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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 

●治療薬・検査薬 

検 抗原検査ｷｯﾄ 13 日に承認 15 分で判定 ◎ 

薬 漢方薬等 対症療法の効果 症例解析へ ◎ 

薬 ﾚﾑﾃﾞｼﾋﾞﾙ適応は人工呼吸器使用等重症

者 
〇 

薬 厚労省ﾚﾑﾃﾞｼﾋﾞﾙ特例承認 ｺﾛﾅ治療薬初 💮 

薬 40 年前開発のｽﾄﾛﾒｸﾄｰﾙ(疥癬)有効か？  ◎ 

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)  △ 

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 

 

▲トピックス▲ 

日 専門外来以外が増加 2200 施設に  ◎ 

福 休業要請一部緩和へ 飲食は営業延長  県

立校は全面再開も 
💮 

日 自宅療養・在宅勤務 ｴｺﾉﾐｰ症候群に注意 ✖ 

日 相談目安「37．5 度以上」削除 厚労省 ◎ 

W 早急な制限緩和警鐘 感染第 2 波を懸念 〇 

 

【
新
し
い
生
活
様
式
】
の
実
践
例 
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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 
 5/1 5/2 5/7 5/8 5/9 5/11 

感染者数 3,149,612 3,210,003 3,613,931 3,706,967 3,799,422 3,976,163 

死亡者 226,191 231,842 255,782 262,510 267,961 278,044 

日本 

全国 

感染者 14,088 14,552 15,192 15,551 15,639 15,822 

治療中 11,585 11,424 11,731 9,815 9,126 8,939 

退院 3,466 3,981 4,901 5,146 5,906 6,250 

死亡 457 486 543 590 607 633 

福岡県 感染者 640 643 649 650 650 653 

福岡市 

感染者 361 362 366 367 367 370 

治療中 200 194 135 125 98 95 

退院 146 152 212 223 250 256 

死亡 15 16 19 19 19 19 

◆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 143 268 351 2,621 2,383 2,528 2,622 1,792 1,532 1,106 476 15,822 

死亡者 108 0 0 3 7 17 55 150 198 95 633 
 
◆国内感染者・死亡者数  

上位都道府県◆      

      

              

 

 

 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

発生地 感染者 死亡者 

東京 4,868 180 

大阪 1,743 59 

神奈川 1,168 53 

埼玉 963 42 

北海道 947 56 

千葉 874 40 

兵庫 693 34 

◆海外死亡者数 上位国◆ 

発生地 人数 

アメリカ 78,746 

イギリス 31,587 

イタリア 30,395 

スペイン 26,478 

フランス 26,310 

ベルギー 8,581 

 

◆九州・沖縄各県の感染者数◆ 

福岡 653 佐賀 45 

沖縄 142 宮崎 17 

大分 60 長崎 17 

熊本 47 鹿児島 10 

 

◆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） 

4/4 福岡 福岡記念病院 入患・看 34 名（4 名） 

4/8 埼玉 所沢ロイヤル病院 入患・職 23 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 51 名（2 名） 

4/12 東京 中野江古田病院 入患・医・看 94 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 79 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 

4/18 千葉 老健「市川ゆうゆう」 入所者・職 22 名 

4/19 北海道 千歳第一病院 入患・職 45 名 

4/20 大阪 明治橋病院 入患・医従 48 名（1 名） 

4/21 東京 練馬光が丘病院 入患・看 52 名（5 名） 

4/21 石川 二ツ屋病院 入患・医従 67 名（4 名） 

4/21 神奈川 菊名記念病院 入患・職 15 名  

4/20 富山 富山リハビリホーム 入所者・看 56 名（5 名） 

4/24 千葉 千葉西総合病院 入患・看 15 名（1 名） 

4/24 兵庫 神戸赤十字病院 入患・看 38 名 

4/25 東京 特養「北砂ホーム」 入所者 69 名 

4/27 埼玉 東大宮メディカルセンター 入患・職 25 名 

4/28 神奈川 横浜甦生病院 入患・職 18 名  

4/29 北海道 老健「茨戸ｱｶｼｱﾊｲﾂ」 入所者・職 74 名 

4/29 神奈川 聖ﾏﾘｱﾝﾅ横浜西部病院 入患・職 55 名 （5 名） 

4/29 神奈川 川崎協同病院 入患・職 19 名 （4 名） 

5/1 東京 山田記念病院 入患・職 43 名 （2 名） 

5/4 東京 新宿メディカルセンター 入患・職 30 名  

5/6 東京 特養「東山」 入所者・職 14 名 

 


