
ステージⅢ
ステージⅣ

東京 28% 30% 33% 40 5.8% 34 58% 1.31

埼玉 33% 26% 17% 27 4.1% 18 45% 1.32

千葉 24% 27% 6% 19 5.2% 15 50% 1.32

神奈川 25% 24% 15% 17 5.9% 17 52% 1.36

愛知 33% 17% 12% 32 5.1% 21 45% 1.29

岐阜 29% 64% 7% 16 4.0% 13 33% 1.52

大阪 85% 11% 86% 174 8.0% 89 64% 1.16

兵庫 84% 18% 73% 73 15.6% 60 49% 1.34

京都 58% 24% 28% 42 7.1% 32 45% 1.37

福岡 35% 21% 13% 25 4.7% 23 54% 2.09

沖縄 89% 35% 65% 90 6.6% 50 68% 0.90

滋賀 58% 52% 15% 28 8.9% 19 37% 1.56

奈良 73% 28% 73% 74 7.8% 50 55% 1.26

和歌山 96% 100% 18% 42 13.2% 30 17% 1.31

徳島 84% 48% 28% 48 8.2% 33 13% 1.60

宮城 56% 27% 29% 40 6.4% 17 20% 0.70

全国 31% 20% 19% 37 6.2% 25 - 1.28

確保病床
使用率

入院率
確保病床
使用率

①医療のひっ迫具合

②療養者数
(人口10万人

あたり)

③PCR
陽性率

（最近１週間）

④新規陽性者数
(最近1週間)

(10万人当たり)

⑥感染経路
　不明割合

入院医療 重症者用病床

-
-

今週/先週比

15以上 50%以上

都道府県のステージ判断のための指標(4月22日時点)

医療提供体制等の負荷

50%以上 30以上

20%以上 40%以下 20%以上 20以上

50%以上 25%以下 10%以上 25以上 50%以上

感染の状況

5%以上

s


【オチ】指標と目安

				指標及び目安について シヒョウ オヨ メヤス												（全国の白いセルは4月20日  24時時点、黄のセルは4月14日０時時点）																								4/23/21								44308				21時調査分 トキ チョウサ ブン

						医療提供体制等の負荷 イリョウ テイキョウ タイセイ トウ フカ																				監視
体制 カンシ タイセイ		感染の状況 カンセン ジョウキョウ								参考指標 サンコウ シヒョウ

						①病床のひっ迫具合 ビョウショウ パク グアイ																		②
療養者数
(人口
10万人
あたり) リョウヨウ シャ スウ ジンコウ マンニン		③
PCR
陽性率
（最近
１週間） ヨウセイリツ サイキン シュウカン		④
直近
１週間の
陽性者数
（10万人当たり） チョッキン シュウカン ヨウセイ シャ スウ マンニン ア		⑤
今週/先週 コンシュウ センシュウ		⑥
感染
経路
不明
割合 カンセン ケイロ フメイ ワリアイ				新規報告者数 シンキ ホウコク シャ スウ				病床のひっ迫具合 ビョウショウ パク グアイ								宿泊療養占有率 シュクハク リョウヨウ センユウ リツ						検査数 ケンサ スウ

						病床全体 ビョウショウ ゼンタイ								うち、重症者用病床 ジュウショウ シャ ヨウ ビョウショウ

						確保
病床
使用率 カクホ ビョウショウ シヨウリツ		最大
確保
病床
占有率 サイダイ カクホ ビョウショウ センユウ リツ		現時点の
確保病床数 ゲンジテン カクホ ビョウショウスウ		最大
確保病床数 サイダイ カクホ ビョウショウスウ		重症
者数 ジュウショウ シャ スウ		確保
病床
使用率 カクホ ビョウショウ シヨウリツ		最大
確保
病床
占有率 サイダイ カクホ ビョウショウ センユウ リツ		現時点の
確保病床数 ゲンジテン カクホ ビョウショウスウ		最大
確保病床数 サイダイ カクホ ビョウショウスウ														陽性
者数 ヨウセイ シャ スウ		１週間 シュウカン		使用
病床数
（全体） シヨウ ビョウショウスウ ゼンタイ		確保
病床数		使用病床数
(重症者用) シヨウ ビョウショウスウ ジュウショウ シャ ヨウ		療養
者数 リョウヨウ シャ スウ		占有率 センユウ リツ		使用数 シヨウ スウ		確保
ベッド数 カクホ スウ		一週間
合計 イッシュウカン ゴウケイ

				ｽﾃｰｼ
Ⅲ		25%		20%								25%		20%						15		10%		15		1		50%

				ｽﾃｰｼ
Ⅳ				50%										50%						25		10%		25		1		50%

				全国 ゼンコク		30.9%		30.9%		30,473		30,190		816		19.2%		19.2%		4,253		3,665		36.55		0.1		24.85		1.28						5,452		31,352		9,423		30,473		816		46,115		19.1%		5,922		31,003		507,372

				北海道 ホッカイドウ		31.1%		31.1%		1826		1826		25		15.4%		15.4%		162		162		21.47		0.0		14.59		1.36		40.7%				153		766		567		1,826		25		1,127		14.6%		301		2,055		21,016

				札幌市※ サッポロ シ		100.0%		100.0%		0		0		19		100.0%		0.0%		0		0		45.63		0.0		31.12		1.47		0.0%				126		613		310		310		19		899		21.7%		276		1,270		0

				東京 トウキョウ		33.5%		27.9%		5048		6044		333		32.5%		32.5%		1024		500		40.21		0.1		34.40		1.31		58.3%				861		4,789		1,689		5,048		333		5,597		44.5%		1344		3,020		61,744

														(0)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!																										0

				埼玉 サイタマ		33.4%		33.4%		1511		1511		33		21.3%		16.5%		155		200		26.65		0.0		17.97		1.32		45.1%				233		1,321		504		1,511		33		1,959		36.2%		382		1,056		23,687

				千葉 チバ		23.8%		23.8%		1361		1200		11		12.0%		6.1%		92		180		19.04		0.1		14.71		1.32		49.9%				141		921		324		1,361		11		1,192		35.1%		340		968		12,758

				神奈川 カナガワ		24.9%		24.9%		1555		1555		28		14.7%		14.7%		190		190		17.41		0.1		16.80		1.36		52.4%				318		1,545		387		1,555		28		1,601		27.9%		358		1,282		24,028

				横浜市※ ヨコハマシ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				愛知 アイチ		33.0%		33.0%		1215		839		15		11.9%		11.9%		126		121		31.81		0.1		20.93		1.29		45.0%				294		1,581		401		1,215		15		2,402		30.9%		343		1,109		23,576

				名古屋市※ ナゴヤシ		33.9%		33.9%		428		0		7		14.0%		14.0%		50		0		42.65		0.1		26.59		1.36		0.0%				119		619		145		428		7		993		ERROR:#DIV/0!		0		0		7,141

				静岡 シズオカ		18.3%		18.3%		487		450		3		7.5%		4.5%		40		67		7.16		0.0		4.42		0.91		9.0%				23		161		89		487		3		261		11.0%		65		592		10,331

				岐阜 ギフ		28.7%		28.7%		694		694		4		6.8%		6.8%		59		59		15.75		0.0		12.58		1.52		32.6%				43		250		199		694		4		313		12.8%		69		541		5,921

				大阪 オオサカ		85.2%		84.5%		2005		2021		397		85.6%		85.6%		464		221		173.89		0.1		89.35		1.16		64.0%				1167		7,871		1,708		2,005		397		15,318		60.3%		1457		2,416		98,928

				兵庫 ヒョウゴ		84.3%		84.3%		839		750		87		75.0%		72.5%		116		120		73.00		0.2		60.14		1.34		49.3%				547		3,287		707		839		87		3,990		53.0%		538		1,015		20,716

				京都 キョウト		57.6%		57.6%		453		453		24		27.9%		27.9%		86		86		42.35		0.1		31.51		1.37		44.7%				148		814		261		453		24		1,094		24.6%		203		826		0

				福岡 フクオカ		35.5%		35.5%		770		760		14		12.6%		12.6%		111		110		25.22		0.0		22.84		2.09		54.3%				268		1,166		273		770		14		1,287		39.7%		550		1,387		22,859

				沖縄 オキナワ		89.3%		89.3%		507		425		41		65.1%		65.1%		63		51		90.36		0.1		49.83		0.90		68.1%				120		724		453		507		41		1,313		45.5%		188		413		6,132



				【強調している場所】 キョウチョウ バショ

				①病床のひっ迫具合は、「確保病床使用率が25%を超えたもの」及び「確保想定病床使用率が20%を超えたもの」を赤字・黄塗り及び太字で強調、「確保想定病床使用率が50%を超えたもの」は濃い赤字・赤塗り及び太字で強調 ビョウショウ パク グアイ カクホ ビョウショウ シヨウ リツ コ オヨ カクホ ソウテイ ビョウショウ シヨウリツ コ アカジ キ ヌ オヨ フトジ キョウチョウ コ アカジ アカ ヌ オヨ フトジ キョウチョウ

				②療養者数は、「人口10万人当たりの全療養者数が15人を超えたもの」を赤字・黄塗り及び太字で強調、「人口10万人当たりの全療養者数が25人を超えたもの」を濃い赤字・赤塗り及び太字で強調 リョウヨウシャ スウ ジンコウ マンニン ア ゼン リョウヨウシャ スウ ニン コ アカジ キ ヌ オヨ フトジ キョウチョウ ジンコウ マンニン ア ゼン リョウヨウシャ スウ ニン コ コ アカジ アカ ヌ オヨ フトジ キョウチョウ

				③PCR陽性率は、「10を超えたもの」を赤字・黄塗り及び太字で強調 ヨウセイリツ キ

				④新規報告者数は、「人口10万人当たりの新規報告者数が15人を超えたもの」を赤字・黄塗り及び太字で強調、「人口10万人当たりの新規報告者数が25人を超えたもの」を濃い赤字・赤塗り及び太字で強調 シンキ ホウコクシャ スウ ジンコウ マンニン ア シンキ ホウコクシャ スウ ニン コ アカジ キ ヌ オヨ フトジ キョウチョウ コ

				⑤直近１週間と先週一週間の比較は、「今週/先週」の「１を超えたもの」を赤字・黄塗り及び太字で強調 チョッキン シュウカン センシュウ イッシュウカン ヒカク コンシュウ センシュウ キ

				⑥感染経路不明割合は、「50%を超えたもの」を赤字・黄塗り及び太字で強調。なお、埼玉県、愛知県、兵庫県、京都府及び福岡県は前日の感染経路不明割合から算定。 カンセン ケイロ フメイ ワリアイ コ アカジ キ ヌ オヨ フトジ キョウチョウ サイタマケン アイチケン ヒョウゴケン キョウトフ オヨ フクオカケン ゼンジツ カンセン ケイロ フメイ ワリアイ サンテイ

				⑦60歳以上新規報告数は、「人口10万人当たりの新規報告者数（／週）が1.5人を超えたもの」を赤字・黄塗り及び太字で強調している。なお、埼玉県、愛知県、兵庫県、京都府及び福岡県は前日～８日前の60歳以上新規報告者数から算定。 サイ イジョウ シンキ ホウコク スウ ジンコウ マンニン ア シンキ ホウコクシャ スウ シュウ ニン コ アカジ キ ヌリ オヨ フトジ キョウチョウ ニチ マエ サイ イジョウ シンキ ホウコクシャ スウ

				※「①新規感染者数　10万人当たり」の人数は、令和元年10月１日現在の都道府県推計人口（総務省）により算出している シンキ カンセンシャ スウ マンニン ア ニンズウ レイワ ガンネン ガツ ニチ ゲンザイ トドウフケン スイケイ ジンコウ ソウムショウ サンシュツ









病床数と療養者数を確認中

病床数と療養者数を確認中

病床数と療養者数を確認中

確認中

54.3%

57.4%
（20日時点）

50.0%
(23日時点)

確認中

確認中

（24日時点）

（24日時点）

（24日時点）

確認中

確認中

確認中

確認中

(11/15時点）

確認中

確認中

(11/18時点）

(11/18時点）

(11/15時点）

（11月25日時点）

（11月25日時点）

（11月25日時点）

（11月25日時点）

確認中

確認中

54.3%

２１９
（12/30時点）

60.8%
（31日時点）

219
（5日時点）

4.29
（5日時点）

35.0%
（22日時点）

4.29
（12/30時点）

確認中

確認中

確認中

確認中



【オチ】トレンド

				重症者の推移 ジュウショウシャ スイイ																				直近２週間前 チョッキン シュウカン マエ														直近１週間前 チョッキン シュウカンマエ

																								44295.0		44296.0		44297.0		44298.0		44299.0		44300.0		44301.0		44302.0		44303.0		44304.0		44305.0		44306.0		44307.0		44308.0				↓消さないこと！（グラフ用)重症者数 ケ ヨウ ジュウショウ シャ スウ

				4/23/21												※単位は（人） タンイ ニン						東京 トウキョウ		345		345		345		345		345		345		345		333		333		333		333		333		333		333				44295.0		44296.0		44297.0		44298.0		44299.0		44300.0		44301.0		44302.0		44303.0		44304.0		44305.0		44306.0		44307.0		44308.0

																																																						511		520		563		563		608		631		670		702		723		738		769		791		805		816

				全国 ゼンコク		44295.0		44296.0		44297.0		44298.0		44299.0		44300.0		44301.0				埼玉 サイタマ		33		34		34		34		30		31		32		31		31		35		34		32		30		33

						511		520		563		563		608		631		670																																				↓(参考)入力シート④の自治体の列番号 サンコウ ニュウリョク ジチタイ レツバンゴウ

						44302.0		44303.0		44304.0		44305.0		44306.0		44307.0		44308.0				千葉 チバ		12		12		15		16		15		15		15		12		12		12		12		10		11		11				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

						702		723		738		769		791		805		816																																				全国 ゼンコク		北海道 ホッカイドウ		青森		岩手		宮城		秋田		山形		福島		茨城		栃木

																						神奈川 カナガワ		21		19		23		24		27		27		26		25		28		28		27		29		29		28

																																																						12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

																						栃木 トチギ		3		3		3		3		3		3		3		3		0		2		3		3		3		4				群馬		埼玉		千葉		東京		神奈川		新潟 ニイガタ		富山		石川		福井		山梨



																						愛知 アイチ		8		7		7		6		8		7		7		10		11		11		12		12		15		15				22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

																																																						長野		岐阜		静岡		愛知		三重		滋賀		京都		大阪		兵庫		奈良

																						岐阜 ギフ		3		3		3		3		3		3		3		4		4		4		4		4		4		4

																																																						32		33		34		35		36		37		38		39		40		41

																						大阪 オオサカ		230		248		266		281		296		302		324		337		350		355		371		386		391		397				和歌山		鳥取		島根		岡山		広島		山口		徳島		香川		愛媛		高知



																						兵庫 ヒョウゴ		85		84		83		82		82		77		80		80		78		80		81		81		89		87				42		43		44		45		46		47		48		49		50		51

																																																						福岡		佐賀		長崎		熊本		大分		宮崎 ミヤザキ		鹿児島		沖縄		札幌市 サッポロシ		仙台市 センダイシ

																						京都 キョウト		13		12		12		15		19		19		21		21		20		21		21		23		24		24

																																																						52		53		54

																						福岡 フクオカ		5		6		7		6		6		7		10		10		11		10		12		13		14		14				東京_都の重症基準 トウキョウ ト ジュウショウ キジュン		名古屋市 ナゴヤシ		広島市 ヒロシマシ

				※赤点は最大値、紫点は最小値 アカ テン サイダイ アタイ ムラサキ テン オウテン サイショウチ



				今週/先週の推移 コンシュウ センシュウ スイイ																				直近２週間前 チョッキン シュウカン マエ														直近１週間前 チョッキン シュウカンマエ

																								44295.0		44296.0		44297.0		44298.0		44299.0		44300.0		44301.0		44302.0		44303.0		44304.0		44305.0		44306.0		44307.0		44308.0				↓消さないこと！（グラフ用)今先比 ケ ヨウ イマ サキ ヒ

				※１を上回ると陽性者は増加傾向、１を下回ると陽性者は減少傾向 ウワマワ ヨウセイ シャ ゾウカ ケイコウ シタマワ ヨウセイ シャ ゲンショウ ケイコウ																		東京 トウキョウ		1.16		1.20		1.20		1.22		1.24		1.19		1.23		1.23		1.24		1.25		1.26		1.28		1.34		1.31				44295.0		44296.0		44297.0		44298.0		44299.0		44300.0		44301.0		44302.0		44303.0		44304.0		44305.0		44306.0		44307.0		44308.0

				4/23/21																																																		1.2804411288		1.2805491707		1.244332044		1.2640578177		1.2817933856		1.2842012841		1.284718583		1.2859230149		1.2720422366		1.3046223437		1.3142830891		1.3074433657		1.3020254679		1.2788904752

				全国 ゼンコク		44295.0		44296.0		44297.0		44298.0		44299.0		44300.0		44301.0				埼玉 サイタマ		1.04		1.00		0.99		1.01		1.05		1.03		1.04		1.11		1.19		1.21		1.22		1.22		1.33		1.32				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

						1.28		1.28		1.24		1.26		1.28		1.28		1.28																																				↓(参考)入力シート④の自治体の列番号 サンコウ ニュウリョク ジチタイ レツバンゴウ

						44302.0		44303.0		44304.0		44305.0		44306.0		44307.0		44308.0				千葉 チバ		0.92		0.93		0.86		0.91		0.93		1.01		1.10		1.18		1.27		1.40		1.38		1.45		1.42		1.32				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

						1.29		1.27		1.30		1.31		1.31		1.30		1.28																																				全国 ゼンコク		北海道 ホッカイドウ		青森		岩手		宮城		秋田		山形		福島		茨城		栃木

																						神奈川 カナガワ		1.19		1.21		1.09		1.15		1.17		1.30		1.31		1.31		1.31		1.41		1.43		1.45		1.38		1.36

																																																						12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

																						栃木 トチギ		1.07		0.91		0.81		0.76		0.73		0.86		0.82		0.68		0.73		0.82		0.85		0.97		0.89		0.91				群馬		埼玉		千葉		東京		神奈川		新潟 ニイガタ		富山		石川		福井		山梨



																						愛知 アイチ		1.58		1.56		1.50		1.61		1.56		1.42		1.41		1.42		1.34		1.40		1.30		1.26		1.31		1.29				22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

																																																						長野		岐阜		静岡		愛知		三重		滋賀		京都		大阪		兵庫		奈良

																						岐阜 ギフ		1.36		1.45		1.48		1.34		1.41		1.45		1.50		1.66		1.69		1.69		1.89		1.66		1.63		1.52

																																																						32		33		34		35		36		37		38		39		40		41

																						大阪 オオサカ		1.57		1.51		1.45		1.47		1.51		1.47		1.42		1.39		1.34		1.35		1.31		1.24		1.21		1.16				和歌山		鳥取		島根		岡山		広島		山口		徳島		香川		愛媛		高知



																						兵庫 ヒョウゴ		1.59		1.66		1.52		1.56		1.53		1.53		1.53		1.52		1.51		1.59		1.60		1.53		1.43		1.34				42		43		44		45		46		47		48		49		50		51

																																																						福岡		佐賀		長崎		熊本		大分		宮崎 ミヤザキ		鹿児島		沖縄		札幌市 サッポロシ		仙台市 センダイシ

																						京都 キョウト		1.67		1.66		1.53		1.49		1.41		1.36		1.33		1.26		1.20		1.23		1.33		1.43		1.35		1.37

																																																						52		53		54

				※グラフの赤点は最大値、紫点は最小値 アカ テン サイダイ アタイ ムラサキ テン オウテン サイショウチ																		福岡 フクオカ		1.38		1.39		1.37		1.77		1.69		2.08		2.15		2.33		1.99		1.85		2.32		2.40		2.03		2.09				東京_都の重症基準 トウキョウ ト ジュウショウ キジュン		名古屋市 ナゴヤシ		広島市 ヒロシマシ

				※表の赤文字・赤セルは「１」を越えているもの ヒョウ アカ モジ アカ コ

																						北海道 ホッカイドウ		1.14		1.24		1.35		1.24		1.21		1.23		1.22		1.19		1.07		1.09		1.15		1.24		1.32		1.36



																						群馬 グンマ		1.04		1.00		0.99		1.01		1.05		1.03		1.04		1.11		1.19		1.21		1.22		1.22		1.33		1.32



																						沖縄 オキナワ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!







全国の重症者の推移



44295	44296	44297	44298	44299	44300	44301	44302	44303	44304	44305	44306	44307	44308	511	520	563	563	608	631	670	702	723	738	769	791	805	816	





全国の先週/今週の推移



44295	44296	44297	44298	44299	44300	44301	44302	44303	44304	44305	44306	44307	44308	1.2804411287706778	1.2805491706529166	1.2443320440345136	1.2640578177331219	1.2817933856120014	1.2842012840915327	1.2847185829577612	1.2859230149133414	1.2720422366210704	1.3046223436837394	1.3142830890797996	1.3074433656957929	1.3020254679087258	1.2788904752192536	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	





確認中

確認中

-



トレンドv2

																				重症者数 ジュウショウ シャ スウ		今/先比 イマ サキ ヒ		閾値 シキイチ

																		3/19		332		1.11		1

																		3/20		324		1.11		1

																		3/21		324		1.13		1

																		3/22		320		1.13		1

																		3/23		328		1.17		1

																		3/24		325		1.19		1

																		3/25		323		1.22		1

																		3/26		331		1.26		1

																		3/27		341		1.29		1

																		3/28		341		1.34		1

																		3/29		368		1.38		1

																		3/30		382		1.40		1

																		3/31		382		1.43		1

																		4/1		394		1.44		1

																		4/2		394		1.43		1

																		4/3		431		1.42		1

																		4/4		445		1.40		1

																		4/5		451		1.36		1

																		4/6		456		1.34		1

																		4/7		464		1.30		1

																		4/8		483		1.29		1

																		4/9		511		1.28		1

																		4/10		520		1.28		1

																		4/11		563		1.24		1

																		4/12		563		1.26		1

																		4/13		608		1.28		1

																		4/14		631		1.28		1

																		4/15		670		1.28		1

																		4/16		702		1.29		1

																		4/17		723		1.27		1

																		4/18		738		1.30		1

																		4/19		769		1.31		1

																		4/20		791		1.31		1

																		4/21		805		1.30		1

																		4/22		816		1.28		1



重症者数_全国



44274	44275	44276	44277	44278	44279	44280	44281	44282	44283	44284	44285	44286	44287	44288	44289	44290	44291	44292	44293	44294	44295	44296	44297	44298	44299	44300	44301	44302	44303	44304	44305	44306	44307	44308	332	324	324	320	328	325	323	331	341	341	368	382	382	394	394	431	445	451	456	464	483	511	520	563	563	608	631	670	702	723	738	769	791	805	816	

重症者数







今週/先週比_全国



44274	44275	44276	44277	44278	44279	44280	44281	44282	44283	44284	44285	44286	44287	44288	44289	44290	44291	44292	44293	44294	44295	44296	44297	44298	44299	44300	44301	44302	44303	44304	44305	44306	44307	44308	1.1113124514625938	1.1113124514625938	1.1258370183196462	1.1291854072963519	1.1734082397003744	1.1921673558744832	1.216547619047619	1.2559114735002912	1.2854702801184241	1.3416386083052749	1.3810155990706936	1.3958067262664964	1.4308163265306122	1.4383682253962042	1.426904916211462	1.417033644530562	1.3994664888296098	1.3587347232207045	1.339943558843719	1.297831359680411	1.2933614474221193	1.2804411287706778	1.2805491706529166	1.2443320440345136	1.2640578177331219	1.2817933856120014	1.2842012840915327	1.2847185829577612	1.2859230149133414	1.2720422366210704	1.3046223436837394	1.3142830890797996	1.3074433656957929	1.3020254679087258	1.2788904752192536	44274	44275	44276	44277	44278	44279	44280	44281	44282	44283	44284	44285	44286	44287	44288	44289	44290	44291	44292	44293	44294	44295	44296	44297	44298	44299	44300	44301	44302	44303	44304	44305	44306	44307	44308	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

今週/先週比









新黄赤表_1



		210423_黄赤表_1		210423_黄赤表_2		210423_トレンドv2																						4/22/21		←A7,A32参照中 サンショウ ナカ												作成日:4月23日

				都道府県のステージ判断のための指標(4月22日時点)

				医療提供体制等の負荷																感染の状況												今週/先週比 コンシュウ センシュウヒ				Ⅱ/Ⅲ
の境界 キョウカイ		Ⅲ/Ⅳ
の境界  キョウカイ								4/23/21		←A2,B2,C2,M2参照中														4/23/21

				①医療のひっ迫具合 イリョウ												②療養者数
(人口10万人
あたり)				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④新規陽性者数
(最近1週間)
(10万人当たり) シンキ ヨウセイ シャ スウ サイキン シュウカン				⑥感染経路
　不明割合

				入院医療 ニュウイン イリョウ								重症者用病床 ジュウショウシャ ヨウ ビョウショウ																												新規
陽性者数 シンキ ヨウセイシャ スウ

				確保病床
使用率				入院率 ニュウイン リツ				確保病床
使用率

																																								44308

		ステージⅢ		20%以上 イジョウ				40%以下 イカ				20%以上 イジョウ				20以上				5%以上				15以上				50%以上				-

		ステージⅣ		50%以上				25%以下 イカ				50%以上				30以上				10%以上				25以上				50%以上				-

		東京 トウキョウ		28%		105.2%		30%		99.9%		33%		100.0%		40		105.3%		5.8%		101.8%		34		102.8%		58%		98.6%		1.31		97.7%		298		497		861

		埼玉 サイタマ		33%		104.6%		26%

 : 県コード順（指標と目安）シートAM列に別条件あり		101.5%		17%		110.0%		27		103.1%		4.1%		100.0%		18		103.5%		45%		98.9%		1.32		100.0%		158		263		233

		川口市 カワグチシ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0.0%		ERROR:#DIV/0!		22		120.2%		0%		ERROR:#DIV/0!		2.11		168.6%		13		22		41

		千葉		24%		100.6%		27%		97.7%		6%		100.0%		19		103.0%		5.2%		79.0%		15		99.7%		50%		101.4%		1.32		92.6%		134		224		141

		浦安市 ウラヤスシ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0.0%		ERROR:#DIV/0!		28		111.9%		0%		ERROR:#DIV/0!		0.96		114.2%		4		6		7

		神奈川		25%		97.2%		24%

 : 県コード順（指標と目安）シートAM列に別条件あり		97.7%		15%		96.6%		17		99.5%		5.9%		101.4%		17		105.2%		52%		103.6%		1.36		99.0%		197		329		318

		川崎市 カワサキシ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0.0%		ERROR:#DIV/0!		27		96.9%		51%		100.8%		1.39		90.7%		33		55		58

		愛知		33%		103.1%		17%

 : 県コード順（指標と目安）シートAM列に別条件あり		

 : 県コード順（指標と目安）シートAM列に別条件あり		93.8%		12%		100.0%		32		109.9%		5.1%		98.1%		21		105.0%		45%		110.0%		1.29		98.7%		162		270		294

		名古屋市 ナゴヤシ		34%		100.7%		15%		89.8%		14%		63.6%		43		112.1%		6.0%		90.9%		27		106.4%		0%		ERROR:#DIV/0!		1.36		100.7%		50		83		119

		岐阜		29%		99.0%		64%		94.6%		7%		100.0%		16		104.7%		4.0%		90.9%		13		103.7%		33%		96.7%		1.52		93.6%		43		71		43

		大阪		85%		101.5%		11%		97.6%		86%		101.5%		174		103.9%		8.0%		101.3%		89		99.5%		64%		99.4%		1.16		95.8%		189		315		1167

		兵庫		84%		102.0%		18%		106.0%		73%		97.8%		73		96.2%		15.6%		100.0%		60		101.7%		49%		102.5%		1.34		94.1%		117		195		547

		神戸市 コウベシ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		－		ERROR:#VALUE!		85		102.5%		0%		ERROR:#DIV/0!		1.41		98.7%		33		54		194

		京都		58%		103.6%		24%		95.4%		28%		100.0%		42		108.5%		7.1%		94.7%		32		105.3%		45%		95.7%		1.37		101.1%		55		92		148

		福岡 フクオカ		35%		105.0%		21%		90.0%		13%		100.0%		25		116.7%		4.7%		97.9%		23		115.8%		54%		106.1%		2.09		103.1%		109		182		268

		福岡市 フクオカシ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0.0%		ERROR:#DIV/0!		31		100.0%		0%		ERROR:#DIV/0!		2.10		100.0%		34		57		127

		沖縄 オキナワ		89%		99.8%		35%		98.3%		65%		100.0%		90		101.5%		6.6%		98.5%		50		98.1%		68%		112.7%		0.90		98.8%		31		52		120

		滋賀 シガ		58%		106.8%		52%		108.7%		15%		180.0%		28		98.2%		8.9%		100.7%		19		99.2%		37%		121.1%		1.56		92.4%		30		51		41

		奈良 ナラ		73%		99.6%		28%		93.5%		73%		104.8%		74		106.5%		7.8%		100.0%		50		107.1%		55%		100.0%		1.26		108.4%		29		48		125

		和歌山 ワカヤマ		96%		104.6%		100%		100.0%		18%		116.7%		42		104.6%		13.2%		104.8%		30		104.5%		17%		101.2%		1.31		104.0%		20		33		45

		徳島 トクシマ		84%		97.7%		48%		94.3%		28%		100.0%		48		103.6%		8.2%		93.2%		33		101.7%		13%		92.8%		1.60		91.6%		16		26		34

		宮城 ミヤギ		56%		105.9%		27%		102.0%		29%		105.6%		40		103.8%		6.4%		116.4%		17		106.9%		20%		45.6%		0.70		113.4%		49		82		78

		仙台市 センダイシ		30%		100.0%		26%		100.2%		29%		105.6%		47		99.8%		6.4%		116.4%		18		98.5%		0%		ERROR:#DIV/0!		0.59		107.2%		23		39		21

		全国		31%				20%				19%				37				6.2%				25				-				1.28				-		-		5452

		まん延防止対象地域：大阪・兵庫・宮城＝4/5～5/5、東京都＝4/12～5/11、京都・沖縄＝4/12～5/5、埼玉・千葉・神奈川・愛知＝4/20～5/11

		注1　入院率の指標については療養者数が人口10万人あたり10人以上の場合に適用する。 チュウ

		また、新規陽性者が、発生届が届け出られた翌日までに療養場所の種別が決定され、かつ入院が必要な者が同日までに入院している旨、都道府県から報告があった場合には入院率を適用しない。

		※数値は4月22日までに得られた情報を基に集計

		※矢印について、前日からの増減（小数点以下も勘案）を示している。 ヤジルシ ゼンジツ ゾウゲン ショウスウテン イカ カンアン シメ
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新黄赤表_2



				210423_新黄赤表_1																								4/22/21		←A7,A32参照中 サンショウ ナカ												作成日:4月23日

				都道府県のステージ判断のための指標(4月22日時点)

				医療提供体制等の負荷																感染の状況												今週/先週比 コンシュウ センシュウヒ				Ⅱ/Ⅲ
の境界 キョウカイ		Ⅲ/Ⅳ
の境界  キョウカイ								4/23/21		←A2,B2,C2,M2参照中

				①病床のひっ迫具合												②療養者数
(人口10万人
あたり)				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（10万人当たり） チョッキン シュウカン ヨウセイ シャ スウ				⑥感染経路
　不明割合

				入院医療 ニュウイン イリョウ								重症者用病床 ジュウショウシャ ヨウ ビョウショウ																												新規
陽性者数 シンキ ヨウセイシャ スウ

				確保病床
使用率				入院率
注1 ニュウイン リツ チュウ				確保病床
使用率

																																								44308

		ステージⅢ		20%以上 イジョウ				40%以下 イカ				20%以上 イジョウ				20以上				5%以上				15以上				50%以上				-

		ステージⅣ		50%以上				25%以下 イカ				50%以上				30以上				10%以上				25以上				50%以上				-

		北海道 ホッカイドウ		31%				50%				15%				21				3.5%				15				41%				1.36				113		188		153

		福島 フクシマ		48%				73%				22%				16				2.4%				12				29%				1.35				40		66		33

		茨城 イバラキ		26%				31%				14%				17				3.6%				14				42%				1.43				61		102		87

		栃木 トチギ		24%				-				9%				10				3.3%				7				61%				0.91				41		69		22

		群馬 グンマ		31%				42%				5%				16				4.9%				11				47%				1.00				42		69		36

		新潟 ニイガタ		30%				50%				2%				15				4.3%				10				27%				1.17				48		79		31

		長野 ナガノ		48%				53%				4%				19				5.4%				14				12%				1.01				44		73		55

		愛媛 エヒメ		35%				25%

 : 県コード順（指標と目安）シートAM列に別条件あり				21%				28				3.6%				19				26%				1.35				29		48		29

		松山市 マツヤマシ		ERROR:#DIV/0!				-				ERROR:#DIV/0!				0				0.0%				24				0%				1.35				11		18		15

		佐賀 サガ		18%				33%				0%				22				7.5%				18				21%				2.59				17		29		32

		長崎 ナガサキ		16%				-				2%				9				4.1%				11				30%				2.78				28		47		45

		熊本 クマモト		25%				63%				8%				12				8.4%				11				32%				3.76				37		62		40

		全国		31%				20%				19%				37				6.2%				25				-				1.28				-		-		5452

		まん延防止対象地域：大阪・兵庫・宮城＝4/5～5/5、東京都＝4/12～5/11、京都・沖縄＝4/12～5/5、埼玉・千葉・神奈川・愛知＝4/20～5/11

		注1　入院率の指標については療養者数が人口10万人あたり10人以上の場合に適用する。 チュウ ニュウイン リツ シヒョウ リョウヨウ シャ スウ ジンコウ マンニン ニン イジョウ バアイ テキヨウ

		　　また、新規陽性者が、発生届が届けられた翌日までに療養場所の種別が決定され、かつ入院が必要なものが同日までに入院している場合には適用しない。

		※数値は4月22日までに得られた情報を基に集計
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県コード順(指標と目安)

						医療提供体制等の負荷 イリョウ テイキョウ タイセイ ナド フカ																								監視
体制 カンシ タイセイ		感染の状況 カンセン ジョウキョウ								参考指標 サンコウ シヒョウ																										ステージII/III
の境界
(1日当りの陽性者数)
各県の人口換算値 キョウカイ ヒアタ ヨウセイ シャ スウ ケン ジンコウ カンサン チ		ステージIII/IV
の境界
(1日当りの陽性者数)
各県の人口換算値 キョウカイ ヒアタ ヨウセイ シャ スウ ケン ジンコウ カンサン チ		新規
陽性者数 シンキ ヨウセイシャ スウ		新指標 シンシヒョウ						セル着色調製用セル チャクショク チョウセイヨウ

 : 通常使用しないセル。
「１」を入力で入院率の着色ルール発動				R1.10.1
（総務省）
人口(千人) ジンコウ センニン

						①病床のひっ迫具合 ビョウショウ パク グアイ																				②
療養者数 リョウヨウ シャ スウ				③
PCR
陽性率
（最近
１週間） ヨウセイリツ サイキン シュウカン		④
直近
１週間の
陽性者数
（10万人当たり） チョッキン シュウカン ヨウセイ シャ スウ マンニン ア		⑤
今週/先週 コンシュウ センシュウ		⑥
不明割合
(最近1週間) フメイ ワリアイ サイキン シュウカン				新規報告者数 シンキ ホウコク シャ スウ				60歳以上
新規報告数 サイイジョウ シンキ ホウコク スウ				病床のひっ迫具合 ビョウショウ パク グアイ								宿泊療養占有率 シュクハク リョウヨウ センユウ リツ						検査数 ケンサ スウ												今週先週比
(2週連続) コンシュウ センシュウ ヒ シュウ レンゾク

						病床全体 ビョウショウ ゼンタイ										うち、重症者用病床 ジュウショウ シャ ヨウ ビョウショウ

						入院
者数 ニュウイン シャ スウ		確保
病床
使用率 カクホ ビョウショウ シヨウリツ		最大
確保
病床
占有率 サイダイ カクホ ビョウショウ センユウ リツ		現時点の
確保病床数 ゲンジテン カクホ ビョウショウスウ		最大
確保病床数 サイダイ カクホ ビョウショウスウ		重症
者数 ジュウショウ シャ スウ		確保
病床
使用率 カクホ ビョウショウ シヨウリツ		最大
確保
病床
占有率 サイダイ カクホ ビョウショウ センユウ リツ		現時点の
確保病床数 ゲンジテン カクホ ビョウショウスウ		最大
確保病床数 サイダイ カクホ ビョウショウスウ		療養者数 リョウヨウ シャ スウ		人口
10万人
あたり												陽性
者数 ヨウセイ シャ スウ		１週間 シュウカン		１週間
陽性
者数 シュウカン ヨウセイ シャ スウ		10万人
当たり マンニン ア		使用
病床数
（全体） シヨウ ビョウショウスウ ゼンタイ		確保
病床数		使用病床数
(重症者用) シヨウ ビョウショウスウ ジュウショウ シャ ヨウ		療養
者数 リョウヨウ シャ スウ		占有率 センユウ リツ		使用数 シヨウ スウ		確保
ベッド数 カクホ スウ		一週間
合計 イッシュウカン ゴウケイ								44308		入院率 ニュウイン リツ		1週前 シュウマエ		2週前 シュウマエ

				ｽﾃｰｼﾞⅢ				25%		20%								25%		20%								15		10%		15		1		50%																																				40%		2週連続1.0 シュウ レンゾク

		都道府
コード		ｽﾃｰｼﾞⅣ						50%										50%								25		10%		25		1		50%																																				20%		3週連続1.0 シュウ レンゾク

		-		全国 ゼンコク		9423		30.9%		30.9%		30473		30190		816		19.2%		19.2%		4253		3665		46115		36.55		6.2%		24.85		1.28						5,452		31,352						9423		30473		816		46115		19.1%		5922		31003		507372								5,452		20.4%		1.28		1.29						126167

 : https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=7&year=20190&month=0&tclass1=000001011679
		全国 ゼンコク

		1		北海道 ホッカイドウ		567		31.1%		31.1%		1826		1826		25		15.4%		15.4%		162		162		1127		21.47		3.5%		14.59		1.36		40.7%				153		766						567		1826		25		1127		14.6%		301		2055		21016				113		188		153		50.3%		1.22		1.05						5250		北海道 ホッカイドウ

		2		青森		310		100.0%		100.0%		0		0		19		100.0%		100.0%		0		0		899		72.15		0.0%		11.88		1.15		0.0%				32		148																								27		45		32		34.5%		1.40		0.78						1246		青森

		3		岩手																												2.53		0.79						8		31																								26		44		8		-		0.45		1.72						1227		岩手

		4		宮城		252		73.0%		56.0%		345		450		19		44.2%		29.2%		43		65		931		40.37		6.4%		16.87		0.70		20.4%				78		389						252		345		19		931		28.2%		254		900		5096				49		82		78		27.1%		0.80		0.73		1				2306		宮城

		5		秋田																												5.18		1.67						4		50																								21		35		4		-		0.88		5.67						966		秋田

		6		山形		81		34.2%		34.2%		237		237		5		19.2%		19.2%		26		26		192		17.81		4.6%		9.46		0.64		19.6%				9		102																								23		39		9		42.2%		1.01		0.71						1078		山形

		7		福島		223		47.5%		47.5%		469		350		11		22.4%		22.0%		49		50		304		16.47		2.4%		11.59		1.35		29.4%				33		214																								40		66		33		73.4%		0.80		1.50						1846		福島

		8		茨城		154		25.7%		25.7%		600		600		10		14.3%		14.3%		70		70		499		17.45		3.6%		13.88		1.43		41.7%				87		397						154		600		10		499		20.5%		119		580		11050				61		102		87		30.9%		1.21		0.98						2860		茨城

		9		栃木		97		23.7%		23.7%		409		409		4		8.7%		8.7%		46		46		190		9.82		3.3%		7.39		0.91		60.6%				22		143						97		409		4		190		8.9%		57		638		4015				41		69		22		-		0.82		1.03						1934		栃木

		10		群馬		129		30.6%		30.6%		422		422		4		5.4%		5.4%		74		50		310		15.96		4.9%		10.61		1.00		46.6%				36		206						129		422		4		310		14.4%		135		938		4171				42		69		36		41.6%		1.28		1.13						1942		群馬

		11		埼玉		504		33.4%		33.4%		1511		1511		33		21.3%		16.5%		155		200		1959		26.65		4.1%		17.97		1.32		45.1%				233		1,321						504		1511		33		1,959		36.2%		382		1056		23687				158		263		233		25.7%		1.04		1.11		1				7350		埼玉

		12		千葉		324		23.8%		23.8%		1361		1200		11		12.0%		6.1%		92		180		1192		19.04		5.2%		14.71		1.32		49.9%				141		921						324		1361		11		1,192		35.1%		340		968		12758				134		224		141		27.2%		1.10		0.89						6259		千葉

		13		東京

 :  :病床は厚労省への報告値		1689		33.5%		27.9%		5048		6044		333

 :  :国基準		32.5%		32.5%		1024		500		5597		40.21		5.8%		34.40		1.31		58.3%				861		4,789						1,689		5048		333		5,597		44.5%		1344		3020		61744				298		497		861		30.2%		1.23		1.15						13921		東京

		14		神奈川		387		24.9%		24.9%		1555		1555		28		14.7%		14.7%		190		190		1601		17.41		5.9%		16.80		1.36		52.4%				318		1,545						387		1555		28		1,601		27.9%		358		1282		24028				197		329		318		24.2%		1.31		1.17		1				9198		神奈川

		15		新潟 ニイガタ		164		29.5%		29.5%		555		555		2		1.8%		1.8%		112		112		330		14.84		4.3%		9.99		1.17		26.6%				31		222																								48		79		31		49.7%		1.13		1.20						2223		新潟 ニイガタ

		16		富山																										0.0%		11.69		1.54						16		122																								22		37		16		-		1.27		5.64						1044		富山

		17		石川																												14.59		1.37						31		166																								24		41		31		-		1.59		4.47						1138		石川

		18		福井																												17.32		2.96						38		133																								16		27		38		-		1.02		1.05						768		福井

		19		山梨																												7.03		1.27						12		57																								17		29		12		-		1.45		1.24						811		山梨

		20		長野		209		48.2%		48.2%		434		434		2		4.1%		4.1%		49		49		394		19.23		5.4%		13.86		1.01		11.8%				55		284																								44		73		55		53.0%		1.17		1.13						2049		長野

		21		岐阜		199		28.7%		28.7%		694		694		4		6.8%		6.8%		59		59		313		15.75		4.0%		12.58		1.52		32.6%				43		250						199		694		4		313		12.8%		69		541		5921				43		71		43		63.6%		1.50		1.24						1987		岐阜

		22		静岡		89		18.3%		18.3%		487		450		3		7.5%		4.5%		40		67		261		7.16		1.8%		4.42		0.91		9.0%				23		161						89		487		3		261		11.0%		65		592		10331				78		130		23		-		1.09		0.96						3644		静岡

		23		愛知		401		33.0%		33.0%		1215		839		15		11.9%		11.9%		126		121		2402		31.81		5.1%		20.93		1.29		45.0%				294		1,581						401		1215		15		2,402		30.9%		343		1109		23576				162		270		294		16.7%		1.41		1.79		1				7552		愛知

		24		三重		213		54.3%		54.3%		392		392		16		30.2%		30.2%		53		53		418		23.47		3.8%		14.71		1.59		28.6%				68		262						213		392		16		418		20.0%		20		100		3789				38		64		68		51.0%		1.12		1.36						1781		三重

		25		滋賀		204		58.1%		58.1%		351		350		9		18.4%		14.5%		49		62		391		27.65		8.9%		19.09		1.56		37.4%				41		270						204		351		9		391		36.0%		144		400		2917				30		51		41		52.2%		1.33		1.76						1414		滋賀

		26		京都		261		57.6%		57.6%		453		453		24		27.9%		27.9%		86		86		1094		42.35		7.1%		31.51		1.37		44.7%				148		814						261		453		24		1,094		24.6%		203		826		0				55		92		148		23.9%		1.33		1.89						2583		京都

		27		大阪		1708		85.2%		84.5%		2005		2021		397		85.6%		85.6%		464		221		15318		173.89		8.0%		89.35		1.16		64.0%				1167		7,871						1,708		2005		397		15,318		60.3%		1457		2416		98928				189		315		1167		11.2%		1.42		1.64						8809		大阪

		28		兵庫		707		84.3%		84.3%		839		750		87		75.0%		72.5%		116		120		3990		73.00		15.6%		60.14		1.34		49.3%				547		3,287						707		839		87		3,990		53.0%		538		1015		20716				117		195		547		17.7%		1.53		1.55						5466		兵庫

		29		奈良		274		72.9%		72.9%		376		372		22		73.3%		73.3%		30		30		979		73.61		7.8%		49.70		1.26		55.4%				125		661						274		376		22		979		78.4%		185		236		7511				29		48		125		28.0%		1.19		1.88						1330		奈良

		30		和歌山		384		96.0%		96.0%		400		400		7		17.5%		17.5%		40		40		384		41.51		13.2%		29.95		1.31		17.4%				45		277																								20		33		45		100.0%		1.41		1.97						925		和歌山

		31		鳥取																												4.86		0.71						1		27																								12		20		1		-		2.11		0.31						556		鳥取

		32		島根																												3.71		6.25						10		25																								14		24		10		-		1.33		1.00						674		島根

		33		岡山																												16.72		1.32						45		316																								41		68		45		-		1.88		1.92						1890		岡山

		34		広島		83		17.1%		16.6%		485		500		1		2.1%		1.4%		48		70		201		7.17		0.9%		7.88		1.99		48.3%				42		221						83		485		1		201		19.9%		109		547		17137				60		100		42		-		1.95		0.71						2804		広島

		35		山口																												11.41		4.19						23		155																								29		49		23		-		1.37		1.50						1358		山口

		36		徳島		167		83.5%		83.5%		200		200		7		28.0%		28.0%		25		25		346		47.53		8.2%		33.38		1.60		12.8%				34		243																								16		26		34		48.3%		1.63		1.94						728		徳島

		37		香川																												7.74		1.01						0		74																								20		34		0		-		0.69		1.47						956		香川

		38		愛媛		94		34.8%		34.8%		270		223		7		21.2%		21.2%		33		33		370		27.63		3.6%		19.49		1.35		26.4%				29		261																								29		48		29		25.4%		0.84		1.15		1				1339		愛媛

		39		高知																												3.58		4.17						3		25																								15		25		3		-		0.23		5.20						698		高知

		40		福岡		273		35.5%		35.5%		770		760		14		12.6%		12.6%		111		110		1287		25.22		4.7%		22.84		2.09		54.3%				268		1,166						273		770		14		1,287		39.7%		550		1387		22859				109		182		268		21.2%		2.15		1.38						5104		福岡

		41		佐賀		59		18.0%		18.0%		328		328		0		0.0%		0.0%		46		46		179		21.96		7.5%		18.40		2.59		20.8%				32		150						59		328		0		179		22.3%		84		377		0				17		29		32		33.0%		1.26		1.35						815		佐賀

		42		長崎		68		16.0%		16.0%		424		421		1		2.6%		2.4%		38		42		120		9.04		4.1%		11.30		2.78		29.8%				45		150						68		424		1		120		10.7%		41		384		3750				28		47		45		-		5.40		0.63						1327		長崎

		43		熊本		127		25.1%		25.1%		505		420		5		8.5%		8.5%		59		59		203		11.61		8.4%		10.76		3.76		32.0%				40		188						127		505		5		203		11.6%		51		440		2174				37		62		40		62.6%		2.63		1.12						1748		熊本

		44		大分																												8.46		3.43						42		96																								24		41		42		-		1.47		1.58						1135		大分

		45		宮崎 ミヤザキ																												3.91		0.63						12		42						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				23		38		12		-		13.40		0.38						1073		宮崎 ミヤザキ

		46		鹿児島																												3.06		1.07						7		49																								34		57		7		-		0.71		1.20						1602		鹿児島

		47		沖縄		453		89.3%		89.3%		507		425		41		65.1%		65.1%		63		51		1313		90.36		6.6%		49.83		0.90		68.1%				120		724						453		507		41		1,313		45.5%		188		413		6132				31		52		120		34.5%		1.06		1.29						1453		沖縄

				札幌市 サッポロシ		310		100.0%		100.0%		0		0		19		100.0%		0.0%		0		0		899		45.63		0.0%		31.12		1.47						126		613						310		310		19		899		21.7%		276		1270		0				42		70		126		34.5%		1.39		1.00						1970

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN716725F5D4D43ce871008a5c3f12709b752b676118574c27ec5dae6298522abc672c67b8c626		札幌市 サッポロシ

				仙台市 センダイシ		133		38.6%		29.6%		345		450		19		44.2%		29.2%		43		65		508		46.61		6.4%		17.89		0.59						21		195						133		345		19		508		15.0%		135		900		5096				23		39		21		26.2%		0.78		0.71		1				1090

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN716725F5D4D43abf2c53625f65259e796731074e8bac00de11185c4f62e8f42454a8bf850906		仙台市 センダイシ

				山形市 ヤマガタシ		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		-		-		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		-		-		-		ERROR:#VALUE!		-		15.26		0.50		18.4%				1		38						-		-		-		-		確認中		-		-		-				5		9		1		ERROR:#VALUE!		0.78		0.97						249

 : 山形市HP(2019)
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/sub13/tokei/861b4toukeiopendata.html		山形市 ヤマガタシ

				川口市 カワグチシ		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0.00		0.0%		21.62		2.11																																13		22		41		-										606

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN1C86BDED1E03f054a907b42b889a872cfbcd5715a5161f8937aa4ac232f770624eedcde97ebd		川口市 カワグチシ

				船橋市 フナバシ シ		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0.00		0.0%		0.00		ERROR:#DIV/0!		0.0%																														14		23		0		-		0.00		0.00						639

 : https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/toukei/003/p020199.html		船橋市 フナバシ シ

				浦安市 ウラヤスシ		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0.00		0.0%		27.65		0.96																																4		6		7		-										170

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN1C86BDED1E031faa8f5425d3555931d127cfd637e21af58d9a0c4073e81da667637d00bbdc78		浦安市 ウラヤスシ

				東京_都の重症基準 トウキョウ ト ジュウショウ キジュン

 :  :病床は都基準		1689		33.5%		27.9%		5048		6044		0

 :  :都基準		ERROR:#REF!

 :  :この計算でよいのか？		ERROR:#REF!

 :  :この計算でよいのか？		ERROR:#REF!		500		5597		40.21		5.8%		34.40		1.31		58.3%																0														298		497		861		30.2%		1.23		1.15						13921		東京_都の重症基準 トウキョウ ト ジュウショウ キジュン

				川崎市 カワサキシ		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0.00		0.0%		26.86		1.39		51.3%																														33		55		58		-										1530

 : https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000111009.html		

 : 通常使用しないセル。
「１」を入力で入院率の着色ルール発動						川崎市 カワサキシ

				名古屋市 ナゴヤシ		145		33.9%		33.9%		428		0		7		14.0%		14.0%		50		0		993		42.65		6.0%		26.59		1.36						119		619						145		428		7		993		ERROR:#DIV/0!		0		0		7141				50		83		119		14.6%		1.20		2.01		1				2328

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN1C86BDED1E03a85cd6a049310c26fa4e9df5567b6e800b57765c714f397a90d49a2fdd4c541d		名古屋市 ナゴヤシ

				大阪市 オオサカシ		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0.00		0.0%		119.31		1.15																																59		98		459		-		1.57		1.56						2740

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN1C86BDED1E03c0dd7ac125be87d1f5aed0dab9ebda7b71bf263879c231f6bc4e5da4c66ad208		大阪市 オオサカシ

				神戸市 コウベシ		－		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		－		－		－		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		－		－		－		ERROR:#VALUE!		－		85.16		1.41		0.0%																														33		54		194		ERROR:#VALUE!		1.36		1.47						1523

 : 神戸市の人口推計2021.03.01
https://www.city.kobe.lg.jp/a89138/shise/toke/toukei/jinkou/suikeijinkou.html		神戸市 コウベシ

				広島市 ヒロシマシ		30		100.0%		100.0%		0		0		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		0		59		4.92		0.0%		3.92		3.13		31.8%				6		47						30		30		-		59		6.2%		24		390		0				26		43		6		-		3.13		3.13						1199

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN1C86BDED1E03cd8ca5d6567060e0db24bac54e419538ab2592b08939239c4a13f6091f10abd9		広島市 ヒロシマシ

				松山市 マツヤマシ		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0.00		0.0%		24.46		1.35		0.0%																														11		18		15		-		0.60		0.96						507

 : 松山市の推計_2020
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/tokei/data/jinnkoudoutai.files/2jinkoudoutai.pdf		松山市 マツヤマシ

				福岡市 フクオカシ		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0.00		0.0%		30.70		2.10		0.0%																														34		57		127		-		0.00		0.00						1593

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN18579484568Ffd742e2a3ae405e470487a0132cd3de71fbdc6110c4bf208672fa7da0d401687		

 : https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=7&year=20190&month=0&tclass1=000001011679
		

 :  :病床は厚労省への報告値												

 :  :国基準		

 :  :病床は都基準																																																																														

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN716725F5D4D43ce871008a5c3f12709b752b676118574c27ec5dae6298522abc672c67b8c626		

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN716725F5D4D43abf2c53625f65259e796731074e8bac00de11185c4f62e8f42454a8bf850906		福岡市 フクオカシ

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38





新増減判定用基準日の値





				都道府県のステージ判断のための指標(4月15日時点)

				医療提供体制等の負荷																感染の状況												今週/先週比 コンシュウ センシュウヒ				Ⅱ/Ⅲ
の境界 キョウカイ		Ⅲ/Ⅳ
の境界  キョウカイ

				①病床のひっ迫具合												②療養者数
(人口10万人
あたり)				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（10万人当たり） チョッキン シュウカン ヨウセイ シャ スウ				⑥感染経路
　不明割合

				入院医療 ニュウイン イリョウ								重症者用病床 ジュウショウシャ ヨウ ビョウショウ																												新規
陽性者数 シンキ ヨウセイシャ スウ

				確保病床
使用率				入院率
注1 ニュウイン リツ チュウ				確保病床
使用率

																																								44301

		ステージⅢ		20%以上 イジョウ				40%以下 イカ				20%以上 イジョウ				20以上				5%以上				15以上				50%以上				1以上

		ステージⅣ		50%以上				25%以下 イカ				50%以上				30以上				10%以上				25以上				50%以上				1以上

		東京 トウキョウ		27%		102.2%		30%		95.8%		33%		100.0%		38		1		5.7%		103.6%		33		1		59%		98.5%		1.34		104.6%		298		497		843

		埼玉 サイタマ		32%		99.4%		25%		93.4%		15%		93.8%		26		1		4.1%		100.0%		17		1		46%		100.4%		1.33		108.3%		158		263		227

		川口市 カワグチシ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0.0%		ERROR:#DIV/0!		18		1		0%		ERROR:#DIV/0!		1.25		106.2%		13		22		13

		千葉		24%		96.1%		28%		96.6%		6%		110.0%		18		1		6.5%		100.0%		15		1		49%		101.9%		1.42		98.4%		134		224		112

		浦安市 ウラヤスシ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0.0%		ERROR:#DIV/0!		25		1		0%		ERROR:#DIV/0!		0.84		99.3%		4		6		3

		神奈川		26%		100.0%		25%		95.6%		15%		100.0%		17		1		5.8%		100.0%		16		1		51%		100.0%		1.38		94.9%		197		329		252

		川崎市 カワサキシ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0.0%		ERROR:#DIV/0!		28		1		51%		107.2%		1.54		91.5%		33		55		78

		愛知		32%		100.0%		18%		98.2%		12%		125.0%		29		1		5.2%		102.0%		20		1		45%		93.8%		1.31		104.2%		162		270		312

		名古屋市 ナゴヤシ		34%		98.6%		16%		100.4%		22%		137.5%		38		1		6.6%		100.0%		25		1		0%		ERROR:#DIV/0!		1.35		119.9%		50		83		139

		岐阜		29%		105.8%		67%		99.4%		7%		100.0%		15		1		4.4%		102.3%		12		1		34%		99.9%		1.63		97.8%		43		71		35

		大阪		83%		101.1%		11%		95.4%		84%		101.3%		167		1		7.9%		98.8%		90		1		64%		100.0%		1.21		97.5%		189		315		1242

		兵庫		83%		100.6%		17%		96.9%		74%		109.9%		76		1		15.6%		109.9%		59		1		48%		100.8%		1.43		93.7%		117		195		563

		神戸市 コウベシ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		－		ERROR:#VALUE!		83		1		0%		ERROR:#DIV/0!		1.43		97.3%		33		54		235

		京都		56%		99.6%		25%		97.4%		28%		104.3%		39		1		7.5%		104.2%		30		1		47%		96.7%		1.35		94.8%		55		92		128

		福岡 フクオカ		34%		100.0%		24%		91.7%		13%		107.7%		22		1		4.8%		106.7%		20		1		51%		98.8%		2.03		84.4%		109		182		244

		福岡市 フクオカシ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0.0%		ERROR:#DIV/0!		31		1		0%		ERROR:#DIV/0!		2.10		77.8%		34		57		127

		沖縄 オキナワ		90%		105.3%		35%		101.9%		65%		102.5%		89		1		6.7%		103.1%		51		1		60%		100.0%		0.91		96.7%		31		52		95

		滋賀 シガ		54%		103.8%		48%		94.2%		8%		83.3%		28		1		8.9%		112.8%		19		1		31%		91.6%		1.69		96.1%		30		51		46

		奈良 ナラ		73%		100.0%		30%		95.2%		70%		95.5%		69		1		7.8%		104.7%		46		1		55%		100.0%		1.16		100.5%		29		48		112

		和歌山 ワカヤマ		92%		104.0%		100%		100.0%		15%		120.0%		40		1		12.6%		90.6%		29		1		17%		99.4%		1.26		94.3%		20		33		36

		徳島 トクシマ		86%		106.9%		51%		100.8%		28%		100.0%		46		1		8.8%		89.8%		33		1		14%		92.6%		1.74		100.2%		16		26		36

		宮城 ミヤギ		53%		98.8%		27%		98.2%		28%		94.7%		39		1		5.5%		91.7%		16		1		45%		99.3%		0.62		97.8%		49		82		74

		仙台市 センダイシ		30%		98.5%		26%		101.2%		28%		94.7%		47		1		5.5%		91.7%		18		1		0%		ERROR:#DIV/0!		0.55		97.7%		23		39		40

		全国		31%				21%				19%				35				7.4%				24				-				1.30				-		-		5280

		まん延防止対象地域：大阪・兵庫・宮城＝4/5～5/5、東京都＝4/12～5/11、京都・沖縄＝4/12～5/5、埼玉・千葉・神奈川・愛知＝4/20～5/11

		注1　入院率の指標については療養者数が人口10万人あたり10人以上の場合に適用する。 チュウ

		また、新規陽性者が、発生届が届け出られた翌日までに療養場所の種別が決定され、かつ入院が必要な者が同日までに入院している旨、都道府県から報告があった場合には入院率を適用しない。

		※数値は4月22日までに得られた情報を基に集計

		※矢印について、前日からの増減（小数点以下も勘案）を示している。 ヤジルシ ゼンジツ ゾウゲン ショウスウテン イカ カンアン シメ
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29%

ここをクリックで、
新指標の
前日の”値”をコピー



入力シート①（全体）

				（全国の白いセルは4月20日  24時時点、黄のセルは4月14日０時時点） キ ガツ

								今日の新規感染者 キョウ シンキ カンセンシャ														病床占有率 ビョウショウ センユウ リツ						重症病床占有率 ジュウショウ ビョウショウ センユウ リツ						宿泊療養占有率 シュクハク リョウヨウ センユウ リツ				検査数 ケンサ スウ

						人口
（万人）		新規感染者数 シンキ カンセンシャ スウ		1週間合計 シュウカン ゴウケイ		2週間合計 シュウカン ゴウケイ		前日の新規感染者数
※基本は空白		今日の
感染経路不明数 キョウ カンセン ケイロ フメイ スウ		前日の感染経路不明数
※基本は空白		療養者数 リョウヨウシャ スウ		占有数 センユウ スウ		現時点の
確保病床数 ゲンジテン カクホ ビョウショウスウ		最大確保
病床数 サイダイ カクホ ビョウショウスウ		占有数 センユウ スウ		現時点の
確保病床数 ゲンジテン カクホ ビョウショウスウ		最大確保
病床数 サイダイ カクホ ビョウショウスウ		使用数 シヨウ スウ		確保室数 カクホ シツスウ		一週間の合計 イッシュウカン ゴウケイ		陽性率

				全国 ゼンコク		12616.7

 : https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=7&year=20190&month=0&tclass1=000001011679		5,452		31,352		55,867								46115		9423		30473		30190		816		4253		3665		5922		31003		507372		6.2%		全国

		1		北海道 ホッカイドウ		525		153		766		1,330				67				1,127		567		1826		1826		25		162		162		301		2055		21016		3.5%		北海道

		2		青森 アオモリ		124.6		126		613		1,030				57				899		310		0		0		19		0		0		276		1270		0		0.0%		青森

		3		岩手 イワテ																																						岩手

		4		宮城 ミヤギ		230.6		78		387		944				16				931		252		345		450		19		43		65		254		900		5096		6.4%		宮城

		5		秋田 アキタ																																						秋田

		6		山形 ヤマガタ		107.8		9		102		261				3				192		81		237		237		5		26		26		22		134		2218		4.6%		山形

		7		福島 フクシマ		184.6		47		228		387				0				304		223		469		350		11		49		50		0		0		8763		2.4%		福島

		8		茨城 イバラキ		286		87		396		673				35				499		154		600		600		10		70		70		119		580		11050		3.6%		茨城

		9		栃木 トチギ		193.4		22		132		272				15				190		97		409		409		4		46		46		57		638		4015		3.3%		栃木

		10		群馬 グンマ		194.2		36		206		411				17				310		129		422		422		4		74		50		135		938		4171		4.9%		群馬

		11		埼玉 サイタマ		735		233		1,321		2,317		227				103		1,959		504		1511		1511		33		155		200		382		1056		23687		4.1%		埼玉

		12		千葉 チバ		625.9		141		920		1,620				75				1,192		324		1361		1200		11		92		180		340		968		12758		5.2%		千葉

		13		東京 トウキョウ		1392.1		861		4,789		8,453				497				5,597		1,689		5048		6044		333		1,024		500		1,344		3020		61744		5.8%		東京

		14		神奈川 カナガワ		919.8		318		1,545		2,680				154				1,601		387		1555		1555		28		190		190		358		1282		24028		5.9%		神奈川

		15		新潟 ニイガタ		222.3		31		222		411				6				330		164		555		555		2		112		112		52		222		5269		4.3%		新潟

		16		富山 トヤマ																																						富山

		17		石川 イシカワ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		石川

		18		福井 フクイ																																						福井

		19		山梨 ヤマナシ		81.1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				%のみ(一週分) イッシュウ ブン				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		山梨

		20		長野 ナガノ		204.9		55		284		566				15				394		209		434		434		2		49		49		110		715		3944		5.4%		長野

		21		岐阜 ギフ		198.7		43		250		414				24				313		199		694		694		4		59		59		69		541		5921		4.0%		岐阜

		22		静岡 シズオカ		364.4		19		166		335				3				261		89		487		450		3		40		67		65		592		10331		1.8%		静岡

		23		愛知 アイチ		755.2		294		1,579		2,800		311				155		2,402		401		1215		839		15		126		121		343		1109		23576		5.1%		愛知

		24		三重 ミエ		178.1		68		262		427				調査中				418		213		392		392		16		53		53		20		100		3789		3.8%		三重

		25		滋賀 シガ		141.4		41		270		440				11				391		204		351		350		9		49		62		144		400		2917		8.9%		滋賀

		26		京都 キョウト		258.3		148		813		1,409		128				48		1,094		261		453		453		24		86		86		203		826		0		7.1%		京都

		27		大阪 オオサカ		880.9		1167		7,868		14,652				750				15,318		1,708		2005		2021		397		464		221		1,457		2416		98928		8.0%		大阪

		28		兵庫 ヒョウゴ		546.6		547		3,279		5,719		563				329		3,990		707		839		750		87		116		120		538		1015		20716		15.6%		兵庫

		29		奈良 ナラ		133		126		671		1,210				82				979		274		376		372		22		30		30		185		236		7511		7.8%		奈良

		30		和歌山 ワカヤマ				42		277		489				%のみ(一週分)				384		384		400		400		7		40		40		0		0		2103		13.2%		和歌山

		31		鳥取 トットリ																																						鳥取

		32		島根 シマネ																																						島根

		33		岡山 オカヤマ																																						岡山

		34		広島 ヒロシマ		280.4		42		221		332				集計中				201		83		485		500		1		48		70		109		547		17137		0.9%		広島

		35		山口 ヤマグチ																																						山口

		36		徳島 トクシマ		72.8		34		243		395				0				346		167		200		200		7		25		25		179		210		2968		8.2%		徳島

		37		香川 カガワ																																						香川

		38		愛媛 エヒメ		133.9		29		261		455				8				370		94		270		223		7		33		33		47		142		7336		3.6%		愛媛

		39		高知 コウチ																																						高知

		40		福岡 フクオカ		510.4		268		1,164		1,721				調査中				1,287		273		770		760		14		111		110		550		1387		22859		4.7%		福岡

		41		佐賀 サガ		81.5		32		150		208				0				179		59		328		328		0		46		46		84		377		0		7.5%		佐賀

		42		長崎 ナガサキ		132.7		45		150		204				14				120		68		424		421		1		38		42		41		384		3750		4.1%		長崎

		43		熊本 クマモト		174.8		40		188		238				0				203		127		505		420		5		59		59		51		440		2174		8.4%		熊本

		44		大分 オオイタ																																						大分

		45		宮崎 ミヤザキ		107.3		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				%のみ週一更新(先週分) シュウイチ コウシン センシュウ ブン				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		宮崎

		46		鹿児島 カゴシマ		160.2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				%のみ(一週分)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		鹿児島

		47		沖縄 オキナワ		145.3		120		740		1,535				95				1,313		453		507		425		41		63		51		188		413		6132		6.6%		沖縄

				札幌市 サッポロシ		197

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN716725F5D4D43ce871008a5c3f12709b752b676118574c27ec5dae6298522abc672c67b8c626		126		613		1,030				57				899		310		0		0		19		0		0		276		1270		0		0.0%		札幌市

				仙台市 センダイシ		109

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN716725F5D4D43abf2c53625f65259e796731074e8bac00de11185c4f62e8f42454a8bf850906		21		195		523				10				508		133		345		450		19		43		65		135		900		5096		6.4%		仙台市

				山形市 ヤマガタシ		24.9

 : 山形市HP(2019)
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/sub13/tokei/861b4toukeiopendata.html		1		38		114				0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		山形市 ヤマガタシ

				川口市 カワグチシ		60.6

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN1C86BDED1E03f054a907b42b889a872cfbcd5715a5161f8937aa4ac232f770624eedcde97ebd		41		131		193				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		川口市 カワグチシ

				船橋市 フナバシシ		63.9

 : https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/toukei/003/p020199.html		0		0		0				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		船橋市 フナバシシ

				浦安市 ウラヤスシ		17

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN1C86BDED1E031faa8f5425d3555931d127cfd637e21af58d9a0c4073e81da667637d00bbdc78		7		47		96				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		浦安市 ウラヤスシ

				東京_都の重症基準 トウキョウ ト ジュウショウ キジュン		1392.1		861		4,789		8,453		0		497		0		5,597		1,689		5048		6044		0

 井上:  井上:
都独自基準		ERROR:#REF!		500		1,344		3020		61744		5.8%		東京_都の重症基準

				川崎市 カワサキシ		153

 : https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000111009.html		58		411		706				35				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		川崎市 カワサキシ

				名古屋市 ナゴヤシ		232.8

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN1C86BDED1E03a85cd6a049310c26fa4e9df5567b6e800b57765c714f397a90d49a2fdd4c541d		119		619		1,074		138				57		993		145		428		0		7		50		0		0		0		7141		6.0%		名古屋市

				大阪市 オオサカシ		274

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN1C86BDED1E03c0dd7ac125be87d1f5aed0dab9ebda7b71bf263879c231f6bc4e5da4c66ad208
		459		3,269		6,124				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		大阪市

				神戸市 コウベシ		152.3

 : 神戸市人口推計
2019.10
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/13491/jinkou201910.xls		194		1,297		2,217		0				0		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		神戸市

				広島市 ヒロシマシ		119.9

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN1C86BDED1E03cd8ca5d6567060e0db24bac54e419538ab2592b08939239c4a13f6091f10abd9		6		47		62		17				1		59		30		0		0		-		0		0		24		390		0		0.0%		広島市

				松山市 マツヤマシ		50.7

 : 松山市の推計_2020
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/tokei/data/jinnkoudoutai.files/2jinkoudoutai.pdf		15		124		216				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		松山市 マツヤマシ

				福岡市 フクオカシ		159.3

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN18579484568Ffd742e2a3ae405e470487a0132cd3de71fbdc6110c4bf208672fa7da0d401687		

 : https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=7&year=20190&month=0&tclass1=000001011679																						

 井上:  井上:
都独自基準		

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN716725F5D4D43ce871008a5c3f12709b752b676118574c27ec5dae6298522abc672c67b8c626		

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN716725F5D4D43abf2c53625f65259e796731074e8bac00de11185c4f62e8f42454a8bf850906		

 : 山形市HP(2019)
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/sub13/tokei/861b4toukeiopendata.html		

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN1C86BDED1E03f054a907b42b889a872cfbcd5715a5161f8937aa4ac232f770624eedcde97ebd		

 : https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/toukei/003/p020199.html		

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN1C86BDED1E031faa8f5425d3555931d127cfd637e21af58d9a0c4073e81da667637d00bbdc78		

 : https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000111009.html		

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN1C86BDED1E03a85cd6a049310c26fa4e9df5567b6e800b57765c714f397a90d49a2fdd4c541d		

 : https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN1C86BDED1E03c0dd7ac125be87d1f5aed0dab9ebda7b71bf263879c231f6bc4e5da4c66ad208
		

 : 神戸市人口推計
2019.10
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/13491/jinkou201910.xls		127		489		722				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		福岡市 フクオカシ

						総務省2019.10
(都道府県) ソウムショウ トドウフケン								※本日の②感染経路不明者数が「集計中」などで記載出来ない場合、前日の数値で算出する必要があるため、前日の新規感染者数をF列に記入する。 ゼンジツ サンシュツ ヒツヨウ ゼンジツ シンキ カンセンシャ スウ レツ キニュウ				※本日の②感染経路不明者数が「集計中」などで記載出来ない場合、前日の数値で算出する必要があるため、前日の感染経路不明数をH列に記入する。 ゼンジツ サンシュツ ヒツヨウ ゼンジツ カンセン ケイロ フメイ スウ レツ キニュウ

						日にちを修正　※A2セルの修正も必要 ヒ シュウセイ

						毎朝送られてくる厚労省資料「新型コロナウイルス感染症の発生状況」　※A1セルの修正も必要 マイアサ オク コウロウショウ シリョウ コロナ ハッセイ ジョウキョウ

						土曜当番が入力（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00023.html）※A1セルの修正も必要 ドヨウ トウバン ニュウリョク シュウセイ ヒツヨウ

						入力不要 ニュウリョク フヨウ

																				マクロが重いため、ボタンを2分割しました！ オモ ブンカツ

																				2個のボタンを1回ずつクリックお願いします！ コ カイ ネガ



個票コピペ①
北海道～岐阜

個票コピペ②
静岡～沖縄＋厚労省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00023.html

入力シート③検査数

				44047		44048		44049		44050		44051		44052		44053		44054		44055		44056		44057		44058		44059		44060		44061		44062		44063		44064		44065		44066		44067		44068		44069		44070		44071		44072		44073		44074		44075		44076		44077		44078		44079		44080		44081		44082		44083		44084		44085		44086		44087		44088		44089		44090		44091		44092		44093		44094		44095		44096		44097		44098		44099		44100		44101		44102		44103		44104		44105		44106		44107		44108		44109		44110		44111		44112		44113		44114		44115		44116		44117		44118		44119		44120		44121		44122		44123		44124		44125		44126		44127		44128		44129		44130		44131		44132		44133		44134		44135		44136		44137		44138		44139		44140		44141		44142		44143		44144		44145		44146		44147		44148		44149		44150		44151		44152		44153		44154		44155		44156		44157		44158		44159		44160		44161		44162		44163		44164		44165		44166		44167		44168		44169		44170		44171		44172		44173		44174		44175		44176		44177		44178		44179		44180		44181		44182		44183		44184		44185		44186		44187		44188		44189		44190		44191		44192		44193		44194		44195		44196		44197		44198		44199		44200		44201		44202		44203		44204		44205		44206		44207		44208		44209		44210		44211		44212		44213		44214		44215		44216		44217		44218		44219		44220		44221		44222		44223		44224		44225		44226		44227		44228		44229		44230		44231		44232		44233		44234		44235		44236		44237		44238		44239		44240		44241		44242		44243		44244		44245		44246		44247		44248		44249		44250		44251		44252		44253		44254		44255		44256		44257		44258		44259		44260		44261		44262		44263		44264		44265		44266		44267		44268		44269		44270		44271		44272		44273		44274		44275		44276		44277		44278		44279		44280		44281		44282		44283		44284		44285		44286		44287		44288		44289		44290		44291		44292		44293		44294		44295		44296		44297		44298		44299		44300		44301		44302		44303		44304		44305		44306		44307		44308

				18740		39723		22015		22698		13676		13336		6440		32939		25782		21062		55240		11750		7438		25835		21130		21937		21889		21866		13348		10953		22051		18238		19353		21546		18597		12915		9577		21529		18131		24123		22991		15457		11930		4175		24012		14637		23072		16479		10545		472		25446		20163		18314		23313		23313		9530		9530		6153		2778		3386		26925		19021		28526		10522		4550		19750		103676		19462		17671		21860		13684		4928		21865		20435		21401		21397		19697		10803		5077		23235		19828		21837		20737		20701		9896		5123		21920		15486		22144		23418		22880		13211		5427		22602		25714		23064		20504		21782		11398		6214		21535		7477		21840		29533		28237		32939		8004		25476		25179		33681		29912		25281		16651		9127		30109		27634		34630		37810		41770		26856		20389		9560		43773		41052		42634		43351		22307		11957		41335		44289		43236		36823		38145		22313		17612		37737		40060		54557		44612		53834		28203		13144		53758		45817		54303		62439		56421		27049		12282		55650		31110		72258		63512		60261		35347		11963		74383		24854		22868		39575		25072		8746		20291		84338		88446		73967		81440		63373		35730		24502		19942		86551		81255		101255		70610		44662		16038		80773		103313		86804		85769		101273		37116		18784		81941		66335		90824		64332		82296		40425		17772		67269		59110		68807		61902		71144		33043		18191		58499		78153		65352		32865		56650		30220		14716		58421		59849		61138		54504		74955		31579		14683		54180		18324		54702		59234		57864		29196		19775		60090		82324		30168		68856		45153		31058		14409		67917		40237		60152		56851		55562		31295		17266		49870		47776		84919		54899		71301		30658		16997		51469		52715		59974		62645		67296		39591		18887		72179		41247		67435		65377		61146		41103		17189		60274		53019		58424		70959		67609		40924		22466		72260		65278		73092		82330		77966		50503		30571		86696		70951		96428		94257

																																																																																										どこかからずれてる、16日以前未確認 ニチ イゼン ミカクニン





















ここでは一週間の合計の検査数を自動で算出しています。
記入日の前日を１日目として、７日間の合計値を合算して、入力シート①に送っています。
記入日の前日まで数字が埋まっていないときは、記載漏れです。

⇒上記の設定から、翌日以降は数字がずれます。
⇒つまり、翌日以降に参照するエクセルの全国陽性率は正しくありません。
⇒PDFの確実な保存をお願いします！



入力シート④重症者数

		重症者数 ジュウショウシャ スウ		2

 : 列番号		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		←列番号 レツバンゴウ

				-

 : 都道府県コード		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47																														←都道府県コード トドウフケン

				全国 ゼンコク		北海道 ホッカイドウ		青森		岩手		宮城		秋田		山形		福島		茨城		栃木		群馬		埼玉		千葉		東京

 :  国基準		

 : 列番号		

 : 都道府県コード																												神奈川		新潟 ニイガタ		富山		石川		福井		山梨		長野		岐阜		静岡		愛知		三重		滋賀		京都		大阪		兵庫		奈良		和歌山		鳥取		島根		岡山		広島		山口		徳島		香川		愛媛		高知		福岡		佐賀		長崎		熊本		大分		宮崎 ミヤザキ		鹿児島		沖縄		札幌市 サッポロシ		仙台市 センダイシ		山形市 ヤマガタシ		東京_都の重症基準 トウキョウ ト ジュウショウ キジュン

 :  都基準
		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		神戸市 コウベシ		広島市 ヒロシマシ		松山市 マツヤマシ		船橋市 フナバシシ		福岡市 フクオカシ		川口市 カワグチシ		浦安市 ウラヤスシ		川崎市 カワサキシ

		2週前 シュウマエ		483		19		0		0		12		0		2		12		3		3		4		34		13		318		22		2		0		0		0		0		0		3		0		8		5		6		10		223		78		7		0		0		0		0		1		0		0		0		6		0		6		0		0		2		0		0		0		26		18		12		-		0		4		0		－		-		0		0		0		0		0		0		4/8/21

		1週前 シュウマエ		670		22		0		0		19		0		3		12		8		3		6		32		15		345		26		1		0		0		0		0		1		3		4		7		7		5		21		324		80		10		35		0		0		0		0		0		0		0		9		0		10		0		0		3		0		0		0		32		19		19		-		0		3		0		－		-		0		0		0		0		0		0		4/15/21

		最新日 サイシン ビ		816		25		19		0		19		0		5		11		10		4		4		33		11		333		28		2		0		0		0		0		2		4		3		15		16		9		24		397		87		22		7		0		0		0		1		0		7		0		7		0		14		0		1		5		0		0		0		41		19		19		-		0		7		0		－		-		0		0		0		0		0		0		4/22/21

		12/30/20		681		22																				54		18		374		61														1				39						28		255		44																								16														20								85

		12/31/20		716		22																				59		18		374		74														1				40						24		260		45																								16														20								89

		1/1/21		711		19																				59		17		374		73														1				39						25		261		47																								15														23								88

		1/2/21		714		19																				59		15		374		71														1				39						26		261		49																								15														22								94

		1/3/21		731		20																				61		15		374		71														1				40						26		265		51																								16														18								101

		1/4/21		771		21																				68		20		374		79														1				38						26		267		51																								17														17								108

		1/5/21		784		21																				70		22		374		86														1				39						26		257		49																								19														16								111

		1/6/21		796		24																				63		23		374		91														1				38						26		275		54																								22														17								113

		1/7/21		826		22																				64		25		437		92														1				40						27		277		54																								20														21								121

		1/8/21		827		18																				66		28		437		86														1				41						26		277		54																								19														21								129

		1/9/21		852		12																				66		31		437		93														12				47						26		264		61																								19														20								129

		1/10/21		864		12																15		16		66		31		437		93														14				49						27		267		65																								19																						128

		1/11/21		881		12																16		13		67		31		437		93														16				48						27		265		69																								17														26								131

		1/12/21		900		12																16		13		67		31		437		93														16				49						25		267		74																								19														26								144

		1/13/21		920		12																19		13		67		35		437		100														18				51						27		268		70																								19														27								141

		1/14/21		934		12																19		11		74		40		523		102														18				57						27		271		71																								20														25								135

		1/15/21		965		10																19		12		74		40		523		106														17				57						34		283		73																								23														23								133

		1/16/21		972		10																19		12		74		43		523		106														18				57						35		275		73																								28														21								136

		1/17/21		973		10																20		12		76		43		523		103														18				57						35		276		77																								27														29								138

		1/18/21		1001		10																21		13		79		41		523		111														19				58						35		277		75																								29														29								143

		1/19/21		1014		13																20		13		82		45		523		112														15				60						35		269		68																								29														26								155

		1/20/21		1014		13																15		14		87		50		523		108														15				54						37		275		69																								27														30								160

		1/21/21		1011		15																20		13		87		52		535		110														15				52						37		264		69																								27														34								159

		1/22/21		1009		15																20		14		91		49		535		113														15				55						37		260		62																								27														34								158

		1/23/21		1007		16																20		12		91		47		535		116														14				58						33		251		58																								28														37								156

		1/24/21		1017		17																20		11		91		51		535		114														14				63						33		252		54																								28														39								156

		1/25/21		996		18																21		11		90		51		535		106														13				62						33		256		57																								27														40								148

		1/26/21		1047		18		0		0		0		0		0		0		17		21		12		92		54		535		110		0		0		0		0		0		0		14		9		65		6		11		33		261		73		9		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		29		0		0		25		0		9		0		38		7						148		28						0

		1/27/21		1032		17		0		0		0		0		0		0		16		20		12		79		54		535		105		0		0		0		0		0		0		14		9		67		6		12		35		259		72		7		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		35		0		0		23		0		8		0		38		5						159		29						0

		1/28/21		1014		17		0		0		0		0		0		0		17		21		9		84		55		567		104		0		0		0		0		0		0		13		8		65		6		11		35		258		71		6		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		37		0		0		20		0		6		0		37		5						150		25						0

		1/29/21		974		13		0		0		0		0		0		0		17		17		9		86		52		567		103		0		0		0		0		0		0		15		10		63		6		11		35		251		65		6		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		35		0		0		22		0		8		0		38		5						147		24						0

		1/30/21		973		14		0		0		0		0		0		0		16		17		11		86		50		567		108		0		0		0		0		0		0		14		10		59		8		11		35		265		63		7		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		35		0		0		20		0		7		0		37		4						141		22						0

		1/31/21		975		12		0		0		0		0		0		0		16		17		12		82		48		567		109		0		0		0		0		0		0		14		8		58		9		11		35		271		65		7		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		37		0		0		19		0		6		0		40		4						140		22						0

		2/1/21		937		12		0		0		0		0		0		0		15		17		13		71		48		567		103		0		0		0		0		0		0		14		5		56		10		12		30		265		65		6		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		38		0		0		19		0		5		0		39		4						133		21						0

		2/2/21		897		12		0		0		15		0		0		15		15		15		15		71		46		567		99		0		0		0		0		0		0		11		3		54		10		15		31		258		60		15		0		0		0		0		13		0		0		0		0		0		39		0		0		21		0		15		0		36		5						129		19						0

		2/3/21		892		11		0		0		9		0		0		12		15		15		14		65		44		567		104		0		0		0		0		3		0		9		2		60		9		6		31		252		65		5		0		0		0		0		11		0		0		0		3		0		40		1		3		19		0		5		2		34		6						125		24						0

		2/4/21		877		11		0		0		8		0		0		12		16		17		14		67		45		537		97		0		0		0		0		3		0		11		2		62		12		7		27		252		65		4		0		0		0		0		11		0		0		0		2		0		40		1		3		18		0		4		1		31		5						115		26						0

		2/5/21		815		11		0		0		7		0		0		13		16		14		12		65		42		537		83		0		0		0		0		3		0		11		2		55		12		7		27		241		63		5		0		0		0		0		8		0		0		0		2		0		42		1		3		17		0		4		2		29		4						117		23						0

		2/6/21		795		10		0		0		7		0		0		11		15		13		12		65		43		537		90		0		0		0		0		3		0		11		3		51		14		7		27		233		61		6		0		0		0		0		8		0		0		0		2		0		37		1		3		15		0		3		3		27		4						114		24						0

		2/7/21		773		10		0		0		7		0		0		11		16		13		12		58		42		537		75		0		0		0		0		3		0		12		3		48		14		7		24		235		58		7		0		0		0		0		8		0		0		0		2		0		38		1		3		16		0		3		3		28		4						111		22						0

		2/8/21		759		9		0		0		7		0		0		11		17		12		13		58		42		537		75		0		0		0		0		3		0		13		2		48		14		6		24		239		58		8		0		0		0		0		8		0		0		0		2		0		38		2		3		18		0		3		3		31		4						104		23						0

		2/9/21		736		11		0		0		7		0		0		11		15		12		10		52		44		537		57		0		0		0		0		2		0		12		2		48		13		7		21		232		67		8		0		0		0		0		8		0		0		0		1		0		37		1		3		14		0		3		3		27		5						104		22						0

		2/10/21		713		14		0		0		6		0		0		8		15		11		12		47		40		516		55		0		0		0		0		2		0		13		2		45		12		6		19		229		68		7		0		0		0		0		8		0		0		0		1		0		38		1		2		15		0		3		3		25		8						103		20						0
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		2/12/21		693		16		0		0		7		0		0		10		15		8		11		44		37		516		51		0		0		0		0		1		0		12		2		38		11		7		19		230		68		6		0		0		0		0		6		0		0		0		1		0		36		1		2		15		0		2		5		26		8						102		14						0

		2/13/21		668		14		0		0		5		0		0		10		17		9		9		45		35		516		43		0		0		0		0		1		0		11		1		37		11		6		17		207		68		5		0		0		0		0		6		0		0		0		1		0		33		1		2		15		0		1		5		26		7						104		14						0

		2/14/21		658		14		0		0		5		0		0		9		16		9		9		42		30		516		42		0		0		0		0		1		0		11		1		36		11		7		18		210		67		5		0		0		0		0		6		0		0		0		1		0		32		1		2		11		0		1		5		21		7						103		13						0

		2/15/21		644		13		0		0		5		0		0		9				9		8		42		29		498		40		0		0		1		0		1		0		10		1		36		11		4		19		212		68		5		0		0		0		0		6		0		0		0		1		0		33		1		3		12		0		1		5		23		7						97		13						0

		2/16/21		607		16		0		0		5		0		0		9		15		8		6		47		24		498		33		0		0		3		0		1		0		9		1		35		11		4		19		203		58		4		0		0		0		0		6		0		0		0		1		0		33		1		3		11		0		1		5		21		10						92		13						0

		2/17/21		564		16		0		0		5		0		0		8		15		8		5		44		21		498		35		0		0		3		0		1		0		9		1		35		11		4		19		186		54		4		0		0		0		0		6		0		0		0		1		0		29		0		3		13		0		0		4		20		10						87		14						0

		2/18/21		547		13		0		0		5		0		0		6		14		8		6		40		25		431		35		0		0		3		0		2		0		9		1		34		11		6		18		180		56		4		0		0		0		0		7		0		0		0		1		0		26		0		3		10		0		0		4		17		8						84		13						0

		2/19/21		526		12		0		0		5		0		0		5		13		8		6		38		26		431		39		0		0		3		0		2		0		9		1		33		10		6		15		177		54		4		0		0		0		0		7		0		0		0		1		0		23		0		1		9		0		0		4		18		8						84		12						0

		2/20/21		511		10		0		0		4		0		0		5		12		8		6		39		24		431		39		0		0		3		0		2		0		9		1		29		10		6		14		162		49		4		0		0		0		0		7		0		0		0		1		0		26		0		1		7		0		0		4		16		8						82		13						0

		2/21/21		510		10		0		0		4		0		0		5		11		8		6		39		21		431		38		0		0		4		0		2		0		9		1		29		10		6		14		164		49		4		0		0		0		0		6		0		0		0		1		0		25		0		1		7		0		0		5		18		8						82		13						0

		2/22/21		491		10		0		0		4		0		0		5		11		8		6		38		19		431		37		0		0		4		0		2		0		8		1		29		8		7		14		159		49		4		0		0		0		0		6		0		0		0		1		0		25		0		1		7		0		0		5		18		8						76		13						0

		2/23/21		487		8		0		0		3		0		0		7		11		8		6		36		21		431		37		0		0		3		0		2		0		9		1		31		8		6		15		157		49		4		0		0		0		0		6		0		0		0		1		0		24		0		1		7		0		0		3		17		6						77		13						0

		2/24/21		472		7		0		0		4		0		0		7		8		7		6		38		20		431		32		0		0		6		0		2		0		8		1		31		8		9		15		155		50		4		0		0		0		0		6		0		0		0		1		0		25		0		1		7		0		0		3		16		5						69		13						0

		2/25/21		457		6		0		0		3		0		0		8		8		6		5		38		21		327		29		0		0		7		0		1		0		8		1		32		8		8		15		152		48		4		0		0		0		0		5		0		0		0		1		0		23		0		1		7		0		0		2		16		4						71		12						0

		2/26/21		440		3		0		0		3		0		0		7		8		5		4		39		23		327		24		0		0		6		0		1		0		7		0		31		8		10		15		149		42		5		0		0		0		0		5		0		0		0		1		0		20		0		1		6		0		1		2		23		1						70		12						-

		2/27/21		434		3		0		0		3		0		0		10		9		4		4		37		24		327		24		0		0		5		0		1		0		7		0		33		8		9		10		146		42		5		0		0		0		0		5		0		0		0		1		0		19		0		1		5		0		1		2		22		1						68		14						-

		2/28/21		436		3		0		0		3		0		0		11		8		4		3		38		25		327		27		0		0		5		0		1		0		7		0		31		8		8		10		146		41		5		0		0		0		0		5		0		0		0		1		0		21		0		1		5		0		1		2		26		1						67		14						-

		3/1/21		413		3		0		0		3		0		0		11		7		3		3		38		25		327		27		0		0		5		0		0		0		7		0		31		7		8		10		143		41		5		0		0		0		0		5		0		0		0		1		0		20		0		1		5		0		1		2		23		1						61		14						-

		3/2/21		407		4		0		0		3		0		0		8		6		1		3		40		28		327		28		0		0		6		0		0		0		7		0		31		7		8		10		139		41		5		0		0		0		0		5		0		0		0		2		0		20		1		1		4		0		1		2		26		1						54		14						-

		3/3/21		398		3		0		0		3		0		0		10		5		1		6		39		25		327		27		0		0		6		0		0		0		7		0		33		6		6		10		138		44		5		0		0		0		0		3		0		0		0		2		0		17		1		1		3		0		1		1		25		1						52		33						-

		3/4/21		388		5		0		0		4		0		0		8		5		1		5		42		21		303		27		0		0		7		0		0		0		8		0		32		6		8		10		135		40		5		0		0		0		0		3		0		0		0		2		0		16		1		0		3		0		1		1		22		1						51		15						-

		3/5/21		375		6		0		0		5		0		0		8		6		1		5		39		21		303		28		0		0		7		0		0		0		9		0		29		6		6		11		131		39		5		0		0		0		0		3		0		0		0		2		0		16		1		0		2		0		1		1		20		2						49		14						-

		3/6/21		373		5		0		0		5		0		0		8		6		1		4		39		20		303		27		0		0		7		0		0		0		11		0		29		5		6		11		127		36		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		17		1		0		1		0		1		1		21		1						51		14						-
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		3/24/21		325		9		0		0		2		0		0		13		0		0		2		46		21		252		19		1		0		1		0		ERROR:#REF!		1		2		1		11		4		7		5		100		50		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		8		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		16		8		2				42		8						-

		3/25/21		323		9		0		0		3		0		0		確認中		1		0		2		43		21		294		20		1		0		0		0		ERROR:#REF!		1		2		1		11		4		6		5		100		53		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		17		8		3				41		7						-

		3/26/21		331		12		0		0		3		0		0		11		2		2		2		40		21		294		20		1		0		0		0		ERROR:#REF!		0		2		2		9		3		5		5		102		57		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		20		11		3				45		5						-

		3/27/21		341		14		0		0		3		0		0		11		1		2		2		38		23		294		22		1		0		0		0		ERROR:#REF!		0		2		2		9		3		6		5		109		57		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		21		12		3				44		4						-

		3/28/21		341		14		0		0		3		0		0		11		1		2		2		37		23		294		24		1		0		0		0		ERROR:#REF!		0		3		2		9		3		6		5		110		60		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		22		12		3				41		3						-

		3/29/21		368		15		0		0		10		0		0		10		1		2		3		37		24		294		23		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		2		2		9		3		6		5		122		64		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		7		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		24		12		10		-		40		9						-		0						0

		3/30/21		382		18		0		0		10		0		1		10		0		2		5		37		23		294		24		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		2		2		12		2		6		5		129		63		3		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		8		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		22		15		10		-		39		3				38		-		0						0

		3/31/21		382		16		0		0		10		0		1		11		1		2		3		36		22		294		21		2		0		0		0		0		1		3		0		11		0		5		7		131		64		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		0		20		16		10		-		45		3				35		-		0						0

		4/1/21		394		17		0		0		9		0		1		11		1		2		4		35		22		318		22		2		0		0		0		0		1		3		0		12		2		6		7		135		73		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		0		21		17		9		-		0		4				35		-		0						0

		4/2/21		394		20		0		0		9		0		1		11		1		2		4		36		21		318		24		2		0		0		0		0		1		4		1		11		1		7		7		151		72		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		0		22		21		9		-		0		4				33		-		0						0

		4/3/21		431		21		0		0		9		0		1		11		1		2		4		38		19		318		31		2		0		0		0		0		1		4		0		10		1		5		7		180		71		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		0		22		20		9		-		0		4				33		-		0						0

		4/4/21		445		21		0		0		9		0		1		10		1		2		4		37		19		318		27		2		0		0		0		0		1		4		1		10		1		6		9		191		75		5		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		5		0		0		0		0		0		0		23		20		9		-		0		4				33		-		0						0

		4/5/21		451		21		0		0		5		0		1		11		1		2		4		37		16		318		26		2		0		0		0		0		1		4		0		7		1		7		9		199		76		6		0		0		0		0		1		0		0		0		3		0		5		0		0		0		0		0		0		25		20		5		-		0		2				33		-		0						0

		4/6/21		456		21		0		0		12		0		1		12		2		2		4		35		16		318		24		2		0		0		0		0		1		3		0		8		1		7		9		205		74		6		0		0		0		0		1		0		0		0		3		0		4		0		0		2		0		0		0		20		21		12		-		0		3				35		-		0						0

		4/7/21		464		20		0		0		12		0		2		12		2		2		4		32		14		318		23		2		0		0		0		0		0		3		0		6		2		7		10		214		76		7		0		0		0		0		1		0		0		0		4		0		6		0		0		2		0		0		0		25		19		12		-		0		3		0		37		-		0						0

		4/8/21		483		19		0		0		12		0		2		12		3		3		4		34		13		318		22		2		0		0		0		0		0		3		0		8		5		6		10		223		78		7		0		0		0		0		1		0		0		0		6		0		6		0		0		2		0		0		0		26		18		12		-		0		4		0		－		-		0						0

		4/9/21		511		19		0		0		11		0		4		11		3		3		4		33		12		345		21		2		0		0		0		0		0		3		0		8		6		5		13		230		85		9		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		5		0		0		2		0		0		0		29		18		11		-		0		4		0		－		-		0						0

		4/10/21		520		22		0		0		13		0		4		11		3		3		5		34		12		345		19		2		0		0		0		0		0		3		1		7		6		5		12		248		84		11		0		0		0		0		1		0		0		0		6		0		6		0		0		2		0		0		0		26		22		13		-		0		3		0		－		-		0						0

		4/11/21		563		22		0		0		15		0		4		11		5		3		6		34		15		345		23		2		0		0		0		0		0		3		2		7		6		5		12		266		83		5		0		0		0		0		1		0		0		0		7		0		7		0		0		2		0		0		0		28		22		13		-		0		3		0		－		-		0						0

		4/12/21		563		21		0		0		16		0		4		11		7		3		6		34		16		345		24		2		0		0		0		0		0		3		4		6		7		5		15		281		82		12		26		0		0		0		1		0		0		0		7		0		6		0		0		2		0		0		0		34		21		16		-		0		3		0		－		-		0						0

		4/13/21		608		18		0		0		15		0		3		10		7		3		5		30		15		345		27		2		0		0		0		0		0		3		4		8		7		5		19		296		82		13		26		0		0		0		0		0		0		0		8		0		6		0		0		3		0		0		0		29		16		15		-		0		4		0		－		-		0						0

		4/14/21		631		20		0		0		18		0		3		10		7		3		6		31		15		345		27		2		0		0		0		0		1		3		4		7		7		5		19		302		77		11		35		0		0		0		0		0		0		0		9		0		7		0		0		3		0		0		0		31		16		18		-		0		3		0		－		-		0		0		0		0		0		0

		4/15/21		670		22		0		0		19		0		3		12		8		3		6		32		15		345		26		1		0		0		0		0		1		3		4		7		7		5		21		324		80		10		35		0		0		0		0		0		0		0		9		0		10		0		0		3		0		0		0		32		19		19		-		0		3		0		－		-		0		0		0		0		0		0

		4/16/21		702		22		19		0		22		0		3		12		8		3		6		31		12		333		25		2		0		0		0		0		1		4		4		10		11		5		21		337		80		15		37		0		0		0		0		0		6		0		8		0		10		0		0		3		0		0		0		36		19		22		-		0		6		0		－		-		0		0		0		0		0		0

		4/17/21		723		0		19		0		23		0		4		12		8		0		7		31		12		333		28		3		0		0		0		0		1		4		3		11		12		5		20		350		78		18		39		0		0		0		0		0		6		0		9		0		11		0		0		0		0		0		0		40		19		23		-		0		7		0		－		-		0		0		0		0		0		0

		4/18/21		738		24		19		0		21		0		4		13		8		2		7		35		12		333		28		3		0		0		0		0		1		4		3		11		12		3		21		355		80		21		41		0		0		0		0		0		6		0		8		0		10		0		0		3		0		0		0		42		19		21		-		0		7		0		－		-		0		0		0		0		0		0

		4/19/21		769		24		19		0		19		0		4		12		9		3		8		34		12		333		27		4		0		0		0		0		2		4		3		12		13		3		21		371		81		23		44		0		0		0		0		0		6		0		8		0		12		0		0		3		0		0		0		44		19		19		-		0		8		0		－		-		0		0		0		0		0		0

		4/20/21		791		23		18		0		19		0		5		11		10		3		7		32		10		333		29		3		0		0		0		0		2		4		2		12		16		6		23		386		81		22		5		0		0		0		1		0		7		0		7		0		13		0		0		3		0		0		0		40		18		19		-		0		8		0		－		-		0		0		0		0		0		0

		4/21/21		805		24		18		0		18		0		5		13		12		3		4		30		11		333		29		3		0		0		0		0		2		4		3		15		16		5		24		391		89		21		6		0		0		0		1		0		7		0		8		0		14		0		1		3		0		0		0		41		18		18		-		0		11		0		－		-		0		0		0		0		0		0

		4/22/21		816		25		19		0		19		0		5		11		10		4		4		33		11		333		28		2		0		0		0		0		2		4		3		15		16		9		24		397		87		22		7		0		0		0		1		0		7		0		7		0		14		0		1		5		0		0		0		41		19		19		-		0		7		0		－		-		0		0		0		0		0		0

		4/23/21

		4/24/21

		4/25/21

		4/26/21

		4/27/21

		4/28/21

		4/29/21

		4/30/21

		5/1/21

		5/2/21

		5/3/21

		5/4/21

		5/5/21

		5/6/21

		5/7/21

		5/8/21

		5/9/21

		5/10/21

		5/11/21

		5/12/21

		5/13/21

		5/14/21

		5/15/21

		5/16/21

		5/17/21

		5/18/21

		5/19/21

		5/20/21

		5/21/21

		5/22/21

		5/23/21

		5/24/21

		5/25/21

		5/26/21

		5/27/21

		5/28/21

		5/29/21

		5/30/21

		5/31/21

		6/1/21

		6/2/21

		6/3/21

		6/4/21

		6/5/21

		6/6/21

		6/7/21

		6/8/21

		6/9/21

		6/10/21

		6/11/21

		6/12/21

		6/13/21

		6/14/21

		6/15/21

		6/16/21

		6/17/21

		6/18/21

		6/19/21

		6/20/21

		6/21/21

		6/22/21

		6/23/21

		6/24/21

		6/25/21

		6/26/21

		6/27/21

		6/28/21

		6/29/21

		6/30/21



右上の緑ボタンをクリックで、最新日の数字（4行目の黄色セル全部）を、前日の行に”値”でコピペ。

ここをクリックで、
最新の"値"をコピペ



入力シート④今先比

		今週/先週比 コンシュウ センシュウ ヒ		2

 : 列番号		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		←列番号 レツバンゴウ

				-

 : 都道府県コード		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47																														←都道府県コード トドウフケン

				全国 ゼンコク		北海道 ホッカイドウ		青森		岩手		宮城		秋田		山形		福島		茨城		栃木		群馬		埼玉		千葉		東京

 :  国基準		

 : 列番号		

 : 都道府県コード																												神奈川		新潟 ニイガタ		富山		石川		福井		山梨		長野		岐阜		静岡		愛知		三重		滋賀		京都		大阪		兵庫		奈良		和歌山		鳥取		島根		岡山		広島		山口		徳島		香川		愛媛		高知		福岡		佐賀		長崎		熊本		大分		宮崎 ミヤザキ		鹿児島		沖縄		札幌市 サッポロシ		仙台市 センダイシ		山形市 ヤマガタシ		東京_都の重症基準 トウキョウ ト ジュウショウ キジュン

 :  都基準
		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		神戸市 コウベシ		広島市 ヒロシマシ		松山市 マツヤマシ		船橋市 フナバシシ		福岡市 フクオカシ		川口市 カワグチシ		浦安市 ウラヤスシ		川崎市 カワサキシ

		2週前		1.3		1.0		0.8		1.7		0.7		5.7		0.7		1.5		1.0		1.0		1.1		1.1		0.9		1.1		1.2		1.2		5.6		4.5		1.0		1.2		1.1		1.2		1.0		1.8		1.4		1.8		1.9		1.6		1.5		1.9		2.0		0.3		1.0		1.9		0.7		1.5		1.9		1.5		1.1		5.2		1.4		1.4		0.6		1.1		1.6		0.4		1.2		1.3		1.0		0.7		1.0		1.1		2.0		1.6		1.5		3.1		1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4/8/21

		1週前		1.3		1.2		1.4		0.5		0.8		0.9		1.0		0.8		1.2		0.8		1.3		1.0		1.1		1.2		1.3		1.1		1.3		1.6		1.0		1.5		1.2		1.5		1.1		1.4		1.1		1.3		1.3		1.4		1.5		1.2		1.4		2.1		1.3		1.9		1.9		1.4		1.6		0.7		0.8		0.2		2.1		1.3		5.4		2.6		1.5		13.4		0.7		1.1		1.4		0.8		0.8		1.2		1.2		1.6		1.4		3.1		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4/15/21

		最新日 サイシン ビ		1.3		1.4		1.1		0.8		0.7		1.7		0.6		1.3		1.4		0.9		1.0		1.3		1.3		1.3		1.4		1.2		1.5		1.4		3.0		1.3		1.0		1.5		0.9		1.3		1.6		1.6		1.4		1.2		1.3		1.3		1.3		0.7		6.3		1.3		2.0		4.2		1.6		1.0		1.3		4.2		2.1		2.6		2.8		3.8		3.4		0.6		1.1		0.9		1.5		0.6		0.5		1.3		1.4		1.1		1.4		3.1		1.3		ERROR:#DIV/0!		2.1		2.1		1.0		1.4		4/22/21

		12/30/20		1.3		0.9																				1.3		1.4		1.3		1.4														1.3				1.2						1.3		0.9		1.3																								1.3														1.6

		12/31/20		1.3		1.0																				1.5		1.3		1.4		1.4														1.3				1.2						1.3		1.0		1.3																								1.3														1.4

		1/1/21		1.1		1.1																				1.2		1.2		1.3		1.3														1.3				1.1						1.2		1.0		1.1																								1.3														1.4

		1/2/21		1.1		0.9																				1.1		1.1		1.2		1.1														1.3				1.0						1.0		1.0		1.0																								1.2														1.1

		1/3/21		1.1		0.9																				1.1		1.3		1.2		1.1														1.3				0.9						0.9		1.0		0.9																								1.1														1.1

		1/4/21		1.1		1.0																				1.1		1.2		1.2		1.1														1.3				0.9						0.9		1.1		0.9																								1.1														1.2

		1/5/21		1.1		0.9																				1.1		1.2		1.2		1.1														1.3				0.9						1.0		1.1		0.9																								1.0														1.1

		1/6/21		1.2		0.9																				1.1		1.2		1.3		1.2														1.3				0.9						1.0		1.2		0.9																								1.1														1.2

		1/7/21		1.3		0.8																				1.1		1.3		1.4		1.2														1.3				1.1						1.0		1.4		1.0																								1.3														1.2

		1/8/21		1.5		0.9																				1.4		1.6		1.7		1.3														1.3				1.3						1.1		1.6		1.2																								1.4														1.3

		1/9/21		1.7		1.2																				1.6		1.8		2.0		1.5														1.3				1.5						1.3		1.9		1.5																								1.7														1.6

		1/10/21		1.8		1.2																				1.7		1.7		2.0		1.5														1.4				1.6						1.4		2.4		1.7																								1.9														1.9

		1/11/21		1.8		1.4																				1.7		1.8		2.0		1.7														1.4				1.6						1.4		2.0		1.8																								2.0														1.7

		1/12/21		1.7		1.6																				1.6		1.9		1.8		1.7														1.2				1.5						1.4		1.9		1.7																								1.9														1.5

		1/13/21		1.6		1.6																1.3		1.7		1.5		1.8		1.6		1.6														1.0				1.4						1.4		1.6		1.6																								1.7														1.4

		1/14/21		1.4		1.6																1.0		1.3		1.4		1.6		1.3		1.7														1.0				1.2						1.3		1.5		1.5																								1.4														1.4

		1/15/21		1.2		1.5																0.8		1.0		1.2		1.4		1.1		1.5														1.0				1.0						1.2		1.2		1.3																								1.2														1.2

		1/16/21		1.0		1.5																0.7		1.1		1.1		1.3		0.9		1.3														0.8				0.9						1.2		1.1		1.1																								1.1														1.2

		1/17/21		1.0		1.1																0.6		0.9		1.0		1.2		0.9		1.2														0.8				0.8						1.1		1.0		1.0																								1.0														1.1

		1/18/21		0.9		1.0						0.8										0.6		0.9		1.0		1.2		0.8		1.2														0.8				0.8						1.0		0.9		1.0																								1.0														1.1

		1/19/21		0.9		0.9						1.0										0.6		0.9		1.1		1.1		0.9		1.2														0.9				0.9						1.0		1.0		1.0																								1.0														1.4

		1/20/21		0.9		1.0						1.0										0.6		0.9		1.1		1.1		0.9		1.1														0.9				0.8						1.0		1.0		1.0																								1.0														1.5

		1/21/21		0.9		0.9						0.8										0.6		1.0		1.1		1.1		0.9		1.0														0.9				0.9						1.0		0.9		1.0																								1.0														1.5

		1/22/21		0.9		0.8						0.9										0.6		1.0		1.0		1.0		0.9		0.9														0.8				0.8						1.0		0.9		1.0																								1.0														1.6

		1/23/21		0.9		0.8						0.9										0.6		0.8		0.9		1.0		0.9		0.9														0.7				0.8						1.0		0.9		1.0																								0.8														1.3

		1/24/21		0.8		0.8						1.0										0.6		0.8		0.9		0.9		0.8		0.8														0.7				0.8						0.9		0.9		0.9																								0.8														1.2

		1/25/21		0.8		0.7						0.9										0.5		0.7		0.8		0.9		0.7		0.7														0.7				0.8						1.0		0.9		0.9																								0.8														1.1

		1/26/21		0.7		0.8		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.8		0.5		0.6		0.7		0.8		0.7		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.7		0.8		1.2		1.1		0.9		0.8		0.8		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.5		0.0		0.6		0.0		0.9		0.8								0.8						0.8

		1/27/21		0.7		0.7		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.8		0.5		0.7		0.7		0.8		0.7		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.7		0.8		1.2		1.0		0.9		0.8		0.8		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.5		0.0		0.5		0.0		0.9		0.6								0.9						0.7

		1/28/21		0.7		0.8		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.8		0.5		0.6		0.6		0.8		0.7		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.8		0.8		1.0		1.0		0.9		0.8		0.8		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.5		0.0		0.5		0.0		0.9		0.6								0.8						0.8

		1/29/21		0.7		0.9		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.9		0.5		0.6		0.6		0.7		0.7		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.8		0.8		0.9		0.9		0.8		0.8		0.7		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.5		0.0		0.5		0.0		0.8		0.7								0.8						0.8

		1/30/21		0.7		0.9		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.7		0.5		0.7		0.7		0.7		0.7		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		1.0		0.8		0.9		0.9		0.8		0.7		0.7		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.5		0.0		0.4		0.0		0.9		0.7								0.7						0.8

		1/31/21		0.7		0.9		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.8		0.6		0.8		0.7		0.7		0.7		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		1.0		0.8		0.8		0.7		0.8		0.7		0.7		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.4		0.0		0.5		0.0		0.9		0.8								0.7						0.8

		2/1/21		0.7		0.9		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.8		0.6		0.8		0.7		0.7		0.7		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.9		0.8		0.7		0.6		0.8		0.7		0.7		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.4		0.0		0.6		0.0		0.9		0.9								0.7						0.7

		2/2/21		0.7		0.9		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.7		0.7		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.8		0.7		0.6		0.8		0.7		0.7		0.7		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.4		0.0		0.8		0.0		0.9		0.9								0.7						0.7

		2/3/21		0.7		0.9		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.5		0.7		0.5		1.0		0.8		0.7		0.7		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.7		0.7		0.7		0.6		0.6		0.6		0.7		0.7		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.6		0.3		0.8		0.4		0.0		0.7		0.5		0.7		1.1								0.6						0.8

		2/4/21		0.7		0.9		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.4		0.8		0.5		1.2		0.8		0.7		0.7		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.6		0.5		0.6		0.7		0.7		0.6		0.6		0.6		1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.6		0.4		0.6		0.4		0.0		0.7		0.7		0.6		1.3								0.6						0.6

		2/5/21		0.7		0.9		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.4		0.7		0.5		1.3		0.9		0.7		0.7		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.7		0.5		0.5		0.6		0.6		0.5		0.6		0.6		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.6		0.5		0.6		0.3		0.0		0.6		0.7		0.6		1.3								0.6						0.5

		2/6/21		0.7		0.9		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.4		0.8		0.5		1.3		0.8		0.7		0.7		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.7		0.4		0.6		0.8		0.7		0.5		0.6		0.6		1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.6		0.7		0.3		0.3		0.0		0.7		0.4		0.5		1.3								0.6						0.4

		2/7/21		0.6		0.8		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.4		0.7		0.5		0.9		0.8		0.7		0.7		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.8		0.4		0.6		0.7		0.7		0.4		0.6		0.6		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.6		0.5		0.3		0.4		0.0		0.6		0.4		0.6		1.2								0.6						0.4

		2/8/21		0.6		0.8		0.8		2.3		0.4		0.7		0.4		0.4		0.7		0.6		0.9		0.8		0.7		0.7		0.5		0.7		0.4		2.4		0.2		0.9		0.5		0.9		0.5		0.5		0.7		0.9		0.4		0.6		0.6		0.8		0.7		1.0		0.3		0.7		0.4		0.5		0.5		0.7		0.4		0.5		0.6		0.7		0.3		0.4		0.6		0.5		0.4		0.6		1.1								0.6						0.4

		2/9/21		0.7		0.7		0.8		1.7		0.5		0.6		0.4		0.6		0.8		0.6		0.8		0.8		0.7		0.7		0.6		0.7		0.3		3.0		0.5		4.0		0.5		0.9		0.5		0.6		0.6		0.8		0.4		0.6		0.5		0.7		0.7		0.8		0.3		0.7		0.4		0.7		0.4		0.6		0.6		0.6		0.7		0.9		0.3		0.4		0.6		0.4		0.5		0.6		1.0								0.5						0.3

		2/10/21		0.7		0.7		1.7		1.3		0.5		0.2		0.5		0.6		0.9		0.8		0.8		0.8		0.7		0.7		0.6		0.7		0.4		2.7		0.8		1.2		0.4		0.8		0.5		0.7		0.6		0.7		0.4		0.6		0.6		0.6		0.5		0.5		0.2		0.7		0.4		0.6		2.1		0.6		1.0		0.6		0.7		0.8		0.4		0.4		0.5		0.4		0.6		0.6		0.9								0.6						0.3

		2/11/21		0.7		0.7		1.6		0.7		0.5		0.2		0.4		0.7		0.8		0.7		0.6		0.7		0.6		0.7		0.6		0.8		0.5		2.7		0.7		1.1		0.4		0.9		0.7		0.7		0.5		0.6		0.4		0.6		0.6		0.5		0.6		0.3		0.4		0.7		0.4		0.7		2.5		0.6		0.8		0.9		0.8		0.8		0.5		0.4		0.5		0.5		0.7		0.5		0.8								0.7						0.4

		2/12/21		0.7		0.7		1.6		0.5		0.4		0.0		0.5		0.8		0.8		0.7		0.5		0.7		0.6		0.7		0.6		1.1		0.6		1.7		0.9		1.9		0.3		0.7		0.5		0.8		0.5		0.7		0.5		0.6		0.6		0.4		0.8		0.1		0.6		0.9		0.5		0.8		3.4		0.6		0.9		1.3		0.8		0.5		0.5		0.6		0.5		0.5		1.0		0.5		0.8								0.7						0.6

		2/13/21		0.7		0.7		1.6		0.5		0.4		0.0		0.5		0.8		0.8		0.7		0.5		0.7		0.6		0.7		0.6		1.1		0.6		1.7		0.9		1.9		0.3		0.7		0.5		0.8		0.5		0.7		0.5		0.6		0.6		0.4		0.8		0.1		0.6		0.9		0.5		0.8		3.4		0.6		0.9		1.3		0.8		0.5		0.5		0.6		0.5		0.5		1.0		0.5		0.7								0.7						0.8

		2/14/21		0.7		0.7		2.3		0.4		0.4		0.0		0.3		1.1		0.7		0.7		0.6		0.7		0.6		0.7		0.6		1.2		0.8		1.2		1.3		1.3		0.2		0.7		0.6		0.8		0.4		0.7		0.5		0.6		0.6		0.4		0.9		0.0		0.5		0.6		0.8		0.8		3.1		0.4		0.8		0.9		0.8		0.6		0.6		0.7		0.5		0.8		1.8		0.5		0.6								0.8						0.8

		2/15/21		0.7		0.7		2.3		0.6		0.5		0.0		0.4		1.3		0.7		0.8		0.7		0.7		0.6		0.7		0.7		1.2		1.1		1.2		1.6		1.2		0.2		0.6		0.7		0.8		0.4		0.6		0.6		0.6		0.6		0.5		0.9		0.0		0.6		0.6		0.8		0.7		3.9		0.5		0.5		1.2		0.8		0.5		0.6		0.7		0.4		1.1		1.8		0.4		0.6								0.8						0.8

		2/16/21		0.7		0.7		2.3		0.8		0.6		0.0		0.4		1.1		0.6		0.8		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		1.0		1.7		1.3		0.3		0.7		0.2		0.7		0.7		0.8		0.6		0.7		0.6		0.6		0.6		0.5		1.0		0.0		0.3		0.6		1.0		0.5		4.6		0.5		0.2		1.4		0.8		0.3		0.5		0.9		0.5		1.2		1.7		0.4		0.7								0.8						0.9

		2/17/21		0.7		0.8		0.4		1.6		0.6		0.0		0.2		1.3		0.6		0.6		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		1.1		1.4		1.2		0.6		1.4		0.1		0.6		0.9		0.7		0.7		0.9		0.6		0.7		0.6		0.6		1.1		0.0		0.4		0.6		1.2		0.4		0.7		0.5		0.1		1.4		0.8		0.1		0.3		1.1		0.6		0.8		1.2		0.4		0.7								0.8						1.1

		2/18/21		0.7		0.7		0.3		2.4		0.9		0.0		0.3		1.2		0.6		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.7		0.8		1.4		1.0		1.0		1.5		0.3		0.7		1.0		0.7		1.0		0.8		0.7		0.7		0.7		0.8		0.7		0.0		0.1		0.6		1.1		0.3		0.9		0.4		0.2		1.0		0.8		0.1		0.3		1.1		0.6		0.8		1.2		0.5		0.6								0.8						1.1

		2/19/21		0.7		0.7		0.3		2.4		0.9		0.0		0.3		1.2		0.6		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.7		0.8		1.4		1.0		1.0		1.5		0.3		0.7		1.0		0.7		1.0		0.8		0.7		0.7		0.7		0.8		0.7		0.0		0.1		0.6		1.1		0.3		0.9		0.4		0.2		1.0		0.8		0.1		0.3		1.1		0.6		0.8		1.2		0.5		0.5								0.8						0.8

		2/20/21		0.9		0.7		0.2		4.7		2.1		-		0.8		0.9		0.8		0.9		0.9		0.8		1.1		0.9		0.8		0.5		2.1		1.1		1.3		0.5		0.8		0.7		1.9		0.8		1.6		1.0		0.6		0.8		0.8		1.1		0.4		-		0.3		0.4		1.0		0.3		0.8		0.8		0.9		0.7		0.8		0.5		0.5		1.1		0.6		0.5		0.5		0.7		0.5								0.9						0.6

		2/21/21		0.8		0.8		0.1		4.6		2.0		-		0.4		0.7		0.9		0.9		0.7		0.8		1.2		0.9		0.8		0.5		2.0		0.9		1.3		0.5		1.3		0.6		1.6		0.7		1.5		0.9		0.6		0.7		0.8		1.0		0.3		-		0.3		0.5		0.8		0.3		0.7		0.9		1.5		0.6		0.8		1.0		0.9		1.0		0.6		0.3		0.3		0.6		0.6								0.8						0.5

		2/22/21		0.8		0.7		0.1		2.9		1.6		-		0.4		0.6		0.9		0.8		0.6		0.9		1.2		0.9		0.9		0.5		1.1		0.8		1.5		0.5		1.2		0.7		1.5		0.7		1.5		1.0		0.7		0.8		0.7		1.0		0.2		-		0.3		0.5		0.7		0.3		0.5		1.0		2.2		0.5		0.7		1.6		1.0		0.8		0.8		0.2		0.3		0.9		0.6								0.8						0.6

		2/23/21		0.8		0.8		0.1		1.6		1.5		-		0.4		0.9		1.0		0.8		0.7		0.9		1.0		0.9		0.9		0.7		0.8		0.7		3.7		0.7		1.0		0.5		1.8		0.7		1.2		1.1		0.6		0.8		0.7		0.9		0.2		-		1.0		0.5		0.5		0.2		0.4		1.0		4.8		0.1		0.8		3.7		1.3		0.6		0.7		0.2		0.3		1.0		0.7								0.8						0.7

		2/24/21		0.8		0.7		0.0		0.7		1.8		-		1.3		0.9		1.2		1.0		0.6		0.9		1.0		0.8		0.9		0.7		0.9		0.7		1.3		0.5		2.5		0.6		1.4		0.7		1.1		1.0		0.6		0.7		0.6		0.7		0.2		-		2.0		0.4		0.6		0.4		0.4		1.3		10.0		0.1		0.7		12.3		1.8		0.4		0.6		0.3		0.4		0.9		0.7								0.7						0.6

		2/25/21		0.8		0.9		0.1		0.4		1.5		-		1.8		1.0		1.1		0.9		0.6		0.7		1.0		0.8		0.9		0.8		0.7		0.7		0.8		0.3		1.0		0.6		1.2		0.7		0.8		1.1		0.6		0.8		0.6		0.5		0.2		-		3.0		0.4		0.4		0.4		0.2		1.4		4.8		0.0		0.6		24.5		1.9		0.3		0.5		0.4		0.3		0.9		0.8								0.7						0.4

		2/26/21		0.8		1.0		0.2		0.1		1.0		-		0.8		1.4		1.2		0.9		0.8		0.7		0.9		0.7		0.9		1.2		0.6		0.7		0.1		0.5		1.0		0.5		0.9		0.7		0.7		1.2		0.5		0.7		0.6		0.3		0.2		2.0		3.0		0.7		0.5		0.6		0.2		1.4		1.3		0.0		0.6		28.0		1.5		0.2		0.3		0.3		0.4		0.9		0.9								0.7						0.5

		2/27/21		0.8		1.0		0.4		0.0		0.9		-		1.2		1.6		1.0		0.8		1.0		0.7		0.9		0.8		0.9		1.7		0.2		0.5		0.3		0.6		0.5		0.6		0.9		0.7		0.7		1.2		0.5		0.8		0.5		0.3		0.2		2.0		3.0		0.8		0.5		0.9		0.1		0.8		0.8		0.0		0.5		5.6		1.1		0.1		0.4		0.3		0.6		1.0		1.0								0.7						0.6

		2/28/21		0.8		0.9		0.6		0.0		1.1		-		2.0		2.2		0.8		0.7		1.2		0.8		0.8		0.8		1.0		1.8		0.2		0.6		0.3		0.6		0.5		0.6		0.9		0.8		0.6		1.2		0.5		0.8		0.6		0.4		0.3		2.0		3.0		0.9		0.5		0.9		0.2		0.6		0.6		0.0		0.6		2.6		0.4		0.2		0.3		0.4		0.8		1.2		0.9								0.8						0.8

		3/1/21		0.8		1.0		0.7		0.0		1.3		-		2.0		2.6		1.0		1.0		1.4		0.7		0.9		0.8		0.9		2.2		0.2		0.6		0.3		0.5		0.5		0.6		0.9		0.8		0.6		1.0		0.4		0.8		0.6		0.4		0.6		2.0		3.0		0.8		0.5		1.0		0.3		0.5		0.5		0.0		0.6		2.1		0.4		0.3		0.3		0.5		0.7		1.1		0.9								0.8						0.6

		3/2/21		0.8		0.8		1.3		0.0		1.4		-		2.0		2.2		1.1		1.0		1.2		0.7		0.9		0.8		0.9		1.7		0.0		0.5		0.3		0.6		0.7		0.7		0.7		0.8		0.7		0.9		0.4		0.8		0.7		0.5		0.6		2.0		1.0		0.9		0.7		1.6		0.4		0.4		0.3		1.5		0.5		1.2		0.2		0.4		0.3		0.6		0.5		1.0		0.7								0.8						0.6

		3/3/21		0.9		0.9		4.0		0.1		1.7		-		1.3		3.1		0.8		0.9		1.4		0.8		1.0		0.9		1.0		1.2		0.0		0.5		0.1		0.4		0.5		0.6		0.7		0.9		0.6		1.0		0.5		0.9		1.0		0.6		0.4		2.0		0.0		1.4		0.8		1.4		0.6		0.2		0.3		1.5		0.6		1.0		0.1		0.8		0.4		0.4		0.2		1.2		0.7								0.9						0.7

		3/4/21		1.0		0.9		2.0		0.1		2.1		-		0.1		3.0		1.0		0.9		1.7		1.0		1.0		1.0		1.1		1.3		0.3		0.5		0.1		0.6		0.7		0.6		0.8		1.1		0.8		1.2		0.5		0.9		1.0		0.7		1.0		2.0		0.0		2.3		0.7		1.4		1.6		0.3		0.3		-		0.7		0.6		0.2		1.3		0.5		0.2		0.3		1.4		0.7								1.1						0.8

		3/5/21		1.0		1.0		1.0		0.5		2.7		-		0.2		2.2		1.1		1.0		1.1		1.0		1.1		1.0		1.1		0.8		0.3		0.4		0.5		0.4		0.6		0.8		0.9		1.1		0.8		1.1		0.5		1.0		1.1		1.3		2.0		0.0		0.0		1.8		0.6		0.7		2.5		0.4		0.3		-		0.6		0.4		0.2		2.3		0.9		0.3		0.3		1.2		0.9								1.0						0.9

		3/6/21		1.0		1.0		1.0		1.0		2.7		-		0.0		2.0		1.1		1.1		0.8		1.0		1.0		1.0		1.0		0.7		1.0		0.5		0.0		0.4		0.8		0.9		0.7		1.0		0.8		1.0		0.7		1.0		1.2		1.6		1.7		0.0		0.0		2.4		0.8		0.4		3.7		0.4		0.3		-		0.7		0.5		0.2		9.0		0.8		0.3		0.1		1.2		0.9								0.9						1.3

		3/7/21		1.0		1.4		1.0		1.0		2.8		-		0.0		2.0		1.4		1.3		0.8		1.0		1.0		0.9		1.0		0.8		1.3		0.4		0.0		0.5		1.7		1.0		0.8		1.0		0.7		1.1		0.9		1.1		1.3		1.9		1.0		0.0		0.0		2.2		0.9		0.3		1.8		0.6		0.2		-		0.8		0.7		0.0		2.3		0.5		0.4		0.1		1.2		1.3								1.0						1.3

		3/8/21		1.0		1.4		1.0		1.0		2.7		-		0.2		1.7		1.0		1.1		0.7		1.1		0.9		0.9		1.0		0.7		2.0		0.3		0.3		0.7		1.7		0.8		0.9		0.9		0.7		1.4		1.3		1.1		1.2		1.6		0.6		0.0		0.0		2.5		1.2		0.4		1.8		0.9		0.2		-		0.8		0.7		0.0		1.9		0.6		0.4		0.1		1.2		1.3								0.9						1.5

		3/9/21		1.1		1.8		1.3		1.0		2.6		-		0.3		1.8		1.0		1.2		0.7		1.1		0.9		1.0		1.1		1.0		-		0.3		0.3		0.3		2.5		0.8		0.9		1.0		0.5		1.8		1.6		1.1		1.1		1.6		1.0		0.0		0.0		3.0		1.1		0.4		1.8		1.0		0.3		5.7		1.0		1.2		0.3		2.4		0.5		0.0		0.0		1.3		1.5								0.9						1.5

		3/10/21		1.0		1.7		2.8		1.0		2.1		-		0.4		1.2		1.1		1.5		0.7		1.1		0.8		1.0		1.0		1.5		-		0.2		1.0		0.0		4.2		0.7		1.2		0.9		0.7		1.5		2.1		1.0		1.0		1.9		2.0		0.0		-		2.5		1.0		0.3		1.6		2.0		0.3		6.0		1.0		1.5		0.3		1.9		0.3		0.0		0.0		1.3		1.6								0.8						1.5

		3/11/21		1.0		1.7		2.8		1.0		2.1		-		0.4		1.2		1.1		1.5		0.7		1.1		0.8		1.0		1.0		1.5		-		0.2		1.0		0.0		4.2		0.7		1.2		0.9		0.7		1.5		2.1		1.0		1.0		1.9		2.0		0.0		-		2.5		1.0		0.3		1.6		2.0		0.3		6.0		1.0		1.5		0.3		1.9		0.3		0.0		0.0		1.3		1.6								1.0						1.7

		3/12/21		1.1		1.4		6.0		1.5		2.0		-		10.0		0.8		0.9		1.4		0.7		1.2		0.8		1.0		0.9		2.0		1.0		0.1		1.0		3.5		6.2		0.6		1.3		0.8		0.9		1.0		2.8		1.1		1.2		1.5		0.8		-		-		2.0		1.2		0.5		0.4		1.4		1.4		0.4		1.2		2.4		0.3		0.9		0.0		0.0		0.0		1.5		1.3								1.1						1.3

		3/13/21		1.1		1.4		8.0		6.0		1.9		-		-		0.8		0.9		1.5		0.8		1.3		0.8		1.0		0.9		2.1		1.3		0.2		-		4.5		7.6		0.4		1.5		1.0		0.8		1.1		2.7		1.2		1.4		1.3		1.0		-		-		1.5		0.8		1.0		0.3		1.7		1.8		0.3		1.3		2.6		0.5		0.9		0.2		0.0		0.0		1.4		1.2								1.3						0.8

		3/14/21		1.1		1.1		9.8		9.0		1.8		-		-		0.7		0.8		1.6		0.9		1.2		0.9		1.1		0.9		1.8		0.8		0.3		-		5.0		4.3		0.4		1.3		1.0		1.1		0.9		2.0		1.2		1.3		1.1		2.8		-		-		1.4		0.8		1.0		0.3		1.1		2.7		0.3		1.3		1.6		-		1.2		0.3		0.0		1.0		1.4		0.9								1.3						0.8

		3/15/21		1.1		1.0		10.8		10.0		1.6		-		13.0		0.7		0.9		1.6		1.0		1.2		0.9		1.1		0.9		1.6		0.8		0.5		0.0		6.0		5.7		0.5		1.2		1.1		1.2		0.7		1.5		1.3		1.5		1.1		4.0		-		-		1.4		0.5		0.6		0.3		0.9		4.0		0.3		1.3		1.6		-		1.3		0.5		0.0		1.0		1.5		1.0								1.5						0.8

		3/16/21		1.1		0.9		11.0		10.0		1.6		-		7.5		0.6		0.9		1.4		1.1		1.2		0.9		1.1		0.9		1.2		1.0		0.5		1.0		13.0		4.0		0.5		1.3		1.0		1.4		0.4		1.4		1.2		1.7		1.2		3.5		-		-		1.1		0.4		0.8		0.3		0.8		2.3		0.3		1.2		0.7		1.0		0.7		0.7		-		-		1.4		1.1		1.9						1.4						0.7

		3/17/21		1.1		0.9		4.8		16.0		1.9		-		10.0		0.7		0.9		1.5		1.2		1.1		1.0		1.1		0.9		1.0		1.5		0.9		3.0		-		3.8		0.7		0.8		1.1		1.1		0.4		0.9		1.3		1.9		1.0		2.8		-		-		0.7		0.5		1.5		0.4		0.7		2.7		0.3		1.1		0.4		1.0		0.7		1.0		-		-		1.4		1.2		2.1				1.1		1.6						0.6

		3/18/21		1.1		1.0		2.7		6.0		1.9		-		2.3		0.8		1.0		1.4		1.6		1.1		1.0		1.1		0.9		1.0		3.0		1.5		3.0		1.8		3.6		1.0		0.6		1.0		1.0		0.5		0.7		1.4		1.7		1.1		3.6		-		-		0.6		0.6		1.8		0.8		0.7		1.4		0.5		1.2		0.4		1.0		0.9		3.0		-		-		1.5		1.3		1.9				1.1		1.1						0.6

		3/19/21		1.1		1.1		1.9		8.3		1.9		-		4.0		0.9		0.9		1.5		1.4		1.0		1.0		1.1		1.0		1.0		3.0		4.0		4.0		1.1		3.1		1.2		0.6		0.9		1.1		0.5		0.7		1.4		1.6		0.9		3.8		-		-		0.6		0.7		2.0		0.5		0.9		0.6		0.6		1.1		0.3		2.0		1.1		-		-		-		1.3		1.6		1.9				1.1		1.0						0.8

		3/20/21		1.1		1.1		1.9		8.3		1.9		-		4.0		0.9		0.9		1.5		1.4		1.0		1.0		1.1		1.0		1.0		3.0		1.7		4.0		1.1		3.1		1.2		0.6		0.9		1.1		0.5		0.7		1.4		1.6		0.9		3.8		-		-		0.6		0.7		2.0		0.5		0.9		0.6		0.6		1.1		0.3		2.0		1.1		-		-		-		1.3		1.6		2.0				1.1		0.8						1.2

		3/21/21		1.1		1.2		0.9		2.6		2.1		-		8.1		1.1		1.1		1.2		1.4		0.9		0.9		1.1		1.0		1.4		3.0		0.9		7.0		0.5		2.7		1.6		0.7		0.9		0.9		0.6		0.8		1.3		1.5		1.2		2.2		-		0.0		0.7		1.2		1.8		1.3		1.4		1.3		0.5		1.0		0.4		3.0		0.8		3.0		-		11.0		1.5		1.8		2.1				1.1		0.8						1.3

		3/22/21		1.1		1.2		0.8		2.3		2.2		-		8.5		1.2		1.2		1.2		1.3		0.9		1.0		1.1		1.0		1.7		3.0		0.9		-		0.3		1.9		1.9		0.7		1.0		0.9		0.7		1.0		1.3		1.3		1.2		2.1		-		0.0		0.8		1.6		2.3		2.3		1.6		1.6		0.5		1.0		0.4		3.0		1.0		1.0		-		12.0		1.4		1.7		2.2		14.2		1.1		0.7						1.1

		3/23/21		1.2		1.1		0.5		2.4		2.1		8.0		7.9		1.4		1.3		1.3		1.4		0.9		1.0		1.1		1.0		2.1		2.5		1.0		6.0		0.2		1.9		2.4		0.6		1.1		0.9		0.9		1.0		1.5		1.2		1.2		2.2		-		0.0		0.8		2.2		1.5		3.0		1.7		5.1		0.8		1.0		0.6		3.0		1.7		1.0		-		5.5		1.6		1.6		2.1		14.3		1.1		0.8						1.5

		3/24/21		1.2		1.1		0.5		1.3		1.9		2.0		7.2		1.5		1.3		1.0		1.2		0.9		1.0		1.0		1.1		1.8		2.0		1.1		1.3		0.1		1.5		2.3		1.0		1.2		1.1		1.0		1.3		1.5		1.2		1.3		1.9		-		0.0		1.2		2.3		1.2		5.0		1.0		7.3		0.8		1.0		0.7		3.0		0.9		1.5		-		3.7		1.7		1.5		1.9		11.4		1.0		0.7						1.9

		3/25/21		1.2		1.0		0.7		1.2		1.9		1.5		7.5		1.4		1.1		0.9		1.0		0.9		1.0		1.1		0.9		1.9		2.5		1.2		1.3		0.1		1.5		2.2		1.3		1.5		1.1		0.9		1.6		1.6		1.2		1.5		2.2		-		0.0		1.1		2.6		1.0		8.0		0.6		16.6		0.6		0.9		0.7		8.0		0.9		0.7		-		3.0		1.7		1.2		1.8		7.4		1.1		0.9						2.1

		3/26/21		1.3		0.9		0.8		0.7		1.8		1.4		4.8		1.5		1.1		0.8		1.1		1.0		1.0		1.1		0.9		1.7		2.5		0.8		4.5		0.3		1.6		2.3		1.5		1.6		1.2		1.0		1.7		1.7		1.3		2.1		2.5		-		1.0		1.0		2.7		0.8		19.0		0.8		38.8		0.5		0.8		0.5		5.0		0.7		1.3		-		6.0		1.9		1.1		1.7		3.7		1.1		1.1						2.3

		3/27/21		1.3		0.9		0.9		0.8		1.6		0.8		3.6		1.0		1.1		0.5		1.0		1.0		1.0		1.1		0.9		1.6		1.6		0.8		2.1		0.3		1.6		2.5		1.5		1.6		1.4		0.9		1.9		1.9		1.5		2.1		1.9		-		1.0		0.9		2.1		1.3		24.0		0.5		21.3		0.5		0.8		0.6		5.5		0.6		2.0		-		4.4		1.8		1.1		1.4		2.6		1.1		1.3						1.8

		3/28/21		1.3		0.9		1.3		0.9		1.4		0.8		2.3		0.9		1.2		0.9		1.0		1.1		1.0		1.2		1.0		1.3		1.4		0.9		2.4		1.2		1.6		3.0		1.5		1.7		1.8		0.8		2.0		2.1		1.6		2.5		1.9		-		-		0.6		1.7		1.3		12.3		1.2		19.4		0.7		0.8		1.0		3.7		0.6		1.3		-		3.5		1.9		1.2		1.3		1.7		1.2		1.3						1.8

		3/29/21		1.4		0.9		1.5		0.9		1.5		0.8		2.1		1.2		1.1		0.9		1.0		1.1		1.0		1.2		1.0		1.0		1.6		0.9		2.9		3.0		1.7		2.6		1.7		1.6		2.1		0.8		1.9		2.2		1.8		2.7		2.1		-		-		0.5		2.7		1.7		7.9		1.7		16.5		0.7		0.8		1.0		4.0		0.5		3.0		-		3.5		2.0		1.1		1.4		1.4		1.2		1.6						3.4		21.1

		3/30/21		1.4		1.0		1.9		1.0		1.3		0.6		1.8		1.1		1.1		1.0		1.0		1.0		1.0		1.2		1.1		1.0		1.5		0.9		5.0		6.0		1.8		2.1		1.7		1.4		2.2		1.0		2.0		2.3		2.0		3.0		1.9		-		-		1.0		2.5		2.7		6.0		3.2		6.2		0.8		0.7		1.1		4.0		0.6		3.5		-		4.4		1.7		1.1		1.2		1.3		1.2		1.4				1.7		3.1		6.1

		3/31/21		1.4		1.0		4.4		1.5		1.3		0.8		1.7		0.9		1.0		1.3		1.1		1.1		1.0		1.2		1.0		1.3		1.1		1.7		9.0		13.0		1.8		1.7		1.5		1.4		2.2		1.1		2.3		2.3		2.0		3.0		2.0		51.0		-		1.3		2.8		2.3		3.7		8.6		4.0		0.8		0.8		1.6		5.7		1.0		2.3		-		4.9		1.7		1.0		1.1		1.2		1.2		1.6				2.0		3.1		3.6

		4/1/21		1.4		1.0		3.3		2.4		1.1		1.0		1.2		1.0		1.0		1.5		1.1		1.1		1.0		1.2		1.1		1.1		0.7		1.5		10.5		25.0		1.6		1.5		1.4		1.3		2.5		1.6		2.3		2.4		2.1		2.8		1.9		60.0		-		1.7		2.6		2.6		1.5		14.4		1.7		1.7		0.9		2.4		2.0		1.3		6.0		-		4.5		1.6		1.0		1.0		1.0		1.2		1.4				1.9		3.1		1.5

		4/2/21		1.4		1.0		3.3		4.0		1.0		1.0		1.1		0.7		1.0		1.6		1.2		1.2		1.0		1.2		1.1		1.3		0.9		3.3		1.6		13.0		1.3		1.2		1.2		1.4		2.3		2.3		2.5		2.4		2.0		2.8		1.7		66.0		2.0		2.3		2.4		4.0		1.5		13.1		1.2		2.5		1.0		4.7		1.8		2.0		2.8		-		2.0		1.4		1.0		0.9		1.0		1.2		1.4				1.7		3.1		1.1

		4/3/21		1.4		1.0		3.7		4.4		1.0		3.0		0.8		0.8		1.0		1.9		1.3		1.2		1.0		1.1		1.2		1.2		1.3		5.0		2.8		15.5		1.3		1.1		1.3		1.5		2.3		2.3		2.3		2.2		1.7		2.5		2.0		66.0		2.0		3.2		2.3		3.2		1.2		17.7		1.2		3.5		1.0		3.7		1.7		3.1		4.0		-		1.5		1.4		1.0		1.0		0.9		1.1		1.5				1.7		3.1		1.0

		4/4/21		1.4		0.9		2.8		4.6		1.0		3.0		0.8		1.0		0.9		1.7		1.4		1.2		1.0		1.1		1.3		1.4		1.5		7.3		2.7		4.5		1.2		0.9		1.2		1.4		2.1		2.8		2.3		2.1		1.8		2.0		2.2		32.5		2.0		4.4		2.2		3.6		1.4		8.6		1.1		4.5		1.0		2.0		1.6		2.7		4.3		14.0		1.1		1.3		0.8		0.9		0.9		1.1		1.6				1.6		3.1		0.8

		4/5/21		1.3587347232		0.9886621315		2.9583333333		4.5714285714		0.8861959958		3		0.7256637168		1.095890411		0.8482490272		1.6615384615		1.1742424242		1.0934911243		0.9761235955		1.0954472843		1.2022955524		1.5660377358		2		8		2.3		3		1.1957671958		1		1.0481927711		1.4103671706		1.8378378378		2.8536585366		2.3933333333		1.9968960166		1.7002688172		2.1474358974		2.0188679245		5.2727272727		2		5.1363636364		1.3392857143		2.5		1.2181818182		6.2631578947		1.0046511628		8.5		1.0789473684		2.05		1.4166666667		2.875		2.6666666667		15		1.0952380952		1.273255814		0.8679245283		0.7651515152		1.0198019802		1.0954472843		1.5593220339				1.3287671233		3.1333333333		0.8105263158

		4/6/21		1.3399435588		0.9736263736		3.2916666667		3.96		0.8672286617		4		0.69527897		1.2237762238		0.8102766798		1.5179856115		1.0583941606		1.1433823529		0.9375866852		1.0975898854		1.1678224688		1.3620689655		1.9333333333		10.1428571429		1.4333333333		2.3333333333		1.1393034826		1.0879120879		1.0245398773		1.5416666667		1.5357142857		2.4680851064		2.313253012		1.9005499542		1.6296296296		1.9677419355		1.85		1.2903225806		2		2.4318181818		1.1666666667		1.5625		1.4444444444		3.96875		1.0315315315		7		1.2282608696		2.3333333333		1.4166666667		2		2.5714285714		1		0.9791666667		1.2651515152		0.8934169279		0.7800312012		0.8899082569		1.0975898854		1.6896551724				1.3425692695		3.1333333333		0.8526315789

		4/7/21		1.2978313597		0.9755555556		0.7213114754		3.3666666667		0.7576687117		5.6		0.6448979592		1.5625		0.8734693878		1.0935672515		1.0797101449		1.1086186541		0.8984700974		1.156039604		1.1273972603		1.152173913		4.3076923077		5.0666666667		1.0833333333		2.4615384615		1.088372093		1.1460674157		0.9518072289		1.6465696466		1.5376344086		2.1578947368		2.0588235294		1.757046447		1.5924731183		1.9095238095		2.0149253731		0.4693877551		1		1.9137931034		0.76		1.5625		1.5892857143		1.85		0.9956709957		6.6666666667		1.2645502646		2.04		0.7058823529		1.8461538462		2.7142857143		0.2307692308		1.037037037		1.2469352014		0.9383116883		0.6935229068		0.8636363636		1.156039604		1.8989361702		1.6547406082		1.2461538462		3.1333333333		0.7916666667

		4/8/21		1.2933614474		1.0477272727		0.7796610169		1.72		0.7315789474		5.6666666667		0.7136363636		1.5037593985		0.9785407725		1.0324324324		1.134751773		1.1096997691		0.8850415512		1.1469685342		1.1657681941		1.2014388489		5.6363636364		4.4705882353		1.0476190476		1.24		1.1261682243		1.2386363636		0.9644970414		1.7896907216		1.3611111111		1.7567567568		1.8940677966		1.6434297665		1.5481049563		1.8808510638		1.9736842105		0.3103448276		1		1.9242424242		0.7125		1.5		1.9375		1.4722222222		1.1485148515		5.2		1.3829787234		1.3529411765		0.625		1.1176470588		1.5833333333		0.3846153846		1.2037037037		1.2930153322		1		0.7061769616		0.97		1.1469685342		2.0052910053		1.5645288994		1.4675324675		3.1333333333		0.9625

		4/9/21		1.2804411288		1.1378504673		0.6666666667		0.8888888889		0.7667031763		4.5714285714		0.7559808612		1.825		0.991416309		1.0695187166		0.9407894737		1.0391498881		0.9190751445		1.1558052434		1.1873350923		1.0855263158		5.3571428571		2.8		1.724137931		1.3461538462		1.2843137255		1.3563218391		0.9397590361		1.5812720848		1.1694915254		1.1515151515		1.6725352113		1.5666247643		1.5942962282		1.7830882353		2.2375		0.265625		1.5		1.6962025316		0.7469879518		1.1666666667		1.6206896552		1.0326086957		1.2094240838		5.4		1.3819095477		1.119047619		0.3888888889		0.6363636364		2		0.6428571429		1.3469387755		1.3073089701		1.1080139373		0.7081911263		0.9038461538		1.1558052434		1.8333333333		1.487012987		1.4239350913		3.1333333333		1.0136054422

		4/10/21		1.2805491707		1.2430555556		0.6449275362		0.6987951807		0.7315217391		1.3333333333		1.0057803468		1.6774193548		1.0346320346		0.9126213592		1.0921052632		1.0032644178		0.9343065693		1.1950856292		1.2114649682		1.1437908497		5.1176470588		2.225		1.0238095238		1.1290322581		1.1441441441		1.4534883721		0.7444444444		1.5559105431		1.1923076923		1.1747572816		1.6590163934		1.5127094165		1.6634189548		1.8556338028		2.0108695652		0.3636363636		1.5		1.5050505051		0.9047619048		0.7931034483		1.8103448276		0.8301886792		1.1213592233		3.5714285714		1.39		1.0681818182		0.4210526316		0.52		1.375		2.5		1.4042553191		1.3140096618		1.2577319588		0.6739864865		1.0537634409		1.1950856292		1.7914893617		ERROR:#DIV/0!		1.5441767068		3.1333333333		1.0066666667

		4/11/21		1.244332044		1.3454987835		0.6102941176		0.5		0.7678983834		1.6666666667		0.9761904762		1.4125874126		1.0533333333		0.8104265403		0.8928571429		0.985106383		0.8563458856		1.2008797654		1.090382387		1.0487804878		4.7894736842		1.8823529412		0.8913043478		1.4444444444		1.1928251121		1.476744186		0.7351351351		1.5045731707		1.1111111111		1.0442477876		1.5321637427		1.448017149		1.5192307692		1.9268292683		1.9509803922		0.3692307692		1.5		1.7090909091		0.8941176471		0.71875		1.5507246377		0.75		1.0865384615		2.5555555556		1.3725490196		1.2105263158		0.8333333333		0.7083333333		1.2941176471		3		1.4651162791		1.2526964561		1.4075471698		0.7528301887		0.8842105263		1.2008797654		1.5842696629		1.3796354494		1.3902439024		3.1333333333		0.9727891156

		4/12/21		1.2640578177		1.2385321101		0.6408450704		0.5833333333		0.7657550535		1.8888888889		1.0548780488		1.15		1.0917431193		0.7592592593		1.1032258065		1.012987013		0.9050359712		1.2150929639		1.1539379475		1.0301204819		3.1785714286		1.8392857143		0.8695652174		1.3703703704		1.1681415929		1.3369565217		0.7701149425		1.6072507553		1.1617647059		1.0427350427		1.4874651811		1.4678756477		1.5557312253		1.5910447761		1.8224299065		0.4827586207		2		1.8761061947		1		0.7666666667		1.7910447761		0.6386554622		0.9768518519		0.8823529412		1.7658536585		1.2682926829		1.3529411765		0.6956521739		1.5625		3.4		1.2826086957		1.2176560122		1.3586956522		0.7599206349		0.8058252427		1.2150929639		1.6014492754		1.4539312039		1.4022140221		3.1333333333		0.8376623377

		4/13/21		1.2817933856		1.2121896163		0.5569620253		0.5050505051		0.744835966		1.9		1.0185185185		1.0057142857		1.2292682927		0.7251184834		1.2275862069		1.0460878885		0.9304733728		1.2397408207		1.1650831354		1.1582278481		3.1034482759		1.4084507042		0.9069767442		1.4285714286		1.1703056769		1.4141414141		0.8562874251		1.5598885794		1.3255813953		1.2844827586		1.40625		1.5096107641		1.5271260997		1.4180327869		1.8468468468		0.75		2.5		1.9626168224		1.1428571429		1.12		1.6794871795		0.5196850394		0.8165938865		0.4285714286		1.6946902655		1.1224489796		1.6470588235		1.1818181818		1.5		7		1.1914893617		1.2380239521		1.3228070175		0.7374749499		0.7731958763		1.2397408207		1.5272108844		1.5830028329		1.3875838926		3.1333333333		0.6481481481

		4/14/21		1.2842012841		1.2346241458		1.0909090909		0.4257425743		0.7975708502		1.1785714286		0.9620253165		0.805		1.2009345794		0.8556149733		1.4026845638		1.0255591054		1.0061919505		1.1921891059		1.297691373		1.1698113208		1.2857142857		1.4078947368		1.2051282051		1.53125		1.2051282051		1.4509803922		1.0379746835		1.4225526642		1.1678321678		1.3089430894		1.3619047619		1.4712902499		1.5273463876		1.3266832918		1.562962963		1.4782608696		2.5		1.972972973		1.7719298246		1.2		1.5393258427		0.5855855856		0.7956521739		0.5		2.0794979079		1.1176470588		3.0833333333		1.3333333333		1.5789473684		21.6666666667		0.7857142857		1.1362359551		1.3460207612		0.8150684932		0.8		1.1921891059		1.2072829132		1.5830028329		1.4018987342		3.1333333333		0.6315789474

		4/15/21		1.284718583		1.2234273319		1.402173913		0.4534883721		0.8014388489		0.8823529412		1.0127388535		0.795		1.2149122807		0.8219895288		1.28125		1.0374609781		1.0954616588		1.2258280361		1.3121387283		1.1317365269		1.2741935484		1.5921052632		1.0227272727		1.4516129032		1.1701244813		1.504587156		1.0858895706		1.4078341014		1.1224489796		1.3307692308		1.3333333333		1.4188624007		1.5342121783		1.1900452489		1.4133333333		2.1111111111		1.3333333333		1.8818897638		1.9473684211		1.3703703704		1.6344086022		0.6886792453		0.8362068966		0.2307692308		2.1461538462		1.2608695652		5.4		2.6315789474		1.4736842105		13.4		0.7076923077		1.0579710145		1.3853820598		0.7754137116		0.7835051546		1.2258280361		1.2005277045		1.5682062299		1.3569321534		3.1333333333		0.5974025974

		4/16/21		1.2859230149		1.1889117043		1.5		0.578125		0.72		1.125		0.9746835443		0.698630137		1.2597402597		0.68		1.5104895105		1.1076426265		1.1839622642		1.2294232016		1.3066666667		1.2181818182		1.1066666667		1.5952380952		1.12		1.1428571429		1.1297709924		1.6610169492		1.1923076923		1.4234636872		1.3333333333		1.7456140351		1.2631578947		1.3870461237		1.5233698788		1.0721649485		1.1229050279		2.2352941176		1.6666666667		1.828358209		1.935483871		1.7142857143		1.7553191489		0.7578947368		0.9177489177		0.2592592593		2.3345454545		1.1914893617		10.7142857143		4.3571428571		1.3636363636		7.4444444444		0.6212121212		0.9847522236		1.3616352201		0.7060240964		0.7446808511		1.2294232016		1.2623376623		1.4742520844		1.4601139601		3.1333333333		0.6577181208		ERROR:#DIV/0!		2.1639344262		0.8518518519		1.3461538462		1.4736842105

		4/17/21		1.2720422366		1.0651769088		1.5730337079		0.5344827586		0.6835066865		1.5416666667		0.7873563218		0.7548076923		1.3221757322		0.7287234043		1.2831325301		1.1865509761		1.2734375		1.2408099688		1.3070452156		1.1828571429		0.9770114943		1.5056179775		1.3255813953		1.2571428571		1.2401574803		1.688		1.447761194		1.341889117		1.1161290323		1.826446281		1.2015810277		1.3352398524		1.5069222577		1.0037950664		1.1513513514		1.5416666667		2		1.7651006711		1.7105263158		3.5652173913		1.7904761905		0.8977272727		0.9567099567		0.56		1.9873817035		1.4042553191		12		6.1538461538		1.4090909091		1.2857142857		0.5909090909		0.9754901961		1.3616352201		0.6666666667		0.6530612245		1.2408099688		1.1472684086		1.4072022161		1.3940182055		3.1333333333		0.6490066225		ERROR:#DIV/0!		2.44		0.8453608247		1.3461538462		1.592039801

		4/18/21		1.3046223437		1.0867992767		1.7108433735		0.5625		0.6255639098		1.2		0.8170731707		0.8861386139		1.3502109705		0.8245614035		1.4666666667		1.2105831533		1.4039087948		1.2530525031		1.4144527099		1.226744186		1.1208791209		1.3958333333		1.756097561		1.1025641026		1.1466165414		1.6850393701		1.4044117647		1.4032421479		1.2066666667		2.0508474576		1.2270992366		1.3494870888		1.5859704641		0.9801084991		1.1507537688		1.6666666667		2		1.4414893617		1.9605263158		4		1.9626168224		0.9047619048		1.0840707965		0.7391304348		1.8450292398		1.5652173913		7.2666666667		5.1176470588		1.5454545455		1		0.7301587302		0.9778597786		1.2439678284		0.608040201		0.7380952381		1.2530525031		1.2009456265		1.4072022161		1.5924426451		3.1333333333		0.7832167832		ERROR:#DIV/0!		2.2363636364		0.8532110092		1.3461538462		1.7755102041

		4/19/21		1.3142830891		1.15		1.5714285714		0.3571428571		0.6273291925		1.2352941176		0.7167630058		1.0326086957		1.4915966387		0.8475609756		1.1988304094		1.2211538462		1.3751987281		1.2613261326		1.4260599793		1.2514619883		1.1685393258		1.2815533981		2.05		1.3243243243		1.1515151515		1.8861788618		1.4057971014		1.3035714286		1.1265822785		2.106557377		1.3314606742		1.3093306288		1.5960365854		1.0900562852		1.2717948718		1.2857142857		1.25		1.2735849057		2.2933333333		4.6956521739		1.8833333333		0.9868421053		1.1516587678		1.2666666667		2.320441989		1.4615384615		4.8260869565		8.1875		1.24		0.6470588235		0.813559322		0.9875		1.312		0.6161879896		0.6626506024		1.2613261326		1.1357466063		1.2368723649		1.6460526316		3.1333333333		0.8372093023		ERROR:#DIV/0!		2.3705882353		1.2359550562		1.1428571429		1.3464566929

		4/20/21		1.3074433657		1.2420856611		1.5909090909		0.46		0.6296900489		1.2894736842		0.7212121212		1.1590909091		1.4206349206		0.9738562092		1.2191011236		1.2233606557		1.4451510334		1.2790360046		1.4495412844		1.1803278689		1.2222222222		1.42		2.2564102564		1.475		1.1007462687		1.6642857143		1.3916083916		1.2580357143		1.1228070175		1.7583892617		1.4259259259		1.2414451695		1.5252040326		1.1541425819		1.3317073171		1.3		1		1.3857142857		2.3875		4.4642857143		1.7404580153		1.2575757576		1.3475935829		2.6666666667		2.3994778068		1.8545454545		4.2142857143		5.7307692308		1.1851851852		0.5535714286		1.0178571429		0.9431680774		1.3952254642		0.5679347826		0.72		1.2790360046		1.1257995736		1.1410164639		1.4679564692		3.1333333333		1.1142857143		ERROR:#DIV/0!		2.6987951807		1.1797752809		0.8461538462		1.6790123457

		4/21/21		1.3020254679		1.3173431734		1.6770833333		0.6744186047		0.6159052453		1.5454545455		0.8092105263		1.248447205		1.4357976654		0.89375		0.961722488		1.3250259605		1.4215384615		1.3382183908		1.3754681648		1.2204301075		1.6666666667		1.4392523364		2.2127659574		1.0612244898		0.9503546099		1.6283783784		1.1036585366		1.3109756098		1.3173652695		1.6894409938		1.3513986014		1.2108968473		1.4292661362		1.1597744361		1.2559241706		1		3.2		1.4474885845		1.9702970297		4.8		1.7445255474		1.3846153846		1.5027322404		2.6		2.0261569416		2.1578947368		3.3513513514		5.1875		1.9		0.5230769231		1.25		0.91223733		1.4550128535		0.5546218487		0.6578947368		1.3382183908		1.3503480278		1.1780235462		1.427765237		3.1333333333		1.3541666667		ERROR:#DIV/0!		2.0987124464		1.2528735632		0.84		1.5362318841

		4/22/21		1.2788904752		1.3581560284		1.1472868217		0.7948717949		0.6983842011		1.6666666667		0.641509434		1.3459119497		1.4332129964		0.9108280255		1.0048780488		1.3249749248		1.3157142857		1.3070414847		1.3612334802		1.1746031746		1.5443037975		1.3719008264		2.9555555556		1.2666666667		1.0070921986		1.5243902439		0.9096045198		1.2937806874		1.5878787879		1.5606936416		1.3657718121		1.1600589536		1.3449263502		1.2566539924		1.3066037736		0.7105263158		6.25		1.3221757322		1.990990991		4.1891891892		1.5986842105		1.0136986301		1.3453608247		4.1666666667		2.0896057348		2.5862068966		2.7777777778		3.76		3.4285714286		0.6268656716		1.0652173913		0.901618929		1.4700239808		0.5945121951		0.5		1.3070414847		1.3604395604		1.1450087566		1.4097826087		3.1333333333		1.347826087		ERROR:#DIV/0!		2.0987124464		2.1129032258		0.9591836735		1.393220339
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シート④重症者の緑ボタンをクリックで、本シートの最新日の数字（4行目の黄色セル全部）を、前日の行に”値”でコピペ。



厚労省資料

		都道府県別新規陽性者数（報告日別）（空港検疫、チャーター便、クルーズ船案件を除く）



		報告日		44295		44296		44297		44298		44299		44300		44301		44302		44303		44304		44305		44306		44307		44308		直近２週間の合計								直近１週間合計		全期間の
合計								全期間の
合計

				金		土		日		月		火		水		木		金		土		日		月		火		水		木				4月9日から
4月15日まで		4月16日から
4月22日まで		増減率		（人口10万対）														R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		3,511		3,742		2,848		2,098		3,444		4,302		4,570		4,519		4,791		4,089		2,893		4,328		5,280		5,452		55,867		24,515		31,352		1.28		24.85		550,526		全国				全国		79				全国		126167



		北海道		83		116		69		58		60		77		101		98		109		98		78		106		124		153		1,330		564		766		1.36		14.59		22,844		北海道				北海道		1				北海道		5250

		青森		13		15		4		14		19		19		45		13		26		6		15		16		40		32		277		129		148		1.15		11.88		1,408		青森				青森		1				青森		1246

		岩手		5		8		7		9		2		2		6		3		2		3		2		5		8		8		70		39		31		0.79		2.53		802		岩手				岩手		1				岩手		1227

		宮城		121		109		72		34		72		96		53		68		65		28		22		54		74		78		946		557		389		0.70		16.87		7,813		宮城				宮城		1				宮城		2306

		秋田		1		5		6		4		6		3		5		7		6		5		10		13		5		4		80		30		50		1.67		5.18		399		秋田				秋田		2				秋田		966

		山形		24		33		11		28		17		16		30		19		16		8		18		12		20		9		261		159		102		0.64		9.46		1,395		山形				山形		1				山形		1078

		福島		53		17		15		11		13		30		20		47		21		37		22		27		27		33		373		159		214		1.35		11.59		3,094		福島				福島		1				福島		1846

		茨城		38		39		43		17		30		51		59		52		64		47		52		33		62		87		674		277		397		1.43		13.88		7,672		茨城				茨城		1				茨城		2860

		栃木		41		29		7		14		13		31		22		20		30		11		12		23		25		22		300		157		143		0.91		7.39		5,151		栃木				栃木		1				栃木		1934

		群馬		17		39		14		28		20		56		31		28		36		21		13		32		40		36		411		205		206		1.00		10.61		5,602		群馬				群馬		1				群馬		1942

		埼玉		131		142		139		96		156		145		188		163		207		166		118		207		227		233		2,318		997		1,321		1.32		17.97		36,264		埼玉				埼玉		1				埼玉		7350

		千葉		102		94		98		103		62		97		144		155		156		145		106		106		112		141		1,621		700		921		1.32		14.71		32,051		千葉				千葉		1				千葉		6259

		東京		537		570		421		306		510		591		729		667		759		543		405		711		843		861		8,453		3,664		4,789		1.31		34.40		132,903		東京				東京		1				東京		13921

		神奈川		168		180		132		94		114		205		242		209		247		220		142		157		252		318		2,680		1,135		1,545		1.36		16.80		51,749		神奈川				神奈川		1				神奈川		9198

		新潟		28		27		20		9		32		37		36		40		33		24		12		34		48		31		411		189		222		1.17		9.99		2,069		新潟				新潟		1				新潟		2223

		富山		16		18		7		8		5		11		14		20		20		24		10		11		21		16		201		79		122		1.54		11.69		1,208		富山				富山		2				富山		1044

		石川		22		16		18		12		13		21		19		35		16		18		10		23		33		31		287		121		166		1.37		14.59		2,283		石川				石川		1				石川		1138

		福井		8		6		4		2		6		10		9		19		7		19		12		12		26		38		178		45		133		2.96		17.32		817		福井				福井		3				福井		768

		山梨		7		5		4		1		7		14		7		2		9		3		7		17		7		12		102		45		57		1.27		7.03		1,120		山梨				山梨		1				山梨		811

		長野		48		38		45		21		29		62		39		62		57		35		20		20		35		55		566		282		284		1.01		13.86		3,636		長野				長野		1				長野		2049

		岐阜		24		23		14		7		35		27		34		56		38		17		25		36		35		43		414		164		250		1.52		12.58		5,375		岐阜				岐阜		2				岐阜		1987

		静岡		23		17		24		11		17		42		43		32		25		21		14		22		24		23		338		177		161		0.91		4.42		6,249		静岡				静岡		1				静岡		3644

		愛知		172		197		129		122		168		216		218		224		230		207		124		190		312		294		2,803		1,222		1,581		1.29		20.93		31,147		愛知				愛知		1				愛知		7552

		三重		17		39		13		18		23		29		26		36		28		21		15		37		57		68		427		165		262		1.59		14.71		3,351		三重				三重		2				三重		1781

		滋賀		14		17		10		14		39		36		43		40		39		31		29		44		46		41		443		173		270		1.56		19.09		3,376		滋賀				滋賀		2				滋賀		1414

		京都		96		84		81		42		61		125		107		100		92		116		110		120		128		148		1,410		596		814		1.37		31.51		11,437		京都				京都		1				京都		2583

		大阪		927		991		827		603		1099		1130		1208		1209		1161		1220		719		1153		1242		1167		14,656		6,785		7,871		1.16		89.35		72,282		大阪				大阪		1				大阪		8809

		兵庫		314		351		229		159		391		507		493		510		541		406		293		427		563		547		5,731		2,444		3,287		1.34		60.14		27,603		兵庫				兵庫		1				兵庫		5466

		奈良		95		82		66		46		62		94		81		89		91		79		85		80		112		125		1,187		526		661		1.26		49.70		5,369		奈良				奈良		1				奈良		1330

		和歌山		44		23		28		10		30		44		33		33		35		44		29		55		36		45		489		212		277		1.31		29.95		1,946		和歌山				和歌山		1				和歌山		925

		鳥取		5		9		0		6		4		6		8		5		8		3		2		7		1		1		65		38		27		0.71		4.86		352		鳥取				鳥取		1				鳥取		556

		島根		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		12		10		29		4		25		6.25		3.71		321		島根				島根		6				島根		674

		岡山		25		35		53		31		17		32		46		31		53		61		30		38		58		45		555		239		316		1.32		16.72		3,385		岡山				岡山		1				岡山		1890

		広島		14		22		11		8		8		28		20		23		32		30		31		27		36		42		332		111		221		1.99		7.88		5,574		広島				広島		2				広島		2804

		山口		7		3		3		1		6		5		12		18		37		13		17		23		24		23		192		37		155		4.19		11.41		1,641		山口				山口		4				山口		1358

		徳島		17		21		16		20		23		25		30		30		44		38		36		25		36		34		395		152		243		1.60		33.38		1,034		徳島				徳島		2				徳島		728

		香川		12		9		9		5		11		11		16		11		16		6		4		19		18		0		147		73		74		1.01		7.74		1,102		香川				香川		1				香川		956

		愛媛		27		34		24		17		19		30		43		45		43		48		15		28		53		29		455		194		261		1.35		19.49		2,082		愛媛				愛媛		1				愛媛		1339

		高知		1		0		0		0		0		1		4		2		7		3		2		5		3		3		31		6		25		4.17		3.58		976		高知				高知		4				高知		698

		福岡		54		81		52		34		72		156		109		138		137		110		118		151		244		268		1,724		558		1,166		2.09		22.84		21,035		福岡				福岡		2				福岡		5104

		佐賀		9		8		4		11		12		9		5		7		18		10		15		38		30		32		208		58		150		2.59		18.40		1,452		佐賀				佐賀		3				佐賀		815

		長崎		2		3		7		8		6		9		19		23		24		20		10		13		15		45		204		54		150		2.78		11.30		1,852		長崎				長崎		3				長崎		1327

		熊本		1		2		4		0		15		10		18		12		21		11		44		33		27		40		238		50		188		3.76		10.76		3,768		熊本				熊本		4				熊本		1748

		大分		4		5		2		4		5		5		3		6		6		5		1		6		30		42		124		28		96		3.43		8.46		1,457		大分				大分		3				大分		1135

		宮崎		5		26		8		10		5		9		4		5		4		5		1		3		12		12		109		67		42		0.63		3.91		2,076		宮崎				宮崎		1				宮崎		1073

		鹿児島		8		8		5		4		4		4		13		3		7		11		6		13		2		7		95		46		49		1.07		3.06		1,992		鹿児島				鹿児島		1				鹿児島		1602

		沖縄		131		146		93		37		125		137		134		103		167		92		32		115		95		120		1,527		803		724		0.90		49.83		11,863		沖縄				沖縄		1				沖縄		1453

		長崎船		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		149		長崎船				長崎船		-

		※１　過去分の報告があった県については、報告日別に過去に遡って計上した

		※２　その他は、長崎県のクルーズ船における陽性者数																																				増減率が１より大きく、直近１週間合計が１以上の都道府県数		直近1週間の新規陽性者数ゼロの都道府県数

		※３　人口10万対の人数は、令和元年10月１日現在の都道府県別推計人口（総務省）により算出している																																				39		0

		※４　各都道府県における報告日別は、次のとおり色分けをしている

		　　　　100以上：赤、50～99：橙、10~49：黄

		※５　二重下線は、各都道府県における過去最多新規陽性者数（報告日別）

		※６　直近1週間合計（人口10万対）は、次のとおり色分けしている

		　　　　25以上：赤、15～25：橙、5～15：黄





その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他（※２）

その他（※２）



01北海道

		北海道の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　18:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		153				67				47				36				766				1,330				1,127

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		567				1,039		54.6%		25										128		19.5%		301		2,055		14.6%

		現時点の確保病床数→				1,826		31.1%										現時点の確保病床数→		162		15.4%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				1,826		31.1%										最大確保病床数→		162		15.4%		40.7%







		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/16～4/22の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		21,016						3.5%		850

		３．特措法に基づく要請等の状況																		４．その他







		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		31.1%				31.1%				15.4%				15.4%				21.4666666667				3.5%				14.5904761905				1.36				40.7%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

＜備考＞新規感染者数の年代別人数について、調査中のもの・保健所設置市分のうち非公表のものは計上していない。
        入所日調整中65名、自宅・施設療養者56名。病床、宿泊療養施設の占有数、入所日調整中及び自宅・施設療養者数については前日の値。

注）「うち20代～30代」及び「うち60代以上」は、非公表情報を含むため、対外公表不可



02青森県

																		札幌市の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　18:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		126				57				39				30				613				1,030				899

		病床（重症者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		310				417		74.3%		19										53		35.8%		276		1,270		21.7%















































































































































②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



04宮城県

		宮城県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																								44308.0		18:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		78				16				12				38				387				944				931

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		252				347		72.6%		19										42		45.2%		254		900		28.2%

		現時点の確保病床数→				345		73.0%										現時点の確保病床数→		43		44.2%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				450		56.0%										最大確保病床数→		65		29.2%		20.4%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/15～4/21の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		5,096						6.4%		520										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		73.0%				56.0%				44.2%				29.2%				40.3729401561				6.4%				16.7823070252				0.69				20.4%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



内閣官房作成


（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



04仙台市

		仙台市の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																								44308.0		18:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		21				10				4				7				195				523				508

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		133				347		38.3%		19										42		45.2%		135		900		15.0%

		現時点の確保病床数→				345		38.6%										現時点の確保病床数→		43		44.2%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				450		29.6%										最大確保病床数→		65		29.2%		20.4%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/15～4/21の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		5,096						6.4%		520										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		38.6%				29.6%				44.2%				29.2%				22.0294882914				6.4%				8.4562012142				0.59				20.4%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



内閣官房作成


②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



06山形県

		山形県の感染状況																												1週間経路不明者

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日21:00時点】		20

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）				直近１週間の
感染経路不明率

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		9				3				2				2				102				261				192				0.196

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		81				237		34.2%		5										26		19.2%		22		134		16.4%

		現時点の確保病床数→				237		34.2%										現時点の確保病床数→		26		19.2%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				237		34.2%										最大確保病床数→		26		19.2%		19.6%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は毎週月曜日に更新。
　行政機関実施分は当日以前７日間、医療機関実施分は２日前以前７日間の合計（Ａ）。
　１の「新規感染者数１週間合計」（Ｂ）を（Ａ）で除した値を「陽性率」としている。

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		2,218						4.6%												４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		34.2%				34.2%				19.2%				19.2%				17.8107606679				4.6%				9.4619666048				0.64				19.6%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



内閣官房作成


②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



06山形市

		山形市の感染状況																												1週間経路不明者

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日21:00時点】		7

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）				直近１週間の
感染経路不明率

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		1				0				1				0				38				114				-				0.184

		病床（重症者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		-				-		-		-										-		-		-		-		-

		現時点の確保病床数→				-		-										現時点の確保病床数→		-		-		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				-		-										最大確保病床数→		-		-		18.4%



		２．検査体制の状況

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		-						-												４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況



























































































































内閣官房作成


（注１）「新規感染者数」以外の項目については、県全体で把握していることから非計上。
（注２）「直近１週間の感染経路不明率」は、感染公表時に過去事例との関連を調査中とした件数の合計値を用いて算出。




＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



07福島県

		福島県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　0:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						感染経路不明（4/15～4/21）				うち20代～30代				うち60代以上

		47				29.4%												228				387				304														44287

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設																44288

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率												44289

																																								44290

		223				469		47.5%		11										49		22.4%						ERROR:#DIV/0!												44291		29

		現時点の確保病床数→				469		47.5%										現時点の確保病床数→		49		22.4%		直近１週間の感染経路不明率																44292		21

		最大確保病床数→				350		63.7%										最大確保病床数→		50		22.0%		29.4%																44293		45

																																								44294		22

																																								44295		53

																																								44296		17

																																								44297		15

																																								44298		11

																																								44299		13

		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/11～4/17の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値																																44300		30

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）																														44301		20

		8,763						2.4%												４．その他																				44302		47

		３．特措法に基づく要請等の状況																																						44303		21

																																								44304		37

																																								44305		22

																																								44306		27

																																								44307		27

																																								44308		47

																																								44309

																																								44310

																																								44311

																																								44312

																																								44313

																																								44314

																																								44315

																																								44316

																																								44317

																																								44318

		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）																																						44319

																																								44320

		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合						44321

		病床全体								うち、重症者用病床																														44322

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率																										44323

																																								44324

		47.5%				47.5%				22.4%				22.0%				16.4680390033				2.4%				12.3510292524				1.43				29.4%						44325

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による																																						44326

																																								44327

		R1.10.1推計人口（総務省）																																						44328

		全国		126167																																				44329

																																								44330

		北海道		5250																																				44331

		青森		1246																																				44332

		岩手		1227																																				44333

		宮城		2306																																				44334

		秋田		966																																				44335

		山形		1078																																				44336

		福島		1846																																				44337

		茨城		2860																																				44338

		栃木		1934																																				44339

		群馬		1942																																				44340

		埼玉		7350																																				44341

		千葉		6259																																				44342

		東京		13921																																				44343

		神奈川		9198																																				44344

		新潟		2223																																				44345

		富山		1044																																				44346

		石川		1138																																				44347

		福井		768																																				44348

		山梨		811																																				44349

		長野		2049																																				44350

		岐阜		1987																																				44351

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



内閣官房作成


（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の3月24日0時時点の数値



＜備考＞新規感染者数以外は１１日現在。

＜特措法第24条第９項に基づく要請＞



08茨城県

		茨城県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　17:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上																		入院率

		87				35				21				16				396				673				499						31%

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		154				410		37.6%		10										51		19.6%		119		580		20.5%

		現時点の確保病床数→				600		25.7%										現時点の確保病床数→		70		14.3%		直近１週間の感染経路不明率								経路不明者数

		最大確保病床数→				600		25.7%										最大確保病床数→		70		14.3%		41.7%								165



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/11～4/17の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		11,050						3.6%		2,500										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		25.7%				25.7%				14.3%				14.3%				17.4475524476				3.6%				13.8461538462				1.43				41.7%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



09栃木県

		栃木県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　19:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		22				15				8				3				132				272				190

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		97				409		23.7%		4										46		8.7%		57		638		8.9%

		現時点の確保病床数→				409		23.7%										現時点の確保病床数→		46		8.7%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				409		23.7%										最大確保病床数→		46		8.7%		60.6%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、４/16～４/22の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		4,015						3.3%		4,666										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		23.7%				23.7%				8.7%				8.7%				9.8241985522				3.3%				6.8252326784				0.94				60.6%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



【期　　間】3/20～4/11　【区　　域】栃木県全域
【要請内容】
●県民に対する協力要請（特措法第24条第９項）
　・１都３県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）への不要不急の移動は避けることを要請
　・マスクの着用、換気をはじめ、３密の回避や手洗いなど、基本的な感染防止対策の徹底を要請
　・感染リスクが高まる「５つの場面」での注意を要請
　・歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会や花見及びこれに類するものについては、自粛するよう要請　など
●事業者に対する協力要請
　・業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの徹底など感染拡大防止のための適切な取組を要請（特措法第24条第９項）
　・職場関係の大人数の会食を控えることを要請（特措法第24条第９項）　など
●イベント主催者等に対して規模要件等に沿ったイベントの開催等を要請


＜備考＞病床の占有数には、他県発生患者及び疑似症患者を含む

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



10群馬県

		群馬県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　19:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		36				17				15				3				206				411				310

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		129				422		30.6%		4										74		5.4%		135		938		14.4%

		現時点の確保病床数→				422		30.6%										現時点の確保病床数→		74		5.4%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				422		30.6%										最大確保病床数→		50		8.0%		46.6%



		２．検査体制の状況

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		4,171						4.9%		8,000										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		30.6%				30.6%				5.4%				5.4%				15.9629248198				4.9%				10.6076210093				1.00				46.6%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜特措法第24条第９項に基づく要請＞
◆外出自粛要請◆
　【期　　間】3月23日～4月2日
　【区　　域】伊勢崎市・太田市・大泉町
　【要請内容】感染防止対策が取られていない場所への不要不急の外出自粛、高齢者等のハイリスクの方は不要不急の外出自粛


・「２．検査体制の状況」は平日のみ更新。
　（土日祝日は医療機関からの検査数の報告がないため、更新しない。）
・12月15日より「GoToイート」の食事券新規発行停止、12月28日より既発行の食事券
・ポイントの利用自粛。2月23日より26市町村において既発行は利用再開、3月1日より全県において新規発行を再開。3月9日より既発行の利用再開の市町村を33市町村に拡大。3月23日より既発行の利用再開の市町村を全市町村に拡大。


＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の４月１４日０時時点の数値。



・「２．検査体制の状況」は平日のみ更新。
　（土日祝日は医療機関からの検査数の報告がないため、更新しない。）
・12月15日より「GoToイート」の食事券新規発行停止、12月28日より既発行の食事券
・ポイントの利用自粛。2月23日より26市町村において既発行は利用再開、3月1日より全県において新規発行を再開。3月9日より既発行の利用再開の市町村を33市町村に拡大。3月23日より既発行の利用再開の市町村を全市町村に拡大。


＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

＜特措法第24条第９項に基づく要請＞
◆外出自粛要請◆
　【期　　間】4月17日～4月30日
　【区　　域】前橋市・伊勢崎市・太田市・大泉町
　【要請内容】感染防止対策が取られていない場所への不要不急の外出自粛、高齢者等のハイリスクの方は不要不急の外出自粛




11埼玉県

		埼玉県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　21:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		233																1,321				2,317				1,959

		227				103				87				36				←4/21時点の確定値

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		504				1,502		33.6%		33										155		21.3%		382		1,056		36.2%

		現時点の確保病床数→				1,511		33.4%										現時点の確保病床数→		155		21.3%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				1,511		33.4%										最大確保病床数→		200		16.5%		45.1%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/14～4/20の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		23,687						4.1%		505										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		33.4%				33.4%				21.3%				16.5%				26.6530612245				4.1%				17.9727891156				1.33				45.1%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜特措法第24条第９項に基づく要請＞
【期間】12/4～12/17　【区域】さいたま市大宮区、川口市、越谷市
【要請内容】
・酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店にたいする、午前５時～午後10時までの営業時　
　間短縮
【期間】11/26～当面の間　【区域】全域
【要請内容】
・業界ガイドラインに従った感染症対策が徹底されていない飲食店について施設の使用停
　止


【大宮南銀座地域のPCR検査】
10月16日～11月13日の期間、大宮南銀座地域の接待を伴う飲食店を対象に、唾液によるＰＣＲ検査を実施。結果判明593名中、8名陽性。


＜備考＞宿泊療養施設については、今後契約予定のものを含めると計1,225室を確保予定。


②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



11川口市

		川口市の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制（埼玉県全体の陽性者（公表日ベース）のうち川口市在住の者）																										【4月20日　21:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		41																131				193

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



								ERROR:#DIV/0!														ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!

		現時点の確保病床数→						ERROR:#DIV/0!										現時点の確保病床数→				ERROR:#DIV/0!		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→						ERROR:#DIV/0!										最大確保病床数→				ERROR:#DIV/0!



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、/～/の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

																				４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				0				0.0%				1.7823129252				2.11				0.0%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の-月-日０時時点の数値。




＜備考＞宿泊療養施設については、今後契約予定のものを含めると計室を確保予定。


②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



12千葉県

		千葉県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　15:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		141				75				49				26				920				1,620				1,192

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		324				1,361		23.8%		11										92		12.0%		340		968		35.1%

		現時点の確保病床数→				1,361		23.8%										現時点の確保病床数→		92		12.0%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				1,200		27.0%										最大確保病床数→		180		6.1%		49.9%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/13～4/19の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		12,758						5.2%		768										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		23.8%				23.8%				12.0%				6.1%				19.0445758108				5.2%				14.6988336795				1.31				49.9%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

＜特措法第24条第9項に基づく要請＞※3/22～
・不要不急の外出・移動の自粛。特に、21時以降の不要不急の外出自粛の徹底。
・飲食店に対する営業時間の短縮（21時まで。ただし、酒類の提供は11時から20時まで）の要請。〔～4/21〕
・催物（イベント）の開催制限。
・在宅勤務（テレワーク）等の協力な推進、21時以降の勤務の抑制　等





12船橋市

		船橋市の感染状況																														ここに日付を入力↓↓（左の時点と確定値の日付が変わります。）

																																4"月"14"日"



















																																ここに日付を入力↓↓（左の検査期間が変わります。）

																																44291		～		44297











		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		43.0%				43.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				0				4.8%				15.0234741784				0.92				0.0%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259		639

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



12浦安市

		浦安市の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																								44308.0		18:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		7																47				96

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



								ERROR:#DIV/0!														ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!

		現時点の確保病床数→						ERROR:#DIV/0!										現時点の確保病床数→				ERROR:#DIV/0!		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→						ERROR:#DIV/0!										最大確保病床数→				ERROR:#DIV/0!

																																												47		96

																																								44288		3		3		3

		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/1～4/7の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値																																44289		2		5		5

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）																														44290		5		10		10

																				４．その他																				44291		0		10		10

		３．特措法に基づく要請等の状況																																						44292		7		17		17

																																								44293		2		19		19

																																								44294		7		26		26

																																								44295		8		31		34

																																								44296		3		32		37

																																								44297		15		42		52

																																								44298		10		52		62

																																								44299		5		50		67

																																								44300		3		51		70

																																								44301		5		49		75

																																								44302		13		54		85

																																								44303		4		55		87

																																								44304		8		48		90

																																								44305		6		44		96

																																								44306		3		42		92

																																								44307		6		45		96

		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）																																						44308		7		47		96

																																								44309				34		88

		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合						44310				30		85

		病床全体								うち、重症者用病床																														44311				22		70

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率																										44312				16		60

																																								44313				13		55

		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				0				0.0%				7.7557755776				0.96				0.0%						44314				7		52

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による																																						44315				0		47

																																								44316				0		34

		R1.10.1推計人口（総務省）																																						44317				0		30

		全国		126167																																				44318				0		22

																																								44319				0		16

		北海道		5250																																				44320				0		13

		青森		1246																																				44321				0		7

		岩手		1227																																				44322				0		0

		宮城		2306																																				44323				0		0

		秋田		966																																				44324				0		0

		山形		1078																																				44325				0		0

		福島		1846																																				44326				0		0

		茨城		2860																																				44327				0		0

		栃木		1934																																				44328				0		0

		群馬		1942																																				44329				0		0

		埼玉		7350		606																																		44330				0		0

		千葉		6259																																				44331				0		0

		東京		13921																																				44332				0		0

		神奈川		9198																																				44333				0		0

		新潟		2223																																				44334				0		0

		富山		1044																																				44335				0		0

		石川		1138																																				44336				0		0

		福井		768																																				44337				0		0

		山梨		811																																				44338				0		0

		長野		2049																																				44339				0		0

		岐阜		1987																																				44340				0		0

		静岡		3644																																				44341				0		0

		愛知		7552																																				44342				0		0

		三重		1781																																				44343				0		0

		滋賀		1414																																				44344				0		0

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



13東京都

		東京都の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　19:45時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		861				497				395				144				4,789				8,453				5,597

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		1,689				5,048		33.5%		333										1,024		32.5%		1,344		3,020		44.5%

		現時点の確保病床数→				5,048		33.5%										現時点の確保病床数→		1,024		32.5%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				6,044		27.9%										最大確保病床数→		500		66.6%		58.3%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/15～4/21の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		61,744						5.8%		68,000										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		33.5%				27.9%				32.5%				32.5%				40.2054450111				5.8%				34.401264277				1.31				58.3%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。重症者用病床の占有数のうち「国基準」と記載された数値は、厚労省の示した　
　　　　基準に基づき、都が厚労省の調査に回答している重症者数２種類を記載。いずれも「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査結果（厚労省公表）の３月２４日０時時点の数値。
（注３）「占有率」の計算に当たっては、「国基準(HCU等含む)」の数字を使用。



＜備考＞

＜特措法第24条第９項に基づく要請＞
【期間】11/28～1/11　【区域】都内全域
【要請内容】
・ガイドライン遵守
・外出自粛、都道府県間移動の自粛
・23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対し営業時間短縮要請


・毎週木曜日にモニタリング会議を開催

・４月１日のモニタリング会議での総括コメントは、感染状況と医療提供体制はともに４段階のうち、最高レベルの赤色「感染が拡大していると思われる」「通常の医療が大きく制限されていると思われる」


＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



14神奈川県

		神奈川県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　12:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		318				154				121				61				1,545				2,680				1,601

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		387				1,117		34.6%		28										98		28.6%		358		1,282		27.9%

		現時点の確保病床数→				1,555		24.9%										現時点の確保病床数→		190		14.7%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				1,555		24.9%										最大確保病床数→		190		14.7%		52.4%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/14～4/20の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		24,028						5.9%		6,398										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		24.9%				24.9%				14.7%				14.7%				17.4059578169				5.9%				16.7971298108				1.36				52.4%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

＜特措法第24条第９項に基づく要請＞
【期間】7/17～　【区域】県内全域
【要請内容】
（飲食店等へのガイドライン遵守の要請）
・県が普及している「感染防止対策取組書」と「LINEコロナお知らせシステム」の　
　掲示の徹底
（ガイドラインを遵守しない飲食店等への外出自粛）
・感染防止対策がなされていない場所（県が普及している「感染防止対策取組書」
　が掲げられていない場所）への外出自粛要請　等

・病床使用率、検査件数について休日は医療機関、各市町村からの報告が止まってしまうため、更新は平日のみ。
・11月25日より「GoToイート神奈川」の新規クーポン販売を中断
・12月15日知事より時短営業延長及び、可能な限りの外出自粛要請
・12月18日年末年始協力医療機関に対し協力金の交付を発表
・12月14日　パークインホテル開所、各保室数増加



14川崎市

		神奈川県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　12:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		58				35				32				5				411				706

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率





		現時点の確保病床数→																現時点の確保病床数→						直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→																最大確保病床数→						51.3%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/14～4/20の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

																				４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				0				0.0%				4.4683626875				1.39				51.3%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の４月14日０時時点の数値。



＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

＜特措法第24条第９項に基づく要請＞
【期間】7/17～　【区域】県内全域
【要請内容】
（飲食店等へのガイドライン遵守の要請）
・県が普及している「感染防止対策取組書」と「LINEコロナお知らせシステム」の　
　掲示の徹底
（ガイドラインを遵守しない飲食店等への外出自粛）
・感染防止対策がなされていない場所（県が普及している「感染防止対策取組書」
　が掲げられていない場所）への外出自粛要請　等

・病床使用率、検査件数について休日は医療機関、各市町村からの報告が止まってしまうため、更新は平日のみ。
・11月25日より「GoToイート神奈川」の新規クーポン販売を中断
・12月15日知事より時短営業延長及び、可能な限りの外出自粛要請
・12月18日年末年始協力医療機関に対し協力金の交付を発表
・12月14日　パークインホテル開所、各保室数増加



15新潟県

		新潟県の感染状況																												1週間経路不明者

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日18:00時点】		59

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）				直近１週間の
感染経路不明率

						感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		31				6				10				9				222				411				330				0.2657657658

		病床（重症者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		164				555		29.5%		2										112		1.8%		52		222		23.4%

		現時点の確保病床数→				555		29.5%										現時点の確保病床数→		112		1.8%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				555		29.5%										最大確保病床数→		112		1.8%		26.6%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は毎週水曜日に更新。（陽性率は判明日ベースで整理）

		1週間の検査人数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		5,269						4.3%												４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況

		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		29.5%				29.5%				1.8%				1.8%				14.8448043185				4.3%				9.9865047233				1.17				26.6%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



内閣官房作成


（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月24日０時時点の数値。



＜備考＞新規感染者数以外は29日時点の数値

＜特措法第24条第９項に基づく要請＞※現在継続中のもの



20長野県

		長野県の感染状況																												1週間経路不明者

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日18:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）				直近１週間の
感染経路不明率

						感染経路不明（調査中含む）				うち20代～30代				うち60代以上

		55				15				11				19				284				566				394				0

		病床（重症者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率		占有数		確保
室数		占有率



		209				434		48.2%		2										49		4.1%		110		715		15.4%

		現時点の確保病床数→				434		48.2%										現時点の確保病床数→		49		4.1%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				434		48.2%										最大確保病床数→		49		4.1%		11.8%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/13～4/19の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査人数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		3,944						5.35%		4,700										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況







		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率

		48.2%				48.2%				4.1%				4.1%				19.2288921425				5.4%				13.8604197169				1.01				11.8%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による



		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



内閣官房作成


（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月24日０時時点の数値。



＜備考＞

＜特措法第24条第９項に基づく要請＞※現在継続中のもの



21岐阜県

		岐阜県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																						【m月d日 17:44308時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		43				24				22				4				250				414				313

		病床（重症者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		199				647		30.8%		4										59		6.8%		69		541		12.8%

		現時点の確保病床数→				694		28.7%										現時点の確保病床数→		59		6.8%		直近１週間の感染経路不明率								4/21/21				現在の県独自基準指標

		最大確保病床数→				694		28.7%										最大確保病床数→		59		6.8%		32.6%								新規感染者数				感染経路不明者数

																																239				78



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/15～4/21の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		5,921						4.0%		180										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		28.7%				28.7%				6.8%				6.8%				15.7523905385				4.0%				12.5817815803				1.52				32.6%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

＜特措法第２４条９項に基づかない要請＞
新型コロナウイルス緊急対策～第3波の終息を目指すとともに、再拡大を阻止～　３月８日から４月上旬
１　県民及び事業者における「行動変容」の徹底継続
　　　大前提として、「基本的な感染防止対策」（マスク、手指衛生、三密回避）の徹底継続を。
　　　(1)感染リスクの高い春の行事などの徹底回避
　　　(2)卒業旅行等（大規模会食の回避が徹底されないもの）の自粛、延期
　　　(3)「県をまたぐ移動」「外出」「飲食」に関する慎重な判断
　　　(4)飲食店はじめ、各業界における感染防止対策の徹底
　　　(5)在宅勤務、時差出勤など、出勤者減少の取組みの継続
　　　(6)イベントの開催制限の継続（上限について一定緩和）
　　　(7)外国人県民への感染防止対策・情報提供
　　　(8)ストップ「コロナ・ハラスメント」

２　以下は省略
　　　詳細はこちら→https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/136922.html




22静岡県

		静岡県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　17:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		19				3				4				4				166				335				261

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		89				428		20.8%		3										41		7.3%		65		592		11.0%

		現時点の確保病床数→				487		18.3%										現時点の確保病床数→		40		7.5%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				450		19.8%										最大確保病床数→		67		4.5%		9.0%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、				4/15～4/21				の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		10,331						1.8%		450										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		18.3%				18.3%				7.5%				4.5%				7.1624588364				1.8%				4.5554335895				0.98				9.0%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜特措法第24条第９項に基づく要請＞
【期　　間】令和２年11月27日～
【区　　域】県内全域
【要請内容】飲食店における１テーブル４人以下の対策の徹底
            カラオケを伴う飲食店の対策についても周知
　         （約35,000店に郵送により周知）

【期　　間】令和３年１月14日～
【区　　域】県内全域
【要請内容】県内で行う行動に関する行動制限の要請（外出の自粛、イベントの開催制限等）
　　　　　　県境を跨ぐ移動に関する行動制限の要請（感染状況に応じた各都道府県ごとの行動制限
            を毎週公表）


＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

･新規感染者数の内数のうち、政令市分の公表を望まない「20代～30代」は、「高齢でない成人」という区分で報告を受けているので計上していない。
･検査件数は、休日は確認できないため、更新は平日のみ


（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月３１日０時時点の数値。



＜特措法第24条第９項に基づく要請＞
【期　　間】令和２年11月27日～
【区　　域】県内全域
【要請内容】飲食店における１テーブル４人以下の対策の徹底
            カラオケを伴う飲食店の対策についても周知
　         （約35,000店に郵送により周知）

【期　　間】令和３年１月14日～
【区　　域】県内全域
【要請内容】県内で行う行動に関する行動制限の要請（外出の自粛、イベントの開催制限等）
　　　　　　県境を跨ぐ移動に関する行動制限の要請（感染状況に応じた各都道府県ごとの行動制限
            を毎週公表）


＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

･新規感染者数の内数のうち、政令市分の公表を望まない「20代～30代」は、「高齢でない成人」という区分で報告を受けているので計上していない。
･検査件数は、休日は確認できないため、更新は平日のみ




23愛知県

		愛知県の感染状況																														ここに日付を入力↓↓（左の時点と確定値の日付が変わります。）

		１．感染状況及び医療提供体制																								【04月22日　18:00時点】						4"月"22"日"

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		294				集計中												1,579				2,800				2,402

		311				155				122				40				←04/21時点の確定値

		病床（重症者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		401				1,215		33.0%		15										126		11.9%		343		1,109		30.9%

		現時点の確保病床数→				1,215		33.0%										現時点の確保病床数→		126		11.9%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				839		47.8%										最大確保病床数→		121		12.4%		45.0%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、04/08～04/14の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）																						ここに日付を入力↓↓（左の検査期間が変わります。）

		23,576						5.1%		1,088																						44294		～		44300

		３．特措法に基づく要請等の状況																		４．その他





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		33.0%				33.0%				11.9%				11.9%				31.8061440678				5.1%				20.9083686441				1.29				45.0%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

＜備考＞病床数は今後839床まで増床予定。宿泊療養施設は8/7に800室開設済み。12/4に58室開設済み。今後、状況を踏まえ追加で開設予定。




23名古屋市

		名古屋市の感染状況																														ここに日付を入力↓↓（左の時点と確定値の日付が変わります。）

		１．感染状況及び医療提供体制																								【04月22日　18:00時点】						4"月"22"日"

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		119				集計中												619				1,074				993

		138				57				55				19				←04/21時点の確定値

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		145				428		33.9%		7										50		14.0%

		現時点の確保病床数→				428		33.9%										現時点の確保病床数→		50		14.0%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→																最大確保病床数→

																																ここに日付を入力↓↓（左の検査期間が変わります。）

		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、04/08～04/14の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値																								44294		～		44300

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		7,141						6.0%		1,200

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		33.9%				33.9%				14.0%				14.0%				13.1488347458				6.0%				8.1965042373				1.36				0.0%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を記載。



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



24三重県

		三重県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																								【4月22日　17:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注1）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		68				調査中				25				13				262				427				418

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		213				392		54.3%		16										53		30.2%		20		100		20.0%

		現時点の確保病床数→				392		54.3%										現時点の確保病床数→		53		30.2%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				392		54.3%										最大確保病床数→		53		30.2%		28.6%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/3～4/9の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		3,789						3.8%		46200(1週間の最大検査可能数）										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		54.3%				54.3%				30.2%				30.2%				23.4699606962				3.8%				14.7108366086				1.59				28.6%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



内閣官房作成


＜備考＞

（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

＜特措法第24条第９項に基づく要請＞
【期　　間】3/8～4/30
【区　　域】県内全域
【要請内容】
・緊急事態宣言が発出されている都道府県やまん延防止等重点措置及び飲食店等への営業時間短縮等の要請がなされているエリアへは、生活の維持に必要な場合を除き、移動を避けていただくよう要請
・医療機関、社会福祉施設においては、引き続き感染防止対策を徹底していただくとともに、特に施設内へ「持ち込まない」「広げない」ことを意識した対策を行っていただくよう要請

【県としての取組（法によらない要請等）】
・「新しい生活様式」の定着、「感染リスクが高まる「５つの場面」」の回避（特に、「大人数や長時間におよぶ飲食」は親族間であっても避けるよう要請）、飲食の際にリスクを下げる工夫、食事中やカラオケの場合を含め、マスク着用など対策の依頼
・歓送迎会、新歓コンパ、宴会を伴う花見など大人数で飲食を伴う催しへの参加回避、卒業式・入学式・入社式等での感染防止対策の徹底、入学や転勤等の県外への転出時は移動前から感染防止対策・体調管理を徹底
・左記以外の県外移動は、移動先の感染状況や移動に関する方針に留意し、体調不良の場合は移動を避けるよう要請
・外国人生徒のいる教育機関や外国人を雇用する事業者等に、感染防止対策等について外国人の方への丁寧な周知を要請
・事務所や工場などでの感染防止対策に加え、食堂、休憩所、喫煙所など「居場所の切り替わり」の場面においても感染防止対策を徹底
・在宅勤務（テレワーク）や時差出勤、自転車通勤、オンライン会議ツールの活用等による接触機会低減に取り組んでいただくよう要請



25滋賀県

		滋賀県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										4月22日19：15現在

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		41				11				11				8				270				440				391

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率		占有数		確保
室数		占有率



		204				324		63.0%		9										49		18.4%		144		400		36.0%

		現時点の確保病床数(注2)→				351		58.1%										現時点の確保病床数→		49		18.4%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				350		58.3%										最大確保病床数→		62		14.5%		37.4%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、報告日2日前からの直近１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		2,917						8.9%		370										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		58.1%				58.1%				18.4%				14.5%				27.6520509194				8.9%				19.0947666195				1.59				37.4%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

＜特措法第24条第９項に基づく要請＞
【期　　間】当面の間
【区　　域】滋賀県全域
【要請内容】
「基本的な感染対策の徹底」、「感染者が多数確認されている地域などではより注意して行動を」
「会食する際は感染リスクを下げる工夫を」など注意すべき事項について、協力の要請を行っている。　



26京都府

		京都府の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日  21:50時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		148				集計中												813				1,409				1,094

		128				48				38				31				←4/21時点の確定値

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率

										国基準
（HCU含む）				府独自基準

		261				432		60.4%		24				10						38		63.2%		203		826		24.6%

		現時点の確保病床数→				453		57.6%										現時点の確保病床数→		86		27.9%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				453		57.6%										最大確保病床数→		86		27.9%		44.7%







		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/15～4/21の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		10,902						7.1%		4,000

		３．特措法に基づく要請等の状況																		４．その他





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		57.6%				57.6%				27.9%				27.9%				42.3538521099				7.1%				31.475029036				1.36				44.7%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



＜警戒期到達を踏まえた府民への要請＞（3月26日知事会見）
・感染拡大地域への往来は極力控えること
・飲食時のきょうとマナーの徹底
＜感染再拡大防止のための今後の対策＞（3月18日本部会議決定）
(１)各種イベント等、屋外の活動も慎重に行動。特に歓送迎会や花見の宴会等は自粛
(２)会話の時は必ずマスクを着用
(３)飲食時のきょうとマナー　①適切なアクリル板や換気設備のある店の利用、②会話時のマ
　　スク着用、③食事前･退店時の手指消毒、④大声で話さない、⑤２時間･４人までを目安
(４)イベント開催制限　　(５)テレワークをより一層推進

（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜警戒期到達を踏まえた府民への要請＞（3月26日知事会見）
・感染拡大地域への往来は極力控えること
・飲食時のきょうとマナーの徹底
＜感染再拡大防止のための今後の対策＞（3月18日本部会議決定）
(１)各種イベント等、屋外の活動も慎重に行動。特に歓送迎会や花見の宴会等は自粛
(２)会話の時は必ずマスクを着用
(３)飲食時のきょうとマナー　①適切なアクリル板や換気設備のある店の利用、②会話時のマ
　　スク着用、③食事前･退店時の手指消毒、④大声で話さない、⑤２時間･４人までを目安
(４)イベント開催制限　　(５)テレワークをより一層推進




【飲食店】適切なアクリル板・換気等、ガイドラインの徹底
【飲食店支援】飛沫防止・換気対策に対する支援制度の創設、 
  専門的な相談窓口の設置、業界団体等と連携した巡回調査、 
  優良事例の積極的広報等
【大学等】入学式は分散開催又はオンライン中継、本人以外
  の出席禁止京都に移動する場合は２週間前からの健康観察
  を義務付け、歓送迎会等の飲食を伴う行事の自粛
【医療機関・高齢者施設等】面会の自粛、職員・利用者・出
  入り業者等へウイルスを持ち込まないよう徹底



＜備考＞※新規感染者数は4月1日時点速報値。療養者数、病床数、宿泊療養施設数は3月31日時点の確定値。
・すぐに使用できる病床403床、現時点の確保病床数453床を3月18日開催の本部会議で決定。



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

＜備考＞※新規感染者数は4月3日時点速報値。療養者数、病床数、宿泊療養施設数は4月2日時点の確定値。
・すぐに使用できる病床403床、現時点の確保病床数453床を3月18日開催の本部会議で決定。


②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



27大阪府

		大阪府の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　0:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		1,167				750				398				280				7,868				14,652				15,318

		病床（重症者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		1708				2,005		85.2%		397										464		85.6%		1457		2,416		60.3%

		現時点の確保病床数→				2,005		85.2%										現時点の確保病床数→		464		85.6%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				2,021		84.5%										最大確保病床数→		221		179.6%		64.0%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/16～4/22の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		98,928						8.0%		11,500

		３．特措法に基づく要請等の状況



















		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		85.2%				84.5%				85.6%				85.6%				173.8903394256				8.0%				89.3177432172				1.16				64.0%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による



		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453





27大阪市

		大阪市の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　0:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		459																3,269				6,124

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率





		現時点の確保病床数→																現時点の確保病床数→						直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→																最大確保病床数→



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/1～4/7の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）



		３．特措法に基づく要請等の状況















		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				0				0.0%				119.3065693431				1.15				0.0%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による



		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809		2740

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453





28兵庫県

		兵庫県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　17:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		547				集計中												3,279				5,719				3,990

		563				329				159				162				←4/21時点の確定値

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		707				839		84.3%		87										116		75.0%		538		1,015		53.0%

		現時点の確保病床数→				839		84.3%										現時点の確保病床数→		116		75.0%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				750		94.3%										最大確保病床数→		120		72.5%		49.3%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/15～4/21の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		20,716						15.6%		1,385										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		84.3%				84.3%				75.0%				72.5%				72.9967069155				15.6%				59.9890230516				1.34				49.3%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

〈特措法に基づく要請等〉
【期間】令和3年3月8日～3月31日
【区域】県内全域（但し、営業時間短縮要請は神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市）
【要請内容】
（不要不急の外出自粛等）
　・感染が拡大している地域との不要不急の往来及び感染リスクの高い施設(業種別ガイドライン等に基づく感染防止　　　
　　策が徹底されていない飲食店、カラオケ店など）の利用を自粛
　・大人数や長時間におよぶ会食を自粛すること
　・会食など感染リスクの高い施設の利用後は、一定期間人との接触に注意するなど、家庭内においても「人にうつ
　　さない行動」をとること
　　〔法第24条第9項に基づく〕
（イベントの開催制限）
　・人数上限5,000人以下又は収容定員の50％以内（≦10,000人）のいずれか大きい方　等
（施設の使用制限）※対象：神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市
　・飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食店の21時までの営業時間短縮（酒類の
　　提供は11時から20時30分の間）を要請
　　※協力金の支給　支給額：１日あたり４万円／店舗×時短営業日数
　　　　　　　　　　財　源：国負担８０％、県負担２０％×2/3、市町負担２０％×1/3
（出勤抑制）
　・「出勤者数の７割削減」を目指すことも含め、在宅勤務（テレワーク）、テレビ会議などの推進

3月29日対策本部会議を実施。


＜備考＞※新規感染者数は3月30日時点速報値。療養者数、病床数、宿泊療養施設数は3月29日時点の数値。



28神戸市

		神戸市の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　17:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		194																1,297				2,217				－



		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		－				－		ERROR:#VALUE!		－										－		ERROR:#VALUE!		－		－		ERROR:#VALUE!

		現時点の確保病床数→				－		ERROR:#VALUE!										現時点の確保病床数→		－		ERROR:#VALUE!		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				－		ERROR:#VALUE!										最大確保病床数→		－		ERROR:#VALUE!



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、3/22～3/28の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		－						－												４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				－				85.1608667104				1.41				0.0%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466		1523

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



内閣官房作成


（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

〈特措法に基づく要請等〉
【期間】令和3年3月8日～3月31日
【区域】県内全域（但し、営業時間短縮要請は神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市）
【要請内容】
（不要不急の外出自粛等）
　・感染が拡大している地域との不要不急の往来及び感染リスクの高い施設(業種別ガイドライン等に基づく感染防止　　　
　　策が徹底されていない飲食店、カラオケ店など）の利用を自粛
　・大人数や長時間におよぶ会食を自粛すること
　・会食など感染リスクの高い施設の利用後は、一定期間人との接触に注意するなど、家庭内においても「人にうつ
　　さない行動」をとること
　　〔法第24条第9項に基づく〕
（イベントの開催制限）
　・人数上限5,000人以下又は収容定員の50％以内（≦10,000人）のいずれか大きい方　等
（施設の使用制限）※対象：神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市
　・飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食店の21時までの営業時間短縮（酒類の
　　提供は11時から20時30分の間）を要請
　　※協力金の支給　支給額：１日あたり４万円／店舗×時短営業日数
　　　　　　　　　　財　源：国負担８０％、県負担２０％×2/3、市町負担２０％×1/3
（出勤抑制）
　・「出勤者数の７割削減」を目指すことも含め、在宅勤務（テレワーク）、テレビ会議などの推進

3月29日対策本部会議を実施。


＜備考＞※新規感染者数は3月30日時点速報値。療養者数、病床数、宿泊療養施設数は3月29日時点の数値。

（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月31日０時時点の数値。



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

〈特措法に基づく要請等〉
【期間】令和3年3月8日～3月31日
【区域】県内全域（但し、営業時間短縮要請は神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市）
【要請内容】
（不要不急の外出自粛等）
　・感染が拡大している地域との不要不急の往来及び感染リスクの高い施設(業種別ガイドライン等に基づく感染防止　　　
　　策が徹底されていない飲食店、カラオケ店など）の利用を自粛
　・大人数や長時間におよぶ会食を自粛すること
　・会食など感染リスクの高い施設の利用後は、一定期間人との接触に注意するなど、家庭内においても「人にうつ
　　さない行動」をとること
　　〔法第24条第9項に基づく〕
（イベントの開催制限）
　・人数上限5,000人以下又は収容定員の50％以内（≦10,000人）のいずれか大きい方　等
（施設の使用制限）※対象：神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市
　・飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食店の21時までの営業時間短縮（酒類の
　　提供は11時から20時30分の間）を要請
　　※協力金の支給　支給額：１日あたり４万円／店舗×時短営業日数
　　　　　　　　　　財　源：国負担８０％、県負担２０％×2/3、市町負担２０％×1/3
（出勤抑制）
　・「出勤者数の７割削減」を目指すことも含め、在宅勤務（テレワーク）、テレビ会議などの推進

＜備考＞※新規感染者数は4月４日時点速報値。療養者数、病床数、宿泊療養施設数は4月４日時点の数値。



29奈良県

		奈良県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　9:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		126				82				37				28				671				1,210				979

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		274				386		71.0%		22										32		68.8%		185		236		78.4%

		現時点の確保病床数→				376		72.9%										現時点の確保病床数→		30		73.3%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				372		73.7%										最大確保病床数→		30		73.3%		55.4%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/15～4/21の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		7,511						7.8%		5,000										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		72.9%				72.9%				73.3%				73.3%				73.6090225564				7.8%				50.4511278195				1.24				55.4%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



30和歌山県

		和歌山県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　10:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						感染経路不明（4/15～4/21）				うち20代～30代				うち60代以上

		42				17.4%												277				489				384														44287

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設																44288

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率												44289

																																								44290

		384				400		96.0%		7										40		17.5%						ERROR:#DIV/0!												44291		14

		現時点の確保病床数→				400		96.0%										現時点の確保病床数→		40		17.5%		直近１週間の感染経路不明率																44292		20

		最大確保病床数→				400		96.0%										最大確保病床数→		40		17.5%		17.4%																44293		38

																																								44294		32

																																								44295		44

																																								44296		23

																																								44297		28

																																								44298		10

																																								44299		30

		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/15～4/21の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値																																44300		44

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）																														44301		33

		2,103						13.2%		3,858										４．その他																				44302		33

		３．特措法に基づく要請等の状況																																						44303		35

																																								44304		44

																																								44305		29

																																								44306

																																								44307

																																								44308

																																								44309

																																								44310

																																								44311

																																								44312

																																								44313

																																								44314

																																								44315

																																								44316

																																								44317

																																								44318

		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）																																						44319

																																								44320

		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合						44321

		病床全体								うち、重症者用病床																														44322

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率																										44323

																																								44324

		96.0%				96.0%				17.5%				17.5%				41.5135135135				13.2%				29.9459459459				1.31				17.4%						44325

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



内閣官房作成


（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の4月7日0時時点の数値



＜備考＞新規感染者数以外は１１日現在。

＜特措法第24条第９項に基づく要請＞



34広島県

		広島県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日 17:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		42				集計中				集計中				集計中				221				332				201

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		83				289		28.7%		1										36		2.8%		109		547		19.9%

		現時点の確保病床数→				485		17.1%										現時点の確保病床数→		48		2.1%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				500		16.6%										最大確保病床数→		70		1.4%		48.3%		25.0%		25.0%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/13～4/19の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		17,137						0.9%		3,052												４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		17.1%				16.6%				2.1%				1.4%				7.1683309558				0.9%				7.8815977175				1.99				48.3%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



36徳島県

		徳島県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　13:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		34				0.0%				8				12				243				395				346

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		167				200		83.5%		7										25		28.0%		179		210		85.2%

		現時点の確保病床数→				200		83.5%										現時点の確保病床数→		25		28.0%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				200		83.5%										最大確保病床数→		25		28.0%		12.8%





		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/15～4/21の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		2,968						8.2%		200件/日										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況

		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		83.5%				83.5%				28.0%				28.0%				47.5274725275				8.2%				33.3791208791				1.60				12.8%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の4月7日0時時点の数値



＜備考＞新規陽性者数以外は７日現在。

＜特措法第24条第９項に基づく要請＞



38愛媛県

		愛媛県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日9時時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		29				8				10				8				261				455				370

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		94				270		34.8%		7										33		21.2%		47		142		33.1%

		現時点の確保病床数→				270		34.8%										現時点の確保病床数→		33		21.2%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				223		42.2%										最大確保病床数→		33		21.2%		26.4%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、3/18～3/24の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		7,336						3.6%		216件／日										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況

		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）

		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率

		34.8%				34.8%				21.2%				21.2%				27.6325616131				3.6%				19.4921583271				1.35				26.4%



		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167

		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



内閣官房作成


（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の3月17日０時時点の数値。



＜備考＞

＜特措法第24条第９項に基づく要請＞



38松山市

		愛媛県（松山市）の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日9時時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		15																124				216

		病床（重症者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



								ERROR:#DIV/0!														ERROR:#DIV/0!

		現時点の確保病床数→						ERROR:#DIV/0!										現時点の確保病床数→				ERROR:#DIV/0!		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→						ERROR:#DIV/0!										最大確保病床数→				ERROR:#DIV/0!



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、3/18～3/24の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

																				４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				0				0.0%				9.2606422704				1.35				0.0%



		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



内閣官房作成


（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月１７日０時時点の数値。



＜備考＞



40福岡県

		福岡県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																								【m/d 19:344308現在】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		268				調査中				調査中				調査中				1,164				1,721				1,287

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		273				802		34.0%		14										111		12.6%		550		1,387		39.6%

		現時点の確保病床数→				770		35.4%										現時点の確保病床数→		111		12.6%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				760		35.9%										最大確保病床数→		110		12.7%		54.3%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/15～4/21の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		22,859						4.7%		756																																　　　太枠箇所のみ更新すること

		３．特措法に基づく要請等の状況																				４．その他																				↓		↓				↓

																																										検査数		陽性率
（内閣官房の陽性率は四捨五入）				経路不明率

																																								44301		3611		3.02%		3.00%		48.62%

																																								44302		3058		4.48%		4.50%		54.74%

																																								44303		2981		4.56%		4.60%		61.76%

																																								44304		1572		7.00%		7.00%		38.18%

																																								44305		1945		6.07%		6.10%		41.53%

																																								44306		4057		3.72%		3.70%		68.21%

																																								44307		5635		4.33%		4.30%		67.21%

																																										22859				4.70%		54.30%





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		35.4%				35.4%				12.6%				12.6%				25.2				4.7%				22.8				2.09				54.3%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



40福岡市

				福岡市の感染状況

																								【m/d 19:344308現在】

				新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計

								うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

				127				-				-				-				489				722



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



41佐賀県

		佐賀県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　18:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						感染経路不明（4/3～4/9）				うち20代～30代				うち60代以上																												150				208

		32				20.8%												150				208				179

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		59				328		18.0%		0										46		0.0%		84		377		22.3%

		現時点の確保病床数→				328		18.0%										現時点の確保病床数→		46		0.0%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				328		18.0%										最大確保病床数→		46		0.0%		20.8%

																																										44293		7		7		7

																																										44294		4		11		11

																																										44295		9		20		20

																																										44296		8		28		28

		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/5～4/11の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値																																		44297		4		32		32

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）																																44298		11		43		43

								7.5%												４．その他																						44299		12		55		55

		３．特措法に基づく要請等の状況																																								44300		9		57		64

																																										44301		5		58		69

																																										44302		7		56		76

																																										44303		18		66		94

																																										44304		10		72		104

																																										44305		15		76		119

																																										44306		38		102		157

																																										44307		30		123		180

																																										44308		32		150		208

																																										44309				143		199

																																										44310				125		191

																																										44311				115		187

																																										44312				100		176

																																										44313				62		164

																																										44314				32		155

																																										44315				0		150

		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）																																								44316				0		143

																																										44317				0		125

		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合								44318				0		115

		病床全体								うち、重症者用病床																																44319				0		100

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率																												44320				0		62

																																										44321				0		32

		18.0%				18.0%				0.0%				0.0%				21.963190184				7.5%				18.4049079755				2.59				20.8%								44322				0		0

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による																																								44323				0		0

																																										44324				0		0

		R1.10.1推計人口（総務省）																																								44325				0		0

		全国		126167																																						44326				0		0

																																										44327				0		0

		北海道		5250																																						44328				0		0

		青森		1246																																						44329				0		0

		岩手		1227																																						44330				0		0

		宮城		2306																																						44331				0		0

		秋田		966																																						44332				0		0

		山形		1078																																						44333				0		0

		福島		1846																																						44334				0		0

		茨城		2860																																						44335				0		0

		栃木		1934																																						44336				0		0

		群馬		1942																																						44337				0		0

		埼玉		7350																																						44338				0		0

		千葉		6259																																						44339				0		0

		東京		13921																																						44340				0		0

		神奈川		9198																																						44341				0		0

		新潟		2223																																						44342				0		0

		富山		1044																																						44343				0		0

		石川		1138																																						44344				0		0

		福井		768																																						44345				0		0

		山梨		811																																						44346				0		0

		長野		2049																																						44347				0		0

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月３１日０時時点の数値。



＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

（注１）「療養者数」は、入院中及び入院確定者、宿泊療養及び宿泊施設での入院待機者、自宅療養及び自宅での入院待機者、社会福祉施設等療養及び社会福祉施設等での入院待機者、確認中
　　　　の患者の合計。
（注２）「現時点の確保病床数」は「確保病床数」を、「最大確保病床数」は「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を記載。いずれも、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、
　　　　病床数等に関する調査結果（厚労省公表）」の３月２４日０時時点の数値。



＜備考＞

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



42長崎県

		長崎県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																								44308.0

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		45				14				7				4				150				204				120

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		68				212		32.0%		1										38		2.6%		41		384		10.6%

		現時点の確保病床数→				424		16.0%										現時点の確保病床数→		38		2.6%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				421		16.1%										最大確保病床数→		42		2.3%		29.8%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/13～4/19の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		3,750						4.1%		648																																　　　太枠箇所のみ更新すること

		３．特措法に基づく要請等の状況																４．その他																								↓		↓				↓

																																										検査数		陽性率
（内閣官房の陽性率は四捨五入）				経路不明率

																																								44301		548		4.20%		4.20%		17.39%

																																								44302		605		3.97%		4.00%		20.83%

																																								44303		541		3.70%		3.70%		15.00%

																																								44304		332		3.01%		3.00%		10.00%

																																								44305		557		2.33%		2.30%		61.54%

																																								44306		688		2.18%		2.20%		53.33%

																																								44307		479		9.39%		9.40%		31.11%

																																										3750				4.10%		29.80%





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		16.0%				16.0%				2.6%				2.3%				9				4.1%				11.3				2.78				29.8%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



43熊本県

		熊本県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　16:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		40								18				8				188				238				203

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		127				505		25.1%		5										59		8.5%		51		440		11.6%

		現時点の確保病床数→				505		25.1%										現時点の確保病床数→		59		8.5%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				420		30.2%										最大確保病床数→		59		8.5%		32.0%						4/10～4/16





		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/15～4/21の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		2,174						8.4%												４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況

		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		25.1%				25.1%				8.5%				8.5%				11.6132723112				8.4%				10.7551487414				3.76				32.0%（※4/16時点）

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100

②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



47沖縄県

		沖縄県の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　12:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		120				95				40				24				740				1,535				1,313

		病床（重傷者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		453				466		97.2%		41										63		65.1%		188		413		45.5%

		現時点の確保病床数→				507		89.3%										現時点の確保病床数→		63		65.1%		直近１週間の感染経路不明率

		最大確保病床数→				425		106.6%										最大確保病床数→		51		80.4%		68.1%



		２．検査体制の状況						※1週間の検査数及び陽性率は、4/15～4/21の期間における１週間移動合計及び1週間移動平均の数値

		1週間の検査数						陽性率		（参考）最大検査能力（行政実施分）

		6,132						6.6%		1,323										４．その他

		３．特措法に基づく要請等の状況





		５．ステージ判断に係る指標及び目安（６指標）



		①病床のひっ迫具合																②療養者数
（人口10万人
あたり） 				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（人口10万人当たり）				⑤今週/先週				⑥感染経路
不明割合

		病床全体								うち、重症者用病床

		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率



		89.3%				89.3%				65.1%				65.1%				90.3647625602				6.6%				50.9291121817				0.93				68.1%

		※人口１０万人あたりの人口の計算についてはR1.10.1推計人口（総務省）による

		R1.10.1推計人口（総務省）

		全国		126167



		北海道		5250

		青森		1246

		岩手		1227

		宮城		2306

		秋田		966

		山形		1078

		福島		1846

		茨城		2860

		栃木		1934

		群馬		1942

		埼玉		7350

		千葉		6259

		東京		13921

		神奈川		9198

		新潟		2223

		富山		1044

		石川		1138

		福井		768

		山梨		811

		長野		2049

		岐阜		1987

		静岡		3644

		愛知		7552

		三重		1781

		滋賀		1414

		京都		2583

		大阪		8809

		兵庫		5466

		奈良		1330

		和歌山		925

		鳥取		556

		島根		674

		岡山		1890

		広島		2804

		山口		1358

		徳島		728

		香川		956

		愛媛		1339

		高知		698

		福岡		5104

		佐賀		815

		長崎		1327

		熊本		1748

		大分		1135

		宮崎		1073

		鹿児島		1602

		沖縄		1453



②、④については数式内の(下からセルを選択)の部分については
左下の一覧から貴県のセルを探してして入力ください

例）東京都　⇒　B61
=M5/(下からセルを選択)*100
　　　　　　↓(下からセルを選択)を削除しB61と入力
=M5/B61*100



黄赤表_4



				000100_黄赤表_1		000100_トレンドv2		000100_黄赤表_2																																		4/22/21		←B3,B32参照中 サンショウ ナカ								作成日:4月23日

				（参考）新指標 サンコウ シンシヒョウ						都道府県のステージ判断に係る指標及び目安(4月22日時点)

				入院率
注1 ニュウイン リツ チュウ		療養者数
(人口10万人あたり） リョウヨウ シャ スウ ジンコウ マン ニン		PCR陽性率
(最近1週間) ヨウセイリツ サイキン シュウカン		医療提供体制等の負荷																				監視体制				感染の状況												Ⅱ/Ⅲ
の境界 キョウカイ		Ⅲ/Ⅳ
の境界  キョウカイ								4/23/21		←A2,B2,C2,M2参照中

										①病床のひっ迫具合																②療養者数
(人口10万人
あたり)				③PCR
陽性率
（最近１週間）				④直近１週間
の陽性者数
（10万人当たり） チョッキン シュウカン ヨウセイ シャ スウ				⑤今週／
先週				⑥感染経路
　不明割合

										病床全体								うち、重症者用病床																																新規
陽性者数 シンキ ヨウセイシャ スウ

										確保病床
使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率

																																																		44308

		ステージⅢ		40%		20		5%		25%				20%				25%				20%				15				10%				15				1				50%

		ステージⅣ		25%		30		10%						50%								50%				25				10%				25				1				50%

		北海道 ホッカイドウ		50%		21		3.5%		31%				31%				15%				15%				21				3.5%				15				1.36				41%				113		188		153

		熊本 クマモト		63%		12		8.4%		25%				25%				8%				8%				12				8.4%				11				3.76				32.0%（※4/16時点）				37		62		40

		沖縄 オキナワ		35%		90		6.6%		89%				89%				65%				65%				90				6.6%				50				0.90				68%				31		52		120

		兵庫 ヒョウゴ		18%		73		15.6%		84%				84%				75%				73%				73				15.6%				60				1.34				49%				117		195		547

		埼玉 サイタマ		26%		27		4.1%		33%				33%				21%				17%				27				4.1%				18				1.32				45%				158		263		233

		愛知 アイチ		17%		32		5.1%		33%				33%				12%				12%				32				5.1%				21				1.29				45%				162		270		294

		山形 ヤマガタ		42%		18		4.6%		34%				34%				19%				19%				18				4.6%				9				0.64				20%				23		39		9

		青森 アオモリ		34%		72		0.0%		0%				0%				0%				0%				0				0.0%				12				1.15				0%				27		45		32

		大阪 オオサカ		11%		174		8.0%		確保病床使用率				最大確保
病床占有率				確保病床
使用率				最大確保
病床占有率				0				8.0%				89				1.16				0%				189		315		1167

		和歌山 ワカヤマ		100%		42		13.2%		96%				96%				18%				18%				42				13.2%				30				1.31				17%				20		33		45

		奈良 ナラ		28%		74		7.8%		73%				73%				73%				73%				74				7.8%				50				1.26				55%				29		48		125

		福岡 フクオカ		21%		25		4.7%		35%				35%				13%				13%				25				4.7%				23				2.09				54%				109		182		268

		栃木 トチギ		-		10		3.3%		24%				24%				9%				9%				10				3.3%				7				0.91				61%				41		69		22

		千葉 チバ		27%		19		5.2%		24%				24%				12%				6%				19				5.2%				15				1.32				50%				134		224		141

		神奈川 カナガワ		24%		17		5.9%		25%				25%				15%				15%				17				5.9%				17				1.36				52%				197		329		318

		全国		20%		37		6.2%		31%				31%				19%				19%				37				6.2%				25				1.28				-				-		-		0.2043369836

										※数値は4月22日までに得られた情報を基に集計











				注1　入院率の指標については療養者数が人口10万人あたり10人以上の場合に適用。 チュウ ニュウイン リツ シヒョウ リョウヨウ シャ スウ ジンコウ マンニン ニン イジョウ バアイ テキヨウ



				注2　今週先週比の指標については新規報告数が人口10万人あたり1週間に5人以上の場合適用。 チュウ コンシュウ センシュウ ヒ シヒョウ シンキ ホウコク スウ ジンコウ マンニン シュウカン ニン イジョウ バアイ テキヨウ



※

確認中

作成日:4月23日
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県コード順(６指標)

						感染状況及び医療提供体制 カンセン ジョウキョウ オヨ イリョウ テイキョウ タイセイ										監視
体制 カンシ タイセイ		感染の状況 カンセン ジョウキョウ						ステージII/III
の境界
(1日当りの陽性者数)
各県の人口換算値 キョウカイ ヒアタ ヨウセイ シャ スウ ケン ジンコウ カンサン チ		ステージIII/IV
の境界
(1日当りの陽性者数)
各県の人口換算値 キョウカイ ヒアタ ヨウセイ シャ スウ ケン ジンコウ カンサン チ		新規
陽性者数 シンキ ヨウセイシャ スウ				R1.10.1
（総務省）
人口(千人) ジンコウ センニン

																③
PCR
陽性率
（最近
１週間） ヨウセイリツ サイキン シュウカン		④
直近
１週間の
陽性者数
（10万人当たり） チョッキン シュウカン ヨウセイ シャ スウ マンニン ア		⑤
今週/先週 コンシュウ センシュウ



						確保
病床
使用率 カクホ ビョウショウ シヨウリツ		最大
確保
病床
占有率 サイダイ カクホ ビョウショウ センユウ リツ		確保
病床
使用率 カクホ ビョウショウ シヨウリツ		最大
確保
病床
占有率 サイダイ カクホ ビョウショウ センユウ リツ		人口
10万人
あたり								不明割合
(最近1週間) フメイ ワリアイ サイキン シュウカン						44308

				ｽﾃｰｼﾞⅢ		25%		20%		25%		20%		15		10%		15		1		50%

		都道府
コード		ｽﾃｰｼﾞⅣ				50%				50%		25		10%		25		1		50%

		-		全国 ゼンコク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6.2%		24.85		1.28								5,452				126167		全国 ゼンコク

		1		北海道 ホッカイドウ		31.1%		31.1%		15.4%		15.4%		21.47		3.5%		14.59		1.36		40.7%		113		188		153				5250		北海道 ホッカイドウ

		2		青森		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00		0.0%		11.88		1.15		0.0%		27		45		32				1246		青森

		3		岩手														2.53		0.79				26		44		8				1227		岩手

		4		宮城		73.0%		56.0%		44.2%		29.2%		40.37		6.4%		16.87		0.70		20.4%		49		82		78				2306		宮城

		5		秋田														5.18		1.67				21		35		4				966		秋田

		6		山形		34.2%		34.2%		19.2%		19.2%		17.81		4.6%		9.46		0.64		19.6%		23		39		9				1078		山形

		7		福島		47.5%		47.5%		22.4%		22.0%		16.47		2.4%		11.59		1.35		29.4%

 :  一週間分の割合		40		66		33				1846		福島

		8		茨城		25.7%		25.7%		14.3%		14.3%		17.45		3.6%		13.88		1.43		41.7%		61		102		87				2860		茨城

		9		栃木		23.7%		23.7%		8.7%		8.7%		9.82		3.3%		7.39		0.91		60.6%		41		69		22				1934		栃木

		10		群馬		30.6%		30.6%		5.4%		5.4%		15.96		4.9%		10.61		1.00		46.6%		42		69		36				1942		群馬

		11		埼玉		33.4%		33.4%		21.3%		16.5%		26.65		4.1%		17.97		1.32		45.1%		158		263		233				7350		埼玉

		12		千葉		23.8%		23.8%		12.0%		6.1%		19.04		5.2%		14.71		1.32		49.9%		134		224		141				6259		千葉

		13		東京

 :  :病床は厚労省への報告値		33.5%		23.8%		44.2%		6.1%		40.37		5.8%		34.40		1.31		58.3%		298		497		861				13921		東京

		14		神奈川		24.9%		24.9%		14.7%		14.7%		17.41		5.9%		16.80		1.36		52.4%		197		329		318				9198		神奈川

		15		新潟 ニイガタ		29.5%		29.5%		1.8%		1.8%		14.84		4.3%		9.99		1.17		26.6%		48		79		31				2223		新潟 ニイガタ

		16		富山												0.0%		11.69		1.54				22		37		16				1044		富山

		17		石川														14.59		1.37				24		41		31				1138		石川

		18		福井														17.32		2.96				16		27		38				768		福井

		19		山梨														7.03		1.27		ERROR:#REF!

 :  一週間分の割合		17		29		12				811		山梨

		20		長野		病床全体		0.0%		うち、重症者用病床		0.0%		0.00		5.4%		13.86		1.01		0.0%		44		73		55				2049		長野

		21		岐阜		28.7%		28.7%		6.8%		6.8%		15.75		4.0%		12.58		1.52		32.6%		43		71		43				1987		岐阜

		22		静岡		18.3%		18.3%		7.5%		4.5%		7.16		1.8%		4.42		0.91		9.0%		78		130		23				3644		静岡

		23		愛知		33.0%		33.0%		11.9%		11.9%		31.81		5.1%		20.93		1.29		45.0%		162		270		294				7552		愛知

		24		三重		54.3%		54.3%		30.2%		30.2%		23.47		3.8%		14.71		1.59		28.6%		38		64		68				1781		三重

		25		滋賀		58.1%		58.1%		18.4%		14.5%		27.65		8.9%		19.09		1.56		37.4%		30		51		41				1414		滋賀

		26		京都		57.6%		57.6%		27.9%		27.9%		42.35		7.1%		31.51		1.37		44.7%		55		92		148				2583		京都

		27		大阪		確保病床使用率		最大確保
病床占有率		確保病床
使用率		最大確保
病床占有率		0.00		8.0%		89.35		1.16		0.0%		189		315		1167				8809		大阪

		28		兵庫		84.3%		84.3%		75.0%		72.5%		73.00		15.6%		60.14		1.34		49.3%		117		195		547				5466		兵庫

		29		奈良		72.9%		72.9%		73.3%		73.3%		73.61		7.8%		49.70		1.26		55.4%		29		48		125				1330		奈良

		30		和歌山		96.0%		96.0%		17.5%		17.5%		41.51		13.2%		29.95		1.31		17.4%		20		33		45				925		和歌山

		31		鳥取														4.86		0.71				12		20		1				556		鳥取

		32		島根														3.71		6.25				14		24		10				674		島根

		33		岡山														16.72		1.32				41		68		45				1890		岡山

		34		広島		17.1%		16.6%		2.1%		1.4%		7.17		0.9%		7.88		1.99		48.3%		60		100		42				2804		広島

		35		山口														11.41		4.19				29		49		23				1358		山口

		36		徳島														33.38		1.60				16		26		34				728		徳島

		37		香川														7.74		1.01				20		34		0				956		香川

		38		愛媛		34.8%		34.8%		21.2%		21.2%		27.63		3.6%		19.49		1.35		26.4%

 :  一週間分の割合		29		48		29				1339		愛媛

		39		高知														3.58		4.17				15		25		3				698		高知

		40		福岡		35.4%		35.4%		12.6%		12.6%		25.20		4.7%		22.84		2.09		54.3%		109		182		268				5104		福岡

		41		佐賀														18.40		2.59				17		29		32				815		佐賀

		42		長崎														11.30		2.78				28		47		45				1327		長崎

		43		熊本		25.1%		25.1%		8.5%		8.5%		11.61		8.4%		10.76		3.76		32.0%（※4/16時点）		37		62		40				1748		熊本

		44		大分														8.46		3.43				24		41		42				1135		大分

		45		宮崎 ミヤザキ														3.91		0.63				23		38		12				1073		宮崎 ミヤザキ

		46		鹿児島														3.06		1.07				34		57		7				1602		鹿児島

		47		沖縄		89.3%		89.3%		65.1%		65.1%		90.36		6.6%		49.83		0.90		68.1%		31		52		120				1453		沖縄

				札幌市 サッポロシ		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00		0.0%		31.12		1.47		0.00		42		70		126				1970		札幌市 サッポロシ

				仙台市 センダイシ		38.6%		29.6%		44.2%		29.2%		22.03		6.4%		17.89		0.59				23		39		21				1092		仙台市 センダイシ

				山形市 ヤマガタシ		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00		-		15.26		0.50		18.4%		5		9		1				249

 : 山形市HP(2019)
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/sub13/tokei/861b4toukeiopendata.html		山形市 ヤマガタシ

				東京_都の重症基準 トウキョウ ト ジュウショウ キジュン

 :  :病床は都基準		33.5%		27.9%		32.5%

 :  :この計算でよいのか？		32.5%

 :  :この計算でよいのか？		40.21		5.8%		34.40		1.31		58.3%		298		497		861				13921		東京_都の重症基準 トウキョウ ト ジュウショウ キジュン

				名古屋市 ナゴヤシ		33.9%		33.9%		14.0%		14.0%		13.15		6.0%		26.59		1.36		0.0%		50		83		119				2327		名古屋市 ナゴヤシ

				大阪市 オオサカシ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00		0.0%		119.31		1.15		0.0%		59		98		459				2740		大阪市 オオサカシ

				神戸市 コウベシ		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00		0.0%		119.31		1.15		0.0%		33		54		194				1523

 : 神戸市の人口推計2021.03.01
https://www.city.kobe.lg.jp/a89138/shise/toke/toukei/jinkou/suikeijinkou.html		神戸市 コウベシ

				広島市 ヒロシマシ		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.00		－		85.16		1.41		0.00		26		43		6				1196		広島市 ヒロシマシ

				松山市 マツヤマシ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00		0.0%		3.92		3.13		0.0%		11		18		127				507

 : 松山市の推計_2020
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/tokei/data/jinnkoudoutai.files/2jinkoudoutai.pdf		松山市 マツヤマシ

				船橋市 フナバシ シ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.0%		0.00		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		14		23		0				642

 : 船橋市の推計_2020
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/toukei/003/p024069.htm		

 :  :病床は厚労省への報告値																		

 :  一週間分の割合		

 :  一週間分の割合		

 :  一週間分の割合		

 :  一週間分の割合		

 :  :病床は都基準																		

 : 先週1週間の経路不明割合		

 :  :この計算でよいのか？												

 :  一週間分の割合		

 :  :この計算でよいのか？																						船橋市 フナバシシ





現在不使用→

				いくつかのシートは非表示になっています。 ヒヒョウジ

				必要の際は、シートを右クリックして、「再表示」から開いてください。 ヒツヨウ サイ ミギ サイヒョウジ ヒラ





01札幌市

																		札幌市の感染状況

		１．感染状況及び医療提供体制																										【4月22日　18:00時点】

		新規感染者数																新規感染者数
1週間合計				新規感染者数
2週間合計				療養者数（注１）

						うち感染経路不明				うち20代～30代				うち60代以上

		126				57				39				30				613				1,030				899

		病床（重症者用病床を含む）								うち重症者用病床														宿泊療養施設

		占有数				確保
ベッド数		占有率		占有数										確保
ベッド数		占有率
（注３）		占有数		確保
室数		占有率



		310				417		74.3%		19										53		35.8%		276		1,270		21.7%



＜備考＞病床及び宿泊療養施設の占有数については前日の値。
　　　　確保ベッド数について、集団感染が発生している医療機関の病床は含めていない。
        新規感染者数の年代別人数について、非公表のものは計上していない。
　　　　病床及び宿泊療養施設の占有数については、札幌市以外で公表した患者を含む。

注）「うち20代～30代」及び「うち60代以上」は、非公表情報を含むため、対外公表不可



34広島市

		広島市の感染状況 ヒロシマ シ カンセン ジョウキョウ

		１．感染状況及び医療提供体制 カンセン ジョウキョウ オヨ イリョウ テイキョウ タイセイ																										ERROR:#REF!

		新規感染者数 シンキ カンセンシャ スウ																新規感染者数
1週間合計 シンキ カンセンシャ スウ シュウカン ゴウケイ				新規感染者数
2週間合計 シンキ カンセンシャ スウ シュウカン ゴウケイ				療養者数（注１） リョウヨウ シャ スウ チュウ				直近１週間の感染経路不明率

						うち感染経路不明 カンセン ケイロ フメイ				うち20代～30代 ダイ ダイ				うち60代以上 ダイ イジョウ																31.8%		3月29日時点 ガツ ニチ ジテン

		6				集計中 シュウケイチュウ				集計中 シュウケイチュウ				集計中 シュウケイチュウ				47				62				59

		17				1				9				5				←29日確定値 ニチ カクテイチ

		病床（重症者用病床を含む） ビョウショウ ジュウショウシャ ヨウ ビョウショウ フク								うち重症者用病床 ジュウショウシャ ヨウ ビョウショウ														宿泊療養施設 シュクハク リョウヨウ シセツ

		占有数 センユウ スウ				確保
ベッド数 カクホ スウ		占有率 センユウ リツ		占有数 センユウ スウ										確保
ベッド数 カクホ スウ		占有率
（注３） センユウ リツ チュウ		占有数 センユウ スウ		確保
室数 カクホ シツ スウ		占有率 センユウ リツ



		30				130		23.1%		-										-		ERROR:#VALUE!		24		390		6.2%
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【注】 

 ↑↓ ：前日値からの増減 

 黄色：ステージⅢの目安値を超えている値 

 赤色：ステージⅣの目安値を超えている値 

 橙色：ステージⅢ、ステージⅣの目安が同一の指標で、その目安値を超えている値 

 ※数値は四捨五入したものを表示しているが、色分けは四捨五入前の数値を基としているため、表示の数値と色が一致しないことがある。 

  

 出典：各都道府県が集計した数値を内閣官房において収集し速報値として表にしたもの 

 

「① 医療の逼迫具合」に関して 

医療の逼迫具合に関しては、一般医療と両立可能な最大限の病床を確保し、医療提供体制を強化することが前提である。確保病床とは、病床・宿泊療養施設確保計画

において一般医療と両立可能な範囲で最大限確保した病床であり、当該計画における最終フェーズまでに、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ要請があれば、患

者受入れを行うことについて医療機関と調整済の病床をいう。入院率とは療養者数に対する入院者数の割合をいう。入院率については、感染拡大に伴い療養者数が増

加すると、入院できない自宅療養者数等が増加することとなり、入院者に対する療養者数が増加することから、医療の逼迫状況を把握するための指標として用いるも

のである。このため、入院率の指標については療養者数が人口 10 万人あたり 10人以上の場合に適用する。また、新規陽性者が、発生届が届け出られた翌日までに療

養場所の種別が決定され、かつ入院が必要な者が同日までに入院している場合には入院率を適用しない。 

 

「② 療養者数」に関して 

療養者数とは入院者数及び自宅・宿泊療養者数等を合わせた数をいう。 
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