
飯田市新型コロナウイルス感染症対策 

第９回 専門家会議 議事録(概要) 

 

令和 3 年 7 月 26 日(月)13:15～14:45 

於：飯田市役所 2 階 第 2 委員会室 

市長あいさつ 

大変お忙しいところ、コロナ対策の専門家会議にお集まりいただきましてありがとうございます。 

おかげさまでこの地域の感染状況につきましては落ち着いた状況が続いているということでありますけれど、７

月 24 日に飯田保健所管内で３名の陽性者が公表されました。そのうち１名は県外在住の方でしたが、その他の２

名は県外の陽性者と接触があったという飯田市在住の方々です。かねてご指摘いただいているように水際対策

がこの地域にとっての重要なポイントだということが改めて確認できたことでもあるかと思います。簡易検査キットの

配布期間の終了後ということで残念だったところですが、７月 16 日までが検査キットの配布期間ということでした。

今日報告させていただきますが、６月から行った簡易検査キット配布事業につきましては 4,923 個が配布され、ご

利用いただいた方から 1,000 通を超えるアンケートが回収されました。有効な社会実験であったかと思います。今

日はその結果につきまして取りまとめたものを報告させていただきます。報告内容につきましては、医師会、特に

原先生には監修ということで細かく見ていただいてコメントを頂戴しております。本当に感謝を申し上げます。後ほ

ど内容についてご意見を頂戴して、今後の水際対策にどう活かしていく意見交換をさせていただきたいと思いま

す。これから帰省が増える時期になり重要なポイントになりますので本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

協議 (以下、市長は座長となります) 

(座長) 

簡易検査キットの配布事業が７月 16 日で終了し、７月 19 日を締め切りとしたアンケートを回収しております。そ

の内容を含めまして、事業の検証報告をさせていただきたいと思います。 

 

(田中危機管理室長)  

資料 2 ページをご覧ください。こちらの報告書ですが、監修ということで飯田医師会、特に原先生にご協力をい

ただき、報告書を作らせていただいたところです。 

まず要約ですが、こちらは原先生に執筆いただきました。こちらを読み上げさせていただきます。 

新型コロナウイルス感染症の特徴は、潜伏期から十分な感染性を有するのでクラスター化する危険性が高く、

無症状や軽症のケースも少なくない一方で、高齢者では重症化や死亡のリスクが格段に高く、若年者であっても

後遺症に苦しむケースが有るという点である。一つの行政単位としての市町村や２次医療圏を当感染症から守る

ためには、当該地域社会に当感染症を持ち込まないという事に尽きる。持ち込まれた場合は、早期の隔離により

感染拡大を未然に防ぐと同時に感染者の治癒を待つ以外に方法はない。即ち、地域社会の感染リスクを最小化

するには、持ち込みの可能性が高い集団に対し、持ち込みの確たるタイミングで検査を実施し、潜伏期のウイル

ス・キャリヤー（見えない感染症）を早期に検出して自発的隔離へ導くことができたなら、実現の可能性は高いと考

えられる。その可能性を検証し地域社会を守る手法を見出すために、飯田市は率先して当社会実験を行うに至

った。アンケート結果からは、以下のような考察を導いた。 

自己検体採取以降のキットの取り扱いの完成度は高い（検査判定不明との回答は0.4％）と推察される。しか

し、自己検体採取手自体は難しいとの回答は2.8％（簡単・普通との回答は74.8％）であったものの、検査精度は



検体採取に大きく依存するので、システム設計の根幹として、さらに自己検体採取の完成度を高める介入が望ま

れる。 

93.5％が安心・少し安心と回答したことは、社会心理面での有効性を示唆するが、一般住民が陰性の結果に

安易に安心する姿勢は、逆に感染拡大を助長する懸念も生じるため、検査結果に関わらず、少なくともエピソード

（流行地との往来など）が有る場合は、遵守すべきルールを守る指導など、自発的隔離への誘導のあり方の検証

が望まれる。 

当社会実験に参加した母集団は、飯田市人口の約1/100の規模ではあるが、自発的検査に対する意識は高く

（行いたいとの回答は95.2％）、同時に活動性も高い住民と推察できる。従って、感染流行地を往来する住民に

同様な意識があると仮定した場合、課題を整理して更に社会実験を重ねれば、住民の自発性を利用した水際対

策の有用性が証明される可能性はあるということです。 

続きまして、はじめにですが、ここは前回の専門家会議でもお示しいたしましたところです。まず、無症状陽性

者が感染を広めている可能性が指摘されているということ。それからスイスやイングランドでは検査キットの無償配

布を展開していること。リスクの高い群に頻回にテストを行うことが有効ではないかということが書かれています。ま

た、無症状者を含め早期に感知することで感染拡大を抑制する可能性について研究を行うといった背景があっ

たということです。 

続いて社会実験の前提ですが、日本においては医療従事者が検査を行っているということで、１検査あたりの

コストの問題、それから現在の医療体制で幅広く迅速に検査を行うことが困難であることがあります。それから簡

易検査キットについてですが、ドラッグストアやインターネットで販売されているものは、性能が不明なため国から

使用しないように言われていること、逆に厚生労働省で認可されている簡易検査キットにつきましては、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の、スクリーニングに使用することは可能で

あるが、それ以外の場合は使えないという背景がございます。 

そうした中で、検体採取を正しく行えるか、あるいは偽陽性や偽陰性の関係、どの程度市民に安心感を与える

のか、ニーズがどの程度あるのか、そして有効な感染制御となりうるか、有償の場合はどのような条件が必要なの

か、そういったことを解析するために社会実験を行ったということが書いてあります。 

４ページの社会実験の目的と重点的検証項目ということで、目的は水際対策の可能性、採取方法・偽陽性・判

定不能などのキットの活用上の課題、地域住民の不安を取り除く効果、コスト等の今後の水際対策の検討といっ

たことが目的でした。重点検査項目として、自己検体採取とキットの取り扱いの完成度、自発的隔離への誘導の

可能性、自発的検査に対する住民意識、こうしたところを重点的検証項目としました。 

社会実験のフレームです。６月 21 日から実験を始め、７月 16 日まで配布期間を設け、5,000 キットを無償配布

するということで、4,923 個を配布しました。自己検査をし、アンケートを収集しました。社会実験の内容は繰り返し

になりますが、採取の難易度、偽陽性の発生頻度、その他検査のニーズ調査をアンケートから導き出そうというこ

とで始めたものです。 

５ページですが、社会実験参加者のプロファイルであります。簡易検査キットの配布状況とアンケートの回収の

集計数ですが、配布個数が 4,923 個、件数としては 1,140 件です。個人の件数が 1,052 件、団体の件数が 88 件

です。配布個数の内訳はご覧の通りですが、その下の数字が空欄となっていますが、こちらは７月 19 日現在のア

ンケート回答集計は 1,014 件です。回収率は 41.9％になります。この計算ですが、個人はキットを１～４個までの

希望の数を配布したということで、個人の件数をそのまま計算します。団体は、名簿提出の上、１人１個配布しまし

たので、母数が 1,366 個ということになります。合計で 2,418 件がアンケート回収の対象ということになりまして、そ

のうち 1,014 件のアンケートが回収されたということで、回収率は 41.9％という計算をさせていただきました。それ



から使用されたキット総数ですが、こちらはアンケート結果から集計しますと総数が 1,515 個ということになり、一人

当たり平均は 1.49 回、ほぼ 1.5 回ということになります。性別ですが男性が 52.4％と若干多いこと。年齢は 40 代

が 22.5％、50 代が 23.6％ということで、仕事等で他地域に行かれた方が多かったのではないかと推測されます。

検査目的ですが、感染拡大地域との往来があったという方が 44.2％で一番高くなっています。 

調査結果については数字をご覧いただければと思います。 

考察、まとめについてです。まず、①検体採取を正しく行えるのかですが、簡単・普通との回答が74.8％ありま

した。ほとんどの方が説明書や動画等で検査ができたという考察になっています。それから②偽陽性や偽陰性は

どの程度生じるのかということですが、この社会実験では、偽陽性も偽陰性も確認できなかったということです。仮

に偽陰性が発生していた場合、その後の発症あるいは他者への感染から検査にいくということが考えられたが、

そのような例も生じなかったということで、今後の事業継続により検証が必要になるのではないかということです。

なお、判定不能が４件ありました。率にすると0.4％以下になりますが、こちらについては検査キットの取り扱いの完

成度は高いと推察されるということであります。③行動抑制や感染への不安に対しこの検査がどの程度安心感を

与えるのかということですが、安心・少し安心と回答された方が93.5％でして、社会心理面では非常に有効であっ

たと評価できるということであります。但し、検査結果に関わらず陰性であっても遵守すべきルールを守る指導など

が必要であると考えられるということであります。それから④この簡易検査に対するニーズがどの程度あるのかとい

うことですが、ぜひしたい・必要な時にしたいが93.5％ということで、自発的検査に対する意識の高い市民であると

推察されます。そして⑤どのようなリスクの群に集中的に検査をすることでコストを抑えつつ有効な感染制御となり

うるかということですが、アンケートの中でも地域外との往来後、あるいは地域外からの往来者に検査を行ないた

いというニーズが多いと考えられています。そうした方にスムーズに検査キットを届けることが必要であろうと伺えま

す。それから⑥有償の場合は，どのような条件が整えば自己検査が行なわれるのかということですが、ここで数字

を訂正したいのですが、2,000円以下であれば77.9％の方が自費で購入してもよいとなっていますが、67.1％に訂

正をお願いします。安価な検査キットを購入できるとすれば、感染抑制に有用となる可能性があるということが言

えると思います。 

 最終的なことですが、飯田市が率先して行いましたが、当圏域は医療圏が一緒ということもあるので、水際対策

事業を飯田下伊那全体で取り組むことが必要であるということ、あるいは長野県等に広げていくことも必要ではな

いかということが書いてあります。 

添付書類ですが、お手元の資料に参考でつけております。特に④自由記載意見はアンケートに書いていただ

いた意見を全件掲載していますので、時間のある時にお目通しをいただければと思います。 

 

(座長) 

 原先生に作成いただいた資料を添付させていただいていますが、このことを含めて報告について補足がありま

したらお願いします。 

 

(委員) 

極めてタイトなスケジュールの中で重要な情報を発信しようとしたことにおいては、多少、飯田市も無理があった

かというのが正直な感想です。それと私が作った資料を見ていただければ、この事業の実施に至るまでの経過、

背景が理解できると考えていますが、先ほど報告していただいた内容について、聞きながら気になることがありま

した。 

１つはアンケートの回収率です。アンケート回収率が未確定の状態で報告書を作成したので、50％もいってい



ないのであれば冒頭の要約について、書き換えが必要になってくると聞いておりました。資料の５ページの下段

（５）検査結果をご覧ください。A は感染拡大地域（流行地）との往来ということで 44.2％です。これは水際対策とし

て想定される条件だと思います。B は冠婚葬祭などがあったということですが、この B も流行地から往来されたか

どうかがポイントかと思います。とんで E は会社から配布されたとなっていますけど、会社から配布されたキットは

流行地と往来があったと邪推することができます。最も重要なのは C と D です。C は倦怠感などの症状があるもの

の、医療機関への受診を迷ってしまった。D は感染した可能性があった。そういう条件ですので C と D は水際対

策の趣旨とは大きくかけ離れている。回収率が極めて高い場合に、この C と D はレアケースなんだと考えれば冒

頭の要約にしてもよいのでしょうが、仮に回収されなかった 50％強のアンケートに C と D が選択されていた場合

はどうなのかと考えています。ということでアンケートの回収率はどうなのか、必ず使用した際にアンケートを提出

することになっているのに回収できていないということは、まだ使われていないキットの数が 50％ほどあるのかとい

う意味なのでしょうか。そこがすごく大切です。アンケートに返信を下さらなかった方々は水面下に隠れてしまって

いて、ここに書いてある C と D であったら、社会実験としてはリスクが高い。C と D の方々が検査結果で安心して

水面下に隠れてしまっているとしたら極めて危険だと思います。医師会が監修の責任を持っていますので、書き

換えは必然になるだろうと強く感じています。資料にあります Q&A の日付は本日になっています。すなわちこの

Q&A をまとめ上げたのは今朝方です。そこまで医師会としては努力を積み重ねておりますので、そういう意味でも

医師会の理事会の関心はやむことなく続けると考えていますので、引き続き監修はさせていただきます。 

 

(座長) 

 ありがとうございました。大変タイトな日程の中で、コメントをいただいていることに改めて、感謝を申し上げたいと

思います。アンケートの件ですが回収率のほかにキット申請時にも理由を聞いているので、そことの照らし合わせ

について事務局から報告させていただきます。 

 

(田中危機管理室長)  

 申し込み時の理由は、感染拡大地域との往来、冠婚葬祭など親戚等が集まる、倦怠感などの症状があるものの

診療所等での診療を迷っていた、身近な人が陽性者や濃厚接触者となり不安を感じている、その他と５つの項目

を設けていました。先ほどの報告書と照らし合わせると E の部分が除かれます。結果について手元に細かい数字

がないので断言できませんが、５割を超える方が A 感染拡大地域との往来があったということで申し込みをいただ

いています。次に多かったのが C 倦怠感などの症状があるものの診療所等での診療を迷っていた、です。C につ

いては 12％ほどの方が選択されています。B と D については数％ということであったと記憶しています。 

 

(座長) 

 確定した数字は改めてご報告させていただきますが、今の話ですと C を選択された方のアンケート回収率が極

めて低いということになると思います。そうすると原先生からご指摘があったように性善説にたって社会実験を行う

ことが、どこまで有効かについて検証が必要だと思います。また、個人で申し込んだ方が多いんですが、先ほどの

一人当たりの平均キット使用数が 1.5 だとすると、４つもらえるので４つもらったけれど、未使用のまま手元に残っ

ている方も相当数いるという推測も立つと思います。こうしたことを踏まえて、今後について考えないといけないと

理解しています。 

 

 



(委員) 

アンケートの回収ですが、5,000 件のうち 1,000 件の回収というのは予測された数字かと思います。２割くらいの

回収が一般的で、催促をしても過半数はなかなかいかないものですので、これは皆さん誠実に返していただいた

かなと思います。そして私蔵してお盆の時期などのためにとっておいて使わないという人も当然あると思います。

そうした方も含めてこれ位のアンケートであれば良しとしていいと思います。実際に答えてくれた内容についての

中身を検証することが大事で、1,000 例というのは少ない数字ではないと思います。今回のアンケートで読み取れ

たこととしては、検査しないで抱えていた不安に対する方策が、身近なところにあると知っていただく機会になった

ということが非常に大きなところで、今後も正しい使い方をすることで往来があった際に自分で安全を確かめること

ができる。多少のお金がかかることがあってもこういう方法があるんだということを伝えることが出来たことが最も大

きな成果であろうと思います。もし今後も社会実験を継続するのであれば、検査のタイミングをもっとわかりやすく、

例えば 72 時間後に検査をしてくださいといったように詳しく伝える必要があるかと思います。 

 

(田中危機管理室長)  

 先ほどの申し込み時の理由をご説明しましたが、若干記憶違いがありました。A 感染拡大地域との往来があった

ということが 44％、B 冠婚葬祭など親戚等が集まるということが 27.5％で、AB で 70％を超えるということです。C 倦

怠感などの症状があるものの診療所等での診療を迷っていたというのが少なくて 1.4％、D 身近な人が陽性者や

濃厚接触者となり不安を感じているというのが 12.9％ということです。ただこの 12.9％は周囲に陽性者が出たけれ

ど、自分が濃厚接触者に該当しなかったというのは、当地域では実施期間中に陽性者がほとんど出ていません

ので、これはむしろ感染拡大地域との往来や、感染拡大地域から来られた方との接触があったということで D を選

択したのではないかと推測しております。数字の記憶違いがあり申し訳ありませんでした。訂正させていただきま

す。 

 

(座長) 

 申し込み時の理由が報告の通りだとすれば、他地域との往来により感染しているかもしれない方が身の回りに

いると心配した人である可能性を含めて読み込むと、申し込み時とアンケートの回答割合は似通っていると思いま

す。アンケート回答数は少ないけれど、申し込み時の理由と齟齬は心配していたような状況ではないようですが、

そうすると、もらえる最大数の４個をもらったけれど、使わずに保管している方が大勢いるということなのかなと単純

に推測されます。ほかにご指摘やご質問をお願いします。 

 

(委員) 

使われていないキットですけれど、周囲の学生にもお盆に帰省する際に使いたいとして申し込んだ人が何人か

いるそうです。そうした人はまだ帰省しておらず使用していないという状況です。また、中には 16 個申し込んだ人

もいるようです。その人もお盆等の帰省を考慮して申し込んだのではないかという人もいるそうです。 

また、一か月でこれだけの申し込み数があったということは、要望が多いということだと思います。リスクのあるこ

とは早めに検証することが必要ですが、C と D は圧倒的に少ないはずだと思います。 

 

(委員) 

私が作成した33ページの資料をご覧ください。「水際対策のQ＆Aから理解する水際対策事業の課題の整理」

です。何名かの病院からご意見をいただきました。そのご意見を踏まえた上ですが、検査を手広くやっていただく



ことは決して悪いことではないだろう。しかしながら、しっかり安全確保をするシステム設計が重要だろうという発言

がありました。アンケート回答者1,000件について、Q1の自発的に検査に対する意識は高いでしょう。Q2の検査結

果は疑陽性が現れる可能性が有るというところですが、疑陽性があれば当然保健所に報告をするので問題は起

きないでしょうけれども、ここも保健所へ相談するということをしっかり行い、自発的隔離行動を遵守してもらうことが

すごく大切なことだと思います。最も大切なのはQ3です。検査結果には偽陰性が現れる可能性が有るが、その場

合はどうなるのか。報告書の中にも偽陰性は検証できないと書きました。でも、本当に偽陰性があらわれていたら

どうなるのか。A3-1、自己検体採取の課題。自己検体採取が出来ていなかったら、偽陰性になってしまいます。

A3-2、検査キットの取扱い。検査キットの取扱いが不十分であれば、正しい結果は出ませんので、ここは検体採

取の際のキットの取扱いという技術的な部分ですので、ここはしっかり指導してもらわないといけないという指摘が

多くありました。それからA3-3、検査のタイミングですが、このキット自体は大変優れた検査キットです。今回の社

会実験が想定している検査のタイミングは、発症（有症状）の1～3日前に相当する潜伏期（無症状）に当たり、感

染者体内ではウイルス量が最多となるタイミングと推察されています。ですが、技術的に不備があれば、そこをし

っかり指導していかないといけないということです。そして最後が一番課題かと思います。A3-4、偽陰性例の行

動。すなわち、検査では陰性だったが、本当は陽性であった場合。無症状の不特定多数の住民に検査が行われ

れば、上述したように偽陰性の発生は否定できない。従って、陰性であっても偽陰性は否定されていないことを理

解し、陰性の結果に安易に安心しないでいただきたい。特にエピソード（流行地との往来、感染者や濃厚接触者

との接触など）が有る場合は、遵守すべきルールをしっかり守るような指導をしてくれというのが、少なくとも医師会

の意見の中で多かった部分ですので、ここをしっかり次の社会実験の中には盛り込んでいただきたいと思うし、こ

ういうところがご理解いただけなかったら、医療界からはやめてくれという意見も出ないわけではないと思いますの

で、ここを気を遣って文章化しました。 

 

(座長) 

 ありがとうございました。大変重要なポイントだと思います。 

 

(委員) 

最初に戻ってしまいますが、おそらく複数回予約をした方は 1.5 回使っている。残りは何かあったときに使おう

かなと確かに思いますし、不安な時は２回検査している方もいるということです。私は怪しい時には２回以上の検

査をやるのが当然だと思っていましたので、皆さんがそういう意識を持っているということは良いことだと思いました。

確かに医療関係者ではないので、採取が不確実になるのは当然ですけれど、どうしても心配であれば外来検査

センターに行くようにということをしっかり伝えてもらえれば二重の防波堤になりますので、そういうことも伝えつつ、

自分で不安だと思ったら検査に納得せずに検査センターに行くということと、なおかつ自分で２回検査するという

形で配布していただければ、いけるんじゃないかと結果を見て思います。 

 

(座長) 

ありがとうございました。他にはいかがですか。 

 

(委員) 

経済界とすれば社会実験をすることに全体としては興味のない話なんですね。というのは、はじめにという部分

が重要だと思います。コロナ初期にあった、もっと PCR 検査をするべきだという意見とやっても無駄だという国の意



見の結果が現状に続いていると思います。こうした中で飯田地域は感染者が少ない、悪い言い方をすると異常に

少ないという状況の中で、社会実験ができる環境にあるのかなとしか思っていないんです。やはりスイスやイング

ランドでは、経済再開を目指しているという大きな目的がしっかりあるわけで、こうしたことを住民の皆さん、特に事

業をしている皆さんにアピールしなければいけないと思います。この地域の医療や保健所の体制はしっかりして

いることをお聞きしています。そのおかげでこの地域の現状を維持していると感じています。そうした中で、大学は

すでに休みになっていて、我々も飯田に帰れば安全だから帰ってこいとも言い切れない。そうした時に、この社会

実験が大きなバックボーンとなるのか今回の検証を考えていければと思います。 

 

(座長) 

ありがとうございました。明後日の 28 日に原医師会長にも同席いただき、今回の社会実験の報告を記者発表し

たいと思っています。その際の資料案が資料 No.4 になります。こちらの資料を事務局から説明させていただきま

す。 

 

(田中危機管理室長)  

 28 日の報道発表用資料です。先ほどの報告書の内容を簡易的にわかりやすく説明したものが、39 ページ程度

までです。そのあとは、感染防御に対する仮説ということで、感染された方が有症者の場合、それから有症者であ

るが他者へ感染させた場合、何日目に感染が発生するかということを考察させていただいて、さらに和歌山県の

資料を使わせていただいて、PCR 検査が何日目に行われているのか、あるいは、感染者が暴露を受けて発症す

るまで何日くらいであるのかというところのデータを使わせていただき、どこで検査をするのが一番良いかというと

ころに繋げていきたいというところで資料を作っております。44 ページから今後の取り組みということで、この簡易

検査キットを使用した水際対策事業を継続的に実施していきたいというところに繋げていきたいということで資料を

作っています。次回はより安価なキットで実施することとし、市民のニーズも多いですし、検査もきちんとできるので

はないかということで資料を作っています。 

 

(座長) 

補足をしますが、40 ページからの感染防御に対する仮説は、これまでの有症状者に対して疫学調査も含めて

捕捉するという形だと、和歌山県の例を見てもわかるように発症当日、あるいはその前にすでに人に感染させるだ

けの感染力があるにも関わらず、そこの部分を捕まえられないというのが、これまでの取り組みであったということ

で、感染者が暴露を受けてからの発症が２・３日目くらいから可能性が高くなるのだとすれば、それを今回の実験

で捕まえられるのではないかということで、いろいろ懸念材料はありますが、ぜひこれでやってみたいということを

28 日に発表していくということであります。そこで提案としては前半の議論にありましたように、これで安心しないで

しっかり対策をしていただきながら、３日目にテストということで地方都市の水際対策としてこれを有効に活用した

いということですが、この３日目にテストというのはキャッチフレーズ的にここに書いてありますが、これは暴露して

から３日という趣旨で書いていますが、実際に市民の皆さんに活用してもらうときには、自分がいつ暴露したのか

わかりませんということなので、これをどのように PR していくかは課題です。帰ってきてから３日という場合は、帰っ

てくる少し前に暴露していた場合、帰ってきてから１・２日目に他人に感染させてしまう恐れもあるということなので、

このあたりは十分説明しなければいけないポイントですし、このままの資料で発表するかも含めてご意見をいただ

きたい部分です。 

 



(委員) 

確かに、例えば東京に日曜日に日帰りした場合であれば、それから３日ですから木曜日くらいに検査すればい

いとなるんですね。だけど、東京に住んでいた学生が帰ってくる場合は、帰ってきたときに検査をし、それからまた

72 時間後に検査をすればいい。そうしたことが図で分かるようなものを用意すればよいかもしれませんね。あとは、

41 ページの上段にあります、全国平均２日の部分ですが、当地域は発症当日に診断しますので１日になります。

検査センターが機能していて、検体をとったあとの検査が早いということです。ただ今回の社会実験では発症の

前に見つけようとしているところが肝だと思います。 

 

(座長) 

さきほど指摘がありましたが、この地域では有症者に対しての捕捉とそれに対する治療は極めて迅速に行われ

ているので、発症後の部分は地域として最大限の体制をとっている。ただ無症状を含めて、発症前に感染させて

しまっているところをどうやって防御するかという中でこの実験をやろうとしていて、一定の有効性を確認しようとし

ているんだというところを強調するというところですかね。 

 

(委員) 

ぜひお願いしたいのは、１回だけでなく２回検査が必要だということを入れていただきたい。それと、怪しいと思

ったらためらわずに外来・検査センターに行ってくださいということも入れていただきたいと思います。 

 

(委員) 

38 ページで書かれている課題と書かれている②偽陽性や偽陰性の発生頻度。偽陰性が分かるのは後から陽

性であったということになるので、偽陰性がないようにシステムを作って社会実験を行ってくださいということです。

理事会でも、そもそも社会実験では証明できない偽陰性という言葉を使わない方がよいのではという発言がありま

した。ですので、偽陰性の可能性は常にあるので、しっかり検査をしてくださいということを強調した方が良いと思

いました。 

 

(座長) 

 むしろ偽陰性がこの社会実験ではわからないという前提で、利用者の皆さんに行動の誘導をすることが重要だ

ということですね。ありがとうございます。 

 

(委員) 

39 ページ上段の往来後３日目以降という部分も変更になりますか。 

 

(座長) 

 そうですね。今のお話で、原則２回の検査を推奨するということですかね。帰宅後１回と 72 時間後にもう１回行う

ということを推奨します。１泊２日の方はそうではないけど、ほかの方は２回検査していただくのが原則ですというこ

とですね。 

 

(委員) 

あとこの社会実験はこれからの帰省の時期が成果が出る時なので、今から継続してもらいたいです。 



(委員) 

 まさしくこれからが重要だと思います。飯田市のように自治やコミュニティを大事にしてきたところなので、例えば

まちづくり委員会などに、どうしてこのような社会実験を行っているのかということと、医療体制、特に医療従事者の

方の努力で感染者を抑えてきたということ、そしてみんなが自主的に努力をしていることを発信するべきだと思い

ます。外に向けたパフォーマンスに捉えられてもダメだと思います。一般の人にもわかりやすく、自分も協力する

ぞと思わせる発信が必要かと思います。 

 

(委員) 

発症例が少なくなると危機意識も減ってくるんですね。人権意識の醸成は一日にしてはなりません。昨年盛り

上がったシトラスリボンづくりは、手段ではありますが、リボンづくりを通して人権意識の醸成を底辺でしっかりやっ

ていかないと万が一大きな発症例が出た場合には、また誹謗中傷の波が広がるといことを繰り返すのではないか

なと心配しています。それから地域によって積極的に取り組んでいただいている地域と、それが見えにくい地域が

ありますので、人権意識の醸成を引き続きお願いしたいと思います。 

 

(座長) 

ありがとうございました。今日頂いた意見を踏まえて、飯田市としての意思決定をし、28 日には社会実験として

の報告をさせていただきたいと思います。今日も継続するべきだとの意見をいただきましたので、そのような意思

決定を経て、８月にはこの事業を継続する方向で進めていければと思っています。また、その際にはご報告をさ

せていただきますが、よろしくお願いいたします。 

 

(田中危機管理室長)  

 座長から話がありました８月以降の継続について、ただいま考えています組み立てを 47 ページに記載していま

す。基本的には変わりませんが、今回は年度末の３月までとしておりまして、今のところ２万キットの配布を予定し

ているところです。詳しくはご覧いただければと思いますが、同じような社会実験としての位置づけをさせていただ

いて事業を実施したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

(座長) 

予定の時間を超過してしまいましたけれど、大変活発な意見をいただきありがとうございました。以上をもちまし

て本日の専門家会議を終了します。 


