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新型コロナウイルスの最新の動き（４月１１日付） 

在モントリオール日本国総領事館 

 

◎（７日）ケベック州は今後の見通し（モデリング）を公表。ピークは４月１８日前後に到来すると予測。この「ピーク」の

意味するところは，主として入院者数を基準に判断していると推測されます。即ち，今後も引き続き新規の感染者は

発生していきますが，治癒者が増えていくことにより，感染者数の全体は減少していくことになります。かかる推測に

基づき，本日から入院者数も統計に加えることとしました。 

（ https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Scenarios-

courbes-FR-VF.pdf?1586291830 ） 

 

◎（８日）今般のケベック州のモデリングを踏まえた当地日本人医療従事者の見解（４月８日） 

 今回のモデリングは，他国のデータからの予測であり，あくまで参考としてとらえるべき。 

 ケベック州は，現状，楽観的なシナリオに近いと思われる。一方，老人介護施設での集団感染がコントロール出

来ない場合，死亡者が増えると思われるので，油断は出来ない。 

 これまでのところ，ケベック州政府はやるべきことをしっかりやっている印象。 

 今回のケベック州のモデリングのうち，楽観的な予測について言えば，あくまでケベック州民の皆さんがソーシャ

ル・ディスタンスを守り続けるという前提の上に成り立つものである。 

 引き続き，油断しないよう，皆さんがそれぞれ，「２メートル」「手洗い」「在宅」を忍耐強く行い続けることが大事。 

 

●当館管轄州における感染者数の現状（４月１１日（土）１５時現在，各州政府 HP・記者会見から引用） 

 陽性* 死亡 検査中 検査済（陰性） 入院者数 

QC  12292 (+615) 289 (+48)   2500 (-221) 110823 (+4283) 778 (+45) 

（内 ICU 患者：211 (+25)） 

(MTL) 5861 (+244) - - - - 

NB 112 (0) - - 7291 (+308) 5 (0) 

（内 ICU 患者：3 (0)） 

NS 428 (+21)  2 (0) - 13632 (+618) 8 (0) 

(内 ICU 患者：4 (0)) 

PEI 25 (0) - 155 (+56) 1641 (+135) 0 (-) 

NL 241 (+2) 3 (0) - 4726 (+260)** 6 (0) 

(内 ICU 患者：2 (10 日)) 

（注：括弧内は前日比） 

*当館管轄州は「確定」「推定」の分類ではなく，「陽性（Positive）」「陰性（Negative）」のみの分類表記となった。陽性

者の急増は，かかる表記変更に基づくところがあるので要留意。 

**NL 州は陽性数も含めた検査数の合計を表示していることに留意。 

***治癒数は，主に州政府による記者会見時の口頭での発表に依拠するため，各会見記録を参照。 

 

◎当館 HP に当館管轄州の今後の見通し（モデリング）の概要を纏めていますので，ご参照ください。 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Scenarios-courbes-FR-VF.pdf?1586291830
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Scenarios-courbes-FR-VF.pdf?1586291830
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https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0410_Modeling.pdf 

 

◎当地で疑わしい症状が出た場合に自分でどういった対応をとるべきか等について，ケベック州が対応ガイド（Self-

care Guide）を掲載していますので，万が一の際に参考にしてください。 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-

30A_Guide-auto-soins_anglais.pdf?1584985885 

 

◎日本時間４月７日に発出された７都道府県を対象とした緊急事態宣言を受けて，翌８日に開催された新型コロナウ

イルス感染症への対応に関する外プレ向け記者会見（第７回）の内容を当館 HP に掲載しています（関連リンク： 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/_20200408.pdf ）。 

 

◎（４月８日）伊澤総領事からのメッセージ 

ケベック州，大西洋州の邦人の皆様へ 

昨日，ケベック州政府は，今後の感染拡大の見通しを発表しました。見通しは，欧州諸国の感染状況を参考に，楽

観的なシナリオ，悲観的なシナリオを説明しています。この１か月間，感染拡大が続いており，いったいどこまで感染

が拡大するのか，小官も含め皆様不安な気持ちをお持ちだと思います。この見通しによれば，ケベック州の感染の現

状は楽観的な見通しの範囲内にあり，また，今月の後半（楽観シナリオでは１８日頃）に感染がピークなると予想され

ています。コロナウイルスはこれまで私たちが経験をしなかった疾病であり，この未知のウイルスに関する見通しにど

れ程の科学的裏付けがあるかは正直分かりませんが，州政府という公的な立場からの，もう少しの辛抱で感染拡大

に抑制がかかるとの見通しには元気づけられます。また，ケベックの医療体制が感染の拡大に十分対応できているこ

とも心強く思います。その一方で，いずれの見通しでも，今後しばらく引き続き感染が拡大すること，そして４月末でも，

抑制されるとはいえ，感染が続くとのことであり，感染の完全収束はまだ見通せていません。完全制圧には更に時間

が必要なようです。 

前回のメッセージでも述べましたが，幸いなことに，４月８日現在，当総領事館が把握する限り，管轄地域において

邦人の方々に感染者が出たとの報告はありません。これはひとえに皆様の自衛の努力の結果です。今回の見通しを

参考にして，皆様におかれましても，引き続きこれまでの努力を継続して頂き，この危機を乗り切って頂きたいと思い

ます。 

 

◎自宅待機中の健康上の心がけ（３月２６日付 在カナダ日本国大使館 藤川医務官からのアドバイス） 

１ 規則正しい生活の遵守 

精神面が落ち込む，身体に何らかの影響があり得るため，可能な限り，起床・食事・睡眠について，通常どおり，規則

正しい生活を守る。また，引きこもって運動不足になりやすいため，自宅内で体操等，意識的に身体を動かすと良い。 

２ 友人・知人等とのコミュニケーション維持 

精神面の不安を和らげるため，電話，テレビ電話等，様々なツールを活用し，いつも以上にハードルを下げて，意識的

に誰かと連絡を取り合う。 

３ 新型コロナ関連情報を見聞きしない時間を確保 

ネットニュースを追いかけ続けたくなる気持ちは分かるが，１日３０分でも良いので，新型コロナに関する情報に触れ

ない時間を作る。特に，就寝前にスマホ等でニュースを追うことは控えると良い。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0410_Modeling.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30A_Guide-auto-soins_anglais.pdf?1584985885
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30A_Guide-auto-soins_anglais.pdf?1584985885
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/_20200408.pdf
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■参考リンク： 

・日本心理学会（ https://psych.or.jp/about/Keeping_Your_Distance_to_Stay_Safe_jp/ ） 

・筑波大学（ https://plaza.umin.ac.jp/~dp2012/covid19.html ） 

・米国 CDC（ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html ） 

 

◎３月２３日からモントリオール市内（Place des festivals (Quartier des spectacles), Entrée au coin de la rue St-

Urbain et boul. de Maisonneuve）において予約不要のウォークイン検査施設が設置されているので，この付近を移動

される際にはご留意願います（関連リンク： https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/ ）。 

 

※以下の情報は，報道ベースのものであり，当館が情報の正確性について保証するものではありません。 

 

【１ カナダ全般】 ※４月１１日（土）〜１３日（月）は，トルドー首相による定例記者会見は無い予定。 

（１）（１１日）賃金補助法案（CERB）は連邦下院で可決。本１１日中にも上院に送られ，可決される見込み。 

COVID-19: le projet de loi devrait être vite avalisé à Ottawa 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/11/01-5268935-covid-19-le-projet-de-loi-devrait-etre-vite-avalise-a-

ottawa.php 

 

【２ ケベック州】 ※４月１２日（日）は，記者会見は無い予定。 

（１）（１１日）１３時，ルゴー州首相が定例記者会見を行ったところ，要旨は以下のとおり。 

●本日は休暇をもらう予定であったが，既に報道にもあるとおり，ヘロン長期介護施設（CHSLD Herron）の深刻な状

況を確認したため，休暇は取りやめた。昨１０日２０時，同施設で３月１３日から入居者の１５０名中３１名が死亡してい

ることが判明。その内少なくとも５名が新型コロナウイルスの陽性者であり，残りの２６名は現在調査中。ケベック州保

健省と治安省は，市警察に同施設の調査を要請。 

●３月２６日に同施設から搬送された患者がモントリオール・ユダヤ系病院で死亡し，新型コロナウイルスであること

が判明。その旨を２９日に同施設に通知をした上で，保健当局が現地に訪問したが，十分な看護師がおらず，適当な

ケアがなされている状態ではなかった。保健当局からの関連データ開示要請に対して，管理人は一貫してそれを拒否

し，非協力的な姿勢を続けたため，状況把握が遅れ，ようやく昨晩データが開示され，事態の重大さが判明。 

●同管理人は他にも長期介護施設を保有しているため，当該施設及び州内のプライベート長期介護施設４０カ所の

現場視察を指示した。今夜にも各施設の状況が判明する予定。 

●かかる事態は，許されるべきものではない。州政府は，全力で高齢者の保護を行う。現下の事態が収束した際に

は，本件を教訓として改めて州内の高齢者介護の実態を見直すことを約束する。 

●学校・保育所の早期再開について，懸念が生じていることは承知。再開の判断は子どもたちや関係者の健康が確

保されるか否かの基準のみでなされる。経済的要因では決めない。 

●個人防護品（PPE）の確保状況は，改善されている。他方，約２０種類の医薬品が１週間程度しか確保されておら

ず，その供給が懸念される。代替可能な医薬品などを見ながら，連邦政府とも連携して対応する。 

●（８月３１日まで全ての屋内外イベント中止の例外について問われ，）対人距離などの要請事項を遵守できる場合に

は例外もあり得る。例えば，無観客でのホッケーの試合を実施するなどが考えられる。 

Québec ordonne une enquête policière au CHSLD Herron 

https://psych.or.jp/about/Keeping_Your_Distance_to_Stay_Safe_jp/
https://plaza.umin.ac.jp/~dp2012/covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/11/01-5268935-covid-19-le-projet-de-loi-devrait-etre-vite-avalise-a-ottawa.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/11/01-5268935-covid-19-le-projet-de-loi-devrait-etre-vite-avalise-a-ottawa.php
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https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/11/01-5268946-quebec-ordonne-une-enquete-policiere-au-chsld-

herron.php 

 

（２）（１１日）州保健省は，長期介護施設にいて新型コロナウイルス感染が疑われる者への心肺蘇生術を行わないよ

うに指示。 

CHSLD: pas de RCR pour un cas soupçonné de COVID-19, dit Québec  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/11/01-5268945-chsld-pas-de-rcr-pour-un-cas-soupconne-de-covid-

19-dit-quebec.php 

  

（３）（１１日）モントリオール島西部 Dorval 地区のヘロン長期介護施設で衛生上の問題が判明。市保健当局の指示を

受け，３月末からモントリオール島西部保健・社会サービス大学総合センター（CIUSSS）が当該施設を管理。 

Insalubrité et deux morts trouvés au CHSLD Herron 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/10/insalubrite-totale-et-patients-morts-au-chsld-herron-de-dorval-

1 

 

（４）（１１日）訪問看護師に対して十分な感染予防策が取られておらず，感染拡大の要因になり得ることを関連組合が

懸念。平均して看護師は一日当たり１０名の７５歳以上の要介護者を訪問している。 

Soins à domicile: «un drame» se dessine, préviennent des syndicats  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/10/01-5268922-soins-a-domicile-un-drame-se-dessine-previennent-

des-syndicats.php 

  

（５）（１１日）サグネー市で集会をしていた若者８名がそれぞれ１５４６＄の罰金を課せられた。 

Saguenay: 1546 $ d’amende pour huit jeunes adultes rassemblés  

https://www.lapresse.ca/actualites/regional/202004/10/01-5268914-saguenay-1546-damende-pour-huit-

jeunes-adultes-rassembles.php 

 

（６）（１１日）州政府は，昨１０日発表された夏期イベントの中止要請に関する追加的説明を発表（注：当館 HP にも概

要を掲載しているので，参照ありたい）。 

Pandémie de la COVID-19 - Précisions quant à l'annulation de certains événements sportifs 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2804117320 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/11/01-5268946-quebec-ordonne-une-enquete-policiere-au-chsld-herron.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/11/01-5268946-quebec-ordonne-une-enquete-policiere-au-chsld-herron.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/11/01-5268945-chsld-pas-de-rcr-pour-un-cas-soupconne-de-covid-19-dit-quebec.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/11/01-5268945-chsld-pas-de-rcr-pour-un-cas-soupconne-de-covid-19-dit-quebec.php
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/10/insalubrite-totale-et-patients-morts-au-chsld-herron-de-dorval-1
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/10/insalubrite-totale-et-patients-morts-au-chsld-herron-de-dorval-1
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/10/01-5268922-soins-a-domicile-un-drame-se-dessine-previennent-des-syndicats.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/10/01-5268922-soins-a-domicile-un-drame-se-dessine-previennent-des-syndicats.php
https://www.lapresse.ca/actualites/regional/202004/10/01-5268914-saguenay-1546-damende-pour-huit-jeunes-adultes-rassembles.php
https://www.lapresse.ca/actualites/regional/202004/10/01-5268914-saguenay-1546-damende-pour-huit-jeunes-adultes-rassembles.php
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2804117320
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（参考：４月１０日１７時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

（参考：４月１０日１８時現在ケベック州地域別感染者数） 

 

【３ ニューブランズウィック州】 ※４月１０日（金）～１２日（日）は，記者会見は無い予定 

（１）（１１日）No new cases of COVID-19; 70 people have recovered 
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A) No new case confirmed; total number of cases for NB remains 112 (64 travel-related, 36 close 

contacts of previous cases, 6 cases of community transmission, 6 still being investigated; 10 

hospitalisations so far (5 discharged, 3 in ICU)); 70 recovered to date. 

B) Recent results are encouraging but it is too soon to conclude the spread is slowing in NB 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0199.html 

（州政府新型コロナウイルス関連サイト。随時更新中。） 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html 

（州政府記者会見ビデオ一覧）  https://www.youtube.com/user/gnbca/videos 

  

（２）（１１日）To ensure physical distancing, trails in three Moncton nature parks are one-way only 

 City's nature trails now one-way only 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/moncton-trails-one-way-only-centennial-mapleton-irishtown-

covid-physical-distance-1.5528190 

  

（３）（１１日）When should you wear a mask? N.B.'s top doctor gives advice (with explanatory video) 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/mask-wearing-russell-advice-1.5527483 

 

【４ ノバスコシア州】 ※４月１０日（金）～１２日（日）は，記者会見は無い予定 

（１）（１１日）州政府新型コロナウィルス関連サイト。随時更新中。 

https://novascotia.ca/coronavirus/ 

  

（２）（１１日）保健局が感染リスクのあったハリファックス地域の場所と日時を公表。別のバス運転士，警察官も感染。 

NSHA advising of potential COVID-19 exposure at several HRM locations 

http://www.nshealth.ca/news/nsha-advising-potential-covid-19-exposure-several-hrm-locations 

Halifax Regional Police officer tests positive for COVID-19 as N.S. cases rise to 428 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-cases-rise-to-428-on-saturday-1.5529813 

 

（３）（１０日）カナダ統計局，ＮＳ州における３月の雇用者数が前月比２．５万人減少（５．５％減），３月の失業率は１

０．１％（前月は８．７％）であったと発表。雇用減少は飲食・宿泊業界で顕著。 

Province's employment numbers dropped 25,000 in first impact of COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-employment-numbers-drop-covid-19-1.5529444 

 

【５ プリンスエドワードアイランド州】 ※４月１０日（金）・１２日（日）は，記者会見は無い予定 

（１）（１１日）現地１３時半，州保健当局が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

A) No new cases, the total number remains at 25 cases for PEI. 129 negative tests have come back since 

Thursday. Even though there are no new cases, expect there will be more, and some may need to be 

hospitalized. 

B) Cough and Fever, and Drive-thru testing clinics continue 7 days a week, including this weekend. Tests 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0199.html#_blank
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html#_blank
https://www.youtube.com/user/gnbca/videos#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/moncton-trails-one-way-only-centennial-mapleton-irishtown-covid-physical-distance-1.5528190#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/moncton-trails-one-way-only-centennial-mapleton-irishtown-covid-physical-distance-1.5528190#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/mask-wearing-russell-advice-1.5527483#_blank
https://novascotia.ca/coronavirus/
http://www.nshealth.ca/news/nsha-advising-potential-covid-19-exposure-several-hrm-locations
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-cases-rise-to-428-on-saturday-1.5529813
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-employment-numbers-drop-covid-19-1.5529444
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are by referral or 811 only, for anyone having any symptoms. Upon arrival, remain in your vehicle until 

notified by staff. 

C) Ground Search and Rescue are in provincial parks to monitor physical distancing. Reminder: designate 

only 1 person per household to go out and get groceries and other essentials. Only celebrate Easter in-

person with those you live with, all others should be through telephone and/or online means; find new 

ways to connect. 

D) Emergency (911) and essential care (for chronic conditions) are continuing. 

E) Islanders’ hard work is having an impact, and a good one, on the province. Discussions are starting 

about how and when measures and restrictions will ease up. Thank you Islanders for incredible hard 

work in following measures. 

F) During Q&A, local testing was confirmed to be increasing as planned. PEI is now receiving help from NS 

as well as from the NML in Winnipeg. PEI is also keeping some tests aside and available just in case, for 

example, if there were an outbreak in a long-term care facility, to be able to react quickly. 

No new cases of COVD-19 on P.E.I. 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-saturday-briefing-heather-morrison-

1.5529827 

 

（２）（１１日）Recap of latest COVID-19 news headlines in PEI. 最新コロナ関連ニュースの要旨。 

COVID-19 on P.E.I.: What's happening Saturday, April 11 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-today-april-11-1.5529727 

  

（３）（１０日）The P.E.I. Liquor Control Commission published a notice Thursday evening alerting those in the 

industry that, effective immediately, restaurants that have a Package Sales Licence can sell unopened liquor, 

including beer, wine and spirits, to customers that order a meal for take out. The changes do not apply to 

delivery orders. 

Some P.E.I. restaurants can now sell liquor with takeout orders 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-restaurants-take-out-covid-19-coronavirus-liquor-

government-1.5528285 

  

（４）（１０日）A Nova Scotia emergency message broadcast over radio and via cell phones reached some 

Islanders due to close proximity overlap between providers. 

Some Islanders may have received COVID-19 alert meant for Nova Scotia 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-alert-covid-nova-scotia-1.5529157 

 

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】 ※４月１０日（金）～１２日（日）は，記者会見は無い予定 

（１）（１１日）Following the measures in place has helped flatten the curve, but giving up good habits now could 

cause considerable harm. 

John Haggie's Easter gift to you? A good — and warranted — scare 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-saturday-briefing-heather-morrison-1.5529827
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-saturday-briefing-heather-morrison-1.5529827
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-today-april-11-1.5529727
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-restaurants-take-out-covid-19-coronavirus-liquor-government-1.5528285
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-restaurants-take-out-covid-19-coronavirus-liquor-government-1.5528285
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-alert-covid-nova-scotia-1.5529157
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https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/weekend-briefing-easter-covid-1.5527479 

 

（２）（１１日）Individuals can face a fine between $500 to $2,500, a prison sentence of less than six months, or 

a combination of the two. Non-essential businesses that open can face fines of $5,000 to $50,000, and 

owners would be held personally liable and open to individual fines. 

Skirting the rules this weekend? Here's what it could cost you 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-rules-newfoundland-labrador-1.5529442 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/weekend-briefing-easter-covid-1.5527479
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-rules-newfoundland-labrador-1.5529442

