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                               2020/3/10 

※赤字…更新箇所                            牟田病院 感染対策室 牟田、苗村、吉開 

◆新型コロナウイルス肺炎 発生状況◆ 

世界 

 3/3 3/4 3/5 3/6 3/8 3/9 

感染者数 92,213 94,245 96,888 101,781 107,800 108,394 

死亡者 3,133 3,214 3,305 3,460 3,661 3,795 

日本 

全国 

感染者 293 304 360 416 502 514 

治療中 216 230 268 273 368 379 

退院 46 48 49 69 80 101 

死亡 6 6 6 6 7 9 

調査中 31 26 43 74 47 34 

福岡 

感染者 3 3 3 3 3 3 

退院     1 1 

死亡 0 0 0 0 0 0 

 

◆国内発症者年代◆  

年齢 調査中 10未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80以上 合計 

人数 63 9 2 35 40 66 95 97 64 43 514 

 
 

◆病院における発症例◆                           

日付 病院名 感染順① ② ③ ④ 

2/13 済生会有田(和) 医他２名    

2/16 牧田総合(東)     

2/17 相模原中央(神)     

2/18 佼成病院(東)     

2/21 託麻台リハ(熊)     

2/22 函館病院(北)     

2/27 釧路労災(北) 入患（70代）    

2/29 中内整形(高) 看（30代） 看母（60代）   

3/2 細木病院(高) 女（30代）    

2/29 ながはら(大) 非職（40代）    

2/29 南生協（愛） 入患（70代） 
入患（50代） 

入患（80代） 
 

 

3/6 相模原協同(神) 研修医（20代）    

3/7 循環器研セ(大) 看(50代)    

3/7 福知山市民(京) 介（40代） 
看(20代) 

介両親（60代） 
 

 

3/8 仁恵病院(兵) 看(50代)    

 

◆海外死亡者数 上位国◆  

発生地 人数 発生地 人数 

中国 3,119 欧州 61 

イタリア 463 韓国 53 

イラン 237 アメリカ 22 
 
 
 

医：医師 看：看護師 入患：入院患者 非職：非常勤職員 介：介護職   
(東)：東京 (神)：神奈川 （高）高知 （北）北海道 （大）大阪 (愛)愛知 （京）京都 （兵）兵庫 

※参照：厚生労働省報道発表資料等 

＊新型コロナ検査、6日から保険適用に 

・検査は、患者の痰やのどの粘膜から 

・福岡市はこれまで同様、保健所に相談する必要あり 

・当面は検査費用の患者負担はない 

 安 全 宣 言 

 通常診療再開 

 
外来一部再開 

 外 来 再 開 

 
外来一部再開 

 通常診療再開 
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◆新型コロナウイルス肺炎 検査・治療◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コロナウイルス薬作用機序】 

アビガン 

レムデシビル 

カレトラ 

＊新型コロナ治療薬 国際共同治験に参加へ 
 

レムデシビル エボラ出血熱向けに開発中 

特徴など 
細胞実験で効果。 

3月から米主導国際臨床試験。 

アビガン 新型インフルエンザ 

特徴など 
2月中旬に投与開始・政府が備蓄。 

胎児に奇形のリスク。 

カレトラ ＨＩＶ 

特徴など 
2月初旬に投与開始。 

中国の臨床ﾃﾞｰﾀで効果確認できず。 
 

＊ぜんそく治療薬シクレソニド「オルベスコ」 

気道の炎症を抑える働きがあり、重症化防止に期待 
 

＊ワクチン 

現在、開発中 
 

＊その他、臨床試験が行われているもの 

・クロロキン（抗マラリア薬）  

・インターフェロン（抗ウイルス薬） 

・「タミフル」「ゾフルーザ」（抗インフルエンザ薬）など 

▲トピック▲  

新型ウイルス 感染力に差がある 2つの型分類  

中国研究チーム 
・「Ｌ型」約 70％、「Ｓ型」に比べて感染力が強い 

「Ｓ型」約 30％、特徴がコウモリから検出された 

ウイルスに近く、「Ｌ型」より古い 

・多くの患者は１つの型にしか感染していないが、 

湖北省・武漢に旅行歴のあるアメリカの患者など 

２人は、両方の型に感染した可能性がある。 
 

30～40代の比較的若い世代の死因 

「サイトカインストーム」説 
免疫の過剰反応が起これば、健康な成人でも重症

化する可能性がある。 
 

名古屋デイサービス 集団感染 

 

●当院の取組み● 

＜全体＞ 

・厳戒態勢実施中（トリアージ、手指消毒徹底、 

マスク着用）      ・デイケア中止（～3/15） 

・原則、面会中止    ・不要不急の外出禁止  

・硬貨・紙幣を消毒   ・室内換気（3回/日） 

・送迎車内換気     ・出入口の制限 

 

＜個人＞ 

・時差出勤        ・手指消毒徹底 

・院内外マスク・メガネ類着用（消毒） 

・メガネ類・トイレ便座消毒 

・自宅外飲食禁止   ・予防投与（希望者） 

 

＜外来部門＞ 

・待合エリア分け 

（定期薬処方、内科、外科） 

・空間除菌清浄機を導入 

タミフル 

今月１日から５日にか

けて、名古屋市内共同住

宅に住む８０歳代女性の

感染を確認、この女性が

利用していたデイサービ

スで他の利用者５人の感

染が新たに判明。さらに、

このうちの１人が通ってい

た別のデイサービスでも５

人の感染がわかった。ま

た同じ共同住宅に住む別

の女性２人も感染が確認

された。 

 

●福岡市内 感染者 その後● 

妻（60代） 退院 

夫（60代） 重症から改善傾向 

子 陰性から変わらず、健康観察終了 

日本の対応 
 指定感染症に指定 

 受診・相談の目安を公表  

 小中学校等の臨時休校要請 

 政府基本方針を決定 

 中韓入国者に 2週間待機要請 


