
1 

 

新型コロナウイルスの最新の動き（５月６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（５月６日（水）１５時現在，各州政府 HP・記者会見から引用） 

 陽性* 死亡 現状の感染者数** 検査済（陰性） 入院者数 

QC 34327 (+910) 2510 (+112) 23533 (+437) 220604 (+10658) 1840 (+19) 

（内 ICU患者：213 (-5)） 

(MTL) 17442 (+451) 1562 (+74) - - - 

NB 120 (+1) 0 (0) 2 (+1) 16246 (+490) *** 0 (0) 

（内 ICU患者：0 (0)） 

NS 998 (+7) 41 (0) 296 (-2) 31541 (+557) 5 (-1) 

（内 ICU患者：2 (0)） 

PEI 27 (0)  0  1 (-1) 3556 (+227)  0  

NL 259 (0)  3 (0) 12 (-3) 9296 (+157) *** 4 (0) 

（内 ICU患者：2 (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。 

**「現状の感染者数」は，「累計陽性者数」から「治癒者数」と「死亡者数」を差し引いた数（＝Active cases）。 

***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。 

 

１ 当館からのお知らせ等 

◎（５月６日）モントリオール・アカデミー会による COVID-19関連情報 

当会有志による COVID-19パンデミックにおける邦人支援プロジェクトの一環として、当会に所属している様々な分

野のエキスパートが、COVID-19に関する医療健康情報を日本語で随時発信しています。以下をご参考いただけれ

ば幸いです。 

URL: https://www.montreal-academy.com/covid-19 （モントリオール・アカデミー会幹事 佐藤宏明） 

 

（注）COVID-19に関する研究は日々更新しております。当サイトの記事については、できる限りの努力をしています

が、その正確性、最新性、適切性に関して第三者に担保されるものではありません。また、利用者の皆様が当サイト

の情報を用いて行う一切の行為について、記事の投稿者と所属施設、アカデミー会、及び在モントリオール総領事館

は、いかなる責任も負いません。 

 

◎（５月４日）当館管轄州が発表した規制緩和プランの概要を当館 HPに掲載しています。 

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

 

◎（４月２８日）ケベック州の経済活動や学校等の再開に係る特設ページがケベック州 HPに掲載されました。 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-

ralentissement-covid19/#c57355 

https://www.montreal-academy.com/covid-19
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/recovery_plans.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57355
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57355
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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 

 

◎各州政府および当地報道発表による感染データの数値をもとに，状況の推移を把握するためのグラフを作成しま

したので，ご参照ください（随時更新）。 

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

 

◎（４月２３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 

モントリオールでは相変わらず大規模なコロナウイルス感染が続いていますが，皆様如何お過ごしでしょうか。 

最近，ケベック州，大西洋州においてウィルスの感染状況に２分化が見られます。プリンスエドワードアイランドやニュ

ーブランズウィック，ニューファンドランド・ラブラドールでは感染拡大が見られず，状況が安定化しつつあるように見え

ます。その一方，ケベックやノバスコシアでは依然として多数の感染が発生しています。 

ケベックについては，２週間前に州政府が感染拡大の見通しを発表し，それによればケベックにおける感染は先週末

頃にピークになると予想されていましたが，残念ながら，本２３日でも依然として多数の感染者が確認されており，特

にモントリオールでは感染者が１万人を超える等，感染のピークに達しているとは思えません。モントリオールでは徹

底的な自主隔離策のために総領事館のある Place Ville Marie周辺ではあまり人もおらず，この周辺で大規模感染

が続いているとの実感は無いのですが，客観的には引き続き緊張した状況が続いています。 

総領事館としては，３月１０日以降，各州における政府発表や報道等を取りまとめて日報を送付させて頂いております

が，このようにいくつかの州で状況が安定化しつつあることを踏まえ，作業を縮小することとしました。具体的には，来

週以降，大規模感染が続いているケベックとノバスコシアに作業を集中し，それ以外の州につきましては，日報として

は作業をせず，何か大きな動きがあった時に随時情報を提供させて頂くこととします。なお，領事窓口サービスにつき

ましては，受付時間を短くしていますが，従来通り継続していきます。 

モントリオールを中心に引き続き感染が続くことが懸念されますが，ケベックの医療体制は十分対応できています。不

自由な日々が続きますが，感染を避けるために，皆様におかれましても，十分な予防策をこれまで同様継続して頂く

ようお願いします。 

 

◎（４月２０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/0420_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 

 

◎（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 

https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/graph.pdf
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0420_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
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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 ） 

 

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）（６日）昨５日に連邦政府が発表したアグロフード業界への支援は不十分だとして，農業・家畜従事者等から不満

の声が上がっている。 

Agroalimentaire: l’aide de 252 millions d’Ottawa est jugée insuffisante  

https://www.ledevoir.com/politique/canada/578367/agroalimentaire-l-aide-de-252-millions-d-ottawa-est-jugee-

insuffisante 

 

【２ ケベック州】 

（１）（６日）１３時，ギルボ州副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。 

●メンタルヘルスに関するアクションプランを策定し，３１００万加ドルを拠出する。 

●学校・保育所の再開に関して，５月１１日から保育施設は３０％程度のキャパシティから徐々に再開する。また，州

教育省は，小学校は１クラス１５名程度に収まることを目標としているが，当然それ以上の生徒が通学を再開すること

になるだろう。各校で解決策を見いだしてもらいたい。 

●教師や事務員の懸念も承知。州保健局は，重傷リスクのある年齢を７０歳としていることから，６０代の者は要請事

項を遵守した上で業務復帰をすることは認められる。また，保護者も子どもたちに要請事項を今一度よく説明の上，遵

守を促してもらいたい。 

●刑務所内の状況は，新型コロナウイルス蔓延当初から状況を注視し，必要な措置を講じてきた。今後，医療目的に

限り，３０日間以内の刑務に服する囚人に限定して，所外への移送を許可できるようにする。他方，重大犯罪（crime 

violent）を犯した者には厳に当該措置は適用されないことを明言する。 

●（マカン州保健大臣より，）新型コロナウイルスの蔓延を受けて，１５％の州民が隔離期間中に精神的苦痛を感じて

いる。精神疾患のピークは，感染拡大のピークの後に起こるものである。従って，本日，３１００万加ドルの拠出を発表

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://www.ledevoir.com/politique/canada/578367/agroalimentaire-l-aide-de-252-millions-d-ottawa-est-jugee-insuffisante
https://www.ledevoir.com/politique/canada/578367/agroalimentaire-l-aide-de-252-millions-d-ottawa-est-jugee-insuffisante
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したが，メンタルヘルスに係るサービス提供に加え，医療相談窓口（８１１）の人員拡充や専門医の雇用等にも使用さ

れる。 

●（モントリオール島内の小学校再開が再延期される可能性について問われ，アルダ医療局長より，）全てのシナリオ

を検討したが，本日，その件について何ら申し上げることはない。 

●（４月１７日に到来予定であったピークについて問われ，同局長より，）ケベック州では，３～４つの感染拡大が起こ

り，よっていくつかのピークが重複して到来した。他方，対人距離確保によって，今後も入院率は引き続き減少に向か

っていくだろう。問題なのは，モントリオール大都市圏である。 

●（同局長より，）１４０００件／日の検査数を目標としてきたが，現状，７０００件ほどしかできていない。検査数を増や

すためには，州民が十分に周知される必要がある。そのため，人々が検査を受けられるように，特定のコミュニティに

対して具体的なコミュニケーションプランを定めて取り組んでいる。 

112 nouveaux décès au Québec, un plan d'action pour la santé mentale  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/06/01-5272401-112-nouveaux-deces-au-quebec-un-plan-daction-

pour-la-sante-mentale.php 

 

（２）（６日）ランダムな取締りが続くオタワ〜ガティノー間の規制措置について，いかなる根拠を持って実施されている

のかケベック州政府から明確な説明はなされていない。 

Québec incapable de justifier ses contrôles policiers entre Ottawa et Gatineau 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700492/quebec-incapable-justifier-controles-policiers-entre-ottawa-et-

gatineau 

 

（３）（６日）３週間前まで感染者はいないと報告していたラバル市の L’Eden高齢者施設で３４名の死亡と１３６名の入

居者中８７名の感染を確認。現在，同施設は州保健当局の管理下に置かれている。 

Québec prend la résidence L’Éden sous son aile  

https://www.ledevoir.com/societe/sante/578379/quebec-prend-l-eden-sous-son-aile 

 

（４）（６日）ケベック市の Jeffery Hale病院で感染拡大。昨日来，４名の死者。Capital-National地区の死亡例（６５

名）の内半数を占める３７名が同病院で発生。 

COVID-19: le bilan s’alourdit à l’Hôpital Jeffery Hale (ville de Québec) 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/578388/covid-19-le-bilan-s-alourdit-a-l-hopital-jeffery-hale 

 

（５）（６日）過去数週間，モントリオール子供病院等で川崎病に似た症状の子供が確認されているが，全員が新型コロ

ナウイルスは陰性と判明。CHU Sainte-Justiceの医師は新型コロナウイルスの流行と川崎病の関係について調査を

開始することを決定。 

Maladie de Kawasaki - Hausse des cas infantiles d’une rare maladie inflammatoire grave  

https://www.ledevoir.com/societe/sante/578382/hausse-des-cas-infantiles-d-une-rare-maladie-inflammatoire-

grave 

 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/06/01-5272401-112-nouveaux-deces-au-quebec-un-plan-daction-pour-la-sante-mentale.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/06/01-5272401-112-nouveaux-deces-au-quebec-un-plan-daction-pour-la-sante-mentale.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700492/quebec-incapable-justifier-controles-policiers-entre-ottawa-et-gatineau
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700492/quebec-incapable-justifier-controles-policiers-entre-ottawa-et-gatineau
https://www.ledevoir.com/societe/sante/578379/quebec-prend-l-eden-sous-son-aile
https://www.ledevoir.com/societe/sante/578388/covid-19-le-bilan-s-alourdit-a-l-hopital-jeffery-hale
https://www.ledevoir.com/societe/sante/578382/hausse-des-cas-infantiles-d-une-rare-maladie-inflammatoire-grave
https://www.ledevoir.com/societe/sante/578382/hausse-des-cas-infantiles-d-une-rare-maladie-inflammatoire-grave
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（６）（６日）保育施設の保育士が感染リスクを理由に労働拒否をするケースが増えているとケベック州私営保育施設

連盟（AGPQ）が説明。保育士の中には当該感染症蔓延により業務過多となることを危惧する声もある。 

Des éducatrices en garderie désertent leur travail  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/05/01-5272318-des-educatrices-en-garderie-desertent-leur-

travail.php 

 

 

（参考：５月５日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/05/01-5272318-des-educatrices-en-garderie-desertent-leur-travail.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/05/01-5272318-des-educatrices-en-garderie-desertent-leur-travail.php
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（参考：５月５日１８時現在ケベック州地域別感染者数） 

 

【３ ノバスコシア州】 ※定例記者会見は火・水・金のみ開催される模様。 

（１）（５日）現地１５時，マクニール州首相による定例記者会見が行われたところ，同要旨は以下のとおり。 

●１１の認可長期介護施設の内，現在３つの施設で治癒していない感染者（active case）が確認されている。１つは

Northwoodの施設で１６０名の患者と５１名のスタッフ，残りの２つの施設に関しては１名のスタッフのみである。 

●（国のガイドラインの適用が遅かったのではないかという質問に対し，ストラング主任医療局長（以下同じ））長期介

護施設のマスク着用や PPEのトレーニングについて，４月初旬に発行された国のガイドラインとほぼ時期を同じくして

早く対応したという自負がある。PPEに関しては，在庫確保やトレーニングの問題も含むので，ガイドラインを適用して

完了という問題ではない。 

●（Northwoodの陰性患者家族が，陽性患者からの感染懸念を訴えていることについて，）陽性・陰性患者を別室に

隔離しても，症状のない陰性患者が後で陽性と判明し，隔離された先の病室で移してしまうことがある。隔離で安全が

保証されないところが非常に厄介だ。 

●（再開プランに関する質問で，）第１段階としてアウトドアの活動が再開されたが，その結果を把握するには２週間の

タイムラグがある。結果を踏まえて，１段階ずつ慎重に進まなければいけない。 

●（通常の医療行為の再開について，）長期入院を必要としない手術，家庭医や理学療法士の診察再開について議

論している。緊急を要するガン患者のケアについては，継続している。 

Size of long-term care homes may change post-COVID-19, says premier 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-may-6-1.5557707 

 

（２）（６日）州政府と Feed Nova Scotiaは，現状ボランティアの形で行われている foodbankの配達サービスを中央

化することを検討中。当該サービスは保健局の規制により，移動手段を無くした者や感染を恐れて外出しない者を対

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-may-6-1.5557707
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象としている。 

Province, Feed Nova Scotia ponder home delivery program 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/covid-19-food-banks-feed-nova-scotia-1.5556647 

  

（３）（５日）州政府と医師会（Doctors Nova Scotia）は，コロナ危機で大幅に収入が減った医師に２週間ごとの固定給

もしくは出来高制で８割の収入を保証することで合意。コロナ患者への治療に従事することが条件になる。 

Agreement reached on temporary support program for province’s doctors 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/covid-19-health-care-doctors-government-programs-1.5556278 

 

【４ ニューブランズウィック州，プリンスエドワードアイランド州，ニューファンドランド・ラブラドール州】 

ニューブランズウィック州 

（１）（６日）Provincial peace officers are stationed at each of the seven interprovincial land entry points in the 

province, 24 hours a day, seven days a week. The province also began stationing officers at the Moncton and 

Fredericton airports on April 25 when there's an incoming flight. 

Province attempts to put a finer point on rules, 'strengthen' border restrictions 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-border-restrictions-covid-19-1.5556764 

  

（２）（５日）NB pharmacists say there are still potential drug shortages on the horizon because of the global 

COVID-19 pandemic. That's why they're asking NBers to voluntarily limit themselves to a 30-day supply rather 

than the usual 90 days. 

Drug supply chain could still be interrupted because of COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-drug-supply-interruptions-1.5555800 

 

プリンスエドワードアイランド州 

（１）（５日）The COVID-19 Agriculture Labour Support Initiative (ALSI) allows individuals who are interested in 

working on a farm to register with WorkPEI to find a job. There is also an extra bursary incentive through the 

Farm Team Program for students who register. 

New initiative connects Islanders with agriculture employment opportunities 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/new-initiative-connects-islanders-agriculture-employment-

opportunities 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州（※新型コロナウイルス関連の記者会見は月・水・金） 

（１）（６日）The board regulating NL pharmacists is easing up on a 30-day cap on prescriptions, after a 

nationwide effort has brought inventories back to pre-pandemic levels. "Pharmacists will manage their 

inventory and manage the amount of medication dispensed to their patients so that their patients have access 

to their medications." 

30-day cap on prescriptions eases as pharmacy inventories return to normal 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-pharmacy-board-easing-recommendation-

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/covid-19-food-banks-feed-nova-scotia-1.5556647
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/covid-19-health-care-doctors-government-programs-1.5556278
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-border-restrictions-covid-19-1.5556764
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-drug-supply-interruptions-1.5555800
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/new-initiative-connects-islanders-agriculture-employment-opportunities
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/new-initiative-connects-islanders-agriculture-employment-opportunities
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-pharmacy-board-easing-recommendation-1.5554915
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1.5554915 

 

（２）（５日）The Newfoundland and Labrador government gave sweeping new powers to the police to enforce 

public health orders under the COVID-19 pandemic. Fifteen MHAs sat in the House of Assembly Tuesday to 

amend the Public Health Protection and Promotion Act, authorizing officers to stop vehicles, enter any 

premises, and detain people and take them to the border if they are not complying with public health 

measures. 

Police in N.L. now have sweeping powers to enforce pandemic public health orders 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/house-of-assembly-reopening-may-5-1.5555541 

 

（３）（５日）After a COVID-19 patient’s condition improved and they tested negative, twice, they were then 

moved to another general medicine unit in the hospital with other patients. There the patient's condition 

deteriorated and they tested positive for the virus again. Up to 100 Health Sciences Centre workers now self-

isolating after possible exposure to virus because of this patient. 

Nurses angry over possible exposure to COVID-19 after warning Eastern Health of risk 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/hospital-staff-eastern-health-covid-exposure-

1.5556319 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-pharmacy-board-easing-recommendation-1.5554915
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/house-of-assembly-reopening-may-5-1.5555541
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/hospital-staff-eastern-health-covid-exposure-1.5556319
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/hospital-staff-eastern-health-covid-exposure-1.5556319

