
飯田市新型コロナウイルス感染症対策 

第８回 専門家会議 次第 

 

令和３年５月 28 日（金） 13：15～ 

於：飯田市役所 第２委員会室 

 

 

１ 開  会 

 

 

 

２ 市長あいさつ 

 

 

 

３ 協  議 

（１） 感染症対策の強化について 

 

 

 

 

 

（２） その他 

 

 

 

 

４ 閉  会 
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新型コロナウイルス

変異株への対応

飯田市

R3.6.1

出典：鳥取県コロナ対策サイト
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飯田市でも、変異株でCt値が20以下の方が

複数確認されています。

出典：慶應大学新型コロナ対策研究

分析

• 変異株はウイルス量が多く、感染力が強いと
考えられる。

• エアロゾル（細かい粒子が空気中を漂う）が
発生するとマスクだけでは防げない。

• 無症状の方で、感染させたと思われる方もい
る。

• 地域内で感染が拡大すると終息までに時間
がかかる。地域内への持ち込みを防ぎたい。
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簡易キット（抗原定性検査）の活用検討 

R3.5.23 

 

はじめに 

 最近、当地域での感染は、感染拡大地域からのウイルスの持ち帰りがほとんどであった。

最近の感染力の強い変異株に対して、地域内へ持ち込まれて拡散してからの消火では後

手になるため、地域外から当地域へ訪れるイベントを管理して水際対策を強化すべきと

の提案があった。 

 危機管理室で検討を行なったが、市が主催するイベントの（開催可否を含め）安全対策

をコントロールすることは可能だが、一般の方の法事や慶事の制限は難しい。また、仕事

で上伊那や県内だけでなく、東京や中京圏と往来せざるを得ない方はおり、それらを全て

止めることは困難なことから、往来禁止ではなく「疑いのある地域外からの往来者を積極

的に検査する」ことで、当地域の感染防御ができないかと考えた。 

 

１．目的 

(1) 感染源の流入防止 

  フェーズ１：感染流入防止－地域外からの持ち込みを防ぐ水際対策 

  フェーズ２：感染拡大防止－有症状者・濃厚接触者を迅速検査、隔離 

  フェーズ３：まん延状態 －社会活動の制限 まん延防止→緊急事態宣言  

 

 ・仮説①：地域外からの感染持ち込み確認に簡易キットが使えないか？ 

 ・仮説②：感染の可能性がある際、手軽に迅速に検査できれば「安心」ではないか？ 

 ・※国内で認可されている検査製品を広く使えば安心で有効ではないか？ 

 

２．海外の状況 

・英国（イングランド）は無償配布。週 2 回の検査 

・スイスは、これまでは、症状がある人、もしくは介護施設や教育機関などに勤める無症

状者のみが無料の迅速抗原検査の対象だったが、3 月 15 日以降は全ての無症状者の迅

速抗原検査が無料となった。 

・米国では、米食品医薬品局（FDA）が家庭用簡易迅速検査キットの緊急使用を承認。販

売価格は約 30 ドル（約 3100 円） 

 →世界の主流は、「頻回に(簡易)検査をしつつ経済を再開」ではないか。 

 

３．国内の状況 

①ドラッグストアやネットで売っている研究用抗原検査キットは罹患の有無を調べる目

的で使用すべきでない。(R3.2.25 国通知) 

②無症状者への使用は認められていなかったが、国に認可された抗原定性検査キットにて

「感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等において幅広く検査を実施する際にスクリ

ーニングに使用することは可能」。県が行政検査として行ない、財源は国が 1/2 負担で残

額は臨時交付金にて手当てされる(R3.1.22 国通知)。 
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③抗原定性検査キットの活用拡大を検討中だが、実際の運用方法は決まっていない様子 

  尾身会長「抗原定性検査、Ct 値低い感染者の感度は PCR 並み」 

  医療機関など職員数に応じて簡易検査キットを計 300 万個配布 

  https://www.m3.com/news/iryoishin/911744 →地域内への感染防御に使えないか？ 

 

 尾身茂会長が変異株の監視対策の一環として、安価な抗原検査キットを活用した検査

を積極的に行うように求めた  https://www.j-cast.com/2021/05/11411259.html?p=all 

 「企業、医療機関や高齢者施設で、１割程度は多少の体調不調者が勤務しているデータ

があり、これをなんとか検査して感染拡大を防ぎたい。」 →今後の活用方向 

 

４．他市の参考事例 

 飛騨市は、一般事業者向けに、感染者が発生した際のスクリーニング体制強化事業に参

加する事業者を募集（5/19）  

https://www.city.hida.gifu.jp/site/corona/30969.html 

 簡易キット（アメリカ Abbott 社製）を 1,100 個備蓄して、事前に登録した事業所内で

感染者が確認された際、同じ事業所に勤務する無症状の従業員に抗原定性検査キットを

活用した検査を無料で実施する。（東京の成仁病院が実施する「早期研究枠（治験）」に参

加する形で実施） 

 

５．飯田市としての取組み 

①簡易検査キット活用の実証実験を行なう（使用ガイドライン外なので自主財源か？） 

A：感染拡大地域と往来があった 3 日後に自己検査 

B：倦怠感など、診療所へ行くのを迷うときに簡易キットで検査（国の活用想定） 

C：セールスマンや他地域からの参加者が陽性者となった場合など、「濃厚接触者になら

ないので検査対象にならないが不安」な場合に検査 

D：感染拡大地域からの親戚等が集まる場合に検査 

E：その他、提案のあった活用方法 

②実験参加者には、検査結果と本事業の評価をしてもらう。 

③結果をまとめて発表するほか、実績や評価がよければ財源について（国の臨時交付金の

対象とするよう）提案する。 

※簡易キットで陽性となった場合には PCR にて再検査する。 

※偽陰性や翌日に発症する問題 →２回検査する方法はどうか？ 

 

６．具体的方法 

①６月議会で予算を確保 

・予算 1,000 円×5,000 セット＝5,000 千円 + 事務委託費 2,500 千円  

②富士レビオのエスプライン抗原キットを 5,000 個購入 ※最も感度がよい国産 

③希望者に無償でキットを渡して実験に参加してもらう 
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【新型コロナ簡易検査キット実証実験】 

・市の〇〇課へ検査キットを申込む（ネット、LINE、電話、紙） 

・説明ビデオ（YouTube 視聴）、紙のまとめ確認、署名 

・場合によっては 2 セット渡す（無償、２日空けて２回検査） 

・検査結果、評価を報告（安心できてよかったなどの感想も） 

・市が使用の結果をまとめて発表する 

 （陽性者は検出できなかったが「安心・よい施策」との評価でもよい） 

④実験終了後、お盆の帰省時や年末年始時には 1,200 円程度で指定店舗で各人が購入して

使用出来るようにして、広く活用が進めばできれば、感染制御に有効ではないか。 

※この実証実験の監修を医師会長にお願いしたい。 

 

７．検体について 

 

実験では、自己採取で唾液検体を使用したい。 

 https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_sse_210503.pdf 

 24 頁後段～29 頁 ［唾液検体は、鼻腔咽頭スワブと同様な感受性で費用は安い] 

①正しい採集方法の徹底（前 30 分食事・歯磨き禁止、採取量、泡が多いと×） 

②高齢者など、唾液採取が難しい方は鼻腔で行なってもらう  

 唾液採取方法 https://www.mhlw.go.jp/content/000747935.pdf 
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以下の図は BMJ（イギリス医師会雑誌：British Medical Journal）から引用 

簡易キット（抗原定性検査）にて、頻回（3 日毎）に検査が出来れば、ステルス攻撃（発症

前のウイルス量が増大してばら撒いているとき）が始まる前にピックアップできる。 

変異株は確実にステルス攻撃能力を挙げているため有効な方法と考える。 

 

 

※変異株は Ct 値 20 前後が多く、感染しやすくなっている。 

 出典：慶應義塾大学医学部 「COVID-19 に対する社会的 PCR 検査のコンセプト」 

変異株 
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新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための緊急要請（案） 

 

 南信州圏域の新型コロナウイルスの感染状況は、現在、他の地域に比べて落ち着いており

ます。 

ウイルスとの戦いの最前線で検査・療養に当たってくださっている医療関係者の皆様の

献⾝的なご尽⼒と、飯⽥市⺠の皆様（及び南信州圏域にお住まいの皆様）のご協⼒の賜物と

改めて深く感謝を申し上げます。 

 

 一方、⻑野県においても、より感染⼒が強い変異株への置き換わりが急速に進み、当地域

を含む全県において感染警戒レベル４が発令され、感染拡大地域は、北は上伊那地域（感染

警戒レベル 5）、南は愛知県（緊急事態宣⾔）、⻄は岐⾩県（まん延防⽌等重点措置）と南信

州圏域のすぐ近くまで迫ってきております（いずれも 5 月 31 日現在）。 

 この圏域において、今の比較的落ち着いている状況を今後も守っていくためには、「圏域

外からウイルスを持ち込まない・持ち帰らない」という「水際対策」を、変異株の感染拡大

を防ぐために、今徹底して行うことが必要です。 

 私たちの命と財産（経済）を守るために、以下の「緊急要請 7 項目」について、市⺠の皆

様のご協⼒をお願いいたします。 

 

【緊急要請を行う理由】 

〇変異株は、ウイルス量が多く、「とても、うつりやすくなっているので」（別添図〇参照） 

〇変異株の感染者は、無症状の場合でも他人に感染させる⼒が強いので（別添資料〇参照） 

 

【対策＜新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための緊急要請７項目＞】 

 

１．南信州圏域外への往来を極⼒控えてください 

・通院、通勤、通学など必要な場合を除き、圏域外への往来を極⼒控えて 

・やむを得ず往来する場合は、会食などのリスクの高い行動は避けて 

・出張や会議などもできる限り「リモート」（※１）に置き換えて 

 

２．南信州圏域外から人を呼ぶことを極⼒控えてください 

・圏域外からの帰省等は、当分の間、極⼒控えて 

・講演会や披露宴なども圏域外からの参加者は「リモート」（※１）で 

 （どうしても「リモート」が難しい場合は、参加者に対し事前に検査を） 

 

３．圏域外との往来があった場合は、人との接触を極⼒避けてください 

・無症状のまま他人に感染させる事態を避けるため、圏域外との往来から 1 週間程度
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の間は、自宅で待機するなど人との接触を極⼒避けて 

 

４．閉じた空間に人が集まることを極⼒控えてください 

・会合は極⼒「リモート」又は「ハイブリッド」（※２）で 

・会合の会場では、換気の徹底を 

・マスクを外した会話の場面を作らないように 

 

５．受診・検査を積極的に受けてください 

・何らかの症状（発熱、せき、鼻汁、倦怠感など）がある場合は、ためらわずに、かか

りつけ医や保健所に相談を 

・圏域外との往来があった場合は、積極的に検査を 

 

６．地元経済を回すため、地元店（飲食店ほか）を利用しましょう 

・懇親会は⽌めても、テイクアウトを 

・換気ほかの対策の徹底された「信州の安心な店」の利用を  

・旅行に行くなら南信州圏域内へ 

 

７．誹謗中傷や根拠のないうわさ話はやめましょう 

・シトラスリボンを着用して「思いやり」と「支えあい」の輪を広げよう 

・根拠のないうわさ話を拡散しないで 

 

※1「リモート」：インターネットを利用した会議システムなどで遠隔地から参加すること 

※2「ハイブリッド」：会議室等に実際に集まることと「リモート」で遠隔地から参加することを併用する

こと 

 

 なお、以上の緊急要請に関連した補正予算を、飯⽥市議会令和 3 年第 2 回定例会に提案

する予定です。 

 市⺠の皆様のご協⼒をよろしくお願いいたします。 

 

令和 3 年 6 月 1 日 

           飯⽥市⻑ 佐藤 健 
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