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小川町メガソーラー問題
新型コロナウイルス対策最前線④
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１．さいたま小川町メガソーラー事業中止要望
　地元小川町内で計画されている関東最大規模の太陽光発電施
設（メガソーラー）について、多量の土砂搬入や環境の激変に
対し、地域住民の方々が大きな懸念を示しています。
　現在、国の「環境影響評価準備書」審査が行われており、今後、
国に知事意見を提出する段階であるため、去る９月 3日、大野
知事に「事業の中止要望」を行いました。
　また、９月10日には、 梶山弘志 経済産業相にも「中止要望」を
提出いたしました。

事 業 概 要

事 業 名：さいたま小川町メガソーラー事業
事業予定代表所在地 ：埼玉県比企郡小川町大字笠原字陳家３６６-２

事業計画面積：862,000㎡
　　　　　　　 約 26万坪
( 東京ドーム：18個分 )
樹木伐採面積：299,400㎡

盛 土 量：720,000㎥
本年7月に静岡県熱海市で
発生した大規模土石流災害の
発生地点の盛土量74,000㎥
の約10倍
切 土 量：365,000㎥
残土持込量：355,000㎥

ダンプトラック通行量：1日 157台
　　　　　　　　　　（往復314台）

約90秒に 1台
（1日 7.85時間 ×３年間）

太陽光パネル：96,100枚
出 力 数：39,600kw
年 間 発 電 量：4万9,686Mwh
実現した場合、関東最大規模

（東京新聞2021年 8月 21日より）
令和元年東日本台風により、
事業予定地内では既に地滑り
が発生している。その山の
斜面に盛土をする計画。

　近年、山を切り開いて設置する太陽光発電施設が問題となっています。地元小川町で持ち上がっている、
メガソーラー問題について、現状を報告いたします。　また、新型コロナウイルスは、感染力の強い変異
株が流行しています。本県における最新の入院等、対応状況をまとめました。
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令和 3 年 9 月 3 日 
埼 玉 県 知 事　大 野 元 裕　様 

埼玉県議会自由民主党議員団 
団  長 　 小  島  信  昭 

　　　
「さいたま小川町メガソーラー事業の中止」を求める要望書

 　　　
　本県比企郡小川町内において計画されている「さいたま小川町メガソーラー事業」（事業者：小
川エナジー合同会社）については、土地造成に伴う多量の土砂搬入及び、これに起因する土砂災害
の発生、伐採される広大な森林面積等、本事業がもたらす地域環境の激変に対し、地域住民は大き
な懸念を示している。

　小川町は本事業について、令和 2年 2月 28 日付けで埼玉県環境影響評価条例第 8条の規定に基
づく「環境影響評価調査計画書」に対する意見並びに、令和 3年 6月 23 日付けで環境影響評価法
第 20 条及び県条例第 17 条の規定に基づく「環境影響評価準備書」に対する意見を埼玉県知事宛
で提出し、いずれも事業地内の切土・盛土による最小限の地形改変量を求めている。

　事業者によれば、事業地（計画敷地面積 862,000㎡）の盛土量は 720,000㎥とされ、令和 3
年 7月 3日に静岡県熱海市で発生した、大規模土石流災害の発生地点の盛土量 74,000㎥の約 10
倍となる計画である。事業地周辺には、土石流危険渓流や土砂災害警戒区域、土砂災害特別警
戒区域があり、令和元年東日本台風による大雨により事業予定地内において、幅約 40 ｍ、長さ
約 50ｍの地滑りが発生している。事業地は山の斜面であるだけでなく、粘土質のため、盛土を行っ
た際に滑りやすいとされ、事業者はこの危険性を払拭しなければならない。

　また、盛土用の土砂 355,000㎥は外部から搬入する計画のため、大型ダンプ等工事関係車両
1日 157 台（往復 314 台）が 3年間にわたって通行するとされている。約 90秒に 1台のダンプト
ラック等の工事関係車両が通行する計画は、振動や騒音、粉塵などにより地域環境に甚大な影響を
与えることは必至であり、周辺住民や、近隣の福祉施設などの不安は募るばかりである。

　当事業について小川町では、「土砂災害」、「交通安全対策」、「産廃不法投棄」、「自然生態系」、「事
業者の資金（信用）」等の課題があると指摘している。

　そこで、当該事業については、上記のように大きな懸念を感じることから、安全・安心な県民生
活に鑑み埼玉県議会自由民主党議員団は「事業の中止」を強く求めるところである。
現在開発手続きにおいて、国の「環境影響評価準備書」審査が行われており、今後、国に知事意見
を提出することになる。当該事業については、上記の点から、断じて容認することが出来ないもの
であり、知事におかれても県民の安全・安心を第一に考えた意見をご提出いただくよう、強く要望
する。

以上

県知事宛要望書全文

 大野知事「地権者※の同意を得られない事業の事業化は困難なのではないか」

※地権者＝小川町　　事業地内には赤道、里道と呼ばれる小川町所有の「法定外公共物」の道が
　多数あり、この道を「事業者に利用させない」ことを、小川町は本年 9月議会で明らかにした。
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環境影響評価手続き

４月 16日

5月 28日 6月 23日

現 在

8 月 31日

8月 31日 12月 29日迄に



4

小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち
埼玉県議会議員埼玉県議会議員
小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち
埼玉県議会議員埼玉県議会議員埼玉県議会議員
小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち
埼玉県議会議員
小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち
埼玉県議会議員
小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち
埼玉県議会議員
小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち
埼玉県議会議員
小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち小久保けんいち NEWS Vol.Vol. 20

メガソーラー設置イメージ

小川町里山クラブ第二展望台 (角山地区町有林内 )から見たソーラーパネル予想図

東京新聞掲載

　９月3日に行った、自民党県議団による知事への「中止要望」の様子が、翌日の東京新聞の紙面に大き
く掲載されました。東京新聞には以前より、この事業に対し、土砂災害の危険性や、自然・生態系破壊問題
などが大きく取り上げられています。インターネットで確認可能な記事もありますので、是非ご覧ください。

この問題には、今後とも取り組んで参りますので、随時報告いたします。
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　本年8月 17日、千葉県柏市で、新型コロナウイルスに感染した30歳代の妊婦が、中等症相当
とされながらも、入院先が見つからずに自宅で29週目で出産されました。しかし、早産だった新
生児は心肺停止の後、病院で死亡が確認されました。
　このような痛ましい事故を二度と起こさないために、日本産婦人科学会では、ガイドラインを発表
しました。

１．妊婦への対応　

新型コロナウイルス感染で妊娠中に自宅や宿泊療養 (ホテルなど )となられた方へ

妊娠に関連した症状・性器出血、破水感、頻回の子宮収縮、胎動減少、強い腹痛など
かかりつけの産婦人科の

医師へ連絡

新型コロナウイルス
感染症の症状

① 1 時間に 2回以上の息苦しさを感じる時
② トイレに行くときなどに息苦しさを感じるよ
うになった時
③ 心拍数が 1分間に 110 回以上、もしくは呼
吸数が 1 分間に 20 回以上
④ 安静にしていても酸素飽和度が 93 - 94%
から 1時間以内に回復しない時 ( 妊娠中は赤
ちゃんのために 95%以上の酸素飽和度が必要 )

かかりつけの産婦人科の
医師、もしくは
保健所に連絡

① 息苦しくなり、短い文章の発声も出来なく
なった時
② 酸素飽和度 (SpO2) が 92%以下になった時

すぐに救急車を要請

 必要となる健康観察
　① 呼吸状態、心拍数や呼吸数の計測
　② 体温
　③ パルスオキシメーター (サチュレーションモニター )を
　　 お持ちの場合酸素飽和度 (血液内の酸素の量 :SpO2) の計測

日本産婦人科学会ガイドライン

妊娠37週以降（正産期）の妊婦については、入院調整の優先対象

パルスオキシメーター

（令和３年８月２３日）

東松山保健所
0493-22-0280

新型コロナウイルス対策
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2021 年 8月 23 日 

新型コロナウイルス感染で妊娠中に自宅や宿泊療養 ( ホテルなど ) となられた方へ

　妊娠中に新型コロナウイルスに感染された妊婦さんには、日々不安を抱えていらっしゃると思い
ます。妊婦さんに限らず、現在、全国的に新型コロナウイルス感染用の医療体制が 逼迫し、限られ
たベッド数の中で、感染症の症状に応じて自宅療養や宿泊療養 ( ホテルなど ) となっています。妊
娠中に新型コロナウイルスに感染されても、8割以上の方は無症状、またはかぜ程度の軽い咳や発
熱の症状で収まり、酸素投与以上の治療が必要な方は全体の 2 割以下ですので、現在無症状の方は
ご安心していただきたいと思います。
　ただし、妊娠中は様々な妊娠に関連した異常は起こりえますし、症状が強くなる方もおられます。
そのため、新型コロナウイルスに伴う症状に加えて、妊娠に関連した異常な症状がないかについて
十分ご注意いただくことが大切です。私たち産婦人科医は、自宅やホテルでの療養となられた妊婦
さんと密に連絡を取り合い、健康チェックを行うように心がけています。
もし妊娠に関連した異常や体調の変化が発生し、入院療養が必要と判断された場合でも、 産科医療
機関の連携の中で、かかりつけの産婦人科の先生を通して、産科的な対応が可能な入院施設を探す
ことができます。
　迅速に対応することを努めていますが、状況によっては時間を要することもありますの で、以
下のような変化が起こった場合には、妊婦さんご自身からかかりつけの産婦人科の先生に電話等で
連絡いただくようお願いします。
　なお、地域によって周産期の医療体制が異なりますので、新型コロナウイルス感染による療養状
態となった場合には、かかりつけの産婦人科の先生にその旨を速やかにお伝えいた だき、変化が
起こった場合の対応をお聞きしてください。

(1) 以下のような妊娠に関連した異常については、かかりつけの産婦人科の先生に連絡してください。
・性器出血、破水感、頻回の子宮収縮、胎動減少、強い腹痛など

    ・その他、助産師さん等からの妊婦健診時に言われた症状

(2) 新型コロナウイルス感染症の症状について まず、以下の健康観察を行ってください。
1  呼吸状態、心拍数や呼吸数の計測

    2  体温 
    3  パルスオキシメーター ( サチュレーションモニター ) をお持ちの場合は、
        酸素飽和度 ( 血液内の酸素の量 :SpO2) の計測

(A) 以下の場合には、かかりつけの産婦人科の先生もしくは保健所に連絡してください。 
1  1 時間に 2回以上の息苦しさを感じる時 

    2  トイレに行くときなどに息苦しさを感じるようになった時
    3  心拍数が 1 分間に 110 回以上、もしくは呼吸数が 1 分間に 20 回以上
    4  安静にしていても酸素飽和度が 93-94%から 1時間以内に回復しない時
       ( 妊娠中は赤ちゃんのために 95%以上の酸素飽和度が必要です )

(B) 以下の場合は、すぐに救急車を要請してください。 
1  息苦しくなり、短い文章の発声も出来なくなった時 

    2  酸素飽和度 (SpO2) が  92%以下になった時

【出典】
(1) 英国、National Health Service「COVID-19 感染症を患った患者の方々が自宅で経過 観察する場合」https://www.nhs.
uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation- and-treatment/how-to-treat-symptoms-at-home/ (2) 英国産科婦人
科学会 (RCOG)、「妊娠中の COVID-19 感染」 https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-19- 
coronavirus-covid-19-infection-in-pregnancy-v13.pdf

日本産科婦人科学会　理事長　木村　　正
日本産婦人科医会　会 長　木下　勝之

公益社団法人　日本産婦人科学会
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/COVID19_20210823.pdf　より
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2．入院管理
酸素ステーションの設置（県内 4 か所）

 ・ 開設期間：令和 3年 9月 1日～ 12月 31日（状況によっては延長）
 ・ 床 数：各15床 × 4 施設　計60床を整備（各施設場所は非公開）
 ・ 資 器 材：酸素濃縮器（各 15台 × 4 施設　計 60台）、冷蔵庫、防護服、N95マスク等
 ・ 医療人材：医師 1名、看護師 3名を 24時間体制（2交代）で配置
 ・ 措置内容：酸素投与のほか、血中酸素飽和度・体温・血圧などの管理
 ・ 搬送車両：公的救急車（自宅 → 酸素ステーション）、民間救急車（酸素ステーション → 入院先）
 ・ 処置時間：原則、入院先が決まるまでの 48時間以内

（補正予算 41億 223万 2千円）

宿泊療養施設における酸素療法、抗体カクテル療法の実施（県内 14 か所）
（補正予算 10億 3,758 万 8千円）

 ・床 数：各10床 × 14 施設　計140床を設備
 ・ 酸素濃縮器：各10台 × 14 施設　計140台
 ・ 各施設に医師 1名（日中 10時間）、看護師 2名（24時間体制）
 ・ 酸素投与のほか、投薬や脱水症状に対する点滴なども実施。

酸素ステーション全景 酸素濃縮器 酸素ステーションベッド

酸素療法

抗体カクテル療法

 ・各施設　1日 8人の診療を想定（点滴20分／ 1時間程度の処置）
 ・ 酸素濃縮器：各10台 × 14 施設　計140台
 ・ 各施設に医師 1名（日中 10時間）、看護師 2名（24時間体制）
 ・ 酸素投与のほか、投薬や脱水症状に対する点滴なども実施。

抗体カクテル療法（静脈点滴）
販売名 ロナプリーブ点滴静注

対 象
・軽症・中等症の患者
（重症化リスクがあるが
酸素投与を必要としない段階の患者）

創 製
米国リジェネロン社
（2020 年 8月より、スイス ロシュ社と
製造、開発、販売について共同で実施）

日本開発権
独占的販売権中外製薬 投与時期 発症後速やかに（8日以降は有効性を裏付けるデータがない）
効 能 SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）に

よる感染症 効 果 入院・死亡リスク７割減

用法及び用量

通常、成人及び 12歳以上かつ体重 40kg
以上の小児に、カシリビマブ（遺伝子組
換え）及びイムデビマブ（遺伝子組換え）
としてそれぞれ 600mgを併用により単
回点滴静注する。

（薬剤は国が買い上げ、医療機関に無償提供）

（場所：P.12 参照）
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・有症状かつスコア合計1点以上は、入院調整対象。（その他のみ点数が入る場合は対象外）
・ただし、病床使用率60%以上となった場合、合計6点以上が入院調整対象。
・また、スコアの点数によらず、医師が入院を必要と判断する場合は入院調整を行う。

症 状 スコア 

検査所見

酸素飽和濃度 (SpO2) ≦ 93% 6 点 
　　　　　　　　　  ＜ 96% 2 点 
肺炎像 (X-P・CT) が広範囲（両肺かつ 2分の 1以上） 6 点 
　　　　　　　　    広範囲 ではない 2点 
37,5 度以上の発熱が 6日以上持続 (又は 38度以上が 3日持続 ) 
* 発熱は、解熱剤使用の有無を問わず持続している場合を指す。 6点 

呼吸苦又は激しい咳症状の持続 4点 
強い倦怠感 (食欲不振や下痢等で脱水を伴っている可能性が高い場合 ) 2 点 

リスク因子 スコア

基礎疾患等

妊娠37週以降の妊婦

7点 透　析
免疫抑制剤使用中
悪性腫瘍に罹患して治療中
65歳以上 2点 
肥　満（ ≧ BMI 30 ） 2点 
造血幹細胞移植・骨髄移植・原発性免疫不全・
HIV（CD4<200 μ L） 2点 

糖尿病
( ただし、コントロール不良時 (HbA1c>8.0%) は 「3点」とする )

2 点 
(3 点 ) 

睡眠時無呼吸症候群 (SAS) 2 点 
慢性呼吸器疾患 (気管支喘息含む ) 2 点 
重症の心血管疾患 (冠動脈疾患、心筋症など心不全を伴う ) 2 点 
高度慢性腎臓病 (GFR30 未満が目安 ) 1 点 
コントロール不良高血圧 1 点 

項 目 スコア

その他 男 １点
単身者 １点

＋

＋

　現在、埼玉県では、症状や重症化リスク因子をスコア化（点数化）し、より入院が必要な患者を優先して受
け入れるようにしています。

入院優先度判断基準

ステージ判断のための指標

感染状況の4段階

ステージⅠ 感染ゼロ散発段階 感染者が散発的に発生

ステージⅡ 感染漸増段階 感染者が徐々に増加
医療提供体制への負荷が蓄積

ステージⅢ 感染急増段階 感染者数が急増
医療提供体制に支障

ステージⅣ 感染爆発段階 爆発的な感染拡大が起き
医療提供体制が機能不全に　　　　　　　　　　　　　　　　　
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フェーズ（感染状況） フェーズ I フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ
小康期 拡大兆候期 拡大期 ピーク期

計画病床数（確保病床数） 140 600 1,000 1,685
内、重症（確保病床数） 20 90 150 165

病 床 確 保 数

ステージ：県内の感染状況に応じて、必要な対策を実施するための目安。
　　　　　病床使用率 50%以上で、「医療ひっぱく」となる。
フェーズ：主に県内医療機関向けの指標。感染状況に応じて、必要な病床を確保するためのもの。
　　　　　必要なだけ病床を確保することで、一般医療との両立を図ることが目的。

医療提供体制等の負荷 監視体制 感染の状況
医療のひっぱく具合 10万人

あたりの
療養者数

PCR陽性率
10万人
あたりの
新規陽性者数

感染経路
不明割合入院医療 重症者用病床

確保病床の使用率 新規入院可能率 確保病床の使用率

ステージⅢ 20%以上 40%以下 20%以上 20人以上 5%以上 15人以上
/１週間 50%以上

ステージⅣ 50%以上 25%以下 50%以上 30人以上 10%以上 25人以上
/１週間 50%以上

９月７日時点

69.7% 11.5% 60.6% 158.2 人 11.6% 84.8 人 47.1%

1,283床使用
/1,842床確保

入院者数：
1,331人
療養者数：
11,610人

143床使用
/236床確保

療養者数：
11,610人
県人口：
734万人

　

緊急事態宣言解除の考え方

1. 新型コロナウイルス感染症医療の負荷
　(1)病床使用率 :50%未満。
　(2)重症病床使用率 :50%未満。
　(3) 入院率 : 改善傾向にあること。
　(4) 重症者数 : 継続して減少傾向にあること。
　※今後は、入院者数や重症者数について、(1) 及び (2) の代わりに、より実態に即した指標の在り方
　　についても検討していく必要がある。
　(5) 中等症者数 : 継続して減少傾向にあること。
　※中等症者数の状況については、現在のところ、正確な情報が存在しないことから、各自治体のデー
　　タや国立感染症研究所 の推計値等を参考に、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボー
　　ドにおいて検討していく予定である。
　(6) 自宅療養者数及び療養等調整中の数の合計値 : 大都市圏では 60人 /10 万人程度に向かって確実
　　  に減少していること。その他の地域でも特に療養等調整中の数が減少傾向又は適正な規模に保
        たれていること。
    ※保健所の逼迫の指標。当該指標については各地域の療養者への対応の在り方についての考え方も
       踏まえて評価すること。
   2. 一般医療への負荷
　(1) 救急搬送困難事案 : 大都市圏では減少傾向。
　※実務的・技術的に全国一律の把握や指標化が難しいとしても、今後、ICUの新型コロナウイルス
　　感染症患者とそれ以外の患者の利用状況など、医療システム全体を総合的に評価していくことが必要である。
  ３. 新規陽性者数
　〇 新規陽性者数については、2週間ほど継続して安定的に下降傾向にあることが前提となる。
　※大都市圏では、(6) 自宅療養者数及び療養等調整中の数の合計値の 60人 /10 万人程度は新規陽性者数の
　50人 /10 万人程度に相当すると考えられる。

ステージとフェーズの違い

令和 3年 9月 8日（新型コロナウイルス感染症対策分科会）

感染者急増時
体 制
1,842
236

コロナ対応病床 コロナ対応病床
＋

一般病床

県→医療機関への要請日：8月 10日
　　　　体制への移行日：8月 19日

病床数は 9月 6日時点

現

在
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開発企業 一般名
開発番号 作用機序 投与経路 開発段階

富士フイルム富山化学 ファビピラビル
T-705 RNAポリメラーゼ阻害薬 経口 第 3相

中外製薬（スイスRoche 社） AT-527
RO7496998 RNAポリメラーゼ阻害薬 経口 第 3相

MSD（米Merck 社
米 Ridgeback Biotherapeutics 社）

モルヌピラビル
MK-4482
EIDD-2081

RNAポリメラーゼ阻害薬 経口 第 2/3 相

ファイザー（米 Pfi zer 社） PF-07321332 3CL プロテアーゼ阻害薬 経口 第 2/3 相

興和 イベルメクチン
K-237 抗寄生虫薬 経口 第 3相

塩野義製薬 S-217622 3CL プロテアーゼ阻害薬 経口 第 1相

申請中治療薬 ( 令和 3年 9月 11日現在 )

一般名 販売名 製造販売元 薬効 投薬方法 対象疾患 国内承認

1 レムデシビル ベクルリー ギリアド（米）抗ウイルス薬 点滴

人工呼吸器や人工心肺装置
＝ ECMOをつけている重
症患者、中等症Ⅰ , Ⅱ患者
（エボラ出血熱）

2020年５月７日

2 デキサメタゾン デカドロン 日医工など

ステロイド
（炎症やアレル
ギーを抑える作
用）

経口

重症者の死亡を減らす効果。
抗ウイルス薬のレムデシビ
ルとデキサメタゾンを併用
する治療が広く行われてい
ている。中等症Ⅰ , Ⅱ患者、
重症患者
（重度の肺炎やリウマチ）

2020年 7月 17日

3 バリシチニブ オルミエント 日本イーライリリー
ヤヌスキナーゼ
（JAK）阻害薬

経口

酸素投与が必要な中等症以
上の入院患者に対して、レ
ムデシビルと併用して服用
することが条件。中等症Ⅰ ,
Ⅱ患者、重症患者
（関節リウマチ）

2021年 4月 23日

4
カシリビマブ /
イムデビマブ

ロナプリーブ
点滴静注（抗
体）カクテル
療法

中外製薬
新型コロナウイ
ルス感染症

点滴
SARS-CoV-2（新型コロナ
ウイルス）
軽症患者、中等症Ⅰ ,Ⅱ患者

2021 年 7月 19日

国内承認済治療薬

状態 症状 対応 療養・入院

軽 症

・酸素飽和度 96%以上
・咳は出ても息苦しさはない
・肺炎の所見なし
・自然に回復することが多いものの、病状が急速に
　進行することもある。

・抗体カクテル療法 ・宿泊療養施設
・自宅療養

中等症Ⅰ

・酸素飽和度 94% 以上 95% 以下
・呼吸困難
・肺炎の所見
・入院をした上で、慎重に観察することが求められる。

・抗体カクテル療法
・レムデシビル

・宿泊療養施設
・入院治療

中等症Ⅱ
・酸素飽和度 93%以下
・酸素投与必要
・高度な医療を行える施設への転院を検討する。

・酸素療法
・レムデシビル
・デキサメタゾン
・バリシチニブ

・酸素ステーション
・高度医療病院への入院検討

重 症

・集中治療室
・人工呼吸器が必要
・肺炎が進行して、自力での呼吸ができず、全身に
　炎症が出たりする状態。

・人工呼吸器
・ECMO
・レムデシビル
・デキサメタゾン
・バリシチニブ

・集中治療室（ICU）

症状による対応の変化
3．治療と対応

( 令和 3年 9月 11日現在 ) 4 種類
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4．ワクチン接種
現在正式契約済みのワクチン

ファイザー（米）
ビオンテック（独）

モデルナ（米）/
武田薬品工業（株） アストラゼネカ（英）

ワクチン名 BNT162b2 mRNA-1273 AZD1222
種類 mRNAワクチン mRNAワクチン ウィルスベクターワクチン
接種回数 2回 2回 2回
接種スケジュール 21日間隔 28日間隔 28日間隔
接種方法 筋肉注射 筋肉注射 筋肉注射
第３層試験参加者 43,000人 30,000人 23,848人（第2/3層）
小児の登録 12歳以上が参加 18歳以上が参加 18歳以上が参加
高齢者の登録 58-85歳が40%以上 65歳が7,000人 (23％ ) 不明

有効率※ 1 95%
（2回目接種後７日以降）

94.1%
（２回目接種後14日以降）

70.4%
（2回目接種後15日以降）

重症化予防 重症者：ワクチン群１名vsプ
ラセボ群9名

重症者：ワクチン群0名 vs
プラセボ群11名 不明

副反応 2回接種後：倦怠感 3.8%、
頭痛2.0%

初回接種後：局所の腫れ2.7%
2回目接種後：倦怠感9.7%、
筋肉痛8.9%、関節痛5.2％、
頭痛4.5%、疼痛4.1%、
接種部の発赤2.0%

重篤な有害事象：
ワクチン接種群 :84例vs
プラセボ群 :91例

①アナフィラキシー割合
②血栓割合
（接種者100万人あたり）

①５件 ①2.2件 ② 8.2 件

温度管理

-75±15°C（-60℃～-90℃）
のディープフリーザーにて保
管→ 2ヶ月程度保管可能。
・保冷BOX＋ドライアイス
（適宜追加）で保管→ 2週間
程度保管可能。

-20℃ ±5°C（-15℃～
-25℃）での冷凍保存
→製造日から６ヶ月程度保
管可能。

・保管冷蔵庫 (2～ 8°C)で
輸送→有効期間充填後 6ヶ
月保管可能。

※１ワクチンの有効率とは

被験者の一群にワクチン、もう一群にプラセボ（偽薬）を接種。
「ワクチン接種群で疾患を発症した被験者の数」と「プラセボ接種群で疾患を発症した被験者の数」
を比較して、ワクチンの接種によって、発症するリスクがどの程度減ったかを評価。

1例以下が発症 10例以上が発症

　ワクチンの有効率 ＝ 発症予防効果　　ワクチンの有効率 ≠ 感染予防効果 
　ワクチン接種を行っていても、感染する危険性は充分にあり、無症状感染者として、未接種の人（現在、
ワクチン接種が受けられない 12歳未満の子ども含む）に感染させてしまう危険性がある。
　それを防ぐためには、感染の収束まで、マスクやソーシャルディスタンスが必要となる。

有効率 ≠ 感染率

＜例＞
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施 設 名 市町村 受入室数受入人数
① 東横 INNつくばエクスプレス三郷中央駅 三郷市 170 54
② 入間第一ホテル 入間市 119 35
③ 東横 INN浦和美園駅東口 さいたま市緑区 190 62
④ 加須センターホテル 加須市 85 21
⑤ パーシモンホテル 新座市 118 40
⑥ 東横 INNJR川口駅西口 川口市 126 25
⑦ ホテルルートイン鴻巣 鴻巣市 138 47
⑧ 国立女性教育会館（ヌエック） 嵐山町 87 27
⑨ パイオランドホテル さいたま市大宮区 89 34
⑩ アパホテルさいたま新都心駅北 さいたま市大宮区 183 71
⑪ レフ大宮byベッセルホテルズ さいたま市大宮区 172 77
⑫ ホテルルートイン熊谷 熊谷市 178 58
⑬ 東横 INNつくばエクスプレス八潮 八潮市 188 60
⑭ ホテルグリーンコア白岡 白岡市 82 10

合 計 1,925 621

宿泊療養施設受入状況 （令和 3年 9 月 10 日現在）

ワクチン接種率（2 回接種）
区 分 接種率 人数

全国全年齢 49.8% 55,976,935 人
全国 65歳以上 88.6% 31,449,534 人
全国 65歳未満 27.5% 24,527,401 人
埼玉県全年齢 40.0% 2,942,002 人
埼玉県 65歳以上 88.9% 1,720,276 人
埼玉県 65歳未満 22.5% 1,221,726 人

■小久保憲一事務所
住所 〒 355-0328

埼玉県比企郡小川町大塚 21‒1

TEL ０４９３-８１-４８９６

FAX ０４８-６１１-７７１１

開所時間 9:00 ～ 17:00［土日祝休］

■昭和49年 小川町生まれ、小川町在住
■平成10年 早稲田大学 教育学部国語国文学科卒業 
　大学卒業後は衆議院議員秘書として、13年間勤務 
■平成31年4月 埼玉県議会議員三期目当選 
■令和2年度  埼玉県議会第 127代副議長
■令和3年度  福祉保健医療委員
                          少子・高齢福祉社会対策特別委員
　　　　　　　監査委員
■埼玉県議会自由民主党議員団所属
■自由民主党埼玉県支部連合会　青年部長

 ■小久保憲一プロフィール

小川町 嵐山町

滑川町

ときがわ町

■ 埼玉県  西第13区

( 令和3年9月11日現在 )（※ただし、ワクチンを打てない 12歳未満の人口も含む )

　新型コロナウイルス感染症は、国内ワクチン接種率が 50%に届くという、新たな局面を迎えました。
しかし、変異ウイルスによる感染拡大や、海外ではワクチンの 3回目接種など、出口が未だ見えていません。
一刻も早く感染が収束するよう、また感染された皆様の命を守れるように、県議会として、福祉保健医療
委員として、対応を強化してまいります。

あとがき


