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※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 

▲トピックス▲ 

欧 川崎病の子供増加 新型ｺﾛﾅが引き金か？ ✖ 

日 「3 密」回避行動、増加も国民の半数 ✖ 

日 緊急事態宣言“全国一律延長”検討 ◎ 

日 13 の「緊急性の高い症状」に注意を ◎ 

伊 軽症患者の 6 割に嗅覚・味覚障害 〇 

 

●治療薬・検査薬 

薬 レムデシビル重症者へ無償提供  

厚労省、薬事承認後に 

💮 

検 ４種類の抗体検査キットを性能評価「診断

への活用は推奨できない」 
✖ 

検 院内感染防止で診療前 PCR 検査に公的

補助を 
◎ 

薬 アビガン３８か国に無償供与へ ◎ 

薬 レムデシビル、重症 1000例対象試験で有

意な改善、米 
💮 

薬 ｵﾙﾐｴﾝﾄ(ﾘｳﾏﾁ)入院患者試験開始 米 〇 

薬 レムデシビル、５月にも承認 首相明言 💮 

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 

 

マスクを寄贈いただきました 

日々、感染と隣り合わせで業務を行う医師、 

医療従事者へ、複数の患者さんより温かい 

メッセージと共に、手作りの布マスクを 

寄贈いただきました。 
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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 
 4/24 4/25 4/27 4/28 4/30 5/1 

感染者数 2,580,812 2,666,332 2,850,563 2,927,589 3,069,981 3,149,612 

死亡者 181,986 189,310 201,461 205,463 216,000 226,191 

日本 

全国 

感染者 12,367 12,848 13,424 13,596 13,961 14,088 

治療中 10,082 10,469 10,237 11,175 11,427 11,585 

退院 1,494 1,539 2,815 2,905 3,357 3,466 

死亡 328 345 372 394 435 457 

福岡県 感染者 574 586 611 620 638 640 

福岡市 

感染者 324 330 345 350 359 361 

治療中 253 245 233 228 219 200 

退院 62 74 101 110 128 146 

死亡 9 11 11 12 13 15 

◆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 代以上 合計 

発症者 405 229 332 2,248 2,065 2.287 2,410 1,650 1,324 1,138 14,088 

死亡者 127 0 0 3 5 13 35 95 142 37 457 
 

◆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（37 名） 

4/2 福岡 老健「楽陽園」 入所者、看、職員 36 名 

4/4 福岡 福岡記念病院 入患・看 34 名（4 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 （14 名） 

4/11 北海道 札幌呼吸器科病院 入患・看 49 名（2 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 29 名 （3 名） 

4/14 東京 都立墨東病院 入患・医・看 42 名 

4/16 北海道 北海道がんセンター 入患・看 63 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 

4/19 北海道 千歳第一病院 入患・職 40 名 

4/20 大阪 明治橋病院 入患・医従 34 名（1 名） 

4/21 東京 練馬光が丘病院 入患・看 37 名（2 名） 

4/21 石川 二ツ屋病院 入患・医従 37 名（3 名） 

4/20 富山 富山リハビリホーム 入所者・看 52 名（5 名） 

4/24 千葉 千葉西総合病院 入患・看 14 名 

4/24 兵庫 神戸赤十字病院 入患・看 26 名 

4/25 東京 特養「北砂ホーム」 入所者 39 名 

4/26 福岡 特養「第 2 花畑ホーム」 入居者 4 名・職 1 名 

4/29 北海道 老健「茨戸ｱｶｼｱﾊｲﾂ」 入所者・職 35 名 

4/29 神奈川 聖ﾏﾘｱﾝﾅ横浜西部病院 入患・職 29 名 （1 名） 

発生地 感染者 死亡者 

東京 4,152 120 

大阪 1,625 41 

神奈川 1,023 34 

埼玉 860 34 

千葉 835 32 

北海道 762 29 

兵庫 646 27 

◆国内死亡者男女比◆ 

男 女 不明 

232 115 110 

 

◆海外死亡者数 上位国◆ 

発生地 人数 

アメリカ 60,876 

イタリア 27,682 

イギリス 26,097 

スペイン 24,275 

フランス 24,087 

ベルギー 7,501 

 

◆九州・沖縄各県の感染者数◆ 

福岡 640 佐賀 41 

沖縄 142 宮崎 17 

大分 60 長崎 17 

熊本 46 鹿児島 10 

 

仏パリ在住の知人からのリポート 

国会で外出禁止条例が 5/11 から

段階的解除する事が承認され、

「我々はこのウイルスと共存すること

になった」と発表された。しかし、解除

後に犠牲者の数が増加することにな

ると、再び元の体制に戻す可能性も

あるよう。 

小学校低学年から順次学校を再

開し、教室は 1クラス 15人制となる。 

中断されていたノートルダム大聖

堂の再建工事が昨日から再開した。

出入りする工事関係者 170 名につい

てはマスク、消毒が義務付けられて

いる。 


