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新型コロナウイルスの最新の動き（４月１５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１５日（水）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 14860 (+612) 487 (+52) 2605 (+211) 128314 (+5111) 984 (+48) 

（内 ICU 患者：218 (-12)） 

(MTL) 6830 (+202) - - - - 

NB 117 (+1) 0 (0) - 8338 (+335) 5 (0) 

（内 ICU 患者：3 (0)） 

NS 549 (+32) 3 (0) - 17419 (+664) 9 (-1) 

(内 ICU 患者：4 (0)) 

PEI 26 (+1) 0 (-) 112 (-43) 1919 (+11) 0 (0) 

NL 247 (+3) 3 (0) - 5166 (+145)** 8 (0) 

(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。 

 

◎（４月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 ） 

 

◎（４月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。 

 

◎（４月１４日）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。 

 

◎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 

 

◎（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

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.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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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）（１５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。 

●明夜開催の連邦・州首相間会議では高齢者支援について議論予定。月額２５００加ドル以下の給与を得ている不

可欠業種従事者（高齢者施設従事者等）に対する給与増額を迅速に行う必要があると考えており，本件についても明

日各州首相と協議する。 

●緊急補助金制度（PCU）の受給条件を緩和し，以下の者も申請可能とする。 

（１）月額１０００加ドル以下の給与しか得られていない労働者 

（２）労働保険による補償額を使い切った者 

（３）新型コロナウイルスの影響で得るべき仕事を得られなかった季節労働者 

（４）アーティスト 

●ケベック州政府の再度の要請を受け，Nunavik に続いて，カナダ軍を同州東部の Basse-Côte-Nord に派遣する。 

●メンタルヘルス・ポータルサイトを立ち上げた。支援が必要な国民は政府ウェブサイト等から利用してほしい。 

●ニューブランズウィック州企業（LuminUltra 社）が検査試薬の増産で合意。 

●明日，G7 各国首脳との電話会議も予定されている。 

●（ケベック州の高齢者施設・長期介護施設は人手不足に陥っているが，カナダ軍の派遣はしないのか問われ，）現

状，ケベック州や他州からもかかる要請は来ていないが，必要であれば可及的速やかな必要な支援を行う。 

●（米国の世界保健機関（WHO）への支援打ち切り表明を受けて，米国からカナダに何らかの圧力はあるのか問わ

れ，）米国から何ら圧力などはかかっていない。現在は，今すべきことに集中しなければならないし，一般論として当該

危機を乗り越えた後に各国がそれぞれの措置等を事後検証することは必要であろう。 

La prestation canadienne d’urgence élargie  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/15/01-5269420-la-prestation-canadienne-durgence-elargie.php 

 

【２ ケベック州】  

（１）（１５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１４８６０名（前日比６１２名増），死者数は４８７名（前日比５２名増），入院者数は９８４名（前

日比４８名増，内集中治療者数は２１８名（前日比１２名減））。（記者の質問に対して，）死亡者の９０％が７０歳以上，

８％が６０歳以上であるので，９８％が６０歳以上の高齢者である。 

●ケベック州にとって，引き続き長期介護施設（CHSLD）の状況が最大の懸念事項。現在，公的・私的施設を含めて

１３８２名の同施設内看護師が様々な理由により不在である。概ね２０００名の人手不足が生じている。 

●専門医・ファミリードクターに再度要請する。現在，看護師不足が CHSLD で深刻化しているので，手を貸してほし

い。確かに専門医が特化する業務は同施設内では足りているが，約３万件の不要不急な外科手術が延期になってい

ることもあり，看護師がすべき仕事を請け負ってほしい。専門医にとっては，身の丈以上の仕事になることは承知する

が，他に頼るべき人間がいない。各位の義務感（sens de devoir）に呼びかけたい。 

●（カナダ軍の CHSLD 派遣を連邦政府に要請しないのか問われ，）連邦政府に尋ねたことは，保健分野に特化した

軍関係者を必要であれば何名派遣可能か，ということである。回答は未だ得られていなかったが，先ほど連邦政府の

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/15/01-5269420-la-prestation-canadienne-durgence-elargie.php
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ツイッターを確認した際，約１０００名である旨投稿があった。改めて確認するが，支援に来てくれるのであれば歓迎で

ある（bienvenu）。 

●（日常生活の再開に向けたシナリオについて問われ，）現段階では，経済活動の再開に関して企業と議論をしてい

る状況。学校再開については現段階で話すのは時期尚早。 

CHSLD: Québec lance un appel aux médecins spécialistes 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/15/01-5269454-chsld-quebec-lance-un-appel-aux-medecins-

specialistes.php 

 

（２）（１５日）高齢者施設の死亡者は，検査キットの不足を理由に PCR 検査は行われていないため，州政府発表の死

者数には含まれていないとの報道。 

Québec sous-estime le nombre de décès, selon des médecins et des ambulanciers 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694015/medecins-morts-deces-covid-coronavirus-urgences-sante-

quebec 

  

（３）（１５日）隔離中のボワブリアン市ユダヤ系コミュニティの状況は未だ改善されていないが，約４０００名の中で幸い

なことに死者は出ていない。 

70 citoyens déclarés positifs au coronavirus à Boisbriand 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/15/70-citoyens-declares-positifs-au-coronavirus-a-boisbriand-1 

  

（４）（１５日）ケベック州自由党臨時党首は，州政府に対して高齢者施設支援を目的にカナダ軍の派遣を連邦政府に

要請すべきである旨発言。 

Devant l’urgence nationale, Pierre Arcand (chef de l’Opposition) réclame l’armée 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/15/devant-lurgence-nationale-pierre-arcand-reclame-larmee 

 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/15/01-5269454-chsld-quebec-lance-un-appel-aux-medecins-specialistes.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/15/01-5269454-chsld-quebec-lance-un-appel-aux-medecins-specialistes.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694015/medecins-morts-deces-covid-coronavirus-urgences-sante-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694015/medecins-morts-deces-covid-coronavirus-urgences-sante-quebec
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/15/70-citoyens-declares-positifs-au-coronavirus-a-boisbriand-1
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/15/devant-lurgence-nationale-pierre-arcand-reclame-larmee
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（参考：４月１４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１４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） （１５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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 Dr. Jennifer Russell, Chief Medical Officer of Health  

A) If anyone needs immediate care, it is still safe to go to emergency department. Hospitals have taken 

precautions to keep people suspected of having COVID-19 away from the emergency room, for 

example, by establishing testing/assessment sites elsewhere. 

B) One (1) new confirmed case; total of 117 confirmed cases in NB 

C) Even if you have very mild symptoms, it is important to get tested. 

D) EMP (Extra-Mural Program, at-home care) is still being offered and has taken steps to decrease the 

risk of spreading the virus, for example by providing care remotely and screening patients and 

employees to check for the possibility of COVID-19 contamination. It is of the utmost importance 

that all be honest when answering EMP questions so that if there is a possibility that one is infected, 

EMP can take the appropriate steps and precautions.  

 NB Premier Blaine Higgs 

E) Legislative amendments: the House will sit on Friday at 9 a.m. for legislative amendments to provide 

protection for workers who must take a leave of absence/furlough due to COVID-19.  

F) Also, another amendment was supposed to be aimed at increasing the maximum amounts of fines 

given for social distancing non-compliance, but the decrease in cases numbers seems to indicate this 

may not be necessary (to be discussed tonight at the COVID-19 cabinet meeting). 

G) Statutes of limitation for courts and tribunals will also be expanded, statutory deadlines extended 

where required by 90 days after the State of Emergency is lifted.  

H) There are still challenges to establish emergency childcare facilities in some regions; new 

amendments to the Emergency Measures Act will enable the Department of Education and Early 

Childhood Development to draw on its resources such as school facilities to help open emergency 

childcare facilities. 

I) More details on the long-term care facilities workers federal program (temporary pay raises) are 

needed to know how many/if any New Brunswickers qualify and how the program will work. For 

example, the NB nursing home workers’ income exceeds the $2,500 per month eligibility cut-off line 

established by the Federal Government. NB Gov. is now reviewing the documents.  

J) Water levels have risen between Fredericton and Gagetown but if things go as forecasted, they will 

be going back down in the coming days. Avoid flood-watching. 

One new case of COVID-19; 77 people have recovered 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0206.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 

 

（２）（１５日）A look at the regular workday of the main NB Government officials in charge of dealing with the 

pandemic 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0206.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://www.youtube.com/user/gnbca/videos
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'The cause of our lifetime': Inside New Brunswick's COVID-19 war room 

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

1.5531463 

 

（３）（１５日）NB legislature to sit on Friday to amend the Emergency Measures Act potentially to increase fines 

for people who violate physical distancing rules, and to protect employees who are required to self-isolate or 

stay home to care for family members with COVID-19 

Heftier fines for not following COVID-19 orders expected on agenda when House sits Friday 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-coronavirus-new-brunswick-legislature-sitting-

1.5532243 

 

【４ ノバスコシア州】  

（１）（１５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。 

●先日駐車場で行われるイースター関連の宗教行事を例外的に許可したが，今後はドライブイン方式の宗教行事は

禁止とする。 

●目が見えない人がもし助けを必要としていたら，対人距離が確保できなくても助けてほしい。 

●感染のピークは今月末か５月初め，その後波が収まり現行措置を緩める検討を始められるのは６月以降になると見

ている。 

●（ハリファックスの高齢者施設 Northwood における感染拡大について）州内で本日報告された感染例の半数は同施

設のものであり，（臨時検査所を置いている）ダートマス東部地区とともに懸念事項となっている。同施設長とは緊密

に連絡をとり必要な措置をとっている。幸いなことに感染した入居者の大半は症状が軽い。 

●現行措置緩和については州保健局長の勧告に従うが，どの部門から再開許可するか等の議論は時期尚早である。

その時が来たら情報はいち早く伝える。 

 （州政府発表） Thirty-two New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200415002 

（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 

（関連報道） Nova Scotia reports 32 new COVID-19 cases on Wednesday, total is now 549 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-wednesday-april-15-2020-

1.5533052 

 

（２）（１５日）ハリファックス市による２つの発表：（１）固定資産税納税延期を含む救済措置。市財政を支えるため，支

払い能力のある人・企業は支払いを滞りなく続けることが重要。（２）臨時・季節労働契約を含む市職員約１，４８０人を

解雇。 

（同市発表）Response to COVID-19: Municipal service updates 

https://www.halifax.ca/home/news/response-covid-19-municipal-service-updates-6 

（関連報道） 

HRM's tax deadline pushed to June 1 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-pandemic-public-health-officials-coronavirus-1.5531463
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-pandemic-public-health-officials-coronavirus-1.5531463
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-coronavirus-new-brunswick-legislature-sitting-1.5532243
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-coronavirus-new-brunswick-legislature-sitting-1.5532243
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200415002
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://www.youtube.com/user/nsgov/videos
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-wednesday-april-15-2020-1.5533052
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-wednesday-april-15-2020-1.5533052
https://www.halifax.ca/home/news/response-covid-19-municipal-service-updates-6
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https://www.thecoast.ca/COVID19Needtoknow/archives/2020/04/14/hrms-tax-deadline-pushed-to-june-1 

HRM providing residents short-term financial relief 

https://www.thechronicleherald.ca/news/local/hrm-providing-residents-short-term-financial-relief-437487/ 

Halifax lays off more than 1,000 employees due to COVID-19 pandemic 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/halifax-municipal-layoffs-covid-19-1.5532856 

Halifax to lay off 1480 casual, seasonal employees after deferring tax collection until June  

https://globalnews.ca/news/6820236/halifax-coronavirus-update-april-15/ 

  

（３）（１４日）ハリファックス市の高齢者介護施設 Northwood で入居者の感染者数が前日のほぼ２倍となる３１人に。 

31 residents test positive for cornavirus at Northwood nursing home in Halifax 

https://globalnews.ca/news/6818152/31-residents-positive-cornavirus-northwood-nursing-home-halifax/ 

  

（４）（１４日）同日の記者会見で発表された予測についての州政府発表。州政府がとってきた公衆衛生上の措置には

効果があり，今後も遵守し続けることが重要であるとの趣旨。 

COVID-19 Projections Released, Show Value of Public Health Measures 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200414003 

 

【５ プリンスエドワードアイランド州】  

（１）（１５日）現地１６時，州政府保健当局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。 

●新規患者１名は，州外から帰った必要不可欠事業従事者（３０代男性）である。 

●昨日発表したモデリングはあくまでもシナリオであり，我々はまだ終わりには遠い。しかし，感染者数は低く抑えてお

り，現状順調に来ていると言える。 

●緊急事態・ガイドラインの緩和について，このまま続けばどこかのタイミングでそうなると予測される。施策の変更と

医療崩壊とのバランスを見なければいけない。今はその時ではないし，昨日発表された，WHO による再開のための

指針を参考にする予定だ。 

●（以下ダウリング看護長）Health PEI はサービスの提供を続けているが，緊急事態のため，安全に延期できるもの

については，保留にせざるを得ない。多くの医師も通常のサービスを提供できないことを残念に思っているだろう。緊

急事態後の再開については，専門のチームが議論をしている。 

●今週発表された、バーチャル・ケアについて，３０以上の医療機関が申し込みをしている。ビデオを通した診察で，

患者のセキュリティも確保される。 

●昨日，連邦政府の緊急備蓄から１０個，人口呼吸器を受け取った。これまで所有しているものと合わせ１９個になっ

た。他のベンダーからの予定もある。感染爆発の緊急時のための備蓄は増えつつあるが、州全体としては小さな医療

システムで成り立っていることを自覚し，引き続き在庫の確保に努める。 

●（今日の新規感染者のケースを受けて，テスト範囲を広げる可能性について，モリソン 

医療局長）テスト範囲を広げる問題は，タイミングが難しく，陰性と判断された場合でも，後に発症となる場合がある

（False Negative）。そういった理由からはっきり症状のある者が対象になる傾向にある。 

（政府ニュースリリース） Prince Edward Island confirms one additional COVID-19 case 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/prince-edward-island-confirms-one-additional-covid-19-case 

https://www.thecoast.ca/COVID19Needtoknow/archives/2020/04/14/hrms-tax-deadline-pushed-to-june-1
https://www.thechronicleherald.ca/news/local/hrm-providing-residents-short-term-financial-relief-437487/
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/halifax-municipal-layoffs-covid-19-1.5532856
https://globalnews.ca/news/6820236/halifax-coronavirus-update-april-15/
https://nwood.ns.ca/information-updates/
https://globalnews.ca/news/6818152/31-residents-positive-cornavirus-northwood-nursing-home-halifax/
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200414003
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/prince-edward-island-confirms-one-additional-covid-19-case
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1 new case of COVID-19 confirmed on P.E.I., bringing total to 26 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-briefing-april-15-1.5532933 

 

（２）（１５日）１５日付 COVID19 関連のニュース。 

COVID-19 on P.E.I.: What's happening Wednesday, April 15 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-wednesday-april-15-1.5532669 

 

（３）（１５日）先週政府はバーチャル治療のオンライン・プラットフォームを開始。Zoom for Health Care のライセンスを

購入した。現在８０程の医師たちから申し込みがあり，鼻炎や膀胱炎など比較的軽い感染症などに適応される。 

COVID-19 pandemic accelerates virtual health care on P.E.I. 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-virtual-health-care-1.5532796 

 

（４）（１４日）キティ・インが代表を務める PEI 大学の看護会は、最前線の医療関係者をサポートするため、ボランティ

アを募っている。現状１５名が PEI 大学の看護・医学部やメモリアル大学から参加。希望者は 

peistudentsforhcps@gmail.com から参加可能。 

Island health-care students volunteer for those on pandemic front lines 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid19-healthcare-students-volunteering-

healthcare-workers-1.5532363 

 

（５）（１４日）１４日に発表された州政府の大学生への支援プログラムの要旨。９５，０００加ドルが PEI 大学やホラン

ド・カレッジの学生組合を通して支給され，PEI 大学には７５，０００加ドルの研究基金が支給される。 

P.E.I. announces financial support and jobs for post-secondary students 

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

 

（６）（１４日）１４日発表のモデリングの要旨。 

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 

 

（７）（１４日）PEI 州は、コンフェデレーション・ブリッジやシャーロット空港での検問を強化している。現状、州への旅行

者は、必要不可欠事業従事者、救急医療受診者、救急で獣医を受診する者に限られる。 

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 

 

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】  

（１）（１５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，内３名が ICU 治療，１５９名が治癒。東部医療地区:２２９名，中部医療地区:８名，西部医療地

区:４名，ラブラドール・グレンフェル医療地区:６名。 

●カナダでは現在２万７千人の患者数で，死者は１０００人程であり，実にその半分は長期介護施設に関係している。

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-briefing-april-15-1.5532933
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-wednesday-april-15-1.5532669
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-virtual-health-care-1.5532796
mailto:peistudentsforhcps@gmail.com
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid19-healthcare-students-volunteering-healthcare-workers-1.5532363
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid19-healthcare-students-volunteering-healthcare-workers-1.5532363
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
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-essential-travel-covid-19-1.5531324
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これらの脆弱な人口を守るために，ガイドラインの遵守が必要。 

●危機に際し，高齢者がこれ以上ない程コミュニティの協力を必要としている。電話をかけたり, 食事を届けたり積極

的にサポートしてほしい。 

●明日のブリーフィングは，高齢者の生活の質向上についてアドバイスを聞くため，専門家に同席をお願いする。 

●（ハッジ大臣）ニューブランズウィック州がじきにカナダ全土に，テストに必要な試薬を届けることができること，当州

の PolyUnity が地元企業で初めてフェイスガードを医療現場に届けたことは喜ばしいニュースである。 

●（長期会議施設の対人距離確保の質問で、ハッジ大臣）新しい介護施設はシングル・ルームが基準になっている。

しかし多くの３０年程前にできた建物は，集団部屋が一般的であり，これらに対し地区医療局（RHA）の管理が必要で

ある。 

●（夏季に向けた娯楽施設の再開についての質問で、フィッツジェラルド州主任医療局長）現状再開の目途は立って

いない。 

3 new cases of COVID-19 in N.L. 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-april-15-1.5532867 

 

（２）（１５日）ハッジ大臣，１４日の新規患者０名に対し，ピークに到達したと考えるのはまだ早いと警鐘。NL 州は他州

に比べ，大凡２週，感染の波が遅れているので緊急事態のガイドラインが緩和されるには早熟とした。 

Too early to tell if N.L. is in a COVID-19 downswing, says health minister 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-restrictions-nl-1.5531950 

 

（３）（１５日）スタートアップ企業・PolyUnity のフェイスガードが地元企業で初めて手術に採用。今後週に４０００個量

産予定。当社は３D 印刷技術に特化している。 

N.L.'s response to PPE crunch is here: First locally made face shields used in surgery 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/ppe-taskforce-nl-polyunity-1.5532678 

 

（４）（１５日）州政府は、コロナ危機の最前線で働くことに同意した医師に通常診療の際に MCP（Medical Care Plan) 

に請求する金額の１００％を補償すると発表。コロナ危機中の通常診察の減少，最前線の医療不足の双方を補償す

るもの。申し込みフォームを作成中。 

N.L. arranges financial relief for doctors signing up to fight COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-doctors-pay-1.5531536 

 

（５）（１４日）NL 州４０代男性，ノバスコシアの North Sydney で自主隔離のコンプライアンス違反のため，当州へ引き

戻される。イースター休暇中，NL 州では１２０の遵守違反通告が寄せられた。 

Ferry passenger returned to N.L. by Cape Breton police 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/ferry-passenger-returned-nl-1.5531663 

 

（６）（１４日）テック企業がリモートワークで削減できたコスト１～３カ月分をチャリティに寄付する「Closed Heart Open 

Door プロジェクト」を開始。これまでに２００，０００加ドルを寄付。 

With fewer costs, tech companies pool money for COVID-19 response 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-april-15-1.5532867
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-restrictions-nl-1.5531950
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/ppe-taskforce-nl-polyunity-1.5532678
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-doctors-pay-1.5531536
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/ferry-passenger-returned-nl-1.5531663
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https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/tech-companies-pool-money-covid19-1.5531653 

 

（７）（１４日）１４日記者会見の要旨。 

No new cases 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 

 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/tech-companies-pool-money-covid19-1.5531653
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-april-14-1.5531336

