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新型コロナウイルス感染速報 https://covid-2019.live/



COVID-19感染拡大と政府対応（緊急事態宣言まで）
• 2019年末、中国湖北省武漢市当局が原因不明の肺炎をWHOに報告
• 1月14日 WHOが新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の検出を発表
• 1月15日 国内初の感染者確認（武漢からの帰国者）
• 1月30日 政府感染症対策本部設置、2019-nCoV感染症を指定感染症・検疫感染症に指定（1/28）
• 2月3日 「ダイヤモンド・プリンセス」横浜到着
• 2月11日 WHOが新型コロナウイルスによる感染症を「COVID-19」と命名
• 2月13日 政府「緊急対応策」発表、14日専門家会議設置
• 2月24日 政府専門家会議「1～2週間が瀬戸際」、25日政府「基本方針」発表
• 2月27日 安倍首相が3月2日からの「全国一斉休校」を要請
• 3月2日 専門家会議が北海道の感染拡大に懸念を表明、3月9日「三密」を避けるよう提言
• 3月13日 新型インフルエンザ特措法改正 3月12日WHO「パンデミック」宣言
• 3月19日 専門家会議がオーバーシュートを回避するための感染拡大地域の自粛要請検討を提言
• 4月1日 専門家会議が医療の逼迫に危機感を表明、地域の感染状況に応じた対策を提言
• 4月7日 緊急事態宣言を発令、対象7都府県
• 4月16日 緊急事態宣言を全都道府県に拡大
• 5月14日39県解除、5月21日関西3府県解除、5月25日5都道県解除



COVID-19拡大で何が問題になってきたか

諸外国に比べ圧倒的に少ない
PCR検査数





WHO事務局長声明（3/17）
感染を防ぎ、命を救う最も効果的な方法は検査と隔
離です
誰が感染しているのかが分からなければパンデミッ
クを止めることはできず、目隠しした状態で火を消
そうとするようなものだ

すべての国への私たちのシンプルなメッセージ
検査
検査
検査

COVID-19の疑わしいケースすべて検査です

陽性と判定されたたらそれらを隔離し、発症する2日
前までに誰と密接に接触していたかを調べ、それら
の人々にも検査です



帰国者・接触者外来、帰国者・接触者相談センターの設
置に関する通知（事務連絡R2/2/1）
 「帰国者・接触者外来」の設置
• 感染拡大に対応し、「疑い例」を医療機関につなぐため、疑い例を診察する「帰国者・接触者外来」を設置。感染症指
定医療機関であることも可能

• ２月上旬を目途に、二次医療圏ごとに１箇所以上
• 「帰国者・接触者外来」を持つ医療機関名や場所は「帰国者・接触者相談センター」が相談を受け付け、受診が必要で
あると判断した場合に知らせる。一般への公表は原則行わない

• 以下のⅠおよびⅡを満たす場合を「疑い例」とする

Ⅰ発熱(37.5 度以上)かつ呼吸器症状を有している。

Ⅱ発症から 2 週間以内に、以下の（ア）、（イ）の曝露歴のいずれかを満たす。

（ア）武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。

（イ）「武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴がある。

 「帰国者・接触者相談センター」の設置
• 疑い例を「帰国者・接触者外来」へ受診させるよう調整を行う「帰国者・接触者相談センター」を２月上旬を目途に各
保健所等に設置



2/24専門家会議「見解」のポイント（NHKまとめ）
• 国内の感染が急速に拡大しかねない状況にある。
• これから１－２週間が、急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際とな
る。

• 感染症予防の観点からは、全ての人に新型コロナウイルスの検査をするこ
とは、有効ではない。また、設備や人員の制約のため、全ての人に新型コ
ロナウイルスの検査をすることはできない。

• 風邪や発熱などの軽い症状が出た場合には、外出をせず、自宅で療養を。
ただし、目安の症状がある場合には、決して我慢せず相談を。

• 心配だからといって、すぐに医療機関を受診しないで。
• これからとるべき対策の最大の目標は、感染拡大のスピードを抑制し、可
能な限り重症者の発生と死亡を減らすこと。

• 症状のない人も、それぞれが一日の行動パターンを見直し、リモートワー
ク、オンライン会議などのできうる限りの工夫を。



2/24専門家会議「みなさまにお願いしたいこと」
風邪や発熱などの軽い症状が出た場合には、外出をせず、自宅で療養してくださ
い。ただし、以下のような場合には、決して我慢することなく、直ちに都道府県
に設置されている「帰国者・接触者相談センター」にご相談下さい。
●風邪の症状や37.5°Ｃ以上の発熱が４日以上続いている（解熱剤を飲み続けなけ
ればならないときを含みます）
●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
※高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が２日程度続く場合

また、症状のない人も、それぞれが一日の行動パターンを見直し、対面で人と人
との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離）が、会話などで一定時間
以上続き、多くの人々との間で交わされるような環境に行くことをできる限り、
回避して下さい。症状がなくても感染している可能性がありますが、心配だから
といって、すぐに医療機関を受診しないで下さい。医療従事者や患者に感染を拡
大させないよう、また医療機関に過重な負担とならないよう、ご留意ください。



2/25新型コロナウイルス感染症対策の基本方針（概要）
現在の状況と基本方針の趣旨

• クラスター防止が極めて重要
• 患者大幅増に備え、重症者対策を中心に医療体制を整備
• 適切な相談をせずに医療機関を受診することを避けるようお願いする

基本方針の重要事項
• 国民・企業・地域等に対する情報提供
手洗い、咳エチケット等の一般感染対策の徹底
適切な相談をせずに医療機関を受診することは感染リスクを高める等呼
びかけ
テレワークや時差出勤の推進等を強力に呼びかけ

• 医療提供体制（相談センター／外来／入院）
まず、帰国者・接触者相談センターに連絡、新型コロナウイルスへの感
染を疑う場合、帰国者・接触者外来へ誘導
帰国者・接触者外来で新型コロナウイルス感染症を疑う場合PCR 検査を
実施



WHO事務局長上級顧問が懸念する日本の「データ不⾜」
5/7(⽊) 12:32 配信 BUSINESSINSIDER JAPAN（https://www.businessinsider.jp/）

WHO事務局⻑上級顧問の渋⾕健司教授への電話インタビュー
• 日本は検査の数がそもそも少ない。検査はすべての前提になりますから、検査数
は保健所にしろ民間にしろ、とにかく増やさねばなりません。

• 日本でPCR検査の対象になるのは、基本的に肺炎があり4日間熱が出ていたよう
な人だけです。なかにはそういった症状が出ているにもかかわらず、⼗分に検査
を受けられない方もいると聞きます。

• 新型コロナウイルスは感染しても症状が出ない方が多く、そうした無症状の患者
は検査を受けていないわけです。なので、実際にどの程度感染者がいるのかは、
今日に⾄ってもまだ明らかになっていない

• 緊急事態宣言を解除する上で最も重要な指標は、リアルタイムの「実効再生産
数」（感染者1人が次に何人感染させるかを⽰す数値、世界では「R」と呼ばれ
る）です。数理モデルによって予測された数字ではなく、実数に限りなく近い感
染状況がわからなかったら、解除に踏み切るリスクは大きい。それを把握するた
めには、結局、検査をしまくるしかないんです。

https://www.businessinsider.jp/


COVID-19拡大で何が問題になってきたか

まったく⾜りない感染症病床
「崩壊の危機」に瀕した医療体制





病院種別・病床種別／各年次／病院数・病床数（厚労省医療施設調査）

1975年 1990年 1998年 1999年 2018年
昭和50年 平成2年 平成10 平成11年 平成30年

施設数
病院総数 8,294 10,096 9,333 9,286 8,372 

精神病院 929 1,049 1,057 1,060 1,058 
伝染病院 27 10 5 ― ―
結核療養所 87 15 5 4 ―
一般病院 7,251 9,022 8,266 8,222 7,314 

病床数
病院病床総数 1,164,098 1,676,803 1,656,415 1,648,217 1,546,554 

精神病床 278,123 359,087 359,159 358,449 329,692 
伝染病床 21,042 12,199 9,210 ― ―
感染病床 3,321 1,882 
結核病床 129,055 42,210 27,197 24,773 4,762 
一般病床 735,878 1,263,307 1,260,849 1,261,674 890,712 
療養病床 319,506 



提供体制再編をめざす「地域医療構想」は感染症は想定外
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「新型コロナウイルス感染症に関する理事⻑声明」（ 2020.04.01 ）の概要

• イタリアは3月31日時点で致死率11.7％。一方、ドイツは致死率1.1％。この違いは集中治療の体制
の違い。ICUベッド数は、ドイツは人⼝10万人あたり29～30床に対し、イタリアは12床程度。ドイ
ツではほとんどICUで亡くなるのに対し、イタリアでは集中治療を受けることなく多くが亡くなっ
ている。イタリアは高齢者が多いことも死亡者が多いことの原因

• 日本はイタリアよりも高齢化が進んでいるにもかかわらず、人⼝10万人あたりのICUのベッド数は
5床程度。イタリアの半分以下、死者数からのオーバーシュートは⾮常に早く訪れることが予想さ
れる

• 本邦のICUは2対1看護、重症化した新型コロナウイルス感染症患者の治療をICUで⾏うには、感染
防御の観点からも1名の患者に対して2名の看護師が必要

• 人工呼吸器を扱える医師が少ないことも問題。ECMOとなればより一層のマンパワーが必要

• （COVID-19の重症対応には）約4倍のマンパワーが必要で、他の重症患者の受け入れも考えると、
実際に重症患者を収容できるベッド数は1,000床にも満たない可能性が

• 無理に収容すると感染防御の破綻による院内感染、医療従事者の感染、集中治療に従事する医療ス
タッフの⾁体的・精神的ストレスが極限に。単に人工呼吸器の台数などの問題ではなく、マンパ
ワーのリソースが大きな問題



日本医師会COVID-19 有識者会議
COVID19 集中治療体制にかかわるタスクフォース中間報告書
（令和2年5月25日）

• さらに、重要なのは集中治療に必要なマンパワーである。ICU は24 時間、患者2 
名を1 名の看護師でケアをする2 対1 看護であるが、重症化したCOVID-19 の集
中治療を⾏うには、感染防御の観点から最低でも1対1 看護以上が必要となる。

• また、集中治療は専門性が高く、重症呼吸不全に対する人工呼吸管理は高度の熟
練を要する。不適切な人工呼吸器の設定は、かえって肺を傷害するからである。
こうした重症呼吸不全に対して適切に人工呼吸器を扱える医師が少ないことも問
題である。

• ECMO での管理ともなれば、より一層のマンパワーが必要となる。しかしICU 
よりも人員の少ないハイケアユニットでは、看護配置は４対1 看護、もしくは５
対1 看護であり、人員配置を強化しない限り、⻑期の人工呼吸管理や多臓器不全
の症例を扱うことは困難である。

• 集中治療専門医数をみても、日本では1,850 名（2019 年4 月1 日時点）であるの
に対し、ドイツでは8,328 名（2018 年12 月31 日時点）と大きな開きがある。



あらためて明らかになった問題

少なすぎる日本の医師数

しかし政府は、医師養成数の抑制・削減をね
らい医師確保計画を推進



少なすぎる医師数
医師養成数

• 人⼝10万人当たり医師数は
OECD加盟国で下から4番目。

• OECD平均には約13万人⾜り
ない（2018年:約32万人）

• 年間の医師養成数（医学部卒
業者数）はOECD加盟国最下
位。

• OECD平均には医学部定員約
8000人増が必要（2018年:約
9400人）



ところが、政府は、地域医療構想・働き方改革・偏在是正の
「三位一体改革」によるさらなる医師数抑制をねらっている
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あらめて明らかになった問題

少なすぎる看護師数

ところが政府は、ICU等のスタッフを大幅に
少なく見積もる需要推計で看護師増員を抑制



• 病床当り看護師
数は、OECD加
盟国平均の半分
以下。

• OECD平均並み
約351万人体制に
は約184万人の増
員が必要（2017
年:167.1万人）

少なすぎる病床
当り看護師数



厚労省の2025年供給推計：182万人
シナリオ①との差⇒ ▲6万人
シナリオ②との差⇒ ▲8万人
シナリオ③との差⇒ ▲20万人

都道府県の2025年供給推計：175万人
シナリオ①との差⇒ ▲13万人
シナリオ②との差⇒ ▲15万人
シナリオ③との差⇒ ▲27万人

「6万人～27万人不足」と報道



地域医療構想における病床機能区分の考え方と患者像

患者像の例 基本的考え方 境界点の医療
資源投入量

高度急性期●心不全に対して非侵襲的人工呼吸器
による呼吸補助を行い、肺動脈圧測定カ
テーテルや心エコー、血液検査、レントゲン
等で綿密な評価を行いながら、利尿剤等
による治療を実施している状態。まもなく呼
吸器から離脱出来そうで、検査や評価の
頻度も下げていけそうである。

＝

救命救急病棟やＩＣＵ、
ＨＣＵで実施するような
重症者に対する診療密度
が特に高い治療（一般病
棟で実施する診療を含
む）から、 一般的な標準
治療へ移行する段階

Ｃ１＝3000

急性期
●急性胆管炎に対し、緊急で内視鏡的
胆道ドレナージを行った。引き続き、抗菌
薬治療を行い、全身状態は改善し、血液
検査を実施した。
●尿路感染症に対し、抗菌薬治療を行っ
ている。熱が下がり、全身状態は回復しつ
つあり、食事を摂ることが出来ている。

＝
急性期における治療が終
了し一定程度落ち着いた
段階

Ｃ２＝600

回復期
●誤嚥性肺炎に対する抗菌薬療法は終
了し、全身状態は安定しているが、経口
摂取は不安定で補液が必要。喀痰が多
いため吸引を行っている。
●大腸がんの手術後、経過は良好であっ
たが、腸閉塞となり、絶飲食とし、補液およ
びイレウス管によるドレナージを行っている。

＝
在宅等においても実施でき
る医療やリハビリテーション
の密度

Ｃ３＝225

在宅医療等
➥※この状態で「在宅等」に

看護職員需給
推計ツール
病床当り看護
職員数指定値

0.957794

0.578018

0.426272

0.352525

救命救急入院料１ 1.941461

救命救急入院料２ 3.283923

特定集中治療室管理料１ 3.491842

特定集中治療室管理料２ 3.271940

ＨＣＵ入院医療管理料１ 1.939679

ＨＣＵ入院医療管理料２ 1.705128

一般病棟７対１入院基本料 0.662293

一般病棟10対１入院基本料 0.554622

一般病棟13対１入院基本料 0.410176

一般病棟15対１入院基本料 0.383159

地域包括ケア病棟入院料１ 0.475164

地域包括ケア病棟入院料２ 0.451293

回リハ病棟入院料１ 0.434322

回リハ病棟入院料２ 0.376091

障害者施設等７対１ 0.646189

障害者施設等10対１ 0.567085

障害者施設等13対１ 0.425390

障害者施設等15対１ 0.359627

療養病棟入院基本料１ 0.357601

療養病棟入院基本料２ 0.306405

2017年度病床機能報告

算定入院基本料 病床当り看護職
員数



医療提供体制とマンパワー確保に向けたポイント
■地域医療構想 —感染症爆発はまったくの想定外
・そもそも地域医療構想の需要推計に格差是正の要素は皆無
⇒地域間で異なる受療率の格差要因とその格差是正に必要な
リソースを明らかに

・公立病院の再編統合は白紙撤回 地方の「命の砦」を守る
■医師確保計画 —医師数は絶対的に不⾜
・医師需給推計や医師偏在指標がはらむ問題点を明らかに
・住民の医療ニーズにそった地域の医療需要、医療需要当たり
必要医師数、過労死水準の働き方を解消する必要医師数

■看護職員需給推計
・医師推計同様、看護職員需給推計の抜本的見直しを
・現場の実態から看護職員の必要数を明らかに



再び広がるCOVID-19第2波への対応

COVID-19患者受入れ体制確保に
向けた医療への支援強化
感染制御のための検査・隔離・追
跡の強化









感染第1波で傷ついた病院経営への財政支援を直ちに
コロナ禍は病院経営に大きな打撃
COVID-19受入れ病院は、受け入れ病床を用意するための空床確保、
検査や手術の延期などで収入大幅減
それ以外の医療機関でも、電話再診、長期投薬、受診抑制などにより
収入は大幅に減少
国と自治体は、感染拡大の状況に応じた段階的な病床確保をすすめる
方針だが、この間の赤字を取り戻す支援がなければ経営的に持たない
東京女子医大のような「夏のボーナス・ゼロ」では、現場のモチベー
ションも維持できない

医療従事者への支援とコロナ差別の解消
感染リスクの最前線に立つ医療従事者の労働安全衛生要件の確立、人
員体制、個人防護具（ PPE ）の十分な確保
「コロナ差別」の解消





PCR検査の拡大、感染隔離・追跡の徹底をはかるべき
「COVID-19 感染対策におけるPCR 検査実態調査と利用推進タスクフォース」中
間報告書（2020 年 5 月 13 日）
• 感染経路の特定できない市中感染患者が増加した状況において、感染症患者の鑑
別診断、一般入院患者の入院適用の判断などの診療ニーズに対しては、PCR検査
が十分に利用出来る状況にないのも事実

• PCR検査での感染者のスクリーニングが効果的に⾏われないことにより、特定機
能病院、地域医療支援病院、一般病院での院内感染、および介護施設での施設内
感染の続発の原因となっている

• 二次救急医療指定病院や一般病院では、院内でPCR検査を実施していない施設が
多く、入院時の隔離判断が困難である。感染症（救急）患者の受け入れに必要な
個人防護具（PPE）は充⾜しておらず、ICT活動も盤石でない。そのような背景
のもと、院内感染を恐れて、肺炎等の感染症のみならず、発熱した一般患者（救
急）患者の応需が困難となっている。このため、国民に安心な医療提供が出来な
い状況に至っている（いわゆる医療崩壊）

• 三密の揃う医療機関や介護施設内の院内（施設内）感染リスクは今後も続く



PCR検査の拡大、感染隔離・追跡の徹底をはかるべき
「COVID-19 感染対策におけるPCR 検査実態調査と利用推進タスクフォース」中
間報告書（2020 年 5 月 13 日）

• COVID-19患者の診断・治療と救命とともに、院内感染による一般医療に対する
医療崩壊を防ぐことが喫緊の課題となっている

• 同時に、検査体制の拡充は、パンデミックにおいて継続して戦略的な対策が必要
な医療と社会・経済・生活の基盤維持のためのバイタルサインとして必要不可欠。
世界的にも、緊急事態の発動・解除や都市封鎖においては、PCR検査に基づく再
生産数（R、感染者一人が感染させる人数）がその指標として活用されている。

• 緊急事態が繰り返し発動され、社会経済が疲弊することを防ぐためにも、医療や
介護施設などのハイリスク群を保護しつつ、社会経済活動へ参加の指標として、
PCR検査や抗体検査を参考とすることが望ましい。すなわち、COVID-19と共生
していく上で、PCR検査は医療と社会経済を維持するための社会基盤であると認
識する必要がある

• 今まで PCR 検査が進まなかった理由については、検体採取や試薬機器、検査員
の確保、行政検査の仕組み等、様々な要因が関与するが、最大の理由はそれらの
対策に財源が全く投下されていないため



ところが政府の感染症分科会提言は・・・
新型コロナウイルス感染症分科会提言「検査体制の基本的な考え・戦略」（R2.07.16）
【基本的考え・戦略の要旨】
• 感染症対策と社会経済活動の両立が求められている。このため検査に対する基本的な考
え・戦略を⽰すことが求められる。

• 感染リスク評価及び新型コロナウイルスの検査前確率（検査前に考えられる陽性率）に
基づいて検査対象を以下の３つのカテゴリーに分け、それぞれに相応しい方針を⽰す。
①有症状者（症状のある人）
②無症状者（明らかな症状がない者）

a.感染リスク及び検査前確率が高い場合
b.感染リスク及び検査前確率が低い場合

• ３つのカテゴリーのうち、①と②aについては、感染が拡大した場合に想定される国全体
の検査ニーズを、国民に速やかに明らかにする。さらに、秋から冬に向けて、季節性イ
ンフルエンザの流行にも対応した医療提供体制の確保を図るとともに、その際に必要な
検査ニーズを国民に明らかにし、その検査体制を確保する。

• ②bについては、広く一般に推奨されるわけではないが、想定される課題や留意点を踏ま
えつつ、社会経済活動の観点から個別の事情などに応じて検査を行うことはあり得る。



無症状者への積極的検査にはどこまでも後ろ向き
②b 無症状者感染リスク及び検査前確率が低い場合
検査実施のメリットと考えられている点
• 感染していることを自覚していなかった感染者を明らかにし、適切な感染防止策を講じ
ることにより、２次感染を防止する。

• 健康状態を正しく知りたいという希望に応える。
• 不安を持つ受検者に安心感を与える：陰性になった場合、その時点でウイルスに感染し
ている可能性が低いことを⽰す。

• 海外渡航、興行などが円滑に実施できる。
検査実施のデメリットと考えられている点
• 感染リスク及び検査前確率が低い無症状者から感染者を発見する可能性は極めて低い。
膨大な検査を実施しても陽性者は僅かである。従って感染拡大防止に対する効果も低い。

• 発症時に自ら自宅待機するだけでも実効再生産数を約30％低下させるのに対し、人⼝の
５％に毎週検査を行い陽性者を隔離したとしても、実効再生産数を2%低下させるに過ぎ
ないという報告がある(Kucharski AJ etal, LancetInf.Dis.2020)

• 検査は万能ではなく、以下の様な偽陽性・偽陰性のような問題がある。



検査前確率「0.1%」で的中率「41%」
参考：検査前確率が0.1％の時の検査結果
【感度】：実際に感染している人のうち陽性になる人の割合
【特異度】：実際に感染していない人のうち陰性になる人の割合

（*）感染しているのに、検査で陰性と判定される：偽陰性
（**）感染していないのに、検査で陽性と判定される：偽陽性

人⼝10万人：0.1％の人が感染、感度70％、特異度99.9％と仮定すると

• 実際に感染している人よりも多くの人が偽陽性と判定され、検査陽性者のうち本
当に感染している割合（陽性的中率）は、約41％（70/170）となる。

• 陽性的中率は、検査前確率が低くなるほど低くなる。

感染あり 感染なし 合計
検査陽性 70 100 (**) 170
検査員性 30 (*) 99,800 99,830
合計 100 99,900 100,000



東京都の7月22日の陽性率から「的中率」を試算
PCR検査数 3,208.6人（週移動平均）
陽性者数 210.1人（週移動平均）
陽性率 6.5%

※鼻咽頭ぬぐい液は、咽頭ぬぐい液より検出率が高く、その使用が推奨される（臨床的感
度70-80%程度）。自⼰採取の唾液検体は、91.7%と高い陽性率が報告されている。

感度 90.0%
特異度 99.9%

感染あり 感染なし 合計
検査陽性 5,850 94 5,944
検査陰性 650 93,407 94,057
合計 6500 93,500 100,000

的中率 98.4%





保健所の拡充、機能強化が急務 「今後を見据えた保健所の即応体制の整備」
(1)相談対応／受診調整
○ コールセンター／帰国者・接触者相談センターの応対
○ 帰国者・接触者外来への受診調整

(2) 検査実施
○ 行政検査の実施
○ 検体搬送

(3)入院調整等
○ 入院・宿泊療養・自宅療養の調整
○ 患者移送
○ 入院勧告・就業制限等の事務

(4)積極的疫学調査
○ 積極的疫学調査
○ 濃厚接触者、感染が疑われる者への検査
○ 医療機関や福祉施設等における感染症対策の支援

(5)健康観察等
○ 濃厚接触者や自宅療養者の健康観察等
○ 健康フォローアップ対象者（検疫所で名簿作成）の健康フォローアップ
○ 入院患者・宿泊療養者の病状把握
○ 宿泊療養者・自宅療養者の症状悪化時の入院調整・移送

(0) マネジメント・情報管理、 その他事務
○ 体制整備・関係機関との調整
○ 感染関連情報の管理・入力（HER-SYS 等での情報管理・入力等を含む）
○ 公表情報の整理、記者発表対応
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