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札幌市の感染状況・医療提供体制の週間分析
概況

(2021年3月17日分)

Weekly 

Analysis

※2021年3月8日～3月14日の１週間のデータを用いた分析



概

況

感染状況

の分析

■新規陽性者数は先週と比較すると横ばいで実効再生産数も1を越えてませんので、倍々

の増加傾向ではありません。しかし、第3波の初期も同じ経過となっていました。

■英国変異株とそれによるクラスタが確認され、その広がりを認めています。現在の所、

北区・西区・南区で特に注意が必要です。風邪症状での積極的な検査をよろしくお願いい

たします。この傾向から市は積極的な変異株検査体制を組んでいます。

■65歳以上が20%、75歳以上が14%と割合としてはほぼ横ばいです。65歳以上割合は10%以

下を目標にできると医療負荷も少なくなります。

■北区、南区での増加が目立ちます。高齢者の食品関連会社イベント参加クラスタの影響

と思われますの影響と考えます。清田区(6)、手稲区(8)では週間発生件数を一桁で押さえて

います。

検査・医

療提供体

制の分析

■3/17 20時現在の札幌市（在住）における入院重症者数は4名、中等症者は37名、軽症者

77名です。自宅療養数は30名、宿泊療養は89名（市外34)となっています。

■感染経路別では個人活動の割合が大きく増加し、70代80代以上で引き続き大きな割合と

なっています。高齢者の食品関連会社イベント参加クラスタの影響と思われます。

■変異株（疑い）患者の増加、病床ひっ迫状況を踏まえて、入院基準など迅速な変化が求

められています。今後も、変異株流行状況に合わせて、医療ひっ迫とならないように柔軟

に対処していく方針をとっています。迅速な情報発信の体制を目指しますのでご協力お願

いいたします。

今週3月8日～3月14日先週先々週



区
分

モニタリング項目 前回の数値
(3月7日時点)

現在の数値
(3月14日時点)

前回との
比較

（参考）
過去最大値

項目ごとの分析

感
染
状
況

①新規陽性者数 24.3人 24.9人

2.5%

161.0人
(11/22)

コメント
感染再拡大に注意が必
要な状況と考えます

②実効再生産数 ※発症日ベース
1.24
(2/26)

0.89
(3/5)

-28.2%

2.32
(3/28)

新規陽性者数は先週と比較すると
横ばいで実効再生産数も1を越え
てませんので、倍々の増加傾向で
はありません。しかし、第3波の
初期も同じ経過で厳しい状況です。
また、札幌市においても英国変異
株とそれによるクラスタが確認さ
れ、その広がりを認めています。
現在の所、北区・西区・南区で特
に注意が必要です。風邪症状での
積極的な検査をよろしくお願いい
たします。
このような傾向から市は積極的

な変異株検査体制を組んでいます。
気になる場合は保健所にご連絡く
ださい。年度末で人の移動・歓送
迎会が増える時期です。小さな波
に抑え込めるように、発熱外来・
かかりつけ受診の体制維持をよろ
しくお願いいたします。

潜
在
・
市
中
感
染

③新規陽性者における接触歴
等の不明者数（リンクなし）

8.1件 13.3件

64.2%

89.4件
(11/22)

④発症日から陽性確定日まで
の平均日数（リンクなし）

3.6日 3.6日

0.0%

20.0日
(4/28)

⑤相談件数 510件 518件

1.6%

ー

（内：症状あり） 379件 379件

0.0%

ー

概況① 感染状況の分析

※①、③~⑤は直近7日間平均で算出。 Copyright Naoki Kishida, MD, MPH All rights reserved



感染状況・医療提供体制の分析（10月7日時点）区
分

モニタリング項目 前回の数値
(3月7日時点)

現在の数値
(3月14日時点)

前回との
比較

（参考）
過去最大値

項目ごとの分析

検
査
体
制

①検査数 896.6件 799.0件

-10.9%

1645.3件
(11/29)

コメント

ハイリスク患者とその同居者
のさらなる検査体制（特に変
異株検査）の強化維持が必要
です

②検査の陽性率 2.7% 3.7%

37.1%

24.9%
(4/19)

陽性率はやや増加傾向ですが、5%以
下を維持しています。5％以下の維持が
目標です。風邪症状での検査の閾値を低
くしてみてください。札幌市の積極的な
変異株検査にご協力お願いいたします。

医
療
提
供
体
制

③入院患者数 63人 91人

44.4%

273人
(11/29)

コメント

入院患者数が増加傾向ですが
変異株（疑い）での積極的な
入院の方針の影響です

(内：重症数） 1人 0人

-100.0%

27人
(5/5)

変異株（疑い）患者の増加、病床ひっ
迫状況を踏まえて、入院基準など迅速な
変化が求められています。変異株患者の
ホテルへの受入れを18日から開始といた
しました。今後も、変異株流行状況に合
わせて、医療ひっ迫とならないように柔
軟に対処していく方針をとっています。
市中での広がりを減らすためにも、疑

い対応となる事例が増えることが予測さ
れます。迅速な情報発信の体制を目指し
ますのでご協力お願いいたします。

＊3/17 20時現在の入院重症者数は4名、中等
症者は37名、軽症者77名です。自宅療養数は
30 名、宿泊療養は89名（市外34)です

(内：中等症数） 16人 31人

93.8%

110人
(11/29)

④宿泊療養者数 48人 54人

12.5%

302人
(11/15)

概況② 検査・医療提供体制の分析

※①、②は直近7日間平均で算出。



不定期コロナ通信①

市中の流行を表すデータ
初発・孤発患者のみの陽性者数＋実効再生産数

院内や施設などクラスタ発生による患者増を除いた
初発・孤発患者のみの流行データが、今後の市中の流行把握に大きいデータです

不定期コロナ通信①

3/17時点最新データ
市中の実効再生産数（Rt）

が1を超えている状態が持続
しています。新規患者数が少
なくなっていますので、増加
によるRtの変動が大きい時期
です。これまでの傾向から、
1以上が1週間以上続く場合
（1週間平均で1以上の場合な
ど）は一つの波を形成してい
く可能性が高いと考えます。
この波をどこまで抑え込める
か？のひとつの重要な因子と
して、変異株の市中での広が
りを如何に抑え込めるか？そ
の検査体制と疫学調査が大き
いと考えます。



不定期コロナ通信①

濃厚接触者の“個人活動”
詳細最新情報！

「詳細分析」でご紹介している、新規陽性者の濃厚接触者感染経路
の「個人活動」がより詳細に分類されるようになりました

その最新情報です

不定期コロナ通信②

個人活動でも
「会話・訪問・
交友」と「接待
を伴う夜の街」
での動きを認め
ています



不定期コロナ通信①

急性アルコール中毒救急搬送患者数 続報！
2021年2月までは増加傾向ではなさそうですが

自粛解除により増加が懸念されます

市中でのコロナの流行の早期のサインとして注意が必要です

速報での提示となるため、速報時点で「傷病名」未確定の事案が多くなってしまいます。
そのため「①事故種別急病（急アル）の事案数」+「②傷病名急アル、酩酊の事案数」-

「①②の重複事案数」で算出しています。ご理解下さいm(__)m

不定期コロナ通信③

自粛解除となりまし
たが、現時点では大
きな増加傾向とは
なっていないようで
す

2021年 1/3～ 1/10～ 1/17～ 1/24～ 1/31～ 2/7～ 2/14～ 2/21～ 2/28～ 3/7～ 合計

急性アルコール中毒等搬送人員
（全市）①

3 2 9 11 6 7 9 9 9 10 75 

うちすすきの地区② 1 2 2 6 3 3 2 2 4 4 29 

すすきの地区発生率（②/①） 33.3% 100.0% 22.2% 54.5% 50.0% 42.9% 22.2% 22.2% 44.4% 40.0% 38.7%




