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県内の感染状況（9/21 (水)時点）

(人)

← BA.1 → → BA.2 → BA.5

7月以降、オミクロン株BA.5への置き換わりに伴い、急激に感染が拡大
➡ 8月下旬から新規感染者数は減少傾向

8/19過去最多2,885人 ⇒ 本日 269人（病床使用率17.3% 重症病床使用率0.0%）

3/23
「ＢＡ.２」県内初確認
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7月に入り
感染急拡大

7/15
「ＢＡ.５」県内初確認

8月下旬以降減少8/19
過去最多 2,885人
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入院率

（入院者数 / 感染者数）

重症化率（死亡者を含む）

（重症者（死亡者含む）数 / 感染者数）
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「全数届出の見直し」に伴う対応

患者発生届出の対象が 9月26日（月）から全国一律で見直されます

◎ 発生届出の対象が 次の方に 限定 されます

①65歳以上の方 ➁入院を要する方

③重症化リスクがあり投薬治療や酸素投与が必要な方 ④妊婦

➡ これらの方は これまでと同様 医療機関を受診 してください

届出後は 入院の調整や自宅での健康観察などの支援 を行います

◎ 上記以外の方は 発生届出の対象外となり 医療機関は患者数などの報告のみとなります

➡ これらの方も 陽性者登録・フォローアップセンターに申請・登録 いただくことで

療養支援サービス が受けられます

感染された全ての方に安心して療養いただける体制を確保
積極的にフォローアップセンターへの登録をお願いします

※毎日公表している感染状況の項目も見直します → 市町別・症状別の感染状況はなくなります（感染者数・年代などは引き続き公表）

詳しくはこちら
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陽性者登録・フォローアップセンターについて
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kansen/followupcenter.html



【医療機関】

診断・治療

「全数届出の見直し」に伴う対応

【陽性者登録・フォローアップセンター】
センターに申請・登録いただくことで
療養支援サービスが受けられます

＜自宅療養者等の療養支援＞

・宿泊療養の調整

・パルスオキシメーターの貸出

・同居家族の抗原検査キットの郵送

・食料品の提供 など

＜健康相談＞

・自宅療養者の体調悪化時に相談可能
（必要に応じ 医療機関受診等を助言）

※ 健康相談は受付なしでも利用可能

【保健所】

・療養先(入院・宿泊療養・自宅療養)の調整

・自宅療養者の療養支援

・健康観察 My HER-SYS登録をお願いし 健康観察

＜全数把握見直し後（9月26日から）のフロー図＞

本人が
電子申請

3

・65歳未満
・妊婦でない

本人が電子申請

無
症
状

18-39歳 かつ
重症化リスク無

自己検査
で陽性

◎対象者を拡大：県・金沢市が提供した
検査キットに加え 以下で陽性になった方
 薬局等の無料検査
 市販の検査キット
 医療機関が提供した検査キット

医療機関が
感染者数報告

（年代別感染者数）

受 診

受 診

医療機関が
発生届

住所・氏名・連絡
先・基礎疾患など

有
症
状

住所・氏名・連絡
先・基礎疾患など

・65歳以上
・要入院
・重症化リスク+治療
・妊婦

※「研究用」のキットは
使用いただけません



医療機関で配布するチラシ①（発生届の対象者用）

4◎保健所等の連絡先を記載しています



医療機関で配布するチラシ➁（発生届の対象外の者用）

5◎陽性者登録・フォローアップセンター等の連絡先を記載しています



感染拡大緊急事態時 感染急拡大時

フェーズ５（504床）➡ フェーズ４（413床）

検査・医療提供体制について

運用病床
医療圏別

南加賀 石川中央 能登

フェーズ５ 504 75 341 88

フェーズ４（本日から ） 413 63 279 71

◎ 運用病床

検査の種類 対 象 今後の対応

無料検査
県内276薬局

無症状の
県民の方

重症化リスクの低い陽性者 (18-39歳・基礎疾患なし) は

陽性者登録・フォローアップセンターに申請・登録
いただくことで 医療機関を経ずに自宅療養を開始（9/26～）

一斉検査
感染拡大・重症化
リスクのある施設

病院・介護施設・
保育所・小学校等

の職員

抗原検査キットの配布 により 検査頻度を増加
（2週間に1回程度 → 週2回程度）※準備が整い次第 実施

※症状のある方（発熱、のどの痛み等）は 診療・検査医療機関を受診してください。

◎ 無料検査・一斉検査 9月30日まで ➡ 10月31日まで延長
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救急車の適切な利用をお願いします

県立中央病院での救急受入
※救急搬送されるコロナ疑い患者

の多くが軽症

石川県内における救急搬送困難事案件数の推移
救急搬送困難事案：「医療機関への受入れ照会回数4回以上」かつ「現場滞在時間30分以上」の事案
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救急病院の負担軽減について

新型コロナ輪番病院
（県内１４病院）

新型コロナ
救急外来病院
（県内９病院）

患者の状態に
応じて振り分け

救急搬送

重症化等
の場合は
輪番病院
に搬送

入院やメディカルチェックが不要
・軽症で重症化リスクが低い方

休日・夜間 の輪番病院における 救急受入の負担軽減のため

新型コロナ（疑い含む）軽症者を受け入れる 「新型コロナ救急外来病院」 を設定

➡ 救急隊が患者をトリアージし、状態に応じて救急搬送するシステムを構築

新

入院やメディカルチェックが必要
・ 重症・中等症の方
・ 軽症で重症化リスクが高い方
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・ 呼びかけても 肩をたたいても 反応がない（意識がない）

・ けいれんが止まらない
・ 呼吸がない もしくは 呼吸困難な状態
・ 激しい痛み（頭痛 胸痛 腹痛など）

・ 大量の出血 もしくは 出血が止まらない
・ 顔のゆがみ 上肢などの麻痺（腕や足が動かない）

舌のもつれ

・ まずは かかりつけ医に連絡 をお願いします

・ 休日・夜間で かかりつけ医が対応できない場合は

休日・夜間応急診療所や在宅当番医 に連絡

・ 夜間小児救急電話相談 では小児科医や

看護師が急病等への対処をアドバイスします

○ 救急受診アプリ「Q助」（消防庁）
症状に応じた緊急度と対応が表示されます
https://www.fdma.go.jp/relocation/
neuter/topics/filedList9_6/
kyukyu_app/kyukyu_app_web/index.html

○ 医療機関を受診するか迷われる方は
｢石川県発熱患者等受診相談センター｣まで
0120-540-004（フリーダイヤル）
24時間対応（土日祝日含む）

○ 診療・検査医療機関はこちら
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/
kansen/zyusin.html

○ 休日当番医の連絡先等はこちら
https://www.pref.ishikawa.lg.jp
/iryou/support/iryoukeikaku/
kyuukyuu.html

○ お子さんの夜間の急病等の対処へのアドバイスはこちら
#8000 又は
076-238-0099（午後6時～翌朝8時）

救急車の適切な利用をお願いします
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◎比較的症状が軽い場合

必要な方が救急医療を受けることができるよう

適切な受診を心がけるようご協力をお願いします
◎緊急を要する場合（こんな時はすぐに救急車をご利用ください！）



9月 10月 11月 12月 1月 2月

一般

12歳以上

４回接種済 ①高齢者
②基礎疾患
➂医療従事者

３回接種済
①～➂以外

２回接種済

１・２回目未接種

小児 5-11歳

従来型

ワクチン接種の促進

 オミクロン株対応ワクチン 県内市町 ９月下旬以降 順次 接種開始
いしかわ県民ワクチン接種センター 10月1日(土)から

4回目接種から5カ月

９月下旬～ オミクロン対応（４回目）

10月中旬～ オミクロン対応（５回目）

10月中旬～ オミクロン対応（4回目、３回目）

9/6～ 小児接種（3回目） *努力義務

【接種可能な時期】
 ４回接種済み の高齢者等（4回目接種から5カ月以上経過した方） ➡ 10月中旬以降
 ３回接種済みで４回目未接種 の高齢者等 ➡ 9月下旬以降
 ２回以上接種済みで 最終接種日から５カ月以上経過した方 ➡ 10月中旬以降
 1・2回目未接種の方 ➡ まずは 従来型のワクチンを接種してください

5カ月後にオミクロン株対応ワクチンの接種が可能

 小児(5-11歳) 3回目接種 9/6から開始（2回目接種から5カ月以上経過した方）

接種は強制ではありませんが 積極的な接種をお願いします
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石川県民飲食店応援食事券/石川県事業復活支援金について

石川県民飲食店応援食事券

◆販売冊数 66万冊（9/20現在）
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◆発行冊数 75万冊

◆販売・利用期限

9月30日(金) ⇒12月15日(木)に延長

※売り切れ次第、販売終了

総額９０億円の需要喚起の効果をしっかり発揮させ、

厳しい状況にある飲食店の回復に繋げる

◆販売場所
平日:郵便局、土日祝日:商業施設等

＜事業復活支援金等の問合せ＞ 締切：9月30日(金)まで

石川県事業者支援ワンストップコールセンター:076(225)1920 ※9時～18時（土日祝も開設）



皆様へのお願い

家庭では

飲食の際には外出の際には

職場では

・子どもの感染防止対策を徹底

・高齢者や基礎疾患のある方、その家族は、
感染リスクの高い行動を控える

・エアコン使用時も効率的な換気

・なるべく少人数で黙食を基本

・会話の際にはマスク着用

・「いしかわ新型コロナ対策認証店舗」の利用
※事業者は「業種別ガイドライン」を遵守

・体調が悪い場合や混雑した場所・感染リスク
が高い場所への外出は控える

・県をまたぐ旅行などの際には、感染防止対策
を徹底

・テレワーク、時差出勤の推進

・人が集まる場所での感染防止対策を徹底
（マスク着用の周知、効率的な換気、手指消毒設備の設置など）

・居場所の切り替わりに注意
（休憩室、更衣室、喫煙室など）

改めて 基本的な感染防止対策の徹底 をお願いします
○「三つの密」の回避 ○こまめな手洗い ○効率的な換気 など

特に

秋の行楽シーズン は、旅行やイベント参加などにより、

人との接触の機会が増加し、感染リスクが高まります
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