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新型コロナウイルスの最新の動き（４月１４日付） 

在モントリオール日本国総領事館 

 

●当館管轄州における感染者数の現状（４月１４日（火）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 14248 (+691) 435 (+75) 2394 (-251) 123203 (+6190) 936 (+57) 

（内 ICU 患者：230 (+4)） 

(MTL) 6628 (+235) - - - - 

NB 116 (0) 0 (0) - 8003 (+230) 5 (0) 

（内 ICU 患者：3 (0)） 

NS 514 (+43) 3 (0) - 16755 (+1175) 10 (+1) 

(内 ICU 患者：4 (0)) 

PEI 25 (0) 0(-) 155 (-44) 1827 (+11) 0 (-) 

NL 244 (0) 3 (0) - 5021 (+114)** 8 (-1) 

(内 ICU 患者：3 (0)) 

（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 当館からのお知らせ等 

◎COVID 邦人支援プロジェクト 

モントリオールアカデミー会では過日のニーズ調査の結果を受けて，下記２つのワークショップをオンラインで行う事

となりました。ご興味のある方はそれぞれのリンクよりお申し込み下さい。尚，本セッションはモントリオール日本国総

領事館管轄地域にお住まい（カナダ東部地域）の在留邦人及びそのご家族のみを対象としております。また，全ての

セッションはオンライン，日本語のみで行われますのでご了承ください。 

 

・セッション１「こどもの急変、観察のしかた」 

日時：4/17(金) 13:00-13:45 

担当：川口敦 小児科、小児集中治療（こどもの ICU で働く）の医師 

対象：お子さんをお持ちの全ての邦人保護者（２０名まで） 

申込フォーム：https://forms.gle/CfbKGwBmR4D1G9fS7 

 

・セッション２「健康な自分と家族であるために：心と関係のケア」 

日時：4/19(日) 15:00-16:00 

担当：小西千秋 マギル大学大学院人間発達心理研究科准教授 

対象：お子さんをお持ちの方対象。ご夫婦での参加可。（６名まで） 

https://forms.gle/CfbKGwBmR4D1G9fS7
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申込フォーム：https://forms.gle/pKTiQtYMt8TihVEj6 

 

本セッションの申込等についてのご質問は， covidproject@ateliertomita.ca までお願いいたします。 

 

◎（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。 

（ 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 

 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 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 

 

◎日本とカナダの間のフライトは頻繁に変更されています。在カナダ日本国大使館 HP では，カナダ→日本の直行便

に関する状況を含めた「日本・カナダ間の渡航に関する情報」を随時更新しておりますので，ご参照ください。 

https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html 

 

◎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。 

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

 

◎（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

https://forms.gle/pKTiQtYMt8TihVEj6
mailto:covidproject@ateliertomita.ca
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
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0410_Modeling.pdf
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html
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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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。 

■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/ ）。 

 

  

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/
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２ 新型コロナウイルスに係る当館管轄州の現状と報道ぶり 

※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】  

（１）（１４日）１１時１５分，トルドー首相が定例記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

●約１１０万個の N 95 マスクを調達した。今後，各州・準州に随時発送していく。約１００万ペアの手袋も調達済みで

あり，また，来週にも医療用防護服も到着予定である。 

●新技術によって，検査結果をより迅速に出すことのできる検査キットの開発も進んでおり，引き続き検査能力の向

上に努めていく。 

●北部地域居住者に対する１億３０００万加ドル規模の支援を行う。同拠出金の約７２％は３準州の医療需要に対し

て支出予定であり，残りは同準州内コミュニティの食料品調達のために使用される。また，連邦政府は安全な食糧供

給を担保するため，カナダ食料検査庁に約２０００万加ドルを支出する。 

●今夜０時より，帰国したカナダ人は，自主隔離計画を明確に示さなければならない。例えば自宅で家族と接触する

可能性が認められる場合には，ホテル等での１４日間の自主隔離が求められるなど，措置を厳格化。 

●（大きな打撃を受けているカナダ西部の石油産業について問われ，）第一に最も重要なことは，カナダにおける全て

のセクターに対してできるだけ早期に支援をしなければならないということである。そのために我々は緊急支援対策を

発表した。その上で，観光業，航空業，オイル・ガスなど特に重大が影響を受けたセクターをどのようにケアするのか

模索しているところ。 

Ottawa va serrer la vis aux Canadiens de retour au pays 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1693759/justin-trudeau-pandemie-coronavirus-covid-19-mesures-

federales 

Prime Minister announces health and social support for northern communities 

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/14/prime-minister-announces-health-and-social-support-

northern 

 

（２）（１４日）既に約５４０万人が連邦政府の緊急援助金を受領。他方，現在も１０万件以上の申請に対応中。 

Près de 5,4 millions de Canadiens reçoivent l’aide fédérale d’urgence  

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202004/13/01-5269195-pres-de-54-millions-de-canadiens-

recoivent-laide-federale-durgence.php 

 

【２ ケベック州】  

（１）（１４日）１３時，ルゴー州首相が定例記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

●現在，累計陽性者数は１４，２４８名（前日比６９１名増），死者数は４３５名（前日比７５名増），入院者数は９３６名

（前日比５７名増，集中治療者数は２３０名（前日比４名増）。 

●長期介護施設（CHSLD）の状況は，引き続き懸念すべき状態。新型コロナウイルス危機以前から同施設の人手不

足は存在し，そのための予算確保もしていたところであったが残念ながら十分な人員補強は間に合わなかったのが

現状。現在，１２５０名の人手が不足している。既に病院内医療関係者を各施設に派遣してはいるが，引き続き人手

が要る。専門医，ファミリードクター，看護師や退職した医療関係者等知識が有る者は是非協力をお願いしたい。 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1693759/justin-trudeau-pandemie-coronavirus-covid-19-mesures-federales
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1693759/justin-trudeau-pandemie-coronavirus-covid-19-mesures-federales
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/14/prime-minister-announces-health-and-social-support-northern
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/14/prime-minister-announces-health-and-social-support-northern
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202004/13/01-5269195-pres-de-54-millions-de-canadiens-recoivent-laide-federale-durgence.php
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202004/13/01-5269195-pres-de-54-millions-de-canadiens-recoivent-laide-federale-durgence.php
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●州内の全ての CHSLD を訪問した結果，２６００施設中４１施設について状況を注視すべきと判断し，監視下に置い

ている。透明性確保の観点から，監視下の当該施設リストを公開予定。 

●（CHSLD に関する新たな規制として，アルダ州保健医療局長より，）CHSLD における患者の介護者（proches 

aidants）に関して，①CHSLD で以前から患者のケアを行ってきた介護者は同入居者のニーズに応じてサービスの提

供が可能（義務ではない），②同介護者は CHSLD からの認定を受ける必要がある，③CHSLD からの認定を受けた

介護者は，厳格な要請事項の遵守が求められる，④同措置は４月１６日（木）から開始される。 

●（４月１８日付近のピークは予想通り到来する見込みか問われ，）感染者数のピークと死者数・入院者などのピーク

は別に考える必要があるが，前者について既にピークに達していると思われるので，予測よりも多少早い。他方，感

染者数の減少は急速ではなく，極めて緩やかに起こるものと考える。 

75 nouvelles victimes, besoins criants en CHSLD 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/14/01-5269289-75-nouvelles-victimes-besoins-criants-en-chsld.php 

 

（２）（１４日）４月１５日から車両修理業・鉱山業が活動再開予定。４月２０日からは，住宅建設業や造園・剪定業が再

開見込み。州政府は現在各産業代表者と引き続き協議中。 

Québec rallonge la liste des emplois prioritaires et relance la construction  

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202004/13/01-5269155-quebec-rallonge-la-liste-des-emplois-

prioritaires-et-relance-la-construction.php 

 

（３）（１４日）ケベック州政府は，長期介護施設の人手不足を埋めることを目的に軍の派遣を要請することは，現状で

は考えていない。 

Le gouvernement Legault n’envisage pas faire appel à l’armée «pour le moment» 

https://www.lesoleil.com/actualite/le-gouvernement-legault-nenvisage-pas-faire-appel-a-larmee-pour-le-

moment-11927b4270a4d9a6f746d0dc1ad2122a 

  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/14/01-5269289-75-nouvelles-victimes-besoins-criants-en-chsld.php
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202004/13/01-5269155-quebec-rallonge-la-liste-des-emplois-prioritaires-et-relance-la-construction.php
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202004/13/01-5269155-quebec-rallonge-la-liste-des-emplois-prioritaires-et-relance-la-construction.php
https://www.lesoleil.com/actualite/le-gouvernement-legault-nenvisage-pas-faire-appel-a-larmee-pour-le-moment-11927b4270a4d9a6f746d0dc1ad2122a
https://www.lesoleil.com/actualite/le-gouvernement-legault-nenvisage-pas-faire-appel-a-larmee-pour-le-moment-11927b4270a4d9a6f746d0dc1ad2122a
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（参考：４月１３日１７時半現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

（参考：４月１３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】  

（１） （１４日）現地時間１４時半，ヒッグス州首相他が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 
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●新たな感染例はなかった。良い方向に向かっているがまだ目的地には着いていないので，遵守事項を引き続き徹

底してほしい。 

●マスクやガウン等の医療用資材を寄付したい人は州公社「サービスＮＢ」に連絡してほしい（以下同社リンク参照）。 

●不安な気持ちになる時はコネクションを求めてほしい。誰かのためになると自分の気分も良くなる。また各種相談窓

口を利用してほしい（以下州政府新型コロナウイルス関連サイト参照）。 

●州政府は先日申請が締め切られた労働者向け補助金「New Brunswick Workers Emergency Income Benefit」のた

めに３，０００万加ドル超を支出し，３．３万人の州民に支払うことができた。 

●セントジョン川流域の水位を注視している（注：州北部の数地点で今週洪水レベルを超える予報）。洪水が発生した

場合，浸水防止作業や避難先の確保等，感染防止対策を考慮した洪水対策を行う準備ができている。 

（州政府発表）Process for donating personal protective equipment during COVID-19; no new cases 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0204.html 

https://www2.snb.ca/content/snb/en/services-to-government/procurement.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  

（本日分を含むこれまでの州政府記者会見ビデオ一覧） 

https://www.youtube.com/user/gnbca/videos 

（関連報道）財政難のため，セントジョン市がバリアを設置し市営バス料金徴収再開。 

N.B. COVID-19 roundup: Province reports no new cases 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-coronavirus-pandemic-1.5531388 

 

【４ ノバスコシア州】  

（１）（１４日）現地時間１５時半，マクニール州首相他が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

●今後の予測を発表。現在とられている公衆衛生上の措置を守った場合と守らなかった場合２通りでモデリング実施。 

●２０２０年６月３０日時点で感染者数１４５３～６２６９人，入院者数は最大３５～８５人と予測。 

●感染者数，入院者数ともピーク時期についての言及はなく，死者数についても言及はない。 

●できるだけ多くの人をテストすることで感染拡大を防ぐ戦略。 

（州政府発表）Forty-three New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200414001 

（州政府発表予測プレゼンテーション）https://novascotia.ca/coronavirus/docs/COVID-19-Modelling.pdf 

（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/ 

（本日分を含むこれまでの州政府記者会見ビデオ一覧） 

https://www.youtube.com/user/nsgov/videos 

（感染者数の推移，地域別・年齢別・性別データ。随時更新中。）https://novascotia.ca/coronavirus/data/ 

（関連報道）Nova Scotia projects 1,453-6,269 cases of COVID-19 by end of June 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-tuesday-1.5531558 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0204.html
https://www2.snb.ca/content/snb/en/services-to-government/procurement.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://www.youtube.com/user/gnbca/videos
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-coronavirus-pandemic-1.5531388
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200414001
https://novascotia.ca/coronavirus/docs/COVID-19-Modelling.pdf
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://www.youtube.com/user/nsgov/videos
https://novascotia.ca/coronavirus/data/
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-tuesday-1.5531558
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（２）（１３日）同日付州政府記者会見関連。州政府が長期介護施設・在宅介護職員にマスク着用を義務付け。新規感

染者数はここ数日約３０件と横ばいで推移。ハリファックスの高齢者介護施設「Northwood」で入居者の感染者数が前

日の２倍となり，１６人となった。 

（州政府発表） New Measures for Long-Term Care, Home-Care Workers 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200413003 

（関連報道） 

'They don't continue to climb': N.S. encouraged by daily rate of new COVID-19 cases 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-monday-coronavirus-1.5530636 

Surgical masks now mandatory for workers at N.S. long-term care homes 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/masks-now-mandatory-for-workers-at-n-s-long-term-care-

homes-1.5530953 

Staffing concerns raised after spike in COVID-19 infections at large Halifax nursing home 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-staffing-concerns-raised-after-spike-in-covid-19-infections-

at-large/ 

 

【５ プリンスエドワードアイランド州】  

（１）（１４日）現地１６時，州政府の複数大臣による記者会見が行われたところ，同要旨は以下のとおり（Minister of 

Economic Growth, Tourism and Culture Matthew MacKay, Minister of Education and Lifelong Learning 

Brad Trivers, Minister of Fisheries and Communities Jamie Fox）。 

A) Minister MacKay announced an expansion to the Skills PEI Program (https://skillspei.com/) for post-

secondary employment by supporting an additional 320 positions. Employers interested in this program 

should contact the Skills PEI Program office at 1-877-491-4766. 

B) Minister Trivers announced 95,000$ to student unions for direct financial assistance to students in need 

(also applicable to international students), and 75,000$ immediate investment to create a post-secondary 

research fund, for students to do research. For more information on these supports, call 902-368-4640. 

C) Some 150-200 Chromebooks are being distributed to Grade 12 students. Printed materials will be 

delivered to those unable to access online learning. Students who are stressed or need to talk should 

contact their School Counsellor, or email supportforfamilies@edu.pe.ca PEI Government and partner 

associations are ensuring meal delivery services to students in need. Families needing assistance can 

contact 902-368-5155.  

D) Minister Fox announced that 250 students will be hired through Team Seafood. Annual Jobs for Youth 

will increase by 280 placements, and subsidy to employers will increase from 50% to 75% of students’ 

wages. Private and local government employers are encouraged to apply for these programs to benefit 

from hiring a student employee this summer. 

E) During Q&A, Minister MacKay responded that his Department will announce supports for the Tourism 

Industry in the next few days. Minister Fox said of the lobster season that discussions have been going 

on for 4 weeks with federal (DFO) and other provinces; the decision is still forthcoming. 

Province announces supports for post-secondary students 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200413003
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-monday-coronavirus-1.5530636
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/masks-now-mandatory-for-workers-at-n-s-long-term-care-homes-1.5530953
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/masks-now-mandatory-for-workers-at-n-s-long-term-care-homes-1.5530953
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-staffing-concerns-raised-after-spike-in-covid-19-infections-at-large/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-staffing-concerns-raised-after-spike-in-covid-19-infections-at-large/
https://skillspei.com/
mailto:supportforfamilies@edu.pe.ca
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https://www.princeedwardisland.ca/en/news/province-announces-supports-post-secondary-students 

P.E.I. announces supports for students 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-province-covid19-update-april14-1.5531856 

 

（２）（１４日）現地１３時半，キング州首相が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

A) There are no new cases in PEI today. Close to 2000 tests have been done in PEI. 

B) The Premier was present at this briefing for the unveiling of PEI’s COVID-19 modeling. He highlighted the 

early adaptation of strong measures in PEI, citing the province’s leadership in limiting interprovincial 

travel, enforcing self-isolation and social distancing, and protecting long-term and community care 

facilities. He expressed empathy for the difficult ongoing situation’s impacts, and for trying to figure out 

how to get back to a “new” normal. He said he is speaking with CPHO about a smart ease-back of 

measures to ensure a gradual and safe transition. This won’t happen today or tomorrow, but he is hoping 

it will be soon. 

C) The CPHO introduced the modeling, put together by an expert group of modelers (Atlantic Vet College, 

epidemiologists from Health Information Unit at Health PEI, sources outside PEI Government, and Chief 

Public Health Office). Modeling numbers take into account the nationwide 19% rate of hospitalization 

(and within this, 28% of this proportion as ICU). Modeling uses data from other countries, Canada, and 

PEI. Scenarios are aiming to see what is required to reduce the level of people a person infects to less-

than-1. Two scenarios were defined: Mild Control Measures, and Strong Control Measures. For 

reference, PEI has been and is currently using the Strong Control Measures protocol. 

D) The Strong Control Measures keep hospitalizations at 100 times fewer than Mild Control Measures 

would. The graphs show that if the Strong Control Measures were relaxed in PEI today, by mid-May, the 

hospitalization capacity (207 acute care beds) would be exceeded in PEI. The model is seen as 

reassuring (cases are staying low) and motivating (keep enforcing the measures because they are 

working). 

E) During Q&A, the Premier and CPHO were asked what easing back the measures could look like, and 

they responded that the biggest risk right now is the importation of cases, so there is no plan to ease up 

at points of entry at this time. Rather, they would look at lifting measures inside PEI if people can 

continue to have physical distancing (one example given was retail). It is an ongoing discussion. Another 

issue asked about was foreign workers: the Premier mentioned this is federally regulated, so even 

though he expressed there are 11,000 Islanders out of work right now, there will still be foreign workers 

arriving on PEI. Hotel rooms have been set aside for them to self-isolate on arrival, and companies have 

been notified of this arrangement. Usually there are about 600-700 foreign workers in PEI, but right now it 

looks like about 100 will come. 

P.E.I. could see 120 hospitalizations by June from COVID-19 even with strict restrictions 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-morrison-briefing-april-14-1.5531528 

 

（３）（１４日）Review of the latest COVID-19 news in PEI. 最新コロナ関連ニュースの要旨。 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/province-announces-supports-post-secondary-students
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-province-covid19-update-april14-1.5531856
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-morrison-briefing-april-14-1.5531528
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COVID-19 on P.E.I.: What's happening Tuesday, April 14 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-tuesday-april-14-1.5531313 

 

（４）（１４日）Ferry service to and from Nova Scotia starts May 1. The province is working on screening 

protocols at Wood Islands to prepare. 

P.E.I. considering more stringent essential travel rules 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-essential-travel-covid-19-1.5531324 

 

（５）（１３日）In all, 23 physicians, 54 registered nurses, 43 resident care workers, 16 licensed practical nurses, 

three respiratory therapists, 15 physiotherapists and occupational therapists, 15 other health care 

professionals, as well as 17 cleaners and 91 volunteers have offered their services during the pandemic. 169 

health care workers join front lines on P.E.I. during pandemic 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-health-care-recruits-volunteers-covid-19-

1.5530997 

 

（６）（１３日）PEI Women’s Institute volunteers to complete 500 reusable masks by mid-week for PEI Seniors 

Homes. 

Islanders mobilizing to make masks for seniors' caregivers 'nothing short of amazing' 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-womens-institute-masks-seniorshomes-covid19-

1.5531039 

 

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】  

（１）（１４日）現地時間１４時，ボール州首相が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

●現在８名が入院，３名が ICU 治療，１４９名が治癒。東部医療地区:２２７名，中部医療地区:８名，西部医療地区:３

名，ラブラドール・グレンフェル医療地区:６名。 

●本日，個人介護施設にもケア・ワーカーの複数施設間の移動を禁じる命令を出した。１３日の長期介護施設に続く

もので，最もハイリスクにある脆弱な人口を守るためである。 

●本日，３月１９日以来初めて，新患者が０人となった。ここ数日間の新患者の低い数字は，これまでの医療・公衆衛

生の施策の効果が出ていると肯定できる。しかし，コロナ危機は始まったばかりであり，収束には程遠い。 

●（Oceanex の事業停止による食糧危機について，）不測の事態への対応はできている。もしそのようなことがあれ

ば，Marine Atlantic と運送業界が不足分を補う手立てがある。食糧確保の不安はない。 

●（漁業開始の延期有無について問われ，）今月末まで結論は出ない。最も重要なのは，従業員の安全。引き続き漁

業組合や州政府と議論を重ねていく。 

●（ここ数日の新患者の低い数字について，フィッツジェラルド州主任医療局長より，）コールズ葬儀場の件が危機の

早い段階で発覚したため，今描いているカーブは大幅な減少というよりは，通常のカーブと言える。 

●（個人介護施設の管理責任について問われ，）長期介護施設と違って，個人介護施設は私営であり，各地区の医

療局（RHA）からライセンスを与えられ，監督されている。感染拡大を防ぐため，スタッフに対し，PPE の正しい装着の

仕方や患者の隔離方法などのトレーニングをしている 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-tuesday-april-14-1.5531313
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-essential-travel-covid-19-1.5531324
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-health-care-recruits-volunteers-covid-19-1.5530997
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-health-care-recruits-volunteers-covid-19-1.5530997
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-womens-institute-masks-seniorshomes-covid19-1.5531039
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-womens-institute-masks-seniorshomes-covid19-1.5531039
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No new case of COVID-19, but N.L. not yet out of the woods, officials say 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-april-14-1.5531336 

 

（２）（１４日）NL 州に食料・医薬品の５０％を運ぶ Oceanex 社が，新型コロナ危機で経営危機に瀕している。政府の

補助金は一時棄却されたが，船便を維持するため，オレガン連邦天然資源大臣が打開案を再度議論している。 

With Oceanex nearing rocks, feds exploring ‘all options’ to continue shipments to N.L. 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/seamus-o-regan-oceanex-1.5531337 

Newfoundland faces possible food shortage as pandemic hammers key shipping company 

https://www.cbc.ca/news/politics/newfoundland-labrador-pandemic-covid-coronavirus-1.5530903 

  

（３）（１４日）セント・ジョンズ市は，非接触・対人距離確保のため，市内横断歩道の信号機の自動化や道路の再考を

検討中と発表。 

Crosswalk signal changes in St John’s coming, as council mulls closing lanes, streets 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/stjohns-automate-traffic-covid-1.5530985 

 

（４）（１３日）セント・ジョンズ市長は，対人距離確保のため，車道工事の遅れが見込まれる旨発言。 

Fixing potholes will take longer during, says St John’s mayor 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/pothole-pandemic-stjohns-1.5531103 

  

（５）（１３日）１３日付会見の要旨。長期介護施設ケア・ワーカーの異動禁止，テスト範囲の拡大。 

Covid-19, N.L. puts limits on long-term care workers, as new cases announced 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-briefing-newfoundland-labrador-1.5530723 

Expanded testing underway for COVID-19 in N.L., daily briefing at 2p.m. NT 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-april-14-1.5531336 

 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-april-14-1.5531336
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/seamus-o-regan-oceanex-1.5531337
https://www.cbc.ca/news/politics/newfoundland-labrador-pandemic-covid-coronavirus-1.5530903
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/stjohns-automate-traffic-covid-1.5530985
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/pothole-pandemic-stjohns-1.5531103
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-briefing-newfoundland-labrador-1.5530723
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-april-14-1.5531336

