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                               2020/4/27 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の中から一人も感染者を出さない！ 

●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）       

・原則、面会禁止（許可した人のみ）  

・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 

・会議は 20-30分以内  ・毎日検温 

・会議室２部屋開放、座席間隔拡大 

・エレベーター使用制限 

（極力階段使用・最大 3名までの乗車） 

・院内コンビニ入店人数制限 

・職員食堂 座席間隔拡大、使用後除菌必須、対面テーブルにパーテーション設置 

・職員更衣室 数か所に分割移転  

・事務部門 一部別フロアへ移転 対面デスクにパーテーション設置 

＜個人＞ 

・外出禁止（不要不急・夜間、週末）特に天神・博多 

・時差出勤        ・手指消毒徹底 

・院内外マスク・メガネ類着用 

・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） 

・閉鎖空間（ｶﾗｵｹ等）、海外旅行、歓送迎会禁止 

＜外来部門＞ 

・待合イスの間引き  

・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 

 

▲トピックス▲ 

日 退院後再び陽性に、家族も感染 熊本市 ✖ 

日 大阪 自宅療養者の症状 on-line で共有へ 〇 

日 PCR検査実施 目標の 4 割 医師会協力へ ◎ 

米 NY 感染者 270 万人か？ 抗体検査推計 ✖ 

福 市が PCRセンター開設へ 5 月検査強化 💮 

東 慶大病院 コロナ以外で入院予定患者の約

6％が PCR陽性、同様の調査で米 13％ 
✖ 

日 小児科学会 予防接種を遅らせることなく受け

るように 
〇 

 

●治療薬・検査薬 

薬 ネルフィナビル(HIV)、セファランチン（白血

球減少症）併用有効か？東理科大 
〇 

薬 寄生虫薬イベルメクチンで死亡率減？米  〇 

薬 既存薬転用 数ヶ月で結果が続々判明へ ◎ 

薬 ｱﾋﾞｶﾞﾝ増産へ総力戦 有効性  

国内外模索  
◎ 

薬 「ﾌﾟﾗｹﾆﾙ+ｼﾞｽﾛﾏｯｸ」心臓に悪影響か、米 △ 

薬 予防に「補中益気湯」「十全大補湯」 💮 

薬 

アビガン(インフル) 💮 

オルベスコ(ステロイドﾞ)  ◎ 

レムデシビル(エボラ)  △ 

プラケニル(エリテマトーデス)  △ 

カレトラ(HIV) 〇 

フサン・フオイパン(膵炎) 〇 

アクテムラ(ﾘｳﾏﾁ)、免疫過剰反応に有望 〇 

タミフル（インフル）有効か 〇 

 

仏パリ在住の知人からのリポート 

パリのスーパー、パン屋はどこも開いているが、入場制限

で 2ｍ位の間隔を空けて並んで待っている。 

エッフェル塔広場はバリケードが張ってあり中には入れ 

ないが、周辺はロックダウン開始の頃から季節が進み、 

バラやマロニエが咲き乱れている。いつも 

なら手入れの行き届いた美しいパリの 

街並みが、人は少ないものの雑草などが 

茂って荒れ放題という印象も受けた。 

フランス政府は 3 月 17 日にロックダウン 

宣言をし、5 月 11 日までの外出禁止令を 

実行したことにより 60000 人の命が救われ 

たと発表した。 

人との接触を 

８割減らす 

１０のポイント 

（7・8/10） 

誰もいないエッフェル塔周辺 

米ハワイからのリポート 

・外出禁止令が 5/31 まで延長された 

・州法で外出時にはマスク着用必須となっている 

・ワイキキのビジネスは 6 月に再開予定 
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◆新型コロナウイルス感染症 発生状況◆            ※参照：厚生労働省報道発表資料等 

世界 
 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/27 

感染者数 2,303,158 2,425,732 2,515,518 2,580,812 2,666,332 2,850,563 

死亡者 157,663 168,688 176,049 181,986 189,310 201,461 

日本 

全国 

感染者 11,143 11,532 11,946 12,367 12,848 13,424 

治療中 9,215 9,449 9,740 10,082 10,469 10,237 

退院 1,239 1,356 1,424 1,494 1,539 2,815 

死亡 263 281 299 328 345 372 

福岡県 感染者 520 541 562 574 586 611 

福岡市 

感染者 296 311 316 324 330 345 

治療中 249 260 256 253 245 233 

退院 39 43 52 62 74 101 

死亡 8 8 8 9 11 11 

◆国内発症者・死亡者年代◆  

年齢 調査中 10 未満 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代 90～ 合計 

発症者 288 222 299 2,200 1,998 2,190 2,301 1,532 1,244 842 308 13,424 

死亡者 93 0 0 3 4 11 31 82 117 31 372 
 

◆国内感染者・死亡者数 上位都道府県◆     

      

              

 

 

 

  
  

 

◆病院・施設におけるクラスター発生例◆ 

日付 場所 施設名 概 要 （）内数字 死亡者数 

3/24 東京 永寿総合病院 入患、医・看 201 名（30 名） 

4/2 福岡 老健「楽陽園」 入所者、看、職員 34 名 

4/4 福岡 福岡記念病院 入患・看 28 名（2 名） 

4/11 兵庫 神戸中央市民病院 入患・看 33 名 

4/11 群馬 有料老人ﾎｰﾑ「藤和の苑」 入所者・職 61 名 （8 名） 

4/11 北海道 札幌呼吸器科病院 入患・看 47 名（2 名） 

4/12 広島 デイサービス水明園 利用者・職 36 名 

4/12 東京 中野江古田病院 入患・医・看 92 名 

4/13 京都 堀川病院 入患・看 25 名 （2 名） 

4/14 東京 都立墨東病院 入患・医・看 39 名 

4/16 北海道 北海道がんセンター 入患・看 17 名 

4/15 千葉 老健「あきやまの郷」 入所者・職員 32 名（3 名） 

4/18 大阪 なみはやリハ病院 入患・医従 126 名 

4/20 大阪 明治橋病院 入患・医従 35 名（1 名） 

4/21 東京 練馬光が丘病院 入患・看 24 名 

4/21 石川 二ツ屋病院 入患・医従 28 名 

4/20 富山 富山リハビリホーム 入所者・看 23 名（1 名） 

4/21 神奈川 相州病院 入患・看 8 名 

4/24 千葉 千葉西総合病院 入患・看 11 名 

4/24 兵庫 神戸赤十字病院 入患・看 24 名 

4/25 東京 特養「北砂ホーム」 入所者 9 名 

4/26 福岡 特養「第.2 花畑ホーム」 入居者 4 名・職 1 名 

 

発生地 感染者 死亡者 

東京 3,908 100 

大阪 1,491 30 

神奈川 955 26 

埼玉 818 25 

千葉 807 26 

兵庫 629 24 

北海道 610 25 

◆国内死亡者男女比◆ 

男 女 不明 

203 92 77 

 

◆海外死亡者数 上位国◆ 

発生地 人数 

アメリカ 53,449 

イタリア 26,384 

スペイン 22,902 

フランス 22,614 

イギリス 20,319 

ベルギー 6.917 

 

◆九州・沖縄各県の感染者数◆ 

福岡 611 佐賀 37 

沖縄 137 宮崎 17 

大分 60 長崎 17 

熊本 46 鹿児島 10 

 


