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※令和２年２月６日９時時点

新型コロナウイルスに関連した感染症の発生状況等について

中 国 香港 マカオ
日 本

韓国 台湾
シンガ
ポール

ネパール タイ（国内事
例）

（上陸前
事例）

患者数 ２８０１８ 21 １０ ２１ ６１ １９ １１ ２８ １ ２５

死亡者数 ５６３ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ベトナム
マレーシ
ア

オースト
ラリア

米国 カナダ フランス ドイツ
カンボジ
ア

スリランカ ＵＡＥ

患者数 １０ １２ １４ １２ ５ ６ １２ １ １ ５

死亡者数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

フィン
ランド

フィリピン インド イタリア 英国 ロシア
スウェー
デン

スペイン ベルギー 合計

患者数 １ ３ ３ ２ ２ ２ １ １ １ ２８２４８

死亡者数 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ５６５

 我が国で、１月15日に１例目、１月24日に２例目、１月25日に３例目、１月26日に４例目、1月28日に５－７例目、１月29日に８例目、
１月30日に９－12例目、１月30日に13例目、２月１日に14例目－16例目、２月４日に17-19例目、２月５日に20ｰ21例目が確認された
ところ。

 日本での感染者４例（６、８、13、21例目）については、武漢市への滞在歴は確認されていない。６例目は、武漢市からのツアー客を乗
せたバスの運転手であり、８例目は当該バスのガイドとして業務に従事。13例目の方も６例目の方の運転するバスにガイドとして乗車。
21例目については、勤務先で中国からの観光客（1日300人程度）を接客しており、本人は、湖北省から来日したと思われる観光客も含
まれていたと話している。

 上記の患者のほか、無症状病原体保有者（症状はないが、検査が陽性となった者）が、日本で５例確認された。
（その内、１例が症状を呈し16例目になった）
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Current Situation
(As of 6 Feb, 6AM Geneva Time)

Updates from last 24 hours

• China: 

• 3,697 new confirmed cases (81%, 2,987 cases 

from Hubei)

• 640 severe cases and 73 deaths (70 in Hubei) 

• 5,328 new suspected cases

• Outside China:

• 25 new confirmed cases: Japan (12), Republic of 

Korea (5), Singapore (4), Malaysia (2), Australia (1), 

USA (1)

Between 31 December 2019 – 6 February 2020

In total, 28,276 confirmed cases including 565 deaths globally

• China

• 28,060 confirmed cases

• 3,859 severe cases

• 564 deaths (97% in Hubei Province) 

• Outside China

• 216 cases from 24 countries

• 1 death
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Number of reported confirmed cases in China by day of report
Summary (6 February 6AM)
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省/地域/都市

湖北省

浙江省

広東省

河南省

湖南省

安徽省

江西省

重慶市

江蘇省

四川省

山東省

北京市

上海市

福建省

黒竜江省

陝西省

広西チワン族自治区

河北省

雲南省

海南省

遼寧省

山西省

天津市

甘粛省

貴州省

吉林省

内モンゴル自治区

寧夏回族自治区

新疆ウイグル自治区

香港特別行政区

青海省

台北市

マカオ特別行政区

チベット自治区

合計

確定症例

WHO Novel Coronavirus(2019-nCOV) Situation Report -16 (2020/2/5) より抜粋

中国の省、地域、都市ごとの新型コロナウイルス感染症（2019-nCOV）確定症例数

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200205-sitrep-16-
ncov.pdf?sfvrsn=23af287f_4
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中国死亡症例数等（省別）2020/2/4現在

出典：ＷＨＯ執行理事会資料2020年2月
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年代 性別 湖北省滞在歴 確定日
入院
状況

現在の状態 濃厚接触者

A-1

（国内１例目、神奈川）
３０代 男性 あり １月１５日 退 院 全 快 ３８名特定（健康観察終了）

A-2
(国内2例目、東京)

４０代 男性 あり １月２４日 入院中
軽 快

（肺炎像あり）
３２名特定（健康観察終了）

A-3
(国内3例目、東京)

３０代 女性 あり １月２５日 入院中
軽 快

（肺炎像あり）
７名特定（健康観察中）

A-4
(国内4例目、愛知)

４０代 男性 あり １月２６日 入院中 軽 快 ２名特定（健康観察中）

A-5
(国内5例目、愛知)

４０代 男性 あり １月２８日 退 院 全 快 ３名特定（健康観察中）

A-6
(国内6例目、奈良)

６０代 男性 なし １月２８日 入院中 軽 快
２２名特定（健康観察中）

※うち２名は８例目、13例目

A-7
(国内7例目、北海道)

４０代 女性 あり １月２８日 入院中 軽 快 ２名特定（健康観察中）

A-8
(国内8例目、大阪)

４０代 女性 なし １月２９日 退 院 全 快 ２名特定（健康観察中）

２

新型コロナウイルスに関連した感染症に係る患者等の現状について
※令和２年２月６日1８時現在

A-9
（国内10例目、三重） ５０代 男性 あり １月３０日 入院中

症状安定
（肺炎像あり）

３名特定（健康観察中）
うち２名は咳症状があり検査したが結果（－）

A-10 
（国内11例目、東京） ３０代 女性 あり １月３０日 入院中 症状安定 ４名特定（健康観察中）

A-11
（国内12例目、京都） ２０代 女性 あり １月３０日 入院中 症状安定 な し

A-12
（国内13例目、千葉） ２０代 女性 なし １月３１日 入院中 症状安定 １名特定（健康観察中）

A-13
（国内17例目、千葉） ３０代 女性 あり ２月４日 入院中 症状安定

４名特定（健康観察中）
※うち１名は20例目

A-14
（国内19例目、東京） ５０代 男性 あり ２月４日 退 院 全 快 調査中

A-15
（国内2０例目、千葉） ４０代 男性 あり ２月５日 入院中 症状安定 ２名特定（健康観察中）

A-16
（国内21例目、京都） ２０代 男性 なし ２月４日 入院中 症状安定 ３名特定（健康観察中）

＜国内事例（チャーター便を除く）＞
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新型コロナウイルスに関連した感染症に係る患者等の現状について

年代 性別 湖北省滞在歴 確定日 入院状況 現在の状態 濃厚接触者

B-1
（国内９例目）

５０代 男性 あり １月３０日 入院中 治療中 なし

B-2
（国内14例目）

４０代 男性 あり ２月１日 入院中 症状安定 調査中

B-3
（国内15例目）

４０代 男性 あり ２月１日 入院中 軽快 ２名特定（健康観察中）

B-4
（国内16例目）

４０代 男性 あり ２月１日 入院中 軽快 11名特定（健康観察中）

B-5
（国内18例目）

５０代 女性 あり ２月４日 入院中 治療中 調査中

B-6
（国内22例目）

５０代 男性 あり １月３１日 入院中 軽快 なし

※令和２年２月６日1８時現在

年齢 性別 湖北省滞在歴 確定日 入院状況 現在の状態 濃厚接触者

１例目 ４０代 男性 あり １月３０日 入院中
２月1日発熱、咽頭痛

で発症
→B-4

調査中

２例目 ５０代 女性 あり １月３０日 入院中 症状なし ９名特定（健康観察中）

３例目 ３０代 男性 あり １月３１日 入院中 症状なし 調査中

４例目 ５０代 男性 あり １月３１日 入院中
症状なし→入院後発

熱
→B-6

なし

５例目 ３０代 男性 あり ２月1日 入院中 症状なし なし

＜チャーター便帰国者（無症状病原体保有者）＞ ※症状はないが、検査が陽性となった者

※1例目は、2月1日に発熱等の症状が認められたため、B-4（国内16例目）として記載。
4例目は、1月30日に発熱等の症状が認められたため、B-6（国内22例目）として記載。

＜チャーター便帰国者（有症状者）＞
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相談を受けた件数 回線数 従事した人数(*) 備考
１月28日(火) 99件 ３ 6人 18時開設
１月29日(水) 250件 ３ 15人
１月30日(木) 306件 ３ 15人

１月31日(金) 512件
３(9時-)→４(15時-)
→12(18時-)

28人 工事・順次増設

２月１日(土) 840件 12 38人
２月２日(日) 716件 12(9時-)→22(12時-) 38人 工事・順次増設
２月３日(月) 1,129件(**) 22(9時-)→72(14時-) 174人 工事・順次増設
２月４日(火) 982件(**) 72 230人
２月５日(水) 929件 72 224人
２月６日(木) 829件 72

＜主な相談内容（例）＞
• 現在の症状に対する不安
• 予防法、消毒、対処法等医療に関する一般的事項

– 「疑似症」の定義や「疑似症定点」とは何か教えて欲しい。

• 政府の対策についてのご意見
– クルーザーの乗客に対する検疫をしっかりやって欲しい
– これまでの検査数、発症者数などの全体像を公表して欲しい
– チャーター便第４便はどうなっているのか
– 検査をうけたり、入院する事となった場合の費用負担について

• 渡航に関する相談
• その他

– 日用品や持参薬が不足してる（クルーザー内の方またその家族から）
– 自社製品の宣伝（企業から）

新型コロナウイルスに係る厚生労働省電話相談窓口
（コールセンター）の対応状況等について

(*)  直接の電話対応（交代制）と、情報を整理する職員の両方を含んだ数
(**) 個票入力の際に、計上されていない個票が見つかったため修正（2/5に発覚、再点検を実施、再発防止策対応済）
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帰国者等数

（５６６名）

入院

（１２名）

PCR+

（９名）

PCR-

（３名）

宿泊施設等

（５５４名）

帰国者等の現在の滞在場所（２月６日18:00現在）

※全員フォローアップ中

有症状者５名
無症状者４名
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