや、施設を簡易な診療も可能な施設

として運用するなどの対応も考えられるとの意見があった。 

 

〇 こうした対応に際し、適切な助言・指導を実施するために、疫学や感染症

学等の専門知識を有する「クラスター等対策チーム」の派遣が調整された。

こうした取組が大きく貢献しているという意見があった一方で、介入が長期

化する傾向にあり、派遣元の医療機関等の負担が大きいため、更なる協力者

の募集を進める必要があるとの意見があった。【参考資料：30‐31ｐ】 

 

２－８ その他 

〇 県央地区を中心に夜間輪番が開始されたが、東葛地区ではまだ手挙げが 

少ないため、県央部との統合など、今後の体制整備が必要とされた。また、

流行状況等に応じて適宜、修正・見直しをしていく必要があるとの意見が 

あった。 

 

〇 ホテル療養等から夜間輪番に運ばれたものの、軽症のために入院の必要 

がないと考えられたにもかかわらず、夜間に自宅又はホテルまで搬送する 

手段がないために入院となった事例があったことから、今後、搬送手段の 

確保等について検討をしていく必要あるとの指摘があった。 

 

〇 その他、成田空港及び羽田空港から、検疫由来の患者が県内のホテル及び

医療機関へ搬送されていることから、今後も継続的に検疫由来の陽性患者の

発生状況等をモニタリングしていく必要があるとの指摘があった。 

 

 

３．医療提供体制の整備に向けた支援等について 

〇 COVID-19 感染者の診療に当たっている医療機関ほど、経営上の費用負担が 

大きくなっているため、今後、更に協力を募っていくためにも、協力の度合い

に応じた支援を講じることが重要であるとの意見があった。 

 

〇 また、診療の継続性を確保するためにも、可能な限り速やかな支援の実施と、

事務的な負担が大きくならないような配慮が必要であるとの意見があった。 

 

〇 具体的な支援としては、主なものとして、以下のような対策が実施された。 

・ 感染リスク等がある中での業務で、心身に重い負担がかかる中、強い 

使命感をもって業務に従事している医療従事者への慰労金の支給 

・ 特に人員体制が手薄となる夜間において、感染者の受入れが円滑に  
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進むよう、医療機関が行う夜間の人員確保の取組に対する支援 

・ COVID-19 感染者の入院患者を受け入れる医療機関に対し、入院患者 

１人当たり 50 万円の協力金を交付 

・ 患者受入れのために確保した病床のうち、患者入れ替えなどに伴い発生

する空床分や、感染防止策に伴う休床分に係る費用についての支援 

・ 今後の感染拡大等に備えるため、重点医療機関や救急医療機関等が行う

設備整備等に対する支援 

・ 帰国者・接触者外来を設置している医療機関が行う、感染者の受入れに

必要な医療資器材等の整備に対する助成 

・ 適切な診療体制の確保を図るため、感染防止に必要な個人防護具や消毒

用エタノール等の配付 

 

 

４．秋以降に向けた検討について 

〇 COVID-19 流行の長期化が見込まれる中、政府における COVID-19 感染者に  

対する入院勧告等の指定感染症としての措置・運用の見直しの検討や、   

治療薬・ワクチンの開発状況等、COVID-19 を取り巻く状況を注視しつつ、以下

のとおり、これまで行われてきた検討を更に推し進めていくことが重要となる。 

 

〇 サーベイランス体制について、HER-SYS の活用をはじめ、行政機関及び  

医療機関において必要な情報を整理し、迅速かつ効率的に情報を収集・共有 

する体制の検討が必要となる。 

 

〇 外来診療及び検査体制について、今後のインフルエンザ流行期に備え、  

発熱等の症状を呈した患者の相談体制や、診療体制の強化が必要である。  

その際、 

・ 効率的な医療提供体制を構築していくために、入院対応又は外来対応を

担う医療機関の役割分担の推進 

・ そのために必要な診療所の協力を推進していくため、「初期診療    

マニュアル」の作成をはじめとした技術的支援や、診療体制確保に向けた

補助の実施 

・ 外来診察時に実施する検査に対する物的・技術的支援 

等について、検討をしていく必要があると考えられた。 

 

〇 指定感染症の措置・運用の見直し状況も見据えつつ、入院医療、ホテル療養

及び在宅療養のそれぞれにおいて受け入れるべき患者像の明確化や、受入体制

の強化に向けた検討が必要となる。具体的には、 

・ 中等症までの患者を中心に受け入れる医療機関及び、重症者を中心に 

受け入れる医療機関並びにホテル療養等の役割分担の推進 

・ホテル療養における稼働率の向上に向けた取組の推進 

・臨時医療施設立ち上げに関する計画等の具体化 

・COVID-19 感染者の診療に当たる医療機関への速やかな財政的支援の実施 

等について、引き続き検討をしていく必要があると考えられた。 
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〇 社会福祉施設等におけるクラスターの発生防止に向けた継続的な啓発、  

及びクラスター発生時に派遣可能な人員の更なる確保に向けた取組を続ける必

要があると考えられた。 
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５．委員等名簿 

 

 

 （専門部会委員） 

 所属 職・氏名 

 千葉大学医学部附属病院 感染制御部長 猪狩 英俊 

 公益社団法人千葉県医師会 会長 入江 康文 

 一般社団法人日本病院会千葉県支部 支部長 亀田 信介 

 東京ベイ・浦安市川医療センター 管理者 神山 潤 

 松戸市立総合医療センター 副院長 小森 功夫 

 千葉県弁護士会 会長 眞田 範行 

 成田赤十字病院 病院長 角南 勝介 

 公益社団法人千葉県看護協会 会長 寺口惠子 

 総合病院国保旭中央病院 院長補佐 中村 朗 

 公益社団法人千葉県医師会 公衆衛生担当理事 西牟田 敏之 

 成田赤十字病院 感染症科部長 馳 亮太 

 国際医療福祉大学成田病院 病院長 宮崎 勝 

◎ 国立大学法人千葉大学 副学長 山本 修一 

 千葉県衛生研究所 所長 石川 秀一郎 

 千葉県保健所長会 会長 杉戸 一寿 

 千葉県病院局 病院局長 山崎 晋一朗 

  敬称略。◎は部会長 

 

 （関係機関等） 

 所属 職・氏名 

 

千葉市 

保健福祉局次長 山口 淳一 

 医療政策課 担当課長 舘岡 恭子 

 医療政策課 安田 佑也 

 保健所長 大塚 正毅 

 

船橋市 

医療政策課長 楢舘 洋子 

 保健所長 筒井 勝 

 保健所理事 小出 正明 

 保健所次長 松野 朝之 

 
柏市 

保健予防課長 戸来 小太郎 

 保健予防課 専門監 広木 修一 

 千葉県災害医療コーディネーター 松本 尚 

 
千葉大学医学部附属病院 

次世代医療構想センター 
センター長・特任教授 吉村 健佑 

 
千葉大学医学部附属病院 

次世代医療構想センター 
特任准教授 佐藤 大介 

  敬称略。 
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 （千葉県） 

 所属 職・氏名 

 

千葉県健康福祉部 

部長（会長※） 加瀬 博夫 

 保健医療担当部長（副会長） 渡辺 真俊 

 次長（副会長） 中村 勝浩 

 次長（副会長） 石出 広 

 健康危機対策監（副会長） 久保 秀一 

 

※「千葉県新型インフルエンザ等対策連絡会議設置要綱」第三条の規定により、 

当該会議の部長は健康福祉部長、副会長は健康福祉部保健医療担当部長、同次長

（事務・技術）及び同健康危機対策監をもって充てることとしている。 

 

【参考】 千葉県新型インフルエンザ等対策に係る体制 
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６．開催状況 

 

 

 開催日 議 題 

第１回 ５月７日 

・新型コロナウイルスの発生動向について 

・今後の推計について 

・医療提供体制及び今後のシナリオについて 

・臨時病院の今後について 

・通常医療体制への回復について 

第２回 ５月 22 日 
・新型コロナウイルスの発生動向と指標について 

・新たな病床計画について 

第３回 ５月 26 日 

・新型コロナウイルスの発生動向と入院状況について 

・感染シミュレーションについて 

・病院支援について 

・第一波の振り返りについて 

・病床の定義について 

・新たな病床提供確保計画について 

・ホテル運営について 

・臨時の医療施設について 

第４回 ６月２日 

・令和２年度厚生労働省第二次補正予算案について 

・直近の国の通知について 

・東葛北部・南部医療圏の会議報告について 

・ホテル運営について 

・透析患者の受入れについて 

・臨時の医療施設について 

・疑い例の救急医療の課題等について 

・ＰＣＲ検査の状況について 

第５回 ６月９日 

・高齢者・障害者施設における施設内感染対策について 

・病床確保の進捗状況について 

・発熱者の外来の検討について 

第６回 ６月 23 日 

・今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供

体制整備について 

・新型コロナウイルス感染症重点医療機関の指定方針

（案）について 

・新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関

の指定方針（案）について 

第７回 ６月 30 日 

・新型コロナウイルスの発生動向について 

・新たな病床計画報告と重点医療機関の指定の現状につ

いて 

・クラスター等対策チームの設置等について 

・ホテル運営における医療提供体制について 

・災害時の避難所運営について 

・千葉県の体制について 

・専門部会に係る報告書について 
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 開催日 議 題 

第８回 ７月 21 日 

・新規感染者の発生動向について 

・新たな病床計画の確定と公表について 

・医療調整本部の再稼働について 

・臨時の医療施設について 

・クラスター等対策チーム派遣実績について 

・夜間輪番病院の整備について 

第９回 ８月 18 日 

・新規感染者の発生動向等について 

・情報システム（HER-SYS 及び G-MIS）について 

・ホテル療養の状況について（報告） 

・フェーズ３と今後の対応について 

・臨時の医療施設について 

第 10 回 ９月 15 日 

・新規感染者の発生動向等について 

・病床確保計画におけるフェーズの移行について 

・疑い患者受入協力医療機関の指定と運営について 

・次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について 

・東横イン松戸駅東口の運営開始について 

・医療調整本部の運営について 

・重点医療機関の会議について 

 

 

 

千葉県新型コロナウイルス感染症対策連絡会議専門部会 
第二波以降に備えた医療提供体制の整備等に関する議論の取りまとめ 

 

 

【お問合せ先】 

千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 

（千葉県健康福祉部 健康福祉政策課） 

電話：０４３（２２３）２６７４ 


