新型コロナウイルスの最新の動き（４月１２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，感染している人の数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/Scenarioscourbes-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１２日（日）１５時現在，各州政府 HP 等から引用）

QC

陽性*

死亡

検査中

検査済（陰性）

入院者数

12846 (+554)

328 (+39)

2250 (-250)

113925 (+3102)

824 (+46)
（内 ICU 患者：217 (+6)）

(MTL)

6088 (+227)

-

-

-

-

NB

114 (+2)

-

-

7543 (+252)

7 (+2)
（内 ICU 患者：3 (0)）

NS

445 (+17)

2 (0)

-

14295 (+663)

9 (+1)
(内 ICU 患者：4 (0))

PEI

25 （１１日）

-（１１日）

155 （１１日）

1641 （１１日）

0（１１日）

NL

242 (+1)

3 (0)

-

4812 (+86)**

7 (+1)
(内 ICU 患者：3 (+1))

（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。

1

◎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://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（Selfcare 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/19-21030A_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
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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。
■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 StUrbain 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１２日（日）は，カナダ連邦政府による定例記者会見は行われませんでした。

（１１日）カナダ連邦下院及び上院はコロナ対策にかかる賃金補助法案（CERB）(C-14)について審議し，可決。この法
案は休業補償の実施が主な内容。なお，次回カナダ連邦議会は 20 日に招集予定。
https://www.cbc.ca/news/politics/parliament-reconvenes-to-debate-wage-subsidy-bill-1.5529736

【２ ケベック州】 ４月１２日（日）は，ケベック政府関係者による定例記者会見は行われませんでした。
（１）（１２日）Herron 長期介護施設(CHSLD Herron)において，３月１３日から現在までに入居者１５０名のうち３１名が
死亡。これを受け検視官が検査を開始。
CHSLD Herron: le Bureau du coroner ouvre une enquête sur les décès
https://www.ledevoir.com/societe/576904/le-bureau-du-coroner-ouvre-a-son-tour-une-enquete-sur-les-decesau-chsld-herron

（２）（１１日）今年モントリオールで開催予定のロジャーズ・カップ（テニス）が，２０２１年に延期。女性トーナメントが本
年８月７日～１６日までモントリオールで開催される予定であったが，来年８月に延期となった。
La Coupe Rogers de Montréal est reportée à 2021
https://ici.radio-canada.ca/sports/1693157/coupe-rogers-reportee-coronavirus-covid-19-tennis-atp-wta
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（参考：４月１１日１７時現在モントリオール島地区別感染者数）

（参考：４月１１日１８時現在ケベック州地域別感染者数）

4

【３ ニューブランズウィック州】 ※４月１２日（日）は，州政府による定例記者会見は行われませんでした。
（１２日） Two new cases of COVID-19
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0200.html


2 new cases confirmed; total number of cases for NB is now 114 (66 travel-related, 36 close contacts
of previous cases, 7 cases of community transmission, 5 still being investigated; 12 hospitalisations
so far (5 discharged, 3 in ICU)); 70 recovered to date.



Small increase in cases is encouraging, but now is not the time to become complacent.

（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

【４ ノバスコシア州】 ※４月１２日（日）は，州政府関係者による定例記者会見は行われませんでした。
（１２日）州内で新たに１７例の感染を確認。ハリファックスの高齢者介護施設 Northwood が新たに４例の感染を発表
し同施設の感染者数は入居者・職員等合わせて２３人となった。
（州政府発表）
Seventeen New Cases of COVID-19
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200412001
（州政府新型コロナウイルス関連サイト。随時更新中。）
https://novascotia.ca/coronavirus/
（関連報道）
Nova Scotia reports 17 new cases of COVID-19, including 4 at Halifax seniors residence
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/halifax-seniors-complex-new-cases-1.5530278

【５ プリンスエドワードアイランド州】 ※４月１２日（日）は，州政府による定例記者会見は行われませんでした。
（１）（１２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 Sunday, April 12
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-today-april-12-1.5530205

（２）（１１日）Volunteer monitors and increased police presence in parks checking that people do not gather in
groups more than 5 people, and stay at least 2m apart at all times.
Volunteers monitoring P.E.I. parks to ensure physical distancing
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-ground-search-rescue-1.5529913

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】 ※４月１２日（日）は，州政府による記者会見は行われませんでした。
●新規患者１名は東部医療地区。
●東部医療地区:２２７名，中部医療地区:８名，西部医療地区:１名， ラブラドール・グレンフェル医療地区:６名
【政府公式サイト】
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新規患者１名を確認（東部医療地区）

Public Advisory: One new case of COVID-19 in Newfoundland and Labrador
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/health/0412n01/


Pandemic Update

https://covid-19-newfoundland-and-labrador-gnl.hub.arcgis.com


COVID-19 関連サイト（随時更新中）

https://www.gov.nl.ca/covid-19/

（了）

6

