
を延長！

■発令期間

12月２７日（火）～１月2６日（木）を目途

※終期は、医療のひっ迫状況等を見極めて判断

基
本
的
考
え
方

１

を発令！

資料２

「第８波」の感染拡大により、高齢者の入院患者が急増しており、病床使用率が
50％に近づくなど、県内のぜい弱な医療提供体制はひっ迫しつつある。これから
年末年始を迎え、人流や接触機会のさらなる増加が見込まれる中で、リスクの高い
高齢者等を感染から守るとともに、県内の医療機能を維持していくため、県独自の
「医療非常事態宣言」を発令する。



ワクチンの早めの接種を！

県民の皆さまへのお願い（１２月２７日～）

感染リスクの高まるような
大人数・長時間は控えて！

高齢者施設・障がい者施設の対面での面会は控えて！

緊急やむを得ない場合を除き、高齢者施設
等での対面での面会は制限してください。
（ガラス越しやオンラインでの面会をお願
いします。）

イベントは感染防止対策を徹底の上、国の基準に沿って開催を！

イベントは、国の定める収容率及び人数上限の範囲内で、主催者において感染防止対策を徹底して開催してくだ
さい。また、飲食時には、「ひなた飲食店認証店」の認証基準に準じた対策の実施をお願いします。

混雑した場所や感染リスクの高い場所への
外出・移動は控えて！

高齢者や基礎疾患のある方及びこれらの方と
日常的に接する方は、特に注意をお願いしま
す。また、少しでも体調に異変がある場合は、
出勤や登校など外出・移動は控えてください。

会食の際は、感染防止対策の認証を受けた
「ひなた飲食店認証店」を利用し、感染リス
クの高まるような大人数・長時間は控えてく
ださい。（自宅等での会食も注意）

２

オミクロン株対応ワクチンの早めの接種をお
願いします。インフルエンザとの同時流行も
懸念されているため、インフルエンザワクチ
ンの早めの接種もお願いします。

宮崎県新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症受診･相談ｾﾝﾀｰ ☎0985(78)5670 (24時間対応)

宮崎県検査相談ｺｰﾙｾﾝﾀｰ ☎0985(68)1001(受付時間:9時～17時)※土日祝を含む

65歳以上の方や基礎疾患がある方、お子さんや妊娠
している方は、少しでも体調に異変がある際は､すぐ
に身近な医療機関を受診してください。
（できる限り、平日・日中の受診をお願いします）

※無症状で感染に不安がある方は、無料検査を受検してください。

症状が軽いなど、医療機関を受診せず、自宅で速や
かに療養を開始したい方は、抗原定性検査キットで
検査を行い、陽性であった場合は、陽性者登録セン
ターに連絡し、自宅等で療養を行ってください。

宮崎県陽性者登録センター ☎0570(089)050（受付時間：9～18時）

【ハイリスクの方等】

重症化リスク等に応じ、適切に医療機関の受診・療養を！

【ハイリスクの方以外】

［対象者］
65歳未満の方、重症化リスクを有しない方、妊娠していない方



検査体制の強化

３

■ 高齢者施設等における集中的検査の継続

【実施期間】12月5日（月）～2月26日（日）
【実施回数】週に２回程度 【配布個数】約190万個

■ 無料検査の対象者の拡大

・無料検査の対象を、県外から旅行・帰省等で来県した方にも拡大

【期間】12月24日（土）～1月12日（木）
【検査場設置数（12/27時点）】

宮崎
東諸県

都城
北諸県

延岡
西臼杵

西諸
西都
児湯

日向
入郷

日南
串間

計

43 19 9 8 3 6 8 96

※年末年始期間中に無料検査を実施する検査場については、県HPをご確認ください

宮崎空港 宮崎港フェリーターミナル



医療提供体制の強化①

■入院受入体制の強化

宮崎
東諸県

都城
北諸県

延岡
西臼杵

西諸
西都
児湯

日向
入郷

日南
串間

計

～12.26 144 60 76 23 21 35 19 378

12.27～ 148 60 76 23 21 35 19 382

４

■発熱外来体制の拡充

・年末年始の期間中（12/29～1/3）に発熱外来が可能な医療機関を拡大

・入院受入病床（確保病床）の拡充（378床→382床）

・病床確保計画上のフェーズを「緊急フェーズ」に引上げ

→本日付けで県内の各医療機関にさらなる病床の確保を要請（今後、確保病床を順次拡大）

宮崎
東諸県

都城
北諸県

延岡
西臼杵

西諸
西都
児湯

日向
入郷

日南
串間

計

在宅医療機関数（延べ） 32 17 34 8 14 9 12 126

新たに確保した医療機関数（延べ） 16 42 12 5 29 35 6 145

計 48 59 46 13 43 44 18 271



医療提供体制の強化②

・配布期間 1月9日(月)まで（年末年始を含む）
※1月10日以降も土日に限り配布を継続（1/29まで)

・配布時間 9時～17時
・配布場所 宮崎港
・配布個数 １人につき２個まで
・対 象 者

以下の①～④の全てを満たす方

①宮崎県在住者（長期滞在者を含む）

②有症状者

③６５歳未満の方

④基礎疾患のない方、重症化リスクの少ない方

■抗原検査キットの直接配布の延長

※希望者への抗原検査キットの配送も継続して実施

■「みなし陽性」の適切な運用

・発熱外来の負担軽減のため、「みなし陽性（※）」の運用を再開

期間 12月24日（土）～当面の間

５
※医師の判断により、検査を行わず、臨床症状（熱や咳など）で診断を行うこと

陽性者登録センターの登録状況

■直近1週間の1日当たりの平均登録件数：189人
※全体の感染者数の約１割（日曜日は約２割）
が登録センターでの登録



オミクロン株対応ワクチン等の接種の促進①

○接種実績（令和４年１２月２５日現在）

接種率 ３３．５％・オミクロン株対応（全人口ベース）

0.1% 0.6% 1.4%
2.8%

4.4%
6.1% 8.9%

12.4%

15.8%

19.6%

23.9%

28.2%
32.5%

33.5%
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接種回数 接種率

オミクロン株に対する
中和抗体価は従来ワクチンの

約２倍！

感染や重症化を予防し、医療のひっ迫を生じさせないためには、

オミクロン株対応ワクチンの早期接種が極めて重要６



市町村別オミクロン株対応ワクチン接種率（令和４年１２月２５日現在）

市町村名 接種率 市町村名 接種率 市町村名 接種率

県全体 33.5％ えびの市 39.3％ 川南町 41.8％

宮崎市 31.4％ 三股町 32.9％ 都農町 37.6％

都城市 34.1％ 高原町 26.0％ 門川町 30.0％

延岡市 32.8％ 国富町 35.2％ 諸塚村 49.1％

日南市 30.7％ 綾町 35.0％ 椎葉村 24.1％

小林市 38.3％ 高鍋町 39.7％ 美郷町 47.7％

日向市 29.1％ 新富町 32.7％ 高千穂町 63.0％

串間市 41.2％ 西米良村 57.0％ 日之影町 68.6％

西都市 33.6％ 木城町 32.0％ 五ヶ瀬町 34.9％

オミクロン株対応ワクチン等の接種の促進②

※全人口ベース

７



小児（５ｰ11歳）ワクチン接種

１回目 ２６．３％ ２回目 ２５．１％ ３回目 ７．７％

○接種実績（令和４年１２月２５日現在）

○ワクチンの効果等

・オミクロン株にも高い入院予防効果を保持

・副反応は大人と比べ軽い傾向

３回目接種後の
オミクロン株に対する中和抗体価

２回目と比べ約22倍！

乳幼児（６か月ｰ４歳）ワクチン接種

○ワクチンの効果

オミクロン株にも高い発症予防効果

（１０月下旬から開始）

オミクロン株対応ワクチン等の接種の促進③

８



年末年始に向けての
県民の皆様へのお願い

■感染拡大に最大限の警戒を！

■地域医療を守る行動を！

■高齢者を守る行動を！

９



感染拡大に最大限の警戒を！

・マスク・手洗い・換気など、基本的な感染防止対策の徹底を！

（初詣や初商い等にお出かけの際は、十分な注意を！）

・感染リスクの高まるような大人数・長時間の会食は控えて！

・成人式前後の会食も特に注意を！

・帰省等での来県前後には、無料検査の実施を！

年末年始は普段会わない方との
接触機会が増加します

10



・感染に不安のある方は、今は、
高齢の親族等に会うのは控えて！

・帰省して高齢の親族等に会う場合は、

事前の検査で陰性の確認を！

・高齢の親族等と会う時は、「うつさない」
ための感染防止対策の徹底を！

高齢者を守る行動を！

入院患者に占める高齢者の割合

11

高齢者の入院患者が急増し、
医療がひっ迫しつつあります

約9割

高齢者

その他

※オミクロン株は重症化しにくいと言われているが、高齢者（80代以上）においては約２割が入院



地域医療を守る行動を！

・重症リスクの低い方は、抗原検査キットを活用し、症状が軽い

場合は、陽性者登録センターでの登録・自宅療養を！

・65歳以上の方や基礎疾患がある方、お子さんや妊娠中の方等、重症化リス

クのある方は、年末年始に対応可能な発熱外来の受診を！

・救急医療を守るため、症状が悪化する前に早期に日中の受診を！

・万が一の感染に備え、抗原検査キットや解熱鎮痛薬、食料
の準備を！

年末年始は医療機関が
原則休診となります

12
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