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はじめに 
 
 令和 2 年は年初から新型コロナ感染症が全世界的に流行し、わが国、沖縄県でも感染者

の報告が始まりました。感染は次第に広がりを見せ、第１波と言われたなかの 4 月には八

重山圏域でもクラスターが発生するなど対応に追われました。新しい感染症としての新型

コロナウイルスに関する知見が十分得られていないなか、保健所は積極的疫学調査（感染源

の追求と前向き観察、必要時検査や医療機関受診の調整）を中心に業務を進めました。 
 当初県内では県立病院など指定医療機関・基幹病院や保健所など行政機関が中心になっ

て対策を進めてきましたが、八重山圏域ではいち早く従来の仕組みに加えて県八重山事務

所を中心に管内各病院、医師会、市町、海上保安庁、ほか必要に応じて関係機関が参加する

「八重山地区対策本部」を立ち上げ、八重山全体としての問題認識を幅広く共有し、住民へ

の情報提供、療養施設の開設、検査体制と医療体制の構築に努めて参りました。離島を多く

有し、医療資源の脆弱な八重山圏域においては有効な取り組みだったと思います。 
 夏の第２波には規模の大きい医療機関を含む様々なタイプのクラスター対応を経験し、

冬の第３波には、全国的な流行の行方が見通せない中、クラスターは無いもののさらに大き

な波への対応を迫られています。患者数の増加が続くなか、今後は通常医療を含む医療体制

の逼迫に、日々緊張しながら業務を続けています。 
  
ところで沖縄県では、健康長寿日本一を 2040 年（平成 52 年）に奪回することを目指し、

健康おきなわ２１第 2 次計画を進めていますが、八重山保健所でも、地域の課題である“脳

出血死亡の減少”を重点的に、医師会、県立病院、市町、マスコミ他関係団体と共に取り組

みを続けています。今年度は健康づくりソング「がんじゅう TSUTAETAI」のさらなる普及

に取り組むとともに、新型コロナ感染症蔓延の時代に起こりうる感染以外の健康問題、例え

ばメンタルヘルスなどにも目を向け、日頃の健康づくりも怠らぬように会議の構成員と話

し合いました。 
 本年度も食中毒の事例が数件ありましたが、HACCP による衛生管理も制度化されること

から、関係事業者へ、食品の安全安心に向けての取り組みの、いっそうの強化を求めていき

ます。シガテラ中毒への対応は沖縄県特有の課題ですが、改めての周知が必要です。 
 上記以外にも新型コロナ感染症以外の感染症、環境、母子保健、難病、精神衛生など専門

的技術的な業務を行っています。 
 
 保健所概要は、令和元年度の八重山保健所の取り組みをご報告するものです。ご覧いただ

く皆様のご参考になれば幸いです。 
 
 令和２年 12 月 
                            八重山保健所長 国吉秀樹 
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