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新型コロナウイルスの最新の動き（４月１９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１９日（日）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 18357 (+836) 877 (+72) 2905 (-59) 145191 (+3942) 1102 (-28) 

（内 ICU 患者：183 (-75)） 

(MTL) 8457 (+405) - - - - 

NB 118 (0) 0 (0) - 10194 (+411) 5 (0) 

（内 ICU 患者：3 (0)） 

NS 675 (+26) 9 (+2) - 21120 (+808) 11 (0) 

（内 ICU 患者：4 (-1)） 

PEI 26 (18 日現在) 0 (18 日) 70 (18 日) 2172 (18 日) 0 (１8 日) 

NL 257 (0) 3 (0) - 5887 ** 6 (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。 

**CBS News 報道。 

***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 

 

◎（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。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0414_Modeling.pdf 

 

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/0414_Modeling.pdf
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◎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 

 

◎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

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。 

 

◎（３月２６日）自宅待機中の健康上の心がけ ～ 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 

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


3 

 

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/ ）。 

 

２ 新型コロナウイルスに係る当館管轄州の報道ぶり 

※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）（１９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。 

●ケベック州からの追加要請に応え，新たにケベック州の２つの地域 (Nutashkuan, Ekwanshit) にカナダ軍を派遣

する。 

●カナダ政府は，今次危機の間に外国勢力によって行われるカナダ企業対するいかなる取得・乗っ取りの試みにつ

いても事例を監視・注視している。 

●（改めて新型コロナウイルスの起源に関する国際調査への対応について問われ，）今次危機を乗り越えた後に，起

源とその拡散について十分理解し検証する必要はあるが，現時点の優先課題は，カナダ人の安全を確保することで

ある。 

●（他国の事例を引用しつつ改めて経済再開の可能性について問われ，）経済活動の再開については，各州で検討・

決定が行われ，連邦政府はそれを調整していくこととなる。また連邦政府は，第２波が起こらないよう追跡調査につい

ても各州を支援することとなる。もちろんカナダ連邦政府，各州は他国の事例がどのように推移していくか注視してい

るが，今日明日にも経済活動を再開していくことについては，引き続き反対である。 

 

【２ ケベック州】 ※４月１９日は，ケベック州政府による定例記者会見は行われませんでした。 

（１）（１８日）モントリオール大都市圏において，３月２７日に発出された緊急事態宣言を４月２２日まで延長。これによ

り，市当局に対して新型コロナウイルスへの対処について例外的な権限が付与された状況が継続されることになる。 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695259/montreal-etat-urgence-prolonge-22-avril 

 

（２）中等教育課程において，２０２０年冬学期は，セジェップ（CEGEP）に向けた評価（cote R）を算出せず。この点に

ついて，近くロベルジュ教育・高等教育大臣が発表・説明を行う予定。 

La cote R sera suspendue pour la session d'hiver dans les cégeps 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695238/coronavirus-cegeps-cote-r-rendement-notes-session-hiver-2020-

covid19 

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://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695259/montreal-etat-urgence-prolonge-22-avril
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695238/coronavirus-cegeps-cote-r-rendement-notes-session-hiver-2020-covid19
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695238/coronavirus-cegeps-cote-r-rendement-notes-session-hiver-2020-covid19
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（参考：４月１８日１７時１５分現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

 

（参考：４月１８日１８時現在ケベック州地域別感染者数） 
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【３ ニューブランズウィック州】 ※４月１９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。 

（１９日）新たな感染はなし。感染者１１８人中９２人が治癒。州政府は「ポスト新型コロナ」について慎重に検討開始。 

（州政府発表） 

No new cases of COVID-19; 92 people have recovered 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0215.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 

（関連報道） 

Government begins thinking about recovery as no new cases detected 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-covid-19-numbers-1.5537746 

 

【４ ノバスコシア州】 

（１）（１９日）現地１５時，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。 

（冒頭，本日は記者会見を予定していなかったが，Northwood で多数死者が出ている状況について説明するために急

遽実施したと説明。） 

●今週末合わせて５人が亡くなった Northwood について，近隣のホテルを回復ユニットとして使用する。ウイルス感染

から回復した入居者を必要な設備を整えた同ホテルへ移送を始めた。感染患者は引き続き同施設で必要な処置を受

けるが，保健局から専門チームを派遣してこの処置を支援する。 

●認可長期介護施設の感染者数は８施設で入居者９３人と職員５４人。大半がハリファックスの長期介護施設

Northwood（１８日時点で入居者８０人，職員３５人が感染）。 

  （州政府発表） 

Nova Scotia Reports Two More Deaths, Twenty-Six New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200419001 

（州政府新型コロナウイルス関連サイト。感染リスクのあった場所と日時等，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） 

Premier rolls out emergency plan to deal with COVID-19 at Northwood 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-sunday-april-19-1.5537729 

 

（２）（１９日）州政府が，多くの職員が自主隔離する事態となっているハリファックスの長期介護施設 Northwood の人

員不足を補うため，州内の組合に協力を呼びかけ。１８日に死亡が発表された３人全員が同施設の入居者であった。 

Union asked to find more workers to help at Northwood 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/union-asked-to-find-more-workers-to-help-at-northwood-

1.5537429 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0215.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-covid-19-numbers-1.5537746
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200419001
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://www.youtube.com/user/nsgov/videos
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-sunday-april-19-1.5537729
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/union-asked-to-find-more-workers-to-help-at-northwood-1.5537429
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/union-asked-to-find-more-workers-to-help-at-northwood-1.5537429
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【５ プリンスエドワードアイランド州】 ※４月１９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。 

（１）（１９日）ＰＥＩ州政府発表 感染モデリングパワーポイントのリンク 

https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/covid-19_modelmethods_pei_final.pdf 

  

（２）（１９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 19 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-sunday-april-19-1.5537610 

  

（３）（１９日）Foreign Agricultural Resource Management Services President explains how temporary foreign 

workers are still a good investment for PEI during COVID-19 pandemic. 

Using Canadian workers on farms not feasible, says farm group 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-temporary-foreign-workers-farm-forth-1.5535821 

 

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】 ※４月１９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。 

（１）（１９日）これまでの感染者：東部医療地区:２３９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 

 Public Advisory: No New Case of COVID-19 in Newfoundland and Labrador 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/health/0419n01/ 

 No new cases of COVID-19 in N.L. 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-19-april-19-1.5537643 

 Pandemic Update 

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

 

（２）（１８日）NL 州の弁護士会が，新規５名の弁護士登録を，最高裁ではなく ZOOM で実施。 

Law Society of NL hosts first ever virtual call to the bar 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-law-society-zooms-in-call-to-the-bar-1.5537341 

   

（３）（１９日）東部医療地区の救急隊員（９１１）が，コロナ危機中の遅延・特別対応に理解を求める。救急隊員は患者

からの感染有無についての聞き取りや PPE 装備が必要なため通常よりも到着が遅れる傾向にあると説明。 

Paramedics sitting up with extra gear to protect themselves and patients on 911 calls 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/paramedics-extra-gear-1.5534329 

 

（４）（１９日）WHO（世界保健機関）の治験プログラム，Solidarity trial のカナダ代表（セント・ジョンズ市出身）へのイン

タビュー記事。ワクチン開発の可能性や事態が収束する時期などについて見解を述べる。 

Meet the Newfoundlander leading Canada’s COVID-19 clinical trials 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/q-and-a-meet-the-newfoundlander-leading-covid-

clinical-trials-1.5534094 

（了） 

https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/covid-19_modelmethods_pei_final.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-sunday-april-19-1.5537610
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-temporary-foreign-workers-farm-forth-1.5535821
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/health/0419n01/
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-19-april-19-1.5537643
https://covid-19-newfoundland-and-labrador-gnl.hub.arcgis.com/
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-law-society-zooms-in-call-to-the-bar-1.5537341
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/paramedics-extra-gear-1.5534329
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/q-and-a-meet-the-newfoundlander-leading-covid-clinical-trials-1.5534094
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/q-and-a-meet-the-newfoundlander-leading-covid-clinical-trials-1.5534094

