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会議資料（第 1 回） 

令和 2 年 1 月 30 日 16 時 30 分 

三原市感染症対策連絡会議 

 

1 新型コロナウイルス感染症に関する情報及び対応について 

（1）感染情報 

①令和２年１月 14 日現在の状況 

（厚生労働省：中華人民共和国湖北省武漢市における原因不明肺炎の発生について（第４報）） 

中国 武漢 暫定的に診断されている患者 41 人 

新型コロナウイルスが原因で死亡 １人 

タイ 感染者数 １人 

 

②令和２年１月 16 日現在の状況 

（厚生労働省：新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について（1 例目）） 

中国 武漢 感染者数 41 人 

新型コロナウイルスが原因で死亡 １人 

タイ 感染者数 １人 

日本 感染者数 １人 

 

 ③令和２年１月 20 日現在の状況 

（厚生労働省：中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎について 

（第５報）） 

中国 武漢 感染者数 198 人 

新型コロナウイルスが原因で死亡 ３人 

中国 武漢以外 感染者数 ３人 

中国以外 ２箇国 

（タイ，韓国） 
感染者数 ３人 

日本 感染者数 １人 
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 ④令和２年１月 22 日現在の状況 

（厚生労働省：中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎について 

（令和 2 年 1 月 22 日版）） 

中国  感染者数 440 人 

新型コロナウイルスが原因で死亡 ９人 

中国以外 ４箇国 

（タイ，韓国，アメリカ，台湾） 
感染者数 ５人 

日本 感染者数 １人 

 

⑤令和２年１月 24 日現在の状況 

（厚生労働省：中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎について 

（令和 2 年 1 月 24 日版） 

中国  感染者数 830 人 

新型コロナウイルスが原因で死亡 25 人 

中国以外 ６箇国 

（タイ，韓国，アメリカ， 

台湾，ベトナム，シンガポール） 

感染者数 11 人 

日本 感染者数 ２人 
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⑥令和２年１月 27 日現在の状況 

（厚生労働省：中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎について 

（令和 2 年 1 月 27 日版）） 

中国  感染者数 2,744 人 

新型コロナウイルスが原因で死亡 80 人 

中国以外 11 箇国 

（タイ，韓国，アメリカ，台湾，

ベトナム，シンガポール， 

フランス，オーストラリア， 

マレーシア，ネパール，カナダ） 

感染者数 40 人 

日本 感染者数 ３人 

 

⑦令和２年１月 28 日現在の状況 

（厚生労働省：中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎について 

（令和 2 年 1 月 28 日版）） 

中国  感染者数 4,515 人 

新型コロナウイルスが原因で死亡 106 人 

中国以外 14 箇国 

（タイ，韓国，アメリカ，台湾，

ベトナム，シンガポール， 

フランス，オーストラリア， 

マレーシア，ネパール，カナダ，

カンボジア，スリランカ，ドイツ） 

感染者数 46 人 

日本 感染者数 ７人 
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⑧令和２年１月 29 日現在の状況 

（厚生労働省：中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎について 

（令和 2 年 1 月 29 日版），厚生労働省：新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生につい

て（8 例目）） 

中国  感染者数 5,934 人 

新型コロナウイルスが原因で死亡 132 人 

中国以外 11 箇国 

（タイ，韓国，アメリカ，台湾，

ベトナム，シンガポール， 

フランス，オーストラリア， 

マレーシア，ネパール，カナダ，

カンボジア，スリランカ，ドイツ） 

感染者数 66 人 

日本 感染者数 ８人 

 

⑨令和２年１月 30 日現在の状況（12 時現在） 

（新型コロナウイルスに関連した患者（９例目）及び無症状病原体保有者（＊）の発生について）

※メディアによる情報 

中国  感染者数 7,711 人 

新型コロナウイルスが原因で死亡 170 人 

中国以外 17 箇国 

 
感染者数 100 人未満 

日本 感染者数 ９人 

無症状病原体保有者(＊) ２人 

（＊）無症状病原体保有者とは，症状はないが、新型コロナウイルスが検出されたもの 
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（2）世界の動き 

 WHO（世界保健機関）の対応 

○R2.1.9 中国でインフルエンザに似た症状が相次いで発生していることを公表。 

○R2.1.14 武漢市集団発生があった非定型肺炎について，患者の検体から新型コロナウイルスが

検出されたと認定。 

○R2.1.21 人から人への感染の確認を報告 

○R2.1.22 緊急委員会招集 

○R2.1.23 緊急事態宣言を見送り「国際的な公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）と判断には時期早

尚」と判断。 

○R2.1.30 緊急委員会再招集決定「国際的な公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）」について再検討予

定。 

 

（3）日本政府（厚生労働省）の対応 

○R2.1.6 自治体，医師会，検疫所に対し，武漢市における非定型肺炎の集団発生に係る注意喚

起を実施。 

○R2.1.17 自治体，医師会，検疫所，航空会社に対し，新型コロナウイルスに関連した肺炎患者

の発生に係る注意喚起を実施。 

○R2.1.22 航空会社等に対し，新型コロナウイルスに関連した感染症について，協力を依頼。 

○R2.1.23 自治体に対し，新型コロナウイルスに関する検査対応について，協力を依頼。 

○R2.1.23 自治体に対し，新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る協力を依頼。 

○R2.1.23 検疫所に対し，新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に係る検疫対応について

依頼。 

○R2.1.23 航空会社等に対し，新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に係る協力を依頼。 

○R2.1.24 出入国在留管理庁に対し，新型コロナウイルスに関連した感染症の周知等の徹底につ

いて協力を依頼。 

○R2.1.28 新型コロナウイルス感染症を指定感染症及び検疫感染症と定める政令を閣議決定。 

○R2.1.30 新型コロナウイルス感染症対策本部を設置。 

○R2.1.30 新型コロナウイルス感染症を「人から人」感染と認定。 
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（4）広島県の対応 

ア 今までの対応 

 R2.1.22（水）局内連絡会議 

 R2.1.23（木）広島県感染症対策連絡会議 

 R2.1.28（火）＜感染症法上の指定感染症とする旨閣議決定＞ 

        ・局内連絡会議 

        ・保健所等担当者会議（相談窓口，疫学調査等について） 

        ・第 2 種指定医療機関及び感染症医療支援チーム会議（防疫体制の確認，一般

診療所の対応方針の徹底） 

・政令交付（指定感染症（２類感染症相当））（施行 2/7） 

 

イ 体制について 

 R2.1.29（水）国の指定感染症の指定及び日本人初発患者（国内でヒト―ヒト感染）が発生した

ことから，広島県特別警戒本部（本部長：知事）を設置 

 

ウ 指定感染症（2 類相当）指定を受けての対応 

医療体制＊ 第 2 種感染症指定医療機関が対応，状況に応じて入院 

症例定義に合致しない人は一般診療所が対応（県医師会に徹底を依頼） 

受診方法 当該感染症にり患している疑いのある人は，保健所に連絡したうえで，

指示された医療機関を受診 

相談窓口 １月 29 日から設置 

 

エ 今後の対応 

 ＊状況の変化に対応するため，情報収集・提供・関係者協議の徹底 

 ○感染防止対策⇒サーベイランス，積極的疫学調査 

 ○県民への情報提供⇒相談窓口の設置（24 時間対応），広報活動 

 ○関係機関への情報の提供 

 ○医療資材の確保（マスク，防護服等） 

 ○本部員会議等の開催 

 

 ＊指定感染症 

既知の感染症で，感染症法の類型（１～５類）に分類されていない感染症において，  

１～３類に準じた対応の必要が生じた感染症を政令で指定するもの。  

 

＊指定感染症等にかかる医療体制 

 ・感染症指定医療機関：4 機関（福山市民病院，東広島医療センター，広島市立舟入市民病院，庄原赤十字病院）  

・感染症協力医療機関：17 機関（三原赤十字病院，尾道市立市民病院，他の圏域において 15 機関） 
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（５）三原市のこれまでの対応 

 ①情報収集・連携強化 

  県 広島県感染症対策連絡会議（1/23 開催） 

  国 厚生労働省の電話相談窓口（1/28 設置） 

    新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施行通知（1/28） 

 ②市民への感染予防啓発 

  ・市ホームページを通じた注意喚起 

 1/24 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について  

    ・咳エチケットや手洗い等，通常の感染対策 

    ・相談窓口の周知：広島県東部保健所  

 1/29 新型コロナウイルスに関連した肺炎について 

    ・県の相談窓口の周知：広島県東部保健所（平日・休日（土日祝）（夜間）  

    ・症状を有し，かつ渡航歴等条件を満たす方については，保健所へ連絡し指示を受ける

よう注意喚起         

    ・厚生労働省の電話相談窓口（9 時から 21 時） 

    ・咳エチケットや手洗い等，通常の感染対策 

 ③市民からの相談状況（1/30 現在） 

  相談件数３件 

 件数 概要 対応 

1/24 １ 中国に在住（武漢市の隣市）する家族の帰国希望 東部保健所へつなぐ 

1/29 ２ 中国から帰国する場合に必要な検査 東部保健所へつなぐ 

瀬戸田町在住の家族が咳症状あり，受診先の問合せ 

渡航歴はないが観光客が多いため，不安あり 

市内の感染症協力医療機関

（三原赤十字病院）を紹介 

 

 ④三原市感染症対策連絡会議の設置（1/30 第 1 回会議開催） 

   国の指定感染症の指定（1/28），国内での人から人に感染した初の患者が発生（1/28）したこと

から，広島県が特別警戒本部（本部長：知事）を設置（1/29）したことを受け，本市連絡会議を

設置。 

 

   三原市感染症対策連絡会議（構成員 19 名） 

   会長 山口副市長（担当副市長）  

   委員 大西副市長，教育長，危機管理監 ほか部長級職員 

 

 ⑤三原市市議会議員及びプレスへの対応 

  1/30 議員全員協議会において状況報告  

     報道機関への情報提供 

 ⑥その他 

  広島空港検疫所における帰国者・入国者に対する検疫の徹底  

  （サーモグラフィーによる発熱の確認，「健康カード」の配布による自己申告の呼びかけ）  

  広島空港国際線 8 路線（ソウル・大連・北京・上海・台北・香港・シンガポール・バンコク）  
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（６）三原市の今後の対応 

 ①情報収集 

  国 新型コロナウイルス感染症対策本部の設置（1/30） 

 

 ②広島県・東部保健所との連携強化 

  指定感染症（2 類相当）指定を受けての対応 県第３報（参考資料５）抜粋  

症例定義 【症状】発熱（37.5 度以上）かつ呼吸器症状を有している 

【条件】発症から遡って 2 週間以内に 

    ①中国武漢市への渡航歴がある または 

    ②「中国武漢市への渡航歴があり，発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴がある。 

医療体制 第 2 種感染症指定医療機関が対応，状況に応じて入院 

（広島市立舟入市民病院・福山市民病院・東広島医療センター・庄原赤十字病院）  

症例定義に合致されない方は，一般診療所が対応（県医師会に徹底を依頼）  

受診方法 当該感染症にり患している疑いのある方は，保健所に連絡したうえで，県が指示す

る医療機関を受診 

相談窓口 県民向け相談窓口の設置 

 広島県東部保健所 電話 0848-25-2011 夜間対応 080-1635-8801 

 

 ③相談窓口の周知 

   広島県東部保健所（0848-25-2011）が最寄りの窓口となること及び広島県が設置する夜間 

対応の連絡先（080-1635-8801）があることを周知。（ホームページ等に掲載）  

   三原市では，問い合わせに保健福祉課（0848-67-6053）が対応。 

 

 ④市民啓発 

市ホームページやＦＭみはら，三原テレビ，公共施設への文書掲示及び学校等関係機関への  

周知等で行う。 

   ※FM みはら 安心安全一口メモ 2/3 から 2/7 発信 

   ※三原テレビ 調整中 

 

 ⑤マスク・消毒薬の配布・貸出 

   市主催のイベント等での感染防止を行うために，ペーパーマスクの配布及びアルコール手指消

毒液，咳エチケット・手洗いについての掲示物を貸し出す。    

 


