
第２章 
コロナ対策、初動の 4 カ⽉を振り返る 225 ページ 
 

検索の結果、参考とした新聞記事⼀覧 
 
①判断、決定 
 
2020/05/31  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1485 ⽂字 
コロナ禍、困窮する世帯⽀援 休校中の「昼⾷代」⽀給、３割 主要７４市区アンケート【⼤阪】 
2020/05/31  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1408 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 北九州「第２波渦中」 新たに２６⼈感染 特養でクラスターか 
2020/05/30  毎⽇新聞 ⻄部朝刊  1 ページ  1224 ⽂字 
トランプ⽒演説 ⽶、⾹港優遇撤廃へ 中国安全法制に対抗 
2020/05/30  東京読売新聞 ⼣刊  1 ページ写  1588 ⽂字 
休業 １⽇から⼤幅緩和 全国で 関⻄は全⾯解除 
2020/05/30  ⼤阪読売新聞 朝刊  1 ページ表  1005 ⽂字 
中国、国家安全法制定⽅針を採択、全⼈代閉幕、⾹港へ統制強化。 
2020/05/29  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1033 ⽂字    
⾹港の反体制活動規制へ 中国、国家安全法制を採択 ⽶中の対⽴、先鋭化 
2020/05/29  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1155 ⽂字 
【コロナ 国を守れるか】⾃衛隊派遣 国防とのバランス 感染者出せば組織の機能低下 
2020/05/29  産経新聞 東京朝刊  1 ページ  絵写表有  1627 ⽂字    
新型コロナ：新型コロナ 来年度、９⽉⼊学⾒送りへ 「現場混乱」 政府・与党 
2020/05/28  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1246 ⽂字 
雇い⽌め ６⽉警戒 コロナ禍 迫る契約更新 厚労省、派遣受け⼊れ要請 
2020/05/28  東京読売新聞 ⼣刊  1 ページ表  1031 ⽂字 
２次補正 ３２兆円決定 過去最⼤ 家賃・資⾦繰り⽀援 事業規模１１７兆円に 
2020/05/28  東京読売新聞 朝刊  1 ページ表  1062 ⽂字 
雇調⾦「活⽤・検討」５０社、主要９８社調査、航空・流通など幅広く、潜在失業に⽀援急務。 
2020/05/27  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1199 ⽂字    
緊急事態、全⾯解除、１カ⽉半ぶり、経済再開に軸⾜、全国移動は来⽉１９⽇解禁。 
2020/05/26  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1528 ⽂字    
緊急事態、全国で解除 ⾸都圏・北海道も 経済活動、段階的に拡⼤ 再流⾏なお警戒 
2020/05/26  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1813 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態、全⾯解除 政府、１カ⽉半ぶり ⾸相「⼊院患者２０００⼈切る」 
2020/05/26  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1890 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態、全解除 政府、１カ⽉半ぶり 家賃軽減、最⼤６００万円給付 
2020/05/26  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1098 ⽂字 
緊急事態 全⾯解除 ⾸相「流⾏ほぼ収束」 政府対策本部 「宣⾔」１か⽉半 
2020/05/26  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1349 ⽂字 
緊急事態全⾯解除へ、⾸都圏・北海道も、今夜決定、感染状況３週ごと分析 
2020/05/25  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1120 ⽂字    
「宣⾔」１カ⽉半、全国解除へ 緩和３週ごと３段階 今夜⾸相会⾒ 
2020/05/25  朝⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1119 ⽂字 
緊急事態きょう全域解除へ ⾃粛要請緩和は段階的 
2020/05/25  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1108 ⽂字 
⽶、波乱含みの経済再開、２４州で感染増加、「第２波」リスクも（チャートは語る） 
2020/05/24  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1453 ⽂字    
⾸都圏・北海道、解除で調整 緊急事態、政府あす判断 
2020/05/24  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1051 ⽂字 
緊急事態解除へ最終調整 新型コロナ 最後の５都道県 政府あす判断 
2020/05/24  東京読売新聞 朝刊  1 ページ表  1058 ⽂字 
ビニールカーテン：ビニールカーテン、⽕災注意 コロナ対策、材質・設置場所考えて 
2020/05/23  毎⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  1195 ⽂字 
都、２６⽇にも休業緩和 宣⾔解除なら 無観客試合も ４道県も指針 
2020/05/23  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1358 ⽂字 
緊急事態、関⻄３府県は解除、⾸都圏と北海道、２５⽇にも判断、⾸相「感染者、確実に減少」。 
2020/05/22  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1121 ⽂字    
マイナス⾦利、政策論議再び、英⽶導⼊を市場織り込む。 



2020/05/22  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1255 ⽂字    
休業、⼤幅緩和へ ⼤阪・京都・兵庫、緊急事態解除 【⼤阪】 
2020/05/22  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1570 ⽂字 
⿊川検事⻑きょう辞職 宣⾔中、賭けマージャン 法相「不適切」、訓告処分 
2020/05/22  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1445 ⽂字 
中国：中国、成⻑⽬標設定せず 全⼈代開幕 コロナ対策「成果」 
2020/05/22  毎⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  1465 ⽂字 
中国：中国、成⻑⽬標設定せず 全⼈代開会 「コロナに勝利」強調 
2020/05/22  毎⽇新聞 ⻄部⼣刊  1 ページ  1628 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態 ⼤阪、京都、兵庫で解除 ⾸都圏・北海道、２５⽇判断 
2020/05/22  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1137 ⽂字 
⿊川検事⻑：⿊川検事⻑、きょう辞職 賭けマージャン引責 
2020/05/22  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1067 ⽂字 
⿊川検事⻑：⿊川検事⻑、きょう辞職 賭けマージャン引責 辞表提出、訓告処分 
2020/05/22  毎⽇新聞 ⻄部朝刊  1 ページ  1075 ⽂字 
中国 成⻑率⽬標⾒送り 全⼈代開幕 軍事費６．６％増 
2020/05/22  東京読売新聞 ⼣刊  1 ページ写・表  1118 ⽂字 
緊急事態宣⾔ ⼤阪・兵庫・京都を解除 ⾸都圏・北海道 ２５⽇にも判断 
2020/05/22  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1123 ⽂字 
緊急事態 ⼤阪・兵庫・京都 解除 ⾸都圏・北海道 ２５⽇にも判断 
2020/05/22  ⻄部読売新聞 朝刊  1 ページ表  1114 ⽂字 
⿊川検事⻑が辞職 賭けマージャン認め引責 訓告処分 
2020/05/22  産経新聞 東京朝刊  1 ページ  絵写表有  1005 ⽂字    
⼤阪・京都・兵庫解除へ、緊急事態宣⾔、政府、今⼣決定、⾸都圏・北海道は継続。 
2020/05/21  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1168 ⽂字    
⾃治体、第２波備え、１カ⽉でＰＣＲセンター１１０カ所、政府の動きに先⾏。 
2020/05/21  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1303 ⽂字    
⿊川検事⻑辞意、伝達 賭けマージャン処分検討 政府⾼官「⼀両⽇中に対応」 
2020/05/21  朝⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1697 ⽂字 
関⻄解除、新たな⽇常へ 「緊急事態宣⾔」、京都・⼤阪・兵庫で今夜決定【⼤阪】 
2020/05/21  朝⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1173 ⽂字 
緊急事態解除 「⾸都圏の⼀体性配慮を」 知事会提⾔案 政府判断控え 
2020/05/20  東京読売新聞 ⼣刊  1 ページ写  1221 ⽂字 
緊急事態 関⻄の解除有⼒ 政府 感染状況 あす判断 新型コロナ 
2020/05/20  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1143 ⽂字 
緊急事態 関⻄の解除有⼒ あす判断 ⼤阪・京都・兵庫 
2020/05/20  ⼤阪読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1197 ⽂字 
検察庁法改正、今国会断念 政府、世論の反発受け 定年特例、撤回せず継続審議 
2020/05/19  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1948 ⽂字 
ビニールカーテン：窓⼝ビニール、⽕気注意 ⽩熱灯も⽕元に コロナ対策「消防署に相談を」 
2020/05/19  毎⽇新聞 ⼤阪⼣刊  1 ページ  1405 ⽂字 
⽶、ＷＨＯ脱退⽰唆 対中国 ⾒直し迫る 事務局⻑に書簡 
2020/05/19  東京読売新聞 ⼣刊  1 ページ写・表  1118 ⽂字 
検察庁法案 今国会⾒送り 政府・与党 「定年特例」反発受け 
2020/05/19  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1117 ⽂字 
ＧＤＰ打撃、年３．４％減 ２期連続 消費・訪⽇客、コロナで減 １〜３⽉期 
2020/05/18  朝⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1420 ⽂字 
検察庁法改正案：検察庁法改正、今国会断念 定年延⻑、反発強く ⾸相、最終判断へ 政府・与党 
2020/05/18  毎⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  1750 ⽂字 
ＧＤＰ：ＧＤＰ年３．４％減 ２期連続マイナス １〜３⽉期 
2020/05/18  毎⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  1296 ⽂字 
検察庁法改正案：検察庁法案、今国会断念 定年延⻑、批判強く ⾸相近く最終判断 
2020/05/18  毎⽇新聞 ⼤阪⼣刊  1 ページ  1839 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 授業料減免、⼤学に助成 対象者に⼀定基準 政府⽅針 
2020/05/17  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1055 ⽂字 
特定機能病院 「⼿術前にＰＣＲ」３割超 本社調査 院内感染対策で 
2020/05/17  東京読売新聞 朝刊  1 ページ  1032 ⽂字 
休業解除 都が７指標 感染１⽇２０⼈未満 経路不明５０％未満 週単位で減少 
2020/05/16  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1082 ⽂字 



緊急事態宣⾔３９県解除、⾸相「県またぐ移動⾃粛を」、休業要請緩和、４０超の道府県で。 
2020/05/15  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1033 ⽂字    
緊急事態、範囲を縮⼩ ３９県解除、特定５県含む 継続⾃治体、２１⽇めど再検討 
2020/05/15  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1716 ⽂字 
⼤阪府、休業要請解除へ あすから段階的に 独⾃基準達成 【⼤阪】 
2020/05/15  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1343 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 抗体検査１万件実施へ 厚労省、来⽉めど 検査キット性能評価 陽性率、都内０．６％ 
2020/05/15  毎⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  1278 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 飲⾷店２２時まで／ライブハウス休業継続 ⼤阪府、あす要請解除 
2020/05/15  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1079 ⽂字 
都、休業解除に７指標案 感染１⽇平均２０⼈未満 経路不明者が５０％未満 
2020/05/15  東京読売新聞 ⼣刊  1 ページ表  1043 ⽂字 
緊急事態 ３９県解除 新型コロナ ⾸相、２次補正指⽰ 
2020/05/15  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1409 ⽂字 
緊急事態 ３９県解除 ⾸相、２次補正指⽰ 継続８都道府県「収束へ前進」 
2020/05/15  ⼤阪読売新聞 朝刊  1 ページ表  1106 ⽂字 
緊急事態 ３９県解除 新型コロナ ⾸相、２次補正指⽰ 
2020/05/15  ⻄部読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1434 ⽂字 
緊急事態 ３９県解除 ８都道府県 ２１⽇めど判断 ⾸相、２次補正編成表明 感染拡⼤なら「再指定も」 
2020/05/15  産経新聞 東京朝刊  1 ページ  絵写表有  1151 ⽂字    
緊急事態、３９県解除へ、諮問委「評価」、政府、今夜決定、集団感染、愛媛は条件付き。 
2020/05/14  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1082 ⽂字    
緊急事態、列島⾊分け ３９県解除・８都道府県継続 諮問委承認 
2020/05/14  朝⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1028 ⽂字 
緊急事態解除、まず３９県 ⼤阪・京都・兵庫は先送り きょう決定 【⼤阪】 
2020/05/14  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1446 ⽂字 
緊急事態、３９県解除へ 愛知・福岡も対象 きょう決定 
2020/05/14  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1072 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態３９県解除、諮問 政府午後決定 
2020/05/14  毎⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  1657 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態、３９県解除 特定警戒５県含む 政府⽅針 
2020/05/14  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1073 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態、３９県解除 きょう決定 外出⾃粛継続 
2020/05/14  毎⽇新聞 ⻄部朝刊  1 ページ  1084 ⽂字 
東京・⼤阪「特定警戒地域」継続へ、３４県・愛知・京都・福岡など緊急事態解除、政府調整、感染者数や医療考慮。 
2020/05/13  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  1151 ⽂字    
役員報酬減、⽇⽶英で拡⼤、６００社超、コロナで業績悪化、公的⽀援企業に圧⼒。 
2020/05/12  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1019 ⽂字    
英、外出規制を⼀部緩和、まず建設・製造業、⼩売りは来⽉、仏、百貨店など再開。 
2020/05/11  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1571 ⽂字    
新型コロナ：政府、１３年「⾏動計画」踏襲 コロナ⼤量検査、想定外 柔軟対応⽋く 
2020/05/11  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1654 ⽂字 
ＰＣＲ、すぐ相談を 息苦しさ・強いだるさ・⾼熱 厚労省、⽬安変更「３７．５度以上」削除 
2020/05/09  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1061 ⽂字 
⽶、⾞利⽤５割増、中⻄部や南部回復、経済⼀部再開、感染拡⼤リスクなお。 
2020/05/08  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1185 ⽂字    
コロナ出⼝は⾒えるか（２）未踏の「検査１⽇２０００万件」――第２波防ぐ総⼒戦。 
2020/05/08  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1279 ⽂字    
緊急事態宣⾔解除「１７県視野」 直近１週間、感染ゼロ ⻄村担当相 【⼤阪】 
2020/05/08  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1392 ⽂字 
緊急事態宣⾔解除「１７県視野」 １週間、感染者がゼロ ⻄村担当相 
2020/05/08  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1068 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ ⼤阪、休業解除３指標 ７⽇間維持で段階的 
2020/05/06  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1518 ⽂字 
⼤阪府 休業解除３基準 ７⽇連続下回れば １５⽇にも判断 
2020/05/06  ⼤阪読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1057 ⽂字 
追加対策、⾸相「速やかに」、緊急事態３１⽇まで、期間内解除も、延⻑におわび「責任痛感」。 
2020/05/05  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1037 ⽂字    
緊急事態３１⽇まで、決定 全国対象 ３４県、経済活動の容認も 早期解除、１４⽇めど検討 



2020/05/05  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1444 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態、延⻑決定 全国で⽉末まで 期間短縮、１４⽇めど分析 
2020/05/05  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1145 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態延⻑決定 全国対象、⽉末まで 政府、解除可否１４⽇分析 
2020/05/05  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1485 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態、全国３１⽇まで 政府延⻑決定 １４⽇めど、先⾏解除判断 
2020/05/05  毎⽇新聞 ⻄部朝刊  1 ページ  1191 ⽂字 
新型コロナ 緊急事態宣⾔を延⻑ ３１⽇まで ⼀部で制限緩和 
2020/05/05  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1234 ⽂字 
感染防⽌へ「新たな⽇常」 緊急事態宣⾔ ３１⽇まで延⻑ 全国対象 解除、１４⽇に専⾨家聴取 
2020/05/05  産経新聞 東京朝刊  1 ページ  絵写表有  1067 ⽂字    
緊急事態延⻑、３１⽇まで 解除に数値基準 ⾸相⽅針 
2020/05/04  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1098 ⽂字 
社会活動再開 容認へ 特定警戒都道府県 除き 政府原案 
2020/05/03  東京読売新聞 朝刊  1 ページ  1130 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ⾃粛、当⾯継続提⾔ 解除、地域ごとに判断 専⾨家会議 
2020/05/02  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1118 ⽂字 
中堅に資本⽀援１兆円、官⺠ファンド、⽉内にも、地⽅企業の破綻防ぐ。 
2020/05/01  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1133 ⽂字    
緊急事態宣⾔の延⻑ 表明 ⾸相、４⽇にも決定 全都道府県が対象 
2020/05/01  ⼤阪読売新聞 朝刊  1 ページ表  1088 ⽂字 
緊急事態宣⾔延⻑へ、全国で１カ⽉程度、政府調整、感染状況踏まえ。 
2020/04/30  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1099 ⽂字    
緊急事態、延⻑で調整 全国対象、１ヵ⽉程度 政府 【⼤阪】 
2020/04/30  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1041 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態宣⾔、延⻑へ １カ⽉前後、全国視野 
2020/04/30  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1136 ⽂字 
新型コロナ 緊急事態宣⾔ 延⻑へ 政府 「全都道府県」念頭 
2020/04/30  東京読売新聞 朝刊  1 ページ  1001 ⽂字 
学校「夏休み短縮」半数 ６３⾃治体 休校分の授業確保 新型コロナ 
2020/04/29  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1065 ⽂字 
学校「夏休み短縮」半数 休校分の授業確保 １２１⾃治体 本紙調査 
2020/04/29  ⼤阪読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1052 ⽂字 
学校「夏休み短縮」半数 ６３⾃治体 休校中の授業確保 本紙調査  
2020/04/29  ⻄部読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1961 ⽂字 
国債購⼊の制限撤廃、⽇銀会合、追加緩和を決定、社債・ＣＰ３倍、買い⼊れ枠。 
2020/04/27  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1146 ⽂字    
ＮＹ州、経済再開へ準備、新型コロナ、まず建設・製造業、伊、来⽉４⽇から緩和。 
2020/04/27  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1064 ⽂字    
ファーストリテイリング会⻑兼社⻑柳井正⽒――企業、英知集め経済維持（コロナと世界） 
2020/04/27  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1289 ⽂字    
新型コロナ：新型コロナ ＰＣＲ外来、１２府県設置へ ２２都府県「検討中」 毎⽇新聞調査 
2020/04/26  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1657 ⽂字 
決算、コロナの影響緩和、引当⾦・減損、世界で柔軟対応、経済収縮リスク回避。 
2020/04/25  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1745 ⽂字    
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態解除、地域ごと 政府、連休後半に判断 
2020/04/25  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1088 ⽂字 
⼤阪府、休業応じぬ店公表 全国初、パチンコ６店 近く東京・兵庫も 
2020/04/25  ⼤阪読売新聞 朝刊  1 ページ表  1138 ⽂字 
新型コロナ：政府 コロナ休業「指⽰」に指針 「要請」応じなければ 
2020/04/24  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1110 ⽂字 
１⼈がコロナうつす⼈数「再⽣産数」、⽶７割の州、収束⽅向⽰す、各州、経済再開の指標に。 
2020/04/23  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  1029 ⽂字    
綱渡りの中⼩⽀援、３３都道府県が協⼒⾦、資⾦難なお深刻、家賃払えぬ、申請難しい、うち対象？ 
2020/04/23  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1477 ⽂字    
新型コロナ ⼤型連休「外出⾃粛を」 専⾨家会議 ⾸相、協⼒求める 
2020/04/23  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1106 ⽂字 
抗体検査、ＮＹ市⺠の列、「免疫持つか知りたい」、１⽇２０００件、精度向上カギ。 
2020/04/22  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1660 ⽂字    



経済再開、３つの条件、感染拡⼤の鈍化、検査拡充、医療体制、⽶独、制限緩和探る。 
2020/04/22  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1352 ⽂字    
ＷＨＯシニアアドバイザー進藤奈邦⼦⽒――科学信じ「新常態」に備え（コロナと世界） 
2020/04/22  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1297 ⽂字    
⽣活必需品、働き⼿疲弊 コンビニ店主「感染、明⽇は我が⾝」 新型コロナ 
2020/04/22  朝⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1964 ⽂字 
公園にも⾏けない 休校⻑引き密集・密接→利⽤禁⽌ 新型コロナ 【⼤阪】 
2020/04/22  朝⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1750 ⽂字 
休業要請、３２都道府県 ８割超が⽀援策、財政⼒で差 新型コロナ 【⼤阪】 
2020/04/22  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1343 ⽂字 
休業要請、３２都道府県 ８割超が⽀援策・９県要請せず 新型コロナ 
2020/04/22  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1166 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 「宣⾔」２週間 ⼈出８割減、全国届かず 解除⾒通せず 
2020/04/22  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1312 ⽂字 
新型コロナ：コロナ緊急宣⾔２週間 ⼈出８割減、壁⾼く 政府内、解除に慎重論 
2020/04/22  毎⽇新聞 ⻄部朝刊  1 ページ  1288 ⽂字 
朝の⼈出、地⽅減り鈍く、札幌３割減、中⼩集積地は増、企業、出勤者抑制に腐⼼。 
2020/04/21  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1272 ⽂字    
１０万円、来⽉にも給付開始 対⾯避け各世帯に申請書 補正予算案決定、８．９兆円増 
2020/04/21  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1057 ⽂字 
新型コロナ １０万円給付 来⽉にも開始 市区町村別に 世帯ごと申請 
2020/04/21  東京読売新聞 朝刊  1 ページ表  1115 ⽂字 
補正予算案を午後決定、「１０万円給付」計上、歳出総額２５．７兆円に、経済対策、事業規模１１７兆円。 
2020/04/20  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1074 ⽂字    
雇⽤維持、瀬⼾際の攻防、⽶、３８兆円の融資枠「蒸発」、仏、経済対策１２兆円に増、⽇本、⽀給３件、１０⽇時点。 
2020/04/20  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1360 ⽂字    
新型コロナ治療薬、開発急ピッチ、世界で治験６５０件、有効性なお⾒極め。 
2020/04/19  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1608 ⽂字    
「密集回避」、閉ざされた公園 ⾃治体の使⽤禁⽌に危惧する声も 新型コロナ 
2020/04/18  朝⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1606 ⽂字 
重症者ら対応、診療報酬倍増 １０万円、郵送・オンライン⼿続き ⾸相会⾒ 新型コロナ 
2020/04/18  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1498 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ対策 現⾦給付、総額１４兆円 ⾸相、⼀律１０万円表明 
2020/04/18  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1110 ⽂字 
新型コロナ １０万円申請 郵送・ネットで ⾸相表明 診療報酬を倍増 
2020/04/18  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写  1064 ⽂字 
⽶、３段階で経済再開へ、政権が指針、州が時期判断、専⾨家ら、時期尚早の声も。 
2020/04/17  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1119 ⽂字    
新型コロナ：新型コロナ 全国に緊急事態宣⾔ 感染増続き拡⼤ 来⽉６⽇まで 
2020/04/17  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1282 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ １⼈１０万円⼀律給付 世帯に３０万円、取りやめ 
2020/04/17  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1061 ⽂字 
緊急事態宣⾔ 全国拡⼤ 新型コロナ ５⽉６⽇まで ⾸相発令 
2020/04/17  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1315 ⽂字 
国⺠⼀律１０万円「検討」 ⾸相、公明要請に 官邸は所得制限論 コロナ対策 
2020/04/16  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1259 ⽂字 
⼤阪 休業で⽀援⾦ 個⼈５０万円 中⼩１００万円 兵庫も給付⽅針 
2020/04/16  ⼤阪読売新聞 朝刊  1 ページ  1028 ⽂字 
⽶、経済再開へ協議会、外出制限緩和、指針近く公表、感染拡⼤懸念の声も。 
2020/04/15  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1205 ⽂字    
福岡市、１００億円⽀援策 中⼩の賃料８割・出前５００円分還元 【⻄部】＝修正記事あり 
2020/04/15  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1276 ⽂字 
世帯主以外の減収も対象 ３０万円給付、政府が拡⼤⽅針 
2020/04/15  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1029 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 独⾃「宣⾔」９道県 政府、追加区域⾒極め 緊急事態１週間 
2020/04/15  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1236 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 「緊急事態」１週間 独⾃「宣⾔」９道県、発出・検討 国は追加慎重 
2020/04/15  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1192 ⽂字 
回復後免疫つくか不明、ＷＨＯ、再陽性相次ぎ⾒解、新型コロナ、致死率「新型インフル１０倍」。 



2020/04/14  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1227 ⽂字    
⽣物地理学者ジャレド・ダイアモンド⽒――争いの時代、協調こそ解（コロナと世界） 
2020/04/14  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1299 ⽂字    
新型コロナ：新型コロナ ⼤阪も休業要請 外出⾃粛効果薄く 兵庫はあすから 
2020/04/14  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1132 ⽂字 
「出勤７割減」企業が知恵、デサント、原則在宅、出社は申請、三菱マテ、本社閉め⼩規模拠点。 
2020/04/13  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1427 ⽂字    
新型コロナ：新型コロナ ⼤阪きょう休業要請へ 兵庫も同調 あす発動 
2020/04/13  毎⽇新聞 ⼤阪⼣刊  1 ページ  1070 ⽂字 
「出勤者７割減」要請へ ⾸相、７都府県の全企業に 接客伴う飲⾷、全国で⾃粛要請 
2020/04/12  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1277 ⽂字 
都、幅広く休業要請 新型コロナ 協⼒店に５０万円 きょうから 
2020/04/11  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1099 ⽂字 
⼤阪、休業要請１３⽇判断 新型コロナ 業種発表 補償なし 
2020/04/11  ⼤阪読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1111 ⽂字 
新型コロナ 都 幅広く休業要請 きょうから 協⼒店に５０万円 
2020/04/11  ⻄部読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1084 ⽂字 
中⼩⽀援、時間との闘い、スイス、官⺠で即⽇融資、⽶国、４⽇で４兆円、⽇本、１カ⽉以上も。 
2020/04/10  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1413 ⽂字    
東京都、休業対象を明⽰ パチンコ・ネットカフェなど 飲⾷店は午後８時まで【⼤阪】 
2020/04/10  朝⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1450 ⽂字 
緊急事態宣⾔ 休業要請 割れる判断 都は積極、６府県静観 ⾦銭補償ネックに 
2020/04/09  産経新聞 東京朝刊  1 ページ  絵写表有  1020 ⽂字    
緊急事態宣⾔を発令、⾸相「接触８割減を」、新型コロナ、東京など７都府県、経財相「地域追加も」。 
2020/04/08  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1116 ⽂字    
新型コロナ：新型コロナ ⾸相会⾒ 緊急事態宣⾔発令 ７都府県、来⽉６⽇まで 
2020/04/08  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1891 ⽂字 
緊急事態宣⾔ 発令 新型コロナ 外出⾃粛要請 ５⽉６⽇まで 
2020/04/08  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1375 ⽂字 
新型コロナ ⾸相 緊急事態を宣⾔ ７都府県 ５⽉６⽇まで 接触８割減訴え 
2020/04/08  産経新聞 東京朝刊  1 ページ  絵写表有  1015 ⽂字    
今⼣に緊急事態宣⾔、新型コロナ「影響重⼤」、⾸相表明。 
2020/04/07  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1579 ⽂字    
きょう緊急事態宣⾔、７都府県、５⽉６⽇まで、⾸相「外出⾃粛を」。 
2020/04/07  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1150 ⽂字    
経済対策、事業規模１０８兆円、きょう決定、中⼩に最⼤２００万円。 
2020/04/07  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  1011 ⽂字    
緊急事態宣⾔、今⼣７都府県に 国会へ事前報告 
2020/04/07  朝⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1219 ⽂字 
きょう緊急事態宣⾔ 東京・神奈川・埼⽟・千葉・⼤阪・兵庫・福岡 ５⽉６⽇まで想定 
2020/04/07  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1630 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態、諮問委了承 ⾸相、今⼣発令 
2020/04/07  毎⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  1071 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 午後に緊急事態宣⾔ ７都府県対象 諮問委、政府⽅針了承 
2020/04/07  毎⽇新聞 ⼤阪⼣刊  1 ページ  1192 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態＝休業なの？ 午後宣⾔ 
2020/04/07  毎⽇新聞 ⻄部⼣刊  1 ページ  1619 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ きょう緊急事態宣⾔ ⾸都圏・近畿・福岡 ⾸相「１カ⽉程度」表明 
2020/04/07  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1482 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ きょう緊急事態宣⾔ 福岡など７都府県、１カ⽉程度 
2020/04/07  毎⽇新聞 ⻄部朝刊  1 ページ  1801 ⽂字 
新型コロナ 緊急事態 ７都府県 ⾸相「１か⽉程度」 きょうにも宣⾔ 
2020/04/07  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1334 ⽂字 
新型コロナ 緊急事態宣⾔ ７都府県に ⾸相 きょうにも発令 １カ⽉程度 医療崩壊を阻⽌ 
2020/04/07  産経新聞 東京朝刊  1 ページ  絵写表有  1011 ⽂字    
⾸相、緊急事態宣⾔へ、⾸都圏・⼤阪を検討、コロナ拡⼤、あすにも、都市封鎖にはならず。 
2020/04/06  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1295 ⽂字    
⾸相、緊急事態宣⾔へ あす諮問、期間は５⽉６⽇まで軸 ⾸都圏や⼤阪府など念頭 新型コロナ 
2020/04/06  朝⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1316 ⽂字 



新型コロナ：新型コロナ 緊急事態宣⾔へ ⾸相、諮問の⽅針 ⾸都圏など対象 
2020/04/06  毎⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  1720 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ拡⼤ ⾸相、緊急事態宣⾔へ ⾸都圏・⼤阪・兵庫に 特措法で初 
2020/04/06  毎⽇新聞 ⼤阪⼣刊  1 ページ  1871 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 旅⾏１泊２万円補助 緊急経済対策、収束後の観光喚起 
2020/04/06  毎⽇新聞 ⻄部朝刊  1 ページ  1045 ⽂字 
新型コロナ 緊急事態 ⾸都圏発令へ 今⼣対策本部で準備 
2020/04/06  東京読売新聞 ⼣刊  1 ページ  1096 ⽂字 
新型コロナ 緊急事態宣⾔へ着⼿ ⾸相きょう諮問 企業活動は継続 
2020/04/06  東京読売新聞 朝刊  1 ページ表  1092 ⽂字 
新型コロナ 軽症ホテル療養あす開始 都、医療崩壊阻⽌へ 
2020/04/06  産経新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1480 ⽂字 
⾦融市場、解けぬ緊張、社債や新興国通貨、再度の急落警戒（チャートは語る） 
2020/04/05  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1468 ⽂字    
新型コロナ 緊急事態対応 事前に公表 都⽅針 外出⾃粛・施設停⽌ 
2020/04/04  ⼤阪読売新聞 朝刊  1 ページ  1167 ⽂字 
店舗・⼯場の減損⾒送り、⾦融庁など、会計ルール弾⼒化、コロナ対策で協議会。 
2020/04/03  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  1156 ⽂字    
新型コロナ 休校延⻑、分かれる判断 千葉県は⼀部除き再開 
2020/04/03  産経新聞 東京朝刊  1 ページ  絵写表有  1057 ⽂字    
コロナ検査、世界に後れ、１⽇２０００件弱、独の１７分の１、拡⼤へ体制整備急務。 
2020/04/02  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1189 ⽂字    
新型コロナ 都⽴校再開 ＧＷ明け 教委、休校延⻑を決定 感染地域 専⾨家会議が３区分 
2020/04/02  産経新聞 東京朝刊  1 ページ  絵写表有  1088 ⽂字    
新型コロナ 住宅ローン減税要件緩和 消費増税時実施 ⾞燃費割 延⻑ 
2020/04/01  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1107 ⽂字 
新型コロナ 都、平⽇夜の外出警戒 繁華街で複数感染 都⺠に⾃粛継続訴え 
2020/03/30  東京読売新聞 ⼣刊  1 ページ写・表  1201 ⽂字 
経済対策「かつてない規模」、ＧＤＰの１割、５６兆円上回る、⾸相、個⼈・中⼩へ給付⾦、休業⼿当、最⼤９割助成。 
2020/03/29  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1013 ⽂字    
融資継続へ銀⾏規制緩和、⾦融当局、特例相次ぐ、バーゼル３、実施１年延期。 
2020/03/29  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1454 ⽂字    
⽣活困難世帯に現⾦給付 経済対策、リーマン超え 学校再開、⾒直す可能性も ⾸相会⾒ 
2020/03/29  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1316 ⽂字 
新型コロナ 経済対策 過去最⼤に ⾸相 困窮者に現⾦給付 
2020/03/29  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写  1247 ⽂字 
⼤阪府も外出⾃粛要請 今週末 知事「危険な状況」 新型コロナ 【⼤阪】 
2020/03/28  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1172 ⽂字 
⼤阪 週末の外出⾃粛 知事要請 １⽇最多２０⼈感染 新型コロナ 
2020/03/28  ⼤阪読売新聞 朝刊  1 ページ  1130 ⽂字 
改正健康増進法、来⽉１⽇全⾯施⾏ 飲⾷店、分かれ道 
2020/03/28  産経新聞 ⼤阪⼣刊  1 ページ  絵写表有  1455 ⽂字    
⽶感染者、中国抜き最多、新型コロナ、世界で５０万⼈超、２０億⼈に外出制限。 
2020/03/27  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1106 ⽂字    
現⾦給付、所得減世帯に、５⽉にも実施、経済対策５０兆円超、ＧＤＰの１割。 
2020/03/26  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1177 ⽂字    
新型コロナ：新型コロナ 週末の都への移動、埼⽟⾃粛要請へ 千葉、神奈川も連携 
2020/03/26  毎⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  1440 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 埼⽟も外出⾃粛検討 東京都に流⼊防⽌へ連携 
2020/03/26  毎⽇新聞 ⼤阪⼣刊  1 ページ  1439 ⽂字 
東京五輪、２１年夏に延期、ＩＯＣ、⾸相提案を承認、⼤会名称「２０２０」は維持、新型コロナ収束⾒通せず。 
2020/03/25  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1077 ⽂字    
五輪延期、１年程度 ⾸相・ＩＯＣ会⻑合意 理事会も承認 新型コロナ 
2020/03/25  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1187 ⽂字 
東京五輪：東京五輪 来年に延期 ⾸相とＩＯＣ合意 新型コロナ 夏冬通じ初 聖⽕リレー中⽌ 
2020/03/25  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1183 ⽂字 
東京五輪：東京五輪延期 新型コロナ受け ⾸相「来夏までに」 ＩＯＣ承認、夏冬通じ初 
2020/03/25  毎⽇新聞 ⻄部朝刊  1 ページ  1161 ⽂字 
世界で外出制限広がる、ＷＨＯ「パンデミック加速」、英、全⼟で⾃宅待機、⽶、⼈⼝半数対象に。 



2020/03/24  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1537 ⽂字    
東京五輪延期を検討、⾸相、中⽌シナリオ回避、トランプ⽒「１０００％⽀持」。 
2020/03/24  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1233 ⽂字    
五輪延期 ⾸相容認 新型コロナ 今夏開催 困難と判断 
2020/03/24  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写  1259 ⽂字 
東京五輪、延期含め検討、ＩＯＣ、４週間内に結論、中⽌の可能性は否定。 
2020/03/23  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  1088 ⽂字    
五輪 延期検討 ＩＯＣ発表 安倍⾸相も容認 新型コロナ 中⽌は否定 
2020/03/23  東京読売新聞 ⼣刊  1 ページ写  1291 ⽂字 
⽶、ＮＹなど３州外出制限、新型コロナ、「７０００万⼈経済圏」に影響。 
2020/03/21  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1083 ⽂字    
⼀⻫休校、延⻑せず、政府、再開判断、週明け指針、⾸相、イベント「慎重に」。 
2020/03/21  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1436 ⽂字    
新型コロナ：新型コロナ ⼀⻫休校、新学期に解除 判断地域ごと 政府⽅針 
2020/03/21  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1009 ⽂字 
⼀⻫休校 延⻑せず 新型コロナ 政府 新学期に再開へ 
2020/03/21  東京読売新聞 朝刊  1 ページ  1201 ⽂字 
⼤イベントなお慎重 「持ちこたえているが⼀部で感染拡⼤」 新型コロナ、専⾨家会議 
2020/03/20  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1319 ⽂字 
⽶⾞３社、北⽶⽣産休⽌、ＧＭなど３０⽇まで、新型コロナ、トヨタや⽇産も。 
2020/03/19  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1249 ⽂字    
コロナ治療薬の実⽤化急ぐ、⽶社製、来⽉にも治験結果、中国「アビガンに効果」。 
2020/03/19  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1249 ⽂字    
新型コロナ 公共料⾦⽀払い猶予 社会保険料は１年間 
2020/03/19  産経新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1089 ⽂字 
ＥＵ、⼊域を規制へ 欧州から訪⽇、制限 新型コロナ、各国「封鎖」拡⼤ 
2020/03/18  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1361 ⽂字 
Ｇ７、新型コロナ対策連携、経済財政政策⼗分に、⾸脳テレビ会議、⽇銀、ＥＴＦ購⼊倍増。 
2020/03/17  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1333 ⽂字    
「緊急事態」現時点は否定 ⾸相、五輪「予定通り」 新型コロナ 
2020/03/15  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1093 ⽂字 
⽶、⾮常事態宣⾔、検査・治療に５兆円、新型コロナ。 
2020/03/14  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1037 ⽂字    
緊急事態宣⾔、可能に 新型コロナ、改正特措法成⽴ 蔓延時、外出・イベント制限 
2020/03/14  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1113 ⽂字 
パンデミック「損失１００兆円」、⽶、欧州からの⼊国禁⽌、⽶欧中経済圏の往来分断。 
2020/03/13  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1440 ⽂字    
新型コロナ「パンデミック」、世界感染１２万⼈超す、ＷＨＯ、封じ込め継続訴え。 
2020/03/12  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1301 ⽂字    
政府、来⽉に緊急経済対策、新型コロナ、家計に現⾦給付案、⼦育て世帯を⽀援。 
2020/03/12  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1247 ⽂字    
イベント⾃粛「１０⽇継続を」 特措法改正案、閣議決定 新型コロナ 
2020/03/11  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1068 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態の要件、焦点 特措法改正案閣議決定 
2020/03/10  毎⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  1113 ⽂字 
【世界裏舞台】作家 佐藤優 政治休戦が必要だ 
2020/03/08  産経新聞 東京朝刊  1 ページ  絵写表有  1196 ⽂字    
東⽇本⼤震災９年：政府、追悼式中⽌ 新型コロナ感染拡⼤防⽌を優先 
2020/03/07  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1081 ⽂字 
中韓から⼊国制限強化 指定場所で２週間待機、全員に要請 ビザは無効・免除停⽌ 新型コロナ 
2020/03/06  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1267 ⽂字 
新型肺炎 中韓から⼊国 １４⽇間待機 ９⽇から ビザの効⼒停⽌ 
2020/03/06  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1015 ⽂字 
⽶、０．５％緊急利下げ、新型コロナで景気下振れを回避、Ｇ７「あらゆる⼿段活⽤」。 
2020/03/04  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1292 ⽂字    
⽶欧中銀、協調緩和を検討、欧州中銀、「的確な措置⽤意」、新型コロナに対応。 
2020/03/03  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1141 ⽂字    
動けぬ個⼈、冷える消費、新型コロナ、⾃粛の影響懸念、宿泊プランの３割値下げ、百貨店２⽉売上⾼２桁減。 
2020/03/03  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1361 ⽂字    



換気悪い所に密集「避けて」 １⼈から１２⼈に感染例 政府 新型肺炎 
2020/03/02  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1013 ⽂字 
⼀⻫休校始まる 新型肺炎 児童・保護者へ 「配慮」⼿探り 
2020/03/02  東京読売新聞 ⼣刊  1 ページ写  1262 ⽂字 
⼀⻫休校始まる 共働き家庭の児童 預かりも 新型肺炎 
2020/03/02  ⼤阪読売新聞 ⼣刊  1 ページ写  1275 ⽂字 
新型肺炎 休校 ⼿探りの開始 共働き配慮 児童受け⼊れも 
2020/03/02  ⻄部読売新聞 ⼣刊  1 ページ写  1337 ⽂字 
⾸相「上旬にも追加策」、新型コロナ、医師判断で全患者検査。 
2020/03/01  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1091 ⽂字    
休職の保護者に助成⾦ ⾸相、説明不⾜認める 新型肺炎 
2020/03/01  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1201 ⽂字 
緊急策第２弾 １０⽇で 新型肺炎 ⾸相、党⾸会談呼びかけへ 
2020/03/01  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写  1432 ⽂字 
新型肺炎：全国休校、⾸相独断 新型肺炎禍、強いリーダー固執 「側近」⽂科相の直⾔もソデ 
2020/02/29  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1055 ⽂字 
新型肺炎：新型肺炎 ⼀⻫休校、⾸相独断 ⽂科相直⾔、振り切る 
2020/02/29  毎⽇新聞 ⻄部朝刊  1 ページ  1024 ⽂字 
休校「２⽇朝から」６割 １２１⾃治体 本社調査 ３県市、休校せず 新型肺炎 
2020/02/29  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写  1424 ⽂字 
休校「２⽇朝から」６割 １２１⾃治体 本社調査 ３⾃治体実施せず 新型肺炎 
2020/02/29  ⼤阪読売新聞 朝刊  1 ページ表  1316 ⽂字 
新型肺炎 休校「２⽇朝から」６割 １２１⾃治体 本社調査 ３県市、実施せず 
2020/02/29  ⻄部読売新聞 朝刊  1 ページ写  1526 ⽂字 
新型肺炎 休校要請 割れる⾃治体 ⽂科省が通知、春休み短縮も 
2020/02/29  産経新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1298 ⽂字 
新型コロナ、全国⼩中⾼に休校要請、⾸相、来⽉２⽇から、企業に休暇の協⼒求める。 
2020/02/28  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  1429 ⽂字    
新型肺炎：全⼩中⾼に休校要請 ⾸相、新型肺炎で 来⽉２⽇から春休みまで 
2020/02/28  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1115 ⽂字 
新型肺炎：全⼩中⾼、休校要請 新型肺炎対策で⾸相 ２⽇から春休みまで 
2020/02/28  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1073 ⽂字 
新型肺炎：全⼩中⾼に休校要請 新型肺炎で⾸相 ２⽇から春休みまで 
2020/02/28  毎⽇新聞 ⻄部朝刊  1 ページ  1116 ⽂字 
全⼩中⾼の休校要請 週明けから春休みまで ⾸相、新型肺炎対応＝号外も発⾏ 
2020/02/28  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1333 ⽂字 
【ＮＥＷＳ Ｗｈｙ？】⾼校も休校対象に 「春の甲⼦園」どうなる 
2020/02/28  産経新聞 ⼤阪⼣刊  1 ページ  絵写表有  1109 ⽂字    
全国の⼩中⾼ 臨時休校 新型肺炎 来週から春休みまで ⾸相要請 保育所・学童は対象外 
2020/02/28  産経新聞 東京朝刊  1 ページ  絵写表有  1019 ⽂字    
新型肺炎 全国の⼩中⾼、臨時休校 来週から春休みまで 
2020/02/28  産経新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1244 ⽂字 
経済活動、⾮常時モード、新型コロナで、イベント中⽌・出社禁⽌相次ぐ、消費停滞、懸念強まる。 
2020/02/27  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1453 ⽂字    
企業・⾃治体対応急ぐ、⾵邪症状で休み・イベント中⽌…、政府、新型コロナ対策基本⽅針。 
2020/02/26  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1259 ⽂字    
新型肺炎 流⾏阻⽌に重点 「⽔際」からシフト 政府が基本⽅針 
2020/02/26  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1305 ⽂字 
新型肺炎 ⾵邪症状「外出⾃粛を」 政府、対策⽅針決定 流⾏規模抑える狙い 
2020/02/25  東京読売新聞 ⼣刊  1 ページ  1108 ⽂字 
新型肺炎：新型肺炎 船内隔離後、感染か 下船者追跡調査強化 
2020/02/24  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1038 ⽂字 
新型肺炎：新型肺炎 クルーズ下船後に陽性 栃⽊の６０代⼥性 
2020/02/23  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1144 ⽂字 
新型肺炎 ⼊試対応割れる 国公⽴⼤２次 ２５⽇から 
2020/02/21  東京読売新聞 ⼣刊  1 ページ表  1129 ⽂字 
国公⽴⼊試 対応割れる 新型肺炎 センター成績で合否 京⼤や阪⼤ 救済なし 
2020/02/21  ⼤阪読売新聞 ⼣刊  1 ページ表  1086 ⽂字 
新型肺炎 クルーズ客２⼈死亡 ８０代⽇本⼈ １⼈は持病なし＝続報注意 



2020/02/21  東京読売新聞 朝刊  1 ページ写・表  1243 ⽂字 
ＧＤＰ⼀転、年率６．３％減 １０〜１２⽉、５期ぶりマイナス 増税に台⾵、冷える消費 
2020/02/17  朝⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1594 ⽂字 
受診の⽬安、提⽰へ 新型肺炎巡り専⾨家会議 きょうにも 
2020/02/17  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1153 ⽂字 
企業、新型肺炎でも⽣産継続へ代替策、コマツ、中国から調達切り替え、停滞の⻑期化懸念。 
2020/02/15  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1481 ⽂字    
新型肺炎：新型肺炎疑い⽇本⼈死亡 武漢で⼊院、６０代男性 ６０歳⽶国⼈も 
2020/02/09  毎⽇新聞 ⻄部朝刊  1 ページ  1083 ⽂字 
新型肺炎、⽇本の⼊国拒否なぜ湖北省のみ？、ＷＨＯ⾒解に準拠、経済下押しも懸念。 
2020/02/08  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1201 ⽂字    
中国経済、春節明けも休⽌、新型肺炎で、８割地域で⽣産再開延期、スマホ・ＰＣ打撃も。 
2020/02/02  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1251 ⽂字    
新型肺炎で緊急事態宣⾔、ＷＨＯ、国際協⼒強化、渡航・貿易制限⾒送り。 
2020/01/31  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1442 ⽂字    
症状ない帰国者２⼈感染 新型肺炎、厚労省「想定外」 
2020/01/31  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1821 ⽂字 
武漢から第１便、２０６⼈帰国 １２⼈⼊院、１９１⼈ホテル待機 新型肺炎 
2020/01/30  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1039 ⽂字 
新型肺炎、邦⼈２０６⼈、武漢から帰国、今夜にも第２陣派遣、４⼈を病院搬送。 
2020/01/29  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1081 ⽂字    
新型肺炎：新型肺炎 中国・武漢から２０６⼈帰国 微熱やせき、４⼈搬送 
2020/01/29  毎⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  1679 ⽂字 
新型肺炎 国内「⼈から⼈」感染か 奈良の男性 武漢渡航なし 
2020/01/29  東京読売新聞 朝刊  1 ページ表  1026 ⽂字 
新型肺炎 国内「⼈から⼈」感染か 奈良の男性 武漢渡航なし 
2020/01/29  ⼤阪読売新聞 朝刊  1 ページ表  1067 ⽂字 
新型肺炎：新型肺炎、指定感染症に 強制⼊院や就業制限 政府きょう決定 
2020/01/28  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1184 ⽂字 
新型肺炎 指定感染症きょう決定 政府 武漢へ帰国便２機 
2020/01/28  東京読売新聞 朝刊  1 ページ表  1087 ⽂字 
新型肺炎、邦⼈の帰国⽀援 政府、武漢へチャーター機 感染２０００⼈超、死者５６⼈ 
2020/01/27  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1523 ⽂字 
新型肺炎 国内２例⽬ 中国死者２６⼈、発症８８７⼈ 台湾、中国団体旅⾏中⽌を通知 
2020/01/25  産経新聞 東京朝刊  1 ページ  絵写表有  1011 ⽂字    
新型肺炎 渡航中⽌を勧告 政府対策強化 国内２例⽬確認 
2020/01/25  産経新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1033 ⽂字 
新型肺炎、武漢「封鎖」 中国、拡⼤阻⽌へ強硬策 武漢で邦⼈、重度肺炎⼤使館発表 
2020/01/24  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1519 ⽂字 
新型肺炎：新型肺炎、国内２例⽬ 春節⼤挙、厳戒の⽔際 中国死者２５⼈に 
2020/01/24  毎⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  1813 ⽂字 
新型肺炎：新型肺炎 武漢「封鎖」 公共交通機関、停⽌ 
2020/01/24  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1372 ⽂字 
新型肺炎：新型肺炎、武漢を封鎖 感染拡⼤５カ国３地域 
2020/01/24  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1685 ⽂字 
武漢市、交通機関を停⽌、新型肺炎封じ込め、⽶「情報の透明性懸念」。 
2020/01/23  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1278 ⽂字    
新型肺炎「⼈から⼈に感染」、中国専⾨家チーム確認、ＷＨＯ、緊急会合へ。 
2020/01/21  ⽇本経済新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  1069 ⽂字    
新型肺炎 「⼈から⼈」感染 危機感 ＷＨＯあす緊急委 
2020/01/21  東京読売新聞 ⼣刊  1 ページ写・表  1483 ⽂字 
 
  



②「医療崩壊」 
 
「コロナ後」にらみ⽶中対⽴ 識者に聞く 呉軍華⽒ ⾼原明⽣⽒ 
2020/05/31  京都新聞朝刊  13 ページ  2313 ⽂字    
交論 コロナと中国の戦狼外交 ⽶欧の苦境⾒て反転攻勢／イメージ回復で地⾦出た 
2020/05/31  中国新聞朝刊  6 ページ  絵写表有  3150 ⽂字    
＜県議選 ２０２０．６．７＞私の公約／那覇市・南部離島区 ⼗⼀―１６ 
2020/05/30  琉球新報朝刊  14 ページ  2322 ⽂字    
（新型コロナ）感染「第２波」どう備える 下⽔道のウイルス調査、素早く覚知 
2020/05/29  朝⽇新聞 朝刊  26 ページ  絵写表有  4483 ⽂字 
検証 新型コロナ第１波 東北の現場から／厚労省の通知 都合良く解釈／「役⼈⽂学」 混乱を招く／相談の⽬安 ⼆転三転／
「⽟⾍⾊ 責任関係不明確に」／宮城県は独⾃検査基準 医師会と作成 新型コロナウイルス感染の有無を調べるＰＣＲ検査数が
海外に⽐ 
2020/05/29  河北新報朝刊  4 ページ写表  1621 ⽂字    
新型コロナ 最前線で対応 兵庫県⽴淡路医療センター 不安の中 懸命に機能維持 院内感染防⽌へ職員⼀丸 
2020/05/29  神⼾新聞地⽅版  23 ページ  2269 ⽂字    
第２波襲来の北海道／コロナ 加速度的に拡⼤／⼀時は医療崩壊危機／新たに６⼈感染／⼤阪休業要請 １⽇解除／バーなど向け
独⾃指針 
2020/05/29  宮崎⽇⽇新聞朝刊  20 ページ  2168 ⽂字    
特集ワイド：次なる脅威は「病院閉鎖」 コロナで⼀般患者減、経営悪化 ⽇本医師会・横倉義武会⻑ 
2020/05/27  毎⽇新聞 ⼣刊  2 ページ  2924 ⽂字 
新型コロナ／県内コロナ患者「ゼロ」／医療崩壊避けられた 第２波へ備え緩めず／関係者、安堵と緊張感／北九州２⼈感染／沖
縄１⼈再陽性 
2020/05/27  宮崎⽇⽇新聞朝刊  21 ページ  1897 ⽂字    
⽇本は抑え込みに成功したのか 感染者・死者数、世界と⽐べると… 新型コロナ 
2020/05/26  朝⽇新聞 朝刊  22 ページ  絵写表有  2035 ⽂字 
クローズアップ：新型コロナ 緊急事態全⾯解除（その２⽌） 第２波、根強い懸念 「医療現場負担⼤きい」 
2020/05/26  毎⽇新聞 朝刊  2 ページ  2185 ⽂字 
クローズアップ：新型コロナ 緊急事態全⾯解除（その１） 経済優先、急ぐ政権 感染リスク、ある前提 
2020/05/26  毎⽇新聞 朝刊  3 ページ  3122 ⽂字 
社説：緊急事態の全⾯解除 教訓刻み再流⾏に備えを 
2020/05/26  毎⽇新聞 朝刊  5 ページ  1625 ⽂字 
新型コロナ／緊急事態 全⾯解除 暮らし こう変わる／３⼈家族のある１⽇／業界団体が指針策定／感染防⽌／医療体制 もろ
さ表⾯化３⼈家族のある１⽇／働き⽅、買い物 新習慣／体温測定 時差出勤 接近防⽌ 
2020/05/26  河北新報朝刊  4 ページ写図表  4147 ⽂字    
核⼼ 緊急事態 全⾯解除 解除基準より経済優先 医療現場疲弊／検査体制⽬標値なし 
2020/05/26  東京新聞朝刊  2 ページ  1682 ⽂字    
緊急事態全⾯解除／医療疲弊 課題⼭積み／⾏政主導で拡充必要／再指定 三つの指標で判断／数値規定なく混乱も 
2020/05/26  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  1730 ⽂字    
【コロナ 国を守れるか】地⽅に権限も財源の壁 都と道府県、⾜並みそろわず 
2020/05/25  産経新聞 東京朝刊  2 ページ  絵写表有  1840 ⽂字    
【世界の論点】コロナ対策 ⽇本再評価 
2020/05/25  産経新聞 東京朝刊  7 ページ  絵写表有  2446 ⽂字    
（インタビュー）「戦争」でなく「失敗」 新型コロナ 歴史家・⼈⼝学者、エマニュエル・トッドさん 
2020/05/23  朝⽇新聞 朝刊  13 ページ  絵写表有  3714 ⽂字 
＝論考２０２０＝⼈⼯呼吸器の配分問題 森岡正博（哲学者） 終末期、話し合う環境を 
2020/05/23  佐賀新聞  5 ページ  1686 ⽂字    
（新型コロナ）越境「移動⾃粛は継続」 ３府県緊急事態解除、知事会⾒ ／滋賀県 
2020/05/22  朝⽇新聞 朝刊  19 ページ  絵写表有  2048 ⽂字 
コロナ拡⼤ 差別広がる 医療従事者や家族 ⽭先＝特集 
2020/05/22  東京読売新聞 朝刊  10 ページ写・表  4234 ⽂字 
［サイエンスＢＯＸ］⼤阪モデル 府⺠と共有 数値基準 第２・３波備え注⽬ 
2020/05/22  ⼤阪読売新聞 朝刊  16 ページ写・表  3423 ⽂字 
「軽症者の療養ホテル検討」＊コロナ感染拡⼤＊⽵内・岩⾒沢市医師会⻑に聞く 
2020/05/22  北海道新聞朝刊地⽅（空知）  15 ページ写  1788 ⽂字    
コロナ 医療を守ろう 医療現場への⾵評 感染者への偏⾒ 防ぐ報道を⽬指し 新聞協会と⺠放連が声明 
2020/05/22  東京新聞朝刊  3 ページ  1935 ⽂字    
新型コロナ 緊急事態宣⾔ 近畿３府県解除 ⾸都圏 北海道 ⾸相「２５⽇に判断」 
2020/05/22  愛媛新聞  3 ページ  1614 ⽂字    



（政治季評）コロナ禍、世界の中の⽇本 ⾏動⼒も理解⼒もない政府 豊永郁⼦ 
2020/05/21  朝⽇新聞 朝刊  11 ページ  2201 ⽂字 
《朝⽇新聞デジタル》（今さら聞けない世界）ホームステイ先から「出て⾏って」夢の留学、狂った計画 
2020/05/21  朝⽇新聞デジタル    3085 ⽂字 
経済再開 各国「⼿探り」続く 
2020/05/21  産経新聞 東京朝刊  7 ページ  絵写表有  3161 ⽂字    
コロナに負けない／励ましたい… 伝えたい…／共感 掲⽰板／記事で古⾥に思い寄せ／「おうち居酒屋」楽しむ／⾝近な情報 
ＦＭで発信／感染者差別なくしたい／新学級 楽しみより緊張 震災や台⾵を経験した私たちには、今の事態を冷静に受け⽌め、
⼼穏やかに対峙（たいじ）す 
2020/05/21  河北新報朝刊  15 ページ  2806 ⽂字    
論考２０２０ 森岡正博／⼈⼯呼吸器と終末期医療／家族交え 話し合いを 新型コロナウイルスの感染拡⼤に伴って、イタリア
や⽶国のニューヨーク州などでは、病院が重症者でいっぱいになり、数に限りのある⼈⼯呼吸器をどの患者に優先的につ 
2020/05/21  河北新報朝刊  17 ページ写  1721 ⽂字    
新型コロナ 不安抱える訪問看護の現場 感染予防策 ９割超で整わず マスク、ガウンなど防護具不⾜深刻 神⼾市内の事業
所、緊急調査 
2020/05/21  神⼾新聞朝刊  15 ページ  2114 ⽂字    
［歩く 聞く ☆考える］ 論説主幹 宮崎智三 コロナ禍と偏⾒ デマ・分断とも距離置こう 
2020/05/21  中国新聞朝刊  5 ページ  絵写表有  1718 ⽂字    
コロナ禍で暮らすドイツ：／上 病床確保が「崩壊」防ぐ 「移動制限」悩んだ⾸相 
2020/05/20  毎⽇新聞 朝刊  8 ページ  1550 ⽂字 
ウィズ・コロナ時代の備え――「命と経済」両⽴戦略を（核⼼） 
2020/05/18  ⽇本経済新聞 朝刊  6 ページ  絵写表有  2126 ⽂字    
国際経済における安全保障――⽟井克哉・東京⼤学教授、戦略物資確保へ制度整備を（経済教室） 
2020/05/18  ⽇本経済新聞 朝刊  12 ページ  絵写表有  2808 ⽂字    
［ＮＥＷＳ ＥＹＥ］コロナ対応 疲労濃く 保健所など業務逼迫＝京都 
2020/05/18  ⼤阪読売新聞 朝刊  23 ページ写・表  1609 ⽂字 
岡⼭医療健康ガイド メディカ Ｖｏｌ．２０８ 川崎学園集中講義 第１回「⻑期戦の新型コロナウイルス感染症」 
2020/05/18  ⼭陽新聞朝刊１５版  11 ページ  2396 ⽂字    
⼤型評論 「新型コロナと⽂明」 家族と共同体崩壊の危機 作れるか新たな共感社会 京都⼤学⻑ ⼭極寿⼀ 
2020/05/18  佐賀新聞  5 ページ  2563 ⽂字    
都構想 再び問う⽇は 松井市⻑「住⺠投票１１⽉にやるべき」 
2020/05/17  ⼤阪読売新聞 朝刊  25 ページ表  1532 ⽂字 
緊急事態宣⾔解除、３９県知事のコメント 
2020/05/16  朝⽇新聞 朝刊  26 ページ  4422 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ ゆっくりと再開 県内、期待も複雑な声 ２５⽇ぶりに ／⽯川 
2020/05/16  毎⽇新聞 地⽅版  20 ページ  1762 ⽂字 
［補助線］私権制限に踏み込むなら 調査研究本部客員研究員 ⼩⽥尚 
2020/05/16  東京読売新聞 朝刊  11 ページ表  1774 ⽂字 
⼤阪・京都・兵庫 休業⼤幅解除 新たな⽇常 気持ち緩めず 
2020/05/16  ⼤阪読売新聞 朝刊  5 ページ表  1900 ⽂字 
新型コロナ／抗体調査 １万⼈規模／宮城、東京、⼤阪 来⽉から／感染把握役⽴つ／抗体検査／農家に１５０万円補助／経営継
続向け 政府検討 
2020/05/16  宮崎⽇⽇新聞朝刊  4 ページ  1575 ⽂字    
（時時刻刻）経済危惧、出⼝へ前倒し ３９県解除、延⻑表明１０⽇ 政府「第２波」に不安も 
2020/05/15  朝⽇新聞 朝刊  2 ページ  絵写表有  3775 ⽂字 
なにわの光、戻れ 段階的解除、喜びと嘆き 【⼤阪】 
2020/05/15  朝⽇新聞 朝刊  25 ページ  絵写表有  3107 ⽂字 
（新型コロナ）県、全業種で休業要請解除へ スナック・カラオケ店などきょうから／秋⽥県 
2020/05/15  朝⽇新聞 朝刊  19 ページ  絵写表有  2152 ⽂字 
（新型コロナ）経験顧み、第２波へ備えを 安⽥貢・県医療統括監に聞く ／茨城県 
2020/05/15  朝⽇新聞 朝刊  21 ページ  絵写表有  1563 ⽂字 
クローズアップ：新型コロナ ３９県、緊急事態解除（その２⽌） 数値⽬標、専⾨家と溝 「全国⼀律」巡り綱引き 
2020/05/15  毎⽇新聞 朝刊  2 ページ  2780 ⽂字 
新型コロナ専⾨家会議 提⾔の要旨  
2020/05/15  東京読売新聞 朝刊  8 ページ写・表  3330 ⽂字 
新型コロナ 次の対応は 
2020/05/15  北海道新聞朝刊全道（総合）  5 ページ写  4125 ⽂字    
緊急事態 本県含む３９県解除 拡⼤なら再指定も 
2020/05/15  東奥⽇報 朝刊  1 ページ  2045 ⽂字    



新型コロナ 次の対応は 識者に聞く 美⾺達哉⽒／牧野潤⼀⽒／平裕介⽒ 
2020/05/15  岩⼿⽇報朝刊  6 ページ  絵写表有  4163 ⽂字 
核⼼ 新型コロナ 緊急事態 ３９県解除 再流⾏リスク 残ったまま 医療機関 負荷続く 
2020/05/15  中⽇新聞朝刊  3 ページ  1989 ⽂字    
緊急事態宣⾔ ３９県で解除 
2020/05/15  京都新聞朝刊  5 ページ  2810 ⽂字    
新型コロナ 緊急事態宣⾔３９県解除 識者に聞く ⽴命館⼤教授・美⾺達哉⽒ 弁護⼠・⽇⼤助教 平裕介⽒ ＳＭＢＣ⽇興証
券 チーフエコノミスト・牧野潤⼀⽒ 
2020/05/15  ⻄⽇本新聞朝刊  6 ページ  4146 ⽂字    
コロナ禍を⽣きる＝「あの⽇に帰りたい。でも、戻りたい社会だったのか」 「密」避け「伴⾛型」の困窮者⽀援を続ける牧師 
奥⽥知志さん 関連死に備えて ⼼の距離を近く 
2020/05/15  ⻄⽇本新聞朝刊  8 ページ  1846 ⽂字 
緊急宣⾔ ３９県解除／病床確保 第２波備え／医療の役割分担急務／搬送たらい回し防⽌を／⾃治体に態勢整備要請／厚労省／
保育所 通常開所呼び掛け 
2020/05/15  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  2979 ⽂字    
視標／緊急事態宣⾔３９県解除／ＳＭＢＣ⽇興証券 チーフエコノミスト／牧野潤⼀⽒／経済と医療体制 両⽴を／⽴命館⼤教授
／美⾺達哉⽒／１年では通常戻れない 
2020/05/15  宮崎⽇⽇新聞朝刊  4 ページ  2741 ⽂字 
解除⽬安「１０万⼈に週０．５⼈以下」、８都道府県で未達、検査態勢など総合判断。 
2020/05/14  ⽇本経済新聞 朝刊  3 ページ  絵写表有  2116 ⽂字    
⾃粛緩和 三つの段階 県が⾏程表 五つの独⾃基準設定＝富⼭ 
2020/05/14  東京読売新聞 朝刊  25 ページ写・表  2339 ⽂字 
介護⼊所者 死者の１４％＊クラスター「感染弱者」直撃 
2020/05/14  北海道新聞朝刊全道（社会）  27 ページ図  1502 ⽂字    
コロナ禍を⽣きる＝「最近は市⺠が望んで監視し合っている」 ツイート“バズった”⾃称⾰命家 外⼭恒⼀さん オウム事件彷彿 
同調圧⼒に抗う 
2020/05/14  ⻄⽇本新聞朝刊  8 ページ  1803 ⽂字 
若者は外へ、⾼齢者は家に イスラエル、コンピューター科学者が提唱 
2020/05/13  朝⽇新聞 朝刊  9 ページ  絵写表有  2022 ⽂字 
朝⽇⼤和俳壇・歌壇・柳壇 ／奈良県 
2020/05/13  朝⽇新聞 朝刊  20 ページ  2273 ⽂字 
クローズアップ：出⼝占う⼤阪モデル 休業解除３指標 倒産相次ぎ政治決断 
2020/05/13  毎⽇新聞 朝刊  3 ページ  3275 ⽂字 
新型コロナ 英「警戒レベル」５段階 流⾏状況を注視 対策に反映 
2020/05/13  東京読売新聞 朝刊  7 ページ表  1801 ⽂字 
「コロナ」集団感染 再開のデイケア 休業後も消えない⾵評被害 
2020/05/13  東京読売新聞 朝刊  13 ページ写・表  3507 ⽂字 
（寄稿）⼈⽣は本来、不要不急 新型コロナ 解剖学者・養⽼孟司 
2020/05/12  朝⽇新聞 朝刊  13 ページ  絵写表有  4068 ⽂字 
災害起きたら、悩む⾃治体 ３密防⽌へ、⺠間施設も避難所に 【⼤阪】 
2020/05/12  朝⽇新聞 朝刊  27 ページ  絵写表有  2384 ⽂字 
歌壇・俳壇・柳壇 ／⼭⼝県 
2020/05/12  朝⽇新聞 朝刊  22 ページ  1996 ⽂字 
追跡：新型コロナ 北海道「第２波」苦慮 宣⾔解除後に感染拡⼤、出⼝難しく 
2020/05/12  毎⽇新聞 朝刊  4 ページ  2299 ⽂字 
英、制限緩和３段階で 飲⾷店再開は７⽉以降 感染抑⽌優先 新型コロナ 
2020/05/12  東京読売新聞 朝刊  2 ページ写・表  2115 ⽂字 
［論考２０２０］⼈⼯呼吸器の優先使⽤／障がい者ら危機感抱く／終末期医療の議論必要／森岡正博 
2020/05/12  沖縄タイムス 朝刊  13 ページ  1762 ⽂字    
（新型コロナ）警戒下、平時へ道筋 感染者らに中傷「やめて」 きょうから制限⼀部緩和／広島県 
2020/05/11  朝⽇新聞 朝刊  19 ページ  絵写表有  1536 ⽂字 
新型コロナ：政府、１３年「⾏動計画」踏襲 コロナ⼤量検査、想定外 柔軟対応⽋く 
2020/05/11  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1654 ⽂字 
新興国感染、先進国抜く、１⽇５万⼈超え、世界に新たなリスク（チャートは語る） 
2020/05/10  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  1509 ⽂字    
崩れる医療・新型コロナ：ホテル療養⼿探り 医療スタッフ、資材⾜りず 
2020/05/10  毎⽇新聞 朝刊  3 ページ  3120 ⽂字 
［地球を読む］コロナ猛威 働き⽅変⾰の契機にも 垣添忠⽣（寄稿）その２ 
2020/05/10  東京読売新聞 朝刊  2 ページ  1678 ⽂字 



【論点直⾔】緊急事態 出⼝戦略どう描く 
2020/05/10  産経新聞 東京朝刊  6 ページ  絵写表有  3555 ⽂字    
（コロナの時代 混迷の１カ⽉：中）４⽉１７〜２６⽇ 対策「⽬詰まり」、国⺠に届かず 
2020/05/09  朝⽇新聞 朝刊  3 ページ  絵写表有  2529 ⽂字 
（多事奏論）サッチャーが否定した… 「社会はある」彼の⼝から！ 郷富佐⼦ 
2020/05/09  朝⽇新聞 朝刊  13 ページ  1504 ⽂字 
［気流］５⽉９⽇（投書） 
2020/05/09  東京読売新聞 朝刊  12 ページ表  1996 ⽂字 
声の交差点／地球上の⽣物 存続を願う／ひ孫の成⻑ 驚きと楽しみ／妻の⽀え 感謝でいっぱい■地球上の⽣物 存続を願う／
槻⽥〓次郎 ７７歳（仙台市太⽩区・公益法⼈理事） 新型コロナウイルスの感染が地球全体に拡⼤し 
2020/05/09  河北新報朝刊  7 ページ  2055 ⽂字    
特報 ＰＣＲ 絞っておいて「不⼗分」 新型コロナ ⽇本の検査体制を問う 
2020/05/09  中⽇新聞朝刊  13 ページ  2918 ⽂字    
（コロナの時代 混迷の１カ⽉：上）１カ⽉、⼈も仕事も消えた 収⼊ゼロ、⾸相は「⻑期戦を」 
2020/05/08  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  4640 ⽂字 
（インタビュー）社会を覆う「正しさ」 新型コロナ 医療⼈類学者・磯野真穂さん 
2020/05/08  朝⽇新聞 朝刊  15 ページ  絵写表有  3688 ⽂字 
（⽀える 北総育成園：下）船橋市、医師会と連携準備 インフル経験、迅速に対応 新型コロナ／千葉県 
2020/05/08  朝⽇新聞 朝刊  21 ページ  絵写表有  1624 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ ⾃粛解除、県が独⾃基準 ４ステージで段階的緩和へ ／茨城 
2020/05/08  毎⽇新聞 地⽅版  18 ページ  2476 ⽂字 
新型コロナ 緊急事態宣⾔から１カ⽉ 感染者１万１千⼈増 国内、死者は４７９⼈ 
2020/05/08  秋⽥魁新報 朝刊  3 ページ  1782 ⽂字 
こちら特報部 ＰＣＲ検査抑制論 何だったのか（上） 「発熱４⽇間ルール」の壁 対象広げれば「医療崩壊」 ドライブスル
ーに消極的 
2020/05/08  東京新聞朝刊  22 ページ  1564 ⽂字    
感染者 １万１０００⼈増 緊急事態宣⾔１カ⽉ 外出⾃粛などの⾏動変容 「⼀定効果も継続必要」 
2020/05/08  京都新聞朝刊  3 ページ  1846 ⽂字    
視標／緊急事態宣⾔延⻑／関⻄⼤教授／⻲井克之⽒／明快な出⼝戦略⽰せ／⽇本救急医学会代表理事／嶋津岳⼠⽒／救急医療維持
に必要 
2020/05/08  宮崎⽇⽇新聞朝刊  4 ページ  2813 ⽂字    
コロナ出⼝は⾒えるか（１）新常態へ適応⼒試す――制限緩和でも感染抑⽌優先、「⽔⾯下」経済、⻑期化も。 
2020/05/06  ⽇本経済新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  2186 ⽂字    
崩れる医療・新型コロナ：ＩＣＵ「壁」越しの戦い（その２⽌） 「感染疑い」病床圧迫 
2020/05/06  毎⽇新聞 朝刊  3 ページ  3480 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ ⼤阪、休業解除３指標 ７⽇間維持で段階的 
2020/05/06  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  1 ページ  1518 ⽂字 
新型コロナ 感染者 病院関係１４％ 都、専⾨家派遣で対策＝東京 
2020/05/06  東京読売新聞 朝刊  21 ページ写・表  3384 ⽂字 
⼤阪モデル 成否は 休業解除３基準 知事「医療・経済両⽅守る」 
2020/05/06  ⼤阪読売新聞 朝刊  27 ページ写  1695 ⽂字 
【正論】新型コロナ感染不安の⼼理学 拓殖⼤学学事顧問・渡辺利夫 
2020/05/06  産経新聞 東京朝刊  7 ページ  絵写表有  2025 ⽂字    
⾒えぬ敵 医師ら奮闘／新型コロナで仙台市⽴病院／感染不安抱え治療／マスクや防護服不⾜ 新型コロナウイルス感染症の終息
が⾒通せない中、感染症指定医療機関の仙台市⽴病院（太⽩区）が、治療の最前線で奮闘して 
2020/05/06  河北新報朝刊  25 ページ写  2037 ⽂字    
新型コロナ 休業要請、９割解除 県、あす７⽇から スナックなど延⻑、飲⾷店の時短終了 
2020/05/06  秋⽥魁新報 朝刊  1 ページ  3376 ⽂字 
新型コロナ 休業要請、９割解除 県、あす７⽇から スナックなど延⻑、飲⾷店の時短終了 
2020/05/06  秋⽥魁新報 朝刊  1 ページ  3376 ⽂字 
県北の医療現場 専⾨外来、病床の確保 新型コロナ、拡⼤⾒越し対策 
2020/05/06  茨城新聞朝刊Ａ版  16 ページ  1518 ⽂字 
県北の医療現場 専⾨外来、病床の確保 新型コロナ、拡⼤⾒越し対策 
2020/05/06  茨城新聞朝刊Ａ版  16 ページ  1518 ⽂字 
社説 命守る⽀援を、さらに 緊急事態宣⾔を延⻑ 
2020/05/06  東京新聞朝刊  5 ページ  1778 ⽂字    
［新型ウイルス］休業要請⼀部解除県内反応 安堵嘆き思い交錯 
2020/05/06  新潟⽇報 朝刊  23 ページ  1575 ⽂字    
◎看護師に⼼のケアを コロナ患者を受け⼊れた⽯川県内の病院 ⼈員や資材が不⾜ ⾵評被害にあえぐ  



2020/05/06  北國新聞 朝刊  23 ページ  1797 ⽂字    
焦点＝⾃粛対応、割れる⽅針 ３４県―飲⾷店や図書館、緩和動き 東京都―休業要請継続し、協⼒⾦追加⽀給へ ⼤阪府―解除
判断へ、独⾃の３基準 
2020/05/06  信濃毎⽇新聞朝刊  3 ページ  2520 ⽂字 
社説 緊急事態宣⾔を延⻑ 命守る⽀援を、さらに 
2020/05/06  中⽇新聞朝刊  5 ページ  1778 ⽂字    
新型コロナ 対論インタビュー 感染爆発が映す世界と⽇本 変容する社会 進まぬ協調（４ページ特集） 
2020/05/06  京都新聞朝刊  9 ページ  3009 ⽂字    
新型コロナ ⾃粛解除に初基準 ⼤阪モデル 評価と懸念 専⾨家「次の波に備えを」 
2020/05/06  神⼾新聞朝刊  25 ページ  2191 ⽂字    
読み解く＝⼤阪府 ⾃粛解除へ３基準 経路不明数 検査陽性率 病床使⽤率 １週間連続達成 条件 新型コロナ 
2020/05/06  ⻄⽇本新聞朝刊  3 ページ  1968 ⽂字    
＝ステイホーム＝ スペイン⾵邪と佐賀 感染症禍猛威県内は⼤混乱 
2020/05/06  佐賀新聞  17 ページ  3083 ⽂字    
ワクチン・治療薬・医療機器…、競合も異業種も対コロナ連携、得意技術持ち寄り総⼒戦＝訂正あり 
2020/05/05  ⽇経産業新聞  1 ページ  絵写表有  2793 ⽂字    
緊急事態延⻑、続く我慢 店は、仕事は、近づく限界 【⼤阪】 
2020/05/05  朝⽇新聞 朝刊  27 ページ  絵写表有  2283 ⽂字 
社説：緊急事態宣⾔の延⻑ ⻑期化に向き合う⽀援を 
2020/05/05  毎⽇新聞 朝刊  5 ページ  1677 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態宣⾔延⻑ この⾃粛、いつまで 医療崩壊、なお懸念（その２⽌） 
2020/05/05  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  20 ページ  1513 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態宣⾔延⻑ この⾃粛、いつまで 医療崩壊、なお懸念（その１） 
2020/05/05  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  21 ページ  3324 ⽂字 
新型コロナ 緊急事態宣⾔を延⻑ 全都道府県、３１⽇まで ⾸相「期限前解除も」 
2020/05/05  秋⽥魁新報 朝刊  1 ページ  1709 ⽂字 
◎難局に挑む〜富⼭県関係国会議員に聞く（中） 野上浩太郎⽒、堂故 茂⽒ 
2020/05/05  富⼭新聞  2 ページ  1757 ⽂字    
コロナ緊急宣⾔延⻑／解説／「⽇本モデル」正念場／補償や検査拡充不可⽋／⾸相「責任を痛感」／ＰＣＲ検査増「やる気ある」
／⾸相／解除 
2020/05/05  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  2052 ⽂字    
新型コロナ／感染抑制「⾃粛緩和へ」／本県など／基本対処⽅針を改定／基本的対処⽅針の要旨／家賃や学⽣⽀援へ追加策／感染
者減 スピード鈍く 
2020/05/05  宮崎⽇⽇新聞朝刊  3 ページ  3983 ⽂字    
揺れるアスリート ＴＯＫＹＯ２０２０／随時掲載／看護師のボクサー・津端ありさ／患者らのエール⽀え／空⼿・佐合尚⼈／選
考巡り不安な胸中 
2020/05/05  宮崎⽇⽇新聞朝刊  15 ページ  1830 ⽂字    
⾸相「とことんやる」、検証・緊急事態宣⾔延⻑、⻑期戦の覚悟訴え。 
2020/05/04  ⽇本経済新聞 朝刊  3 ページ  絵写表有  3177 ⽂字    
⽶アトランタのコロナ抑え込み――医療従事者に⼼⾝の余裕を、ルール徹底で「崩壊」防ぐ（医療健康） 
2020/05/04  ⽇本経済新聞 朝刊  13 ページ  絵写表有  2274 ⽂字    
崩れる医療・新型コロナ：国内最⼤級クラスター、東京・永寿総合病院（その２⽌） 受け⼊れ拒否、苦渋 
2020/05/04  毎⽇新聞 朝刊  3 ページ  3537 ⽂字 
【コロナに負けるな】改良型ＥＣＭＯ 新たな戦⼒に 国⽴循環器病研究センター移植医療部⻑・福嶌教偉さん 持ち運び可能 
⻑期間の連続使⽤も 
2020/05/04  産経新聞 東京朝刊  14 ページ  絵写表有  2674 ⽂字    
★特集★ スペイン⾵邪に学ぶ １９１８（⼤正７）年 県内流⾏ 県⼈⼝の４割発病 原敬⾸相や賢治の妹も 
2020/05/04  岩⼿⽇報朝刊  6 ページ  絵写表有  2355 ⽂字 
新型コロナ・緊急事態宣⾔ ５⽉末まで延⻑ ⻑引く休業、補償切実な課題 「⽀援不⼗分」根強い声 ＧＤＰ、２割減の予想も 
2020/05/04  秋⽥魁新報 朝刊  2 ページ  1632 ⽂字 
県⽴⼤発 感染症を知る（４完）＝危機管理の思想 「やらまいか発想」前⾯に 「静岡⽅式」確⽴を ■ 他の災害にも応⽤
（⼩川和久特任教授） 
2020/05/04  静岡新聞 朝刊  6 ページ  絵写表有  1916 ⽂字    
新型コロナ 緊急事態宣⾔ ３１⽇まで延⻑へ ⻑引く休業 追加策焦点 ＧＤＰ２割減試算 政府、直接補償に否定的 
2020/05/04  神⼾新聞朝刊  2 ページ  2988 ⽂字    
新型コロナが映す世界と⽇本 経済学者・野⼝悠紀雄⽒ 慶応⼤・細⾕雄⼀教授 
2020/05/04  ⻄⽇本新聞朝刊  19 ページ  3271 ⽂字 
緊急宣⾔延⻑ ３１⽇まで／⾸相きょう正式決定／対処⽅針改定原案要旨 
2020/05/04  宮崎⽇⽇新聞朝刊  1 ページ  1564 ⽂字    



検査⽬標、⽇本は独の１４分の１、世界で拡充、⽶は１カ⽉で倍増、経済活動再開に不可⽋。 
2020/05/03  ⽇本経済新聞 朝刊  3 ページ  絵写表有  1619 ⽂字    
⽇本国憲法７３年：⽇本国憲法７３年（その１） 緊急権、⾃⺠前のめり 乱⽤恐れ、他党は慎重・反対 
2020/05/03  毎⽇新聞 朝刊  9 ページ  3038 ⽂字 
⼤阪府 出⼝戦略に着⼿ 休業解除 専⾨家 慎重論強く 
2020/05/03  ⼤阪読売新聞 朝刊  29 ページ写・表  1839 ⽂字 
【検証 新型コロナ感染】強権発動 徹底した都市封鎖 初動誤り、世界に拡散／情報隠蔽の疑いも 
2020/05/03  産経新聞 東京朝刊  8 ページ  絵写表有  1710 ⽂字    
《時論》新型コロナという災害 客員論説委員 横⽥能洋 
2020/05/03  茨城新聞朝刊Ａ版  8 ページ  1547 ⽂字 
◎新型コロナ ⽌まらぬ死者に憔悴 現場は「ぎりぎり」 かほく市の⼆ツ屋病院、２週間で急増  
2020/05/03  北國新聞 朝刊  23 ページ  1728 ⽂字    
救急搬送 「たらい回し」５倍超 ４⽉全国調査 コロナ警戒強まる 
2020/05/03  愛媛新聞  6 ページ  1620 ⽂字    
（時時刻刻）くすぶる感染、⻑丁場 感染者減「期待に⾄らず」 専⾨家提⾔ 新型コロナ 
2020/05/02  朝⽇新聞 朝刊  2 ページ  絵写表有  2458 ⽂字 
コロナ危機、耐え抜いた⼤邱 韓国の感染者の９割が集中、抑え込みに成功 
2020/05/02  朝⽇新聞 朝刊  7 ページ  絵写表有  2739 ⽂字 
クローズアップ：新型コロナ 専⾨家会議、提⾔ 遅い感染減「⻑丁場」 「新しい⽣活様式」促す 
2020/05/02  毎⽇新聞 朝刊  3 ページ  3420 ⽂字 
時の在りか：コロナに教えられること＝伊藤智永 
2020/05/02  毎⽇新聞 朝刊  8 ページ  2096 ⽂字 
専⾨家会議 提⾔要旨 
2020/05/02  東京読売新聞 朝刊  23 ページ  1570 ⽂字 
【コロナに負けるな】患者受け⼊れ 横断幕で激励 東横インの決断 地元が⽀援 「感謝！ みんなで⽇本を守ろう！」 
2020/05/02  産経新聞 東京朝刊  15 ページ  絵写表有  2362 ⽂字    
＜フォーカス＞緊急事態 ⾒えぬ出⼝＊専⾨家会議 感染再燃を警戒＊解除の数値⽬標⽰さず 
2020/05/02  北海道新聞朝刊全道（総合）  3 ページ写図  2373 ⽂字    
＜新型コロナ＞特集号 県医師会⻑インタビュー ⼩⽟弘之・県医師会⻑ ⾃覚を持って⾏動を 
2020/05/02  秋⽥魁新報 朝刊  14 ページ  2109 ⽂字 
発⾔ マスクの配布 即刻中⽌求む 
2020/05/02  東京新聞朝刊  5 ページ  2312 ⽂字    
［表層深層］［新型ウイルス］緊急事態宣⾔専⾨家会議 “出⼝戦略”は不透明 解除へ数値⽬標⽰さず 
2020/05/02  新潟⽇報 朝刊  3 ページ  2541 ⽂字    
◎緊急事態宣⾔の延⻑ 「やむなし」９１％ 「ふく特通信員」アンケート 
2020/05/02  福井新聞  20 ページ  1590 ⽂字    
社説（２０２０年５⽉２⽇・⼟曜⽇）＝「緊急事態」延⻑へ 終息に向け決意新たに 
2020/05/02  静岡新聞 朝刊  3 ページ  1515 ⽂字    
（新型コロナ）札幌２７⼈感染、最多更新 病院・施設、さらに拡⼤ ／北海道 
2020/05/01  朝⽇新聞 朝刊  17 ページ  絵写表有  1634 ⽂字 

 
＜フォーカス＞感染終息 なお遠く＊緊急事態延⻑へ＊⼀部解除模索→⼈の往来危惧 
2020/05/01  北海道新聞朝刊全道（総合）  3 ページ写図  1871 ⽂字     画像有 
新型コロナウイルスとは（下）伊東市医師会の感染症対策担当 ⾼野医師にＱ＆Ａ＝重症化防ぐ基礎疾患コントロール 連休中、
適度な運動を 
2020/05/01  伊⾖新聞 伊東版  1 ページ  絵写表有  1519 ⽂字    
［気流］４⽉３０⽇（投書） 
2020/04/30  東京読売新聞 朝刊  8 ページ写・表  1864 ⽂字 
続く忍耐 収束遠く 県内初確認１か⽉ 「市中」「集団」感染併発＝富⼭ 
2020/04/30  東京読売新聞 朝刊  23 ページ表  1595 ⽂字 
［気流］４⽉３０⽇ ⼤阪本社（投書） 
2020/04/30  ⼤阪読売新聞 朝刊  10 ページ表  2117 ⽂字 
看護師語るコロナ最前線 軽症者死亡「こんな急変するなんて」 減るマスク、今は３⽇で１つ 
2020/04/30  産経新聞 東京朝刊  1 ページ  絵写表有  2568 ⽂字    
＜各⾃核論＞鈴⽊⼀⼈＊北⼤公共政策⼤学院教授＊コロナ禍 説得⼒ある独⾸相演説＊科学的根拠 ⽬標が明確 
2020/04/30  北海道新聞朝刊全道（解説）  6 ページ写  1578 ⽂字 
新型コロナ 全国知事会、９⽉⼊学制に賛否両論 「国際標準」「拙速だ」 
2020/04/30  秋⽥魁新報 朝刊  2 ページ  1563 ⽂字 



核⼼ 少ないＰＣＲ 際⽴つ⽇本 まだ１３万件 ⽶５４０万、ロは３００万件 
2020/04/30  中⽇新聞朝刊  3 ページ  1511 ⽂字    
特報 病床がない 感染症⽤ ９５年 ９９７４→１８年 １８８２ 削減のツケ 採算優先の不安 コロナ禍で露呈 厚労相 
政策撤回せず 現場 「ぎりぎりの状態」 
2020/04/30  中⽇新聞朝刊  16 ページ  2733 ⽂字    
新型コロナ／やめよう密閉、密集、密接／毎⽇掲載／宮⽇ネットリサーチ／県⺠アンケート／県対策アンケ⾃由記述から／中 
2020/04/30  宮崎⽇⽇新聞朝刊  20 ページ  2486 ⽂字    
「再⽣産数」更新⽌まった⽇本――コロナ対策、⾜らぬ集合知、拡⼤か収束か⾒通せず（真相深層） 
2020/04/29  ⽇本経済新聞 朝刊  2 ページ  絵写表有  1661 ⽂字    
記者の⽬：コロナ禍の「震源地」で 誰かの運命、⾃分が決める＝隅俊之（ニューヨーク⽀局） 
2020/04/29  毎⽇新聞 朝刊  10 ページ  1927 ⽂字 
［コロナ最前線＠保育所］登園⾃粛 勤務先に要請 区「親を休ませて」 
2020/04/29  東京読売新聞 朝刊  27 ページ写  1949 ⽂字 
ズームアップ／新型コロナ／マスク・防護服不⾜、院内クラスター追い打ち／医療現場 危機に直⾯／感染拡⼤でベッド不⾜に 
新型コロナウイルスの感染拡⼤で、医療現場が危機に直⾯している。空きベッドは次々に埋まり、マスクや防 
2020/04/29  河北新報朝刊  20 ページ写図  3465 ⽂字    
医療従事者の負担⼤きい いわき市医療センター・新⾕史明院⻑ 
2020/04/29  福島⺠友ニュース    1559 ⽂字 
県４⽉補正案 コロナ対策６０．３億円 医療や経済⽀援 注⼒ 
2020/04/29  愛媛新聞  1 ページ  2077 ⽂字    
新型コロナ／やめよう密閉、密集、密接／毎⽇掲載／宮⽇ネットリサーチ 県⺠アンケート／県対策アンケ⾃由記述から／上 
2020/04/29  宮崎⽇⽇新聞朝刊  16 ページ  2482 ⽂字    
（世界発２０２０）最期だけでも、あなたの隣に イスラエル、コロナ患者と家族が⾯会 
2020/04/28  朝⽇新聞 朝刊  5 ページ  絵写表有  1807 ⽂字 
（新型コロナ）限界の医療、働き⼿どう守る 
2020/04/28  朝⽇新聞 朝刊  20 ページ  絵写表有  4179 ⽂字 
新型コロナ・緊急事態：北海道・⼠別 救急⾞搬送、北へ２００キロ 医師不⾜、既に限界 
2020/04/28  毎⽇新聞 朝刊  23 ページ  1633 ⽂字 
［気流］４⽉２８⽇（投書） 
2020/04/28  東京読売新聞 朝刊  8 ページ表  2023 ⽂字 
新型コロナ 感染専⽤病床 増設急ピッチ 県内病院＝奈良 
2020/04/28  ⼤阪読売新聞 朝刊  23 ページ写・表  1542 ⽂字 
救急医 ⼼もフル装備 急患受け⼊れ 京都の病院 コロナ疑い次々 
2020/04/28  ⼤阪読売新聞 朝刊  27 ページ写  1944 ⽂字 
新型コロナ クラスター発⽣陳謝 ⼤分医療センター＝⼤分 
2020/04/28  ⻄部読売新聞 朝刊  21 ページ写・表  1610 ⽂字 
＜新型コロナと⽂明＞中村桂⼦＊⽣命誌研究者＊「⼿洗い」に学ぶ＊皆で⽣き延びる社会に 
2020/04/28  北海道新聞朝刊全道（⽂化）  6 ページ写  2672 ⽂字 
対論インタビュー コロナが映す 世界と⽇本／慶応⼤教授 細⾕雄⼀⽒／経済学者 野⼝悠紀雄⽒ 
2020/04/28  東奥⽇報 朝刊  7 ページ  2983 ⽂字    
「どの病院も起こり得る」 ⼗和⽥・看護師感染 県内医療従事者 警戒強め 資材不⾜訴える声も 
2020/04/28  東奥⽇報 朝刊  21 ページ  2050 ⽂字    
豪⾬災害想定 感染症拠点 ３割浸⽔も ⻄条中央病院２〜５メートル 
2020/04/28  愛媛新聞  4 ページ  1894 ⽂字    
◎新型コロナ 感染症拠点、豪⾬による洪⽔で３割浸⽔の恐れ 京都⼤防災研 全国の指定病院調査 ズーム 新型コロナウイル
ス 
2020/04/28  熊本⽇⽇新聞朝刊  4 ページ  2394 ⽂字    
宮⽇ネットリサーチ 県⺠アンケート／休業要請８割賛成／緊急対策「遅い」指摘も／質問と回答 
2020/04/28  宮崎⽇⽇新聞朝刊  1 ページ  1767 ⽂字    
救急医療、崩壊の⾜⾳、院内感染恐れ、発熱患者を「たらい回し」、搬送時の検査態勢急務（ドキュメント⽇本） 
2020/04/27  ⽇本経済新聞 朝刊  25 ページ  絵写表有  1627 ⽂字    
（新型コロナ）県と連携、検査施設拡充へ 県医師会・三輪常務理事に聞く／岐⾩県 
2020/04/27  朝⽇新聞 朝刊  17 ページ  絵写表有  1634 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 医療現場、瀬⼾際の闘い 患者６００⼈超、「崩壊」の懸念も ／北海道 
2020/04/27  毎⽇新聞 地⽅版  19 ページ  2119 ⽂字 
［論壇誌 ４⽉］グローバル化した世界の脆さ 
2020/04/27  東京読売新聞 朝刊  9 ページ写  2458 ⽂字 
新型コロナ 私にできること＊専⾨看護師⻑瀬さん・原さんネット対談＊⽬・⿐・⼝からの侵⼊ 防いで 
2020/04/27  北海道新聞朝刊全道（⽣活・くらし）  8 ページ写  1803 ⽂字 



考える広場 論説委員が聞く 韓国は新型コロナとどう向き合ったか 検査、隔離、公開を徹底 
2020/04/27  東京新聞朝刊  4 ページ  3022 ⽂字    
ＮＥＷＳ深読み早わかり／コロナ危機 揺らぐ医療／ベッド不⾜／院内感染が追い打ち／ワクチン開発に「数年」 専⾨家指摘／
崩壊、疲弊…各国現場 猶予なし＜⾯名＝特０１＞ 
2020/04/27  神奈川新聞  13 ページ  2468 ⽂字 
考える広場 論説委員が聞く 韓国は新型コロナとどう向き合ったか ニッセイ基礎研究所研究員 ⾦明中さん 検査、隔離、公
開を徹底 
2020/04/27  中⽇新聞朝刊  4 ページ  3009 ⽂字    
（新型コロナ）ＧＷ前「三つのお願い」 県医師会 ／岡⼭県 
2020/04/26  朝⽇新聞 朝刊  17 ページ  絵写表有  1525 ⽂字 
追跡：新型コロナ マスク政策後退 ⽬標「市中品薄解消→医療⽤死守」 
2020/04/26  毎⽇新聞 朝刊  2 ページ  2234 ⽂字 
サンデー特集／新型コロナ ⾜りないベッド、マスク、防護服 命守る最前線 危機 相次ぐ院内感染── 外来、救急にも影響 
2020/04/26  東奥⽇報 朝刊  18 ページ  2748 ⽂字    
今⽇の番組から この欄は、原則敬称略とします。 テレビ（地上波） 
2020/04/26  東京新聞朝刊  12 ページ  2372 ⽂字    
いのち守る・防災しずおか＝津波対策 住⺠が主役 議論、訓練重ね意識向上 内閣府モデル地区の沼津・⼾⽥ 
2020/04/26  静岡新聞 朝刊  8 ページ  絵写表有  2799 ⽂字    
コロナ対応を国際⽐較――慶応義塾⼤学教授⼟居丈朗（経済論壇から） 
2020/04/25  ⽇本経済新聞 朝刊  27 ページ  絵写表有  2426 ⽂字    
秩⽗観光「ご遠慮ください」 ６⾸⻑、緊急メッセージ 混雑する休⽇に危機感／埼⽟県 
2020/04/25  朝⽇新聞 朝刊  22 ページ  絵写表有  1705 ⽂字 
（新型コロナ）「医療危機」「補償を」声受け 知事、休業要請に転換 ／宮崎県 
2020/04/25  朝⽇新聞 朝刊  25 ページ  絵写表有  2642 ⽂字 
新型コロナ・同時進⾏ドキュメント：４・２４ 患者収容、緊迫の会議 福岡の総合病院 
2020/04/25  毎⽇新聞 朝刊  26 ページ  1556 ⽂字 
新型コロナ 東北６県・新潟 共同宣⾔ ⼤型連休 油断しないで＝宮城 
2020/04/25  東京読売新聞 朝刊  23 ページ写・表  1897 ⽂字 
《茨城論壇》⽇⽴総合病院副院⻑ 鴨志⽥敏郎 
2020/04/25  茨城新聞朝刊Ａ版  13 ページ  1581 ⽂字 
発⾔ 保健所の⽀援 何より最優先 
2020/04/25  東京新聞朝刊  5 ページ  1684 ⽂字    
［新型ウイルス政治はいま］国会議員に聞く 
2020/04/25  新潟⽇報 朝刊  4 ページ  2101 ⽂字    
新型コロナウイルス 「軽症はホテル療養」急ぐ 厚労省 ⾃宅死亡例で転換 ⾃宅療養者数把握へ 
2020/04/25  中⽇新聞朝刊  1 ページ  1607 ⽂字    
瀬⼾新聞 わが街探偵団 発熱… コロナ疑いならどうする？ ⾃宅で隔離徹底、安静に 
2020/04/25  中⽇新聞朝刊 地⽅版（なごや東版）  16 ページ  2291 ⽂字    
新型コロナ 差別という禍 タクシー 静岡病院スタッフの乗⾞拒否 
2020/04/25  中⽇新聞朝刊  27 ページ  1848 ⽂字    
⾃宅待機死亡相次ぎ 「原則ホテル」に転換 コロナ病床確保 政府 逼迫対策が裏⽬ ⾃治体 対応苦慮 
2020/04/25  京都新聞朝刊  2 ページ  1767 ⽂字    
軽症 原則ホテル療養へ 厚労省 ⾃宅待機数も調査 新型コロナ 
2020/04/25  中国新聞朝刊  27 ページ  絵写表有  1837 ⽂字    
表層深層 ＦＯＣＵＳ／新型コロナ／軽症者 ホテル療養に／厚労省／⾃宅待機者数を調査／２⼈死亡 危険性⾒誤る／政府 再
び軌道修正 
2020/04/25  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  2361 ⽂字    
オンライン診療、予約殺到 ４⽉から初診も可能に 
2020/04/24  朝⽇新聞 朝刊  3 ページ  絵写表有  1903 ⽂字 
（新型コロナ）スペイン⾵邪に学ぶことは ２０世紀最悪のパンデミック 
2020/04/24  朝⽇新聞 朝刊  26 ページ  絵写表有  3806 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 感染者４割、７都府県由来 福岡除く九州・⼭⼝ ＧＷ控え越境警戒 
2020/04/24  毎⽇新聞 ⻄部朝刊  1 ページ  1504 ⽂字 
【正論】新型感染症と世界の新たな繫がり 名古屋市⽴⼤学教授・松本佐保 
2020/04/24  産経新聞 東京朝刊  9 ページ  絵写表有  2025 ⽂字    
新型コロナ トランプ⽒、「第２波」懸念払拭に躍起 １１⽉⼤統領選にらみ 
2020/04/24  秋⽥魁新報 朝刊  6 ページ  1558 ⽂字 
◇負けるな、⼭梨 希望のメッセージ ともに⽀える 
2020/04/24  ⼭梨⽇⽇新聞  12 ページ  4856 ⽂字 



特別寄稿＝コロナから守ろう 医療崩壊起こさない、協⼒を 菊池医院院⻑・菊池新 
2020/04/24  伊⾖新聞 下⽥版  1 ページ  1503 ⽂字    
［新型コロナ］ 医療の最前線 危機直⾯ 
2020/04/24  中国新聞朝刊  12 ページ  絵写表有  3454 ⽂字    
新型コロナ／買い物「３⽇に１回程度」／都がスーパー密集解消策／都内開業医 外来が⼤幅減／感染恐れか、持病悪化不安／取
材制限など懸念の声多数 
2020/04/24  宮崎⽇⽇新聞朝刊  4 ページ  1671 ⽂字    
追跡：新型コロナ 医療⽤マスク、ガウン、ゴーグル… 防護具不⾜、国内も 
2020/04/23  毎⽇新聞 朝刊  2 ページ  2501 ⽂字 
クローズアップ：新型コロナ 緊急事態、強まる延⻑論 専⾨家会議 
2020/04/23  毎⽇新聞 朝刊  3 ページ  3135 ⽂字 
検証：コロナ、出回る不明確情報 「ＷＨＯに謝罪」「政府、⼤量死者隠蔽」 台湾「シェア」でも摘発 
2020/04/23  毎⽇新聞 朝刊  4 ページ  2677 ⽂字 
追跡：防護具不⾜、崩壊恐れ 医療現場で使い回し、代替品 
2020/04/23  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  2 ページ  2458 ⽂字 
新型コロナ 県補正案１３０億円追加 幕張メッセ「中等症⽤」１０００床＝千葉 
2020/04/23  東京読売新聞 朝刊  25 ページ表  1530 ⽂字 
新型コロナ 医療現場 崩壊の危機／院内感染多数・都内の病院／クラスター発⽣・富⼭市⺠病院 
2020/04/23  東奥⽇報 朝刊  7 ページ  1734 ⽂字    
新型コロナ 医療現場、離職者急増 検査受けず前線へ、⾵評被害の恐怖… 院内感染経験都内の医師ら「医療崩壊の危機」 
2020/04/23  秋⽥魁新報 朝刊  22 ページ  1740 ⽂字 
重症者ベッド 不⾜の危機 ⼀般外来、救急に波及 医療崩壊 防ぐ闘い−新型コロナ 
2020/04/23  静岡新聞 朝刊  20 ページ  絵写表有  3377 ⽂字    
「命を守る」細⼼の対応 感染症指定医療機関 福⼭市⺠病院 １病棟丸ごと専⽤化 重症患者出れば負担直結 ⼊院治療／ドラ
イブスルー式に 検査／検査中⽌や⼿術延期 ⼀般診療 新型コロナ 
2020/04/23  中国新聞朝刊  20 ページ  絵写表有  1848 ⽂字    
都内コロナ感染症病院 医師証⾔ 医療限界 叫び悲痛 検査受けず前線へ ⾵評被害 離職急増 
2020/04/23  愛媛新聞  5 ページ  1732 ⽂字    
もう医療者が崩れ落ちる 家族ごと差別、離職急増 防護具不⾜、丸腰の戦場 新型コロナウイルス 
2020/04/23  ⻄⽇本新聞⼣刊  1 ページ  1707 ⽂字    
（新型コロナ）不急の⼿術、学会「延期を」 患者「不妊治療、待ったなしなのに」 
2020/04/22  朝⽇新聞 朝刊  20 ページ  絵写表有  1732 ⽂字 
特集ワイド：コロナショック 「経産省内閣」⼤丈夫か 政権迷⾛、国会にも責任 ⼩沢⼀郎⽒の盟友、平野貞夫さん 
2020/04/22  毎⽇新聞 ⼣刊  2 ページ  3029 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 統制強めるロシア 感染者５．２万⼈、世界１０番⽬ 病床増設に軍動員／国⺠移動制限 
2020/04/22  毎⽇新聞 朝刊  7 ページ  1505 ⽂字 
知る 防ぐ 新型コロナ コロナ 今できること 
2020/04/22  中⽇新聞朝刊    2065 ⽂字 
新型コロナ まん延期備え 体制整備 「後⽅施設」 ⽻島のホテル開始 県、各圏域に１カ所ずつ設置へ 
2020/04/22  中⽇新聞朝刊 地⽅版（岐⾩版）  12 ページ  1594 ⽂字    
表層深層 コロナ緊急事態宣⾔２週間 ⼀進⼀退 ⾸相ジレンマ 延⻑是⾮ 難しい判断 
2020/04/22  ⼭陽新聞朝刊１５版  3 ページ  1513 ⽂字    
読み解く＝軽症 ⾃宅療養に不安 新型コロナ 厚労省対応 ⾼熱出ても？ 急変怖い… 定義 認識に隔たり 
2020/04/22  ⻄⽇本新聞朝刊  3 ページ  1687 ⽂字    
〈新型コロナ〉「緊急事態宣⾔」２週間 延⻑、専⾨家意⾒受け判断 ⾸相は「⻑期戦」視野 
2020/04/22  佐賀新聞  3 ページ  2320 ⽂字    
新型コロナ／厚労省 病院外療養容認／⽔分や⾷事が取れるなら／⾼熱出ても「軽症」／不安解消 丁寧な説明を／五輪延期／
「⾸相が追加負担同意」 
2020/04/22  宮崎⽇⽇新聞朝刊  3 ページ  3190 ⽂字    
⽇本海溝・千島海溝地震 有識者会議想定／北海道、岩⼿３０メートル津波／庁舎浸⽔恐れ３３⾃治体／原発浸⽔の深さ⽰さず／
⽇本海溝・千島海溝 
2020/04/22  宮崎⽇⽇新聞朝刊  4 ページ  2782 ⽂字    
コロナ、ＰＣＲ検査拡充急ぐ 療養先振り分けとセット 専⾨病院、重症治療に集中 
2020/04/21  朝⽇新聞 朝刊  3 ページ  絵写表有  1674 ⽂字 
（新型コロナ）ホテル療養、協⼒喜んで ／京都府 
2020/04/21  朝⽇新聞 朝刊  19 ページ  絵写表有  1618 ⽂字 
焦点：１０万円給付、迅速重視 補正予算案、閣議再決定 ⾃治体重荷、総額減る世帯も 
2020/04/21  毎⽇新聞 朝刊  2 ページ  2372 ⽂字 
クローズアップ：緊急事態宣⾔２週間 疲弊する救命救急 搬送集中、勤務過酷に 



2020/04/21  毎⽇新聞 朝刊  3 ページ  2468 ⽂字 
新型コロナ 軽症者 ⾃宅療養認める 県、病床確保へ⽅針転換＝埼⽟ 
2020/04/21  東京読売新聞 朝刊  23 ページ表  2400 ⽂字 
病院職員に⾵評被害 家族の登園・出勤「拒否」 新型コロナ 
2020/04/21  ⻄部読売新聞 朝刊  27 ページ写  1536 ⽂字 
新型コロナ 死者少数 安定医療が奏功 感染者急増で予断許さず 
2020/04/21  産経新聞 東京朝刊  3 ページ  絵写表有  1510 ⽂字    
ポスト安倍 コロナで浮沈 岸⽥⽒ 補正修正でダメージ 菅⽒ 調整中⼼…かすむ姿 ⻄村⽒ 経済と両輪に存在感 
2020/04/21  産経新聞 東京朝刊  5 ページ  絵写表有  1507 ⽂字    
＜時評 社会＞ブレイディみかこ＊社会の屋台⾻＊過⼩評価された仕事に光を 
2020/04/21  北海道新聞朝刊全道（⽂化）  6 ページ写  1643 ⽂字 
危機と⽣きる 新型コロナ考（上）／技術が武器 孤⽴に対抗 ⼤野更紗さん／グローバリズム 再構築 東浩紀さん 国境が閉
ざされ、街から⼈々の姿が消え、社会の動きも停滞している−。新型コロナウイルスによって⼀変した世界を、私たちはどう⽣き
て 
2020/04/21  河北新報朝刊  18 ページ写  2004 ⽂字    
コロナ救急搬送１０００件超 １⽉２４⽇から今⽉１６⽇集計 先⽉下旬以降に急増 
2020/04/21  京都新聞朝刊  24 ページ  2172 ⽂字    
新型コロナ 市⽴室蘭総合病院の対応は＊⾦⼾院⻑に聞く＊医療崩壊防⽌へ全⼒＊「⼀般病棟と動線を完全に分離」 
2020/04/20  北海道新聞朝刊地⽅（室蘭・胆振）  13 ページ写  1517 ⽂字    
新型コロナ／医療崩壊始まってる？／救急搬送 混乱／保健所「限界」救急搬送 混乱／感染疑い 病院拒否続出 新型コロナウ
イルスの患者が急増する都市部では、感染が疑われる⼈が救急搬送で病院から断られ続け 
2020/04/20  河北新報⼣刊  2 ページ写  2424 ⽂字    
新型コロナ 「１０万円、迅速に給付」「⽅針転換不透明」 与野党、経済対策で討論 
2020/04/20  秋⽥魁新報 朝刊  2 ページ  1564 ⽂字 
新型コロナ 全国救急搬送１０５５件 消防庁集計、３⽉下旬以降に急増 
2020/04/20  秋⽥魁新報 朝刊  3 ページ  1921 ⽂字 
医師・⽴⾕秀清相⾺市⻑に聞く 事態悪化を前提に医療体制整備 
2020/04/20  福島⺠友ニュース    1887 ⽂字 
新型コロナ ⾒えない相⼿ 不安募る現場 みさわクリニック（福井市） 三澤院⻑が⼿記 防護服、マスク⾜りない 
2020/04/20  中⽇新聞朝刊 地⽅版（福井総合版）  7 ページ  1542 ⽂字    
救急搬送 １０００件超 消防庁集計 ３⽉下旬から急増 新型コロナ感染者 
2020/04/20  中国新聞朝刊  21 ページ  絵写表有  1983 ⽂字    
新型コロナ 感染者搬送 全国で１０５５件 消防庁集計 ７割超が３⽉下旬以降 
2020/04/20  愛媛新聞  3 ページ  2139 ⽂字    
出席議員を抑制／マスク着⽤答弁／国会 感染防⽌へ様変わり／⾏政監視機能 低下恐れ／与党／１０万円給付迅速に与党／野党
／財政⽀援の拡充を 
2020/04/20  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  2039 ⽂字    
 
新型コロナ／救急搬送 病院決まらず／「崩壊レベル」都市部混乱／感染者搬送１０５５件／１６⽇まで累計／３⽉下旬以降急増
／消防庁 
2020/04/20  宮崎⽇⽇新聞朝刊  3 ページ  1890 ⽂字    
新型コロナ／相談電話、検査、追跡調査…／保健所「先⾒えない」／増え続ける業務、職員疲弊／感染対策 避難は⾞中に 
2020/04/20  宮崎⽇⽇新聞朝刊  22 ページ  1683 ⽂字    
★企画［論点］政府は「コロナ後」にも照準を／客員論説委員・平岩俊司（ひらいわ・しゅんじ） 
2020/04/20  南⽇本新聞朝刊  5 ページ  1739 ⽂字 
＜県議選 ２０２０．６．７＞新型コロナ政党座談会／国対応巡り応酬 
2020/04/20  琉球新報朝刊  3 ページ  2184 ⽂字    
表層深層／新型コロナ調査／医療崩壊危機、地⽅に／迫る満床、⾜りぬ防護品／拠点病院でクラスターも 
2020/04/19  下野新聞  4 ページ  1880 ⽂字    
◎⽇曜特番 新型コロナの院内感染 揺らぐ砦、物⼼共に限界 ⼈⼿不⾜で機能不全、内部の「溝」あらわに 
2020/04/19  北國新聞 朝刊  3 ページ  2069 ⽂字    
多思彩々＝感染症の挑戦に勝つ体制を（堀⽥⼒） 
2020/04/19  信濃毎⽇新聞朝刊  4 ページ  1917 ⽂字 
新型コロナ 病床逼迫 地域医療の崩壊 現実味 態勢脆弱「負担⼤きすぎる」 
2020/04/19  神⼾新聞朝刊  2 ページ  1881 ⽂字    
新型コロナ／順天堂⼤特任教授／奥村 康⽒（松江出⾝）に聞く／⼀⼈⼀⼈の免疫重要／医療崩壊阻⽌へ⾃粛妥当 
2020/04/19  ⼭陰中央新報 出雲版  5 ページ  2371 ⽂字 
＝新型コロナ＝８都府県、病床逼迫 院内感染やマスク不⾜も 
2020/04/19  佐賀新聞  2 ページ  2121 ⽂字    



新型コロナ／８都府県 病床逼迫／空き２０％未満／本県は７６．８％／新型コロナの⼊院対策／国内感染１万⼈超え／クルーズ
船除外 
2020/04/19  宮崎⽇⽇新聞朝刊  1 ページ  1543 ⽂字    
表層深層 ＦＯＣＵＳ／コロナ 病床逼迫／医療崩壊 地⽅に危機感／マスク不⾜ 院内感染次々／「満点の薬ない」／感染症学
会シンポ 
2020/04/19  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  1588 ⽂字    
コロナ対策 やめよう密閉、密集、密接／新型コロナ／県内宿泊／キャンセル１９万⼈超／緊急宣⾔で先⾒えず／税減免、資⾦⽀
援を３〜７⽉ 
2020/04/19  宮崎⽇⽇新聞朝刊  23 ページ  2250 ⽂字    
「特定警戒」の６道府県、新たに休業要請、茨城・京都など、協⼒業者に⽀援⾦、医療崩壊を警戒。 
2020/04/18  ⽇本経済新聞 朝刊  3 ページ  絵写表有  1689 ⽂字    
（社説）対コロナ 政権の転換 いのち最優先 たが締め直せ 
2020/04/18  朝⽇新聞 朝刊  12 ページ  1893 ⽂字 
（新型コロナ）医療最前線、伝えたいことは 国⽴国際医療研究センター、医師・忽那賢志さん 
2020/04/18  朝⽇新聞 朝刊  27 ページ  絵写表有  3869 ⽂字 
院内感染「知らぬ間に広がる」 福岡、３病院でクラスター発⽣ 新型コロナ 【⻄部】 
2020/04/18  朝⽇新聞 朝刊  31 ページ  絵写表有  2945 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ感染者１万⼈ マスクや消毒したのに ⼊院した男性「予防は⼈と会わない」 
2020/04/18  毎⽇新聞 朝刊  22 ページ  2239 ⽂字 
＜フォーカス＞休業要請 「協⼒⾦」で神経戦 
2020/04/18  北海道新聞朝刊全道（総合）  3 ページ写図  2255 ⽂字    
⽀え合い コロナと闘う＊世界各地では（２の１） 
2020/04/18  北海道新聞朝刊全道（サタデーどうしん）  17 ページ写  1514 ⽂字  画像有 
★識者評論★ 新型コロナ 緊急事態宣⾔ 原⽥奈穂⼦⽒／佐藤主光⽒ 
2020/04/18  岩⼿⽇報朝刊  6 ページ  絵写表有  2774 ⽂字 
今⽉のテーマ 出会い スタート 
2020/04/18  茨城新聞朝刊Ａ版  15 ページ  1577 ⽂字 
特報 新型コロナ 院内感染に危機感 救命救急 迫る限界 各地で外来診療中⽌ 
2020/04/18  中⽇新聞朝刊  11 ページ  2674 ⽂字    
コロナと闘う 県「外出⾃粛徹底を」 休業要請は早期に⽅向性 
2020/04/18  中⽇新聞朝刊 地⽅版（信州版）  14 ページ  1771 ⽂字    
社説 全国に緊急事態 理解と協⼒得られる説明を ２０２０・４・１８ 
2020/04/18  京都新聞朝刊  2 ページ  1911 ⽂字    
＜防げ 医療崩壊 新型コロナ＞神⼾⼤感染制御部⻑ 宮良⾼維⽒ 「兵庫は⻩信号」専⾨家警鐘 感染 連⽇１００⼈超なら危
険 この半年は我慢のしどころ 
2020/04/18  神⼾新聞朝刊  23 ページ  1682 ⽂字    
危機と⽣きる 新型コロナ考／⼤野更紗さん 医療社会学者 連帯阻むウイルス どう対抗／與那覇潤さん 歴史学者 時間軸
「分散化」 感染防⽌に／東浩紀さん 批評家 グローバリズムの再構築を 
2020/04/18  ⻑崎新聞  16 ページ  3064 ⽂字    
コロナ対策 やめよう密閉、密集、密接／「１⼈１０万円」正式表明／⾸相 給付巡る混乱陳謝／解説／⽬線を下げた施策と説明
を／⾸相会⾒要旨 
2020/04/18  宮崎⽇⽇新聞朝刊  1 ページ  2420 ⽂字    
基幹病院「耐えられるか」 感染者フロア・テント新設 新型コロナ 
2020/04/17  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  2921 ⽂字 
（⽉刊安⼼新聞ｐｌｕｓ）⽢くみた新型コロナ 最悪から逆算、不得⼿でも神⾥達博 
2020/04/17  朝⽇新聞 朝刊  13 ページ  2266 ⽂字 
第２波到来「全道的な危機」 當瀬規嗣・札幌医⼤教授に聞く 新型コロナ／北海道 
2020/04/17  朝⽇新聞 朝刊  15 ページ  絵写表有  2343 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 緊急事態宣⾔拡⼤ 県、休業要請を検討 遊興施設など想定 「特定警戒都道府県」指定も ／茨城 
2020/04/17  毎⽇新聞 地⽅版  19 ページ  1594 ⽂字 
［社説］緊急事態全国へ 感染の波及を⾷い⽌めたい 
2020/04/17  東京読売新聞 朝刊  3 ページ  1728 ⽂字 
＜フォーカス＞全国 緊急事態＊⾸都圏からの移動 阻⽌＊医療崩壊 焦る政府＊⾸相 慎重論抑える 
2020/04/17  北海道新聞朝刊全道（総合）  3 ページ写図  3340 ⽂字    
新型コロナ 全国に緊急事態宣⾔ ⾸相発令、来⽉６⽇まで １３都道府県「特定警戒」 
2020/04/17  東奥⽇報 朝刊  1 ページ  1506 ⽂字    
新型コロナ 全国に緊急事態宣⾔ 対象拡⼤、５⽉６⽇まで 知事、外出⾃粛要請可能に 
2020/04/17  秋⽥魁新報 朝刊  1 ページ  2140 ⽂字 
《激震 新型コロナ》全国に緊急事態宣⾔ 本県「特定警戒」 



2020/04/17  茨城新聞朝刊Ａ版  1 ページ  2344 ⽂字 
社説 全国に緊急事態宣⾔ 命守る対策を広く速く 
2020/04/17  東京新聞朝刊  5 ページ  1781 ⽂字    
社説（２０２０年４⽉１７⽇・⾦曜⽇）＝全国緊急事態宣⾔ 緊張感持ち対策強化を−新型コロナ 
2020/04/17  静岡新聞 朝刊  3 ページ  1507 ⽂字    
新型コロナ 全国に緊急事態宣⾔ ⼤型連休向け移動抑制 
2020/04/17  中⽇新聞朝刊  1 ページ  1717 ⽂字    
新型コロナウイルス 緊急宣⾔ 全国に拡⼤ ５⽉６⽇まで、移動を⼀⻫抑制 愛知・岐⾩、「特定警戒県」に 
2020/04/17  中⽇新聞朝刊  1 ページ  1671 ⽂字    
社説 全国に緊急事態宣⾔ 命守る対策を広く速く 
2020/04/17  中⽇新聞朝刊  7 ページ  1787 ⽂字    
新型コロナ 全国緊急事態宣⾔ 終息を 今は耐える 市⺠「歓迎」 拡⼤阻⽌こそ最優先 
2020/04/17  中⽇新聞朝刊  25 ページ  2214 ⽂字    
コロナと闘う 緊急宣⾔ 全国に拡⼤ 急転 「寝⽿に⽔」 
2020/04/17  中⽇新聞朝刊  27 ページ  2809 ⽂字    
全国に緊急事態宣⾔ ⾸相、来⽉６⽇まで 新型コロナ ⼤型連休 ⼈の移動抑制 
2020/04/17  京都新聞朝刊  1 ページ  1845 ⽂字    
＝新型コロナ＝ 全国に緊急事態宣⾔ 地域拡⼤、来⽉６⽇まで ⼤型連休の移動抑制 
2020/04/17  佐賀新聞  1 ページ  1743 ⽂字    
新型コロナ／緊急事態宣⾔ 全国へ／１３都道府県 特定警戒／⾸相表明 来⽉６⽇まで／河野知事意向／全業種、休業要請せず
／県教委／休校含め検討 
2020/04/17  宮崎⽇⽇新聞朝刊  1 ページ  2027 ⽂字    
視標／緊急事態宣⾔拡⼤／新型コロナ／⼀橋⼤⼤学院教授／佐藤主光⽒／休業補償カバー必要／地⽅感染⽌まらず／⾃治体ごと対
応を 
2020/04/17  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  2020 ⽂字    
（新型コロナ）⽇本、ＰＣＲ検査少ないのは 
2020/04/16  朝⽇新聞 朝刊  24 ページ  絵写表有  3972 ⽂字 
［スキャナー］ＷＨＯの初動 強まる逆⾵ 新型コロナ 
2020/04/16  東京読売新聞 朝刊  3 ページ写・表  4218 ⽂字 
救急「たらい回し」 新型コロナ 院内感染恐れ 防護具も不⾜ 
2020/04/16  東京読売新聞 朝刊  29 ページ写・表  2467 ⽂字 
特報 消毒⽤アルコール・⼈⼯呼吸器増産…進まず コロナ対策 遅い規制緩和 ドライブスルー検査 定まらぬ⽅向性 
2020/04/16  中⽇新聞朝刊  21 ページ  2794 ⽂字    
コロナ疎開、事情と不安 感染多い都市から移動 【⼤阪】 
2020/04/15  朝⽇新聞 ⼣刊  7 ページ  絵写表有  1964 ⽂字 
（多事奏論）ツケ回しのツケ 経済学者凍らせた、⼥王の問い 原真⼈ 
2020/04/15  朝⽇新聞 朝刊  13 ページ  1533 ⽂字 
論戦、静かな幕開け コロナ対策争点に 衆院４区補選 ／静岡県 
2020/04/15  朝⽇新聞 朝刊  17 ページ  絵写表有  2113 ⽂字 
焦点：⽇中韓、コロナ連携不透明 ＡＳＥＡＮプラス３⾸脳、ＴＶ会議 
2020/04/15  毎⽇新聞 朝刊  4 ページ  2466 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 感染者、増加の⼀途 県内５８０⼈、横浜で１８１⼈ 事態の収束、⾒通せず ／神奈川 
2020/04/15  毎⽇新聞 地⽅版  19 ページ  1844 ⽂字 
［気流］４⽉１５⽇ コロナから守る（投書） 
2020/04/15  東京読売新聞 朝刊  10 ページ表  2112 ⽂字 
【社説検証】緊急事態宣⾔ 産経「国全体の危機とみなせ」 「過剰な対応は戒めよ」と読売 
2020/04/15  産経新聞 東京朝刊  6 ページ  絵写表有  1596 ⽂字    
【正論】武漢ウイルスは安全保障問題だ 平和安全保障研究所理事⻑・⻄原正 
2020/04/15  産経新聞 東京朝刊  7 ページ  絵写表有  1999 ⽂字    
新型コロナ拡⼤で業務多忙 看護職に理解と⽀援を 電話インタビュー ⽇本看護協会 福井トシ⼦会⻑（⼤⽟出⾝） 「感染し
ない」「感染させない」共有が⼤切 
2020/04/15  福島⺠報  20 ページ  1510 ⽂字 
［新型ウイルス］新潟新たに３⼈感染 １⼈はレジャー施設利⽤ 県内４５⼈に 
2020/04/15  新潟⽇報 朝刊  25 ページ  2003 ⽂字    
新型コロナ 休業要請初⽇ ⼤阪の街⻘息吐息 客⾜途絶え営業ほそぼそ 
2020/04/15  神⼾新聞朝刊  28 ページ  1627 ⽂字    
新型コロナ／ＰＣＲ検査 依然少なく／国内／実施可能９０００件超／最多約７８００件／「実態反映せず」／海外不信感 
2020/04/15  宮崎⽇⽇新聞朝刊  23 ページ  1794 ⽂字    
特集ワイド：この国はどこへ コロナ禍に思う 元⿃取県知事・⽚⼭善博さん 安倍⾸相の差配、ピント外れ 



2020/04/14  毎⽇新聞 ⼣刊  2 ページ  2903 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 患者受け⼊れ、本⾳はＮＧ 資材は不⾜、院内感染懸念 
2020/04/14  毎⽇新聞 朝刊  22 ページ  1609 ⽂字 
休校 判断分かれる 公⽴⼩中＝島根 
2020/04/14  ⼤阪読売新聞 朝刊  25 ページ表  1647 ⽂字 
【主張】ＰＣＲ検査 全⼒で強化し感染を防げ 不⼗分な態勢に猛省が必要だ 
2020/04/14  産経新聞 東京朝刊  2 ページ  絵写表有  1644 ⽂字    
直⾔ ⼀段と強⼒な対策必要 新型コロナ、規制へ時限⽴法検討を 
2020/04/14  ⼭形新聞朝刊  7 ページ  1788 ⽂字 
コロナ感染唯⼀ゼロ／岩⼿／⼈⼝密度の低さ？まじめな県⺠性？／検査数最少「問題ない」／陽性の２４⼈実は「陰性」／愛知／
収⼊⾒通し⽴たなくなった⼈ 
2020/04/14  宮崎⽇⽇新聞朝刊  21 ページ  1520 ⽂字    
軽症者受け⼊れ４６００室⽌まり、１０都県、感染爆発の備えに懸念。 
2020/04/12  ⽇本経済新聞 朝刊  3 ページ  絵写表有  1803 ⽂字    
［気流］４⽉１２⽇ オピニオン「新型コロナ」（投書） 
2020/04/12  東京読売新聞 朝刊  10 ページ写・表  2196 ⽂字 
［気流］４⽉１２⽇ オピニオン「新型コロナ」 ⼤阪本社（投書） 
2020/04/12  ⼤阪読売新聞 朝刊  9 ページ写・表  2312 ⽂字 
【主張】感染症との戦い 医療従事者に感謝したい ⽀える努⼒を各⾃で考えよう 
2020/04/12  産経新聞 東京朝刊  2 ページ  絵写表有  1619 ⽂字    
【⽇曜経済講座】新型コロナとグローバル化 国際秩序の地殻変動に警戒を 論説副委員⻑ ⻑⾕川秀⾏ 
2020/04/12  産経新聞 東京朝刊  5 ページ  絵写表有  1862 ⽂字    
【コロナに負けるな】⼿軽に作れる布マスク 
2020/04/12  産経新聞 東京朝刊  7 ページ  絵写表有  3202 ⽂字    
◎⽇曜特番 新型コロナ下の医療従事者 重圧「感染したら終わり」 ⾼いリスク、⻑期戦の様相 医師も混乱／マスク⼿作り      
2020/04/12  北國新聞 朝刊  3 ページ  2117 ⽂字    
週間ニュースファイル（４⽉５⽇〜１１⽇） 
2020/04/12  京都新聞朝刊  7 ページ  2112 ⽂字    
週間リポート（５〜１１⽇） 
2020/04/12  ⼭陽新聞朝刊１５版  2 ページ  1581 ⽂字    
安倍１強にも医系の「聖域」、ＰＣＲ・アビガンで溝、⾸相「検査なぜ増えぬ」、厚労省「誤判定もある」。 
2020/04/11  ⽇本経済新聞 朝刊  3 ページ  絵写表有  2078 ⽂字    
（新型コロナ）医療崩壊防⽌へ、進む準備 ／秋⽥県 
2020/04/11  朝⽇新聞 朝刊  23 ページ  絵写表有  1511 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ緊急事態宣⾔、成否の鍵 活動⾃粛２週⽬が勝負 善意頼み、緊張持続難しく 
2020/04/11  毎⽇新聞 ⼤阪⼣刊  1 ページ  1722 ⽂字 
［スキャナー］⾼度医療 圧迫の懸念 コロナ感染者１０１⼤学病院「受け⼊れ」 
2020/04/11  東京読売新聞 朝刊  3 ページ写・表  2171 ⽂字 
［Ｎｅｗ⾨＠兵庫］新型コロナ 県内の感染状況 収束⾒えぬ 未知の闘い＝兵庫 
2020/04/11  ⼤阪読売新聞 朝刊  25 ページ写・表  1796 ⽂字 
【論点直⾔】緊急事態宣⾔発令 危機は回避できるのか 
2020/04/11  産経新聞 東京朝刊  20 ページ  絵写表有  3250 ⽂字    
緊急宣⾔ 初の週末＊強まる⾃粛 静まる街＊百貨店や飲⾷店 臨時休業が拡⼤ 
2020/04/11  北海道新聞⼣刊全道（社会）  7 ページ写  1624 ⽂字    
コロナ「第２波」どう備える＊専⾨家と医師に聞く 
2020/04/11  北海道新聞朝刊地⽅（札幌市内）  17 ページ写図  1674 ⽂字    
危機感訴え⼟壇場決着 新型コロナ 休業要請交渉 ⼩池⽒、政府押し切る 
2020/04/11  東奥⽇報 朝刊  3 ページ  1707 ⽂字    
［新型ウイルス］給付⾦ 迅速化へ国が主導 地⽅の懸念で⽅針⼀転 
2020/04/11  新潟⽇報 朝刊  2 ページ  3123 ⽂字    
⿃取でコロナ初確認 ⿃取市６０代男性 軽症、感染経路は不明 
2020/04/11  ⽇本海新聞  1 ページ  1681 ⽂字    
外出⾃粛「仕⽅ない」 広島県内の客・店舗 沈滞ムード 懸念の声も 新型コロナ 
2020/04/11  中国新聞朝刊  23 ページ  絵写表有  1518 ⽂字    
新型コロナ／家庭学習で授業不要／⽂科省通知／休校 保護者判断も／患者受け⼊れ最⼤限に／⼤学病院へ⽂科省要請／再編議論
対象の公的病院 
2020/04/11  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  2431 ⽂字    
新型コロナ／世界死者 １０万⼈迫る／感染１６０万⼈、加速の⼀途／死者数 男性多く／喫煙や飲酒関係か／⽣活⽀援臨時給付
⾦Ｑ＆Ａ／減収世帯の⽣活⽀援／全国⼀律 仕組み簡素 



2020/04/11  宮崎⽇⽇新聞朝刊  5 ページ  2693 ⽂字    
医療維持へ 軽症はホテル 新型コロナ 経路不明が急増 病床切迫 
2020/04/10  ⼤阪読売新聞 朝刊  25 ページ表  1805 ⽂字 
【コロナに負けるな】知識を⾝につけ、賢く闘おう 政府の専⾨家会議副座⻑・尾⾝茂さん 
2020/04/10  産経新聞 東京朝刊  4 ページ  絵写表有  2952 ⽂字    
４⽉９⽇のさいたま市⻑会⾒ 
2020/04/10  埼⽟新聞  2 ページ  1715 ⽂字 
不妊治療助成の年齢上限を緩和・不急の⼿術・⼊院延期を・外来可能機関をウェブ公開 
2020/04/10  徳島新聞朝刊  4 ページ  2678 ⽂字 
衆院 採決以外の出席減／国会感染防⽌策／参院は席に間隔／定例閣議、きょうから持ち回り形式／布マスク経費 ４６６億円／
不急の⼿術、⼊院延期要請 
2020/04/10  宮崎⽇⽇新聞朝刊  3 ページ  2965 ⽂字 
医療崩壊、阻⽌するには 軽症者移動、病院に新たな悩み 新型コロナ 
2020/04/09  朝⽇新聞 朝刊  3 ページ  絵写表有  1954 ⽂字 
患者受け⼊れ８０床に 県、対策会議で⾒通し 新型コロナ ／秋⽥県 
2020/04/09  朝⽇新聞 朝刊  17 ページ  1857 ⽂字 
陽性患者４割、⾃宅待機 県、⼊院先調整に難航 新型コロナ ／埼⽟県 
2020/04/09  朝⽇新聞 朝刊  17 ページ  1551 ⽂字 
焦点：医療機器増産 異業種、⼆の⾜ 
2020/04/09  毎⽇新聞 朝刊  2 ページ  2542 ⽂字 
［スキャナー］新型コロナ 都、休業「⼤きく網」 政府の「⾃粛」重視と溝 
2020/04/09  東京読売新聞 朝刊  3 ページ写・表  2256 ⽂字 
［気流］４⽉９⽇（投書） 
2020/04/09  東京読売新聞 朝刊  10 ページ写・表  1872 ⽂字 
［新型コロナ危機 緊急提⾔］医療 医療機関 役割分担が鍵＝北海道 
2020/04/09  東京読売新聞 朝刊  22 ページ写  1714 ⽂字 
［断⾯］新型コロナ 緊急事態宣⾔ 感染防⽌ 在宅勤務相次ぐ＝中部 
2020/04/09  中部読売新聞 朝刊  11 ページ写・表  2698 ⽂字 
新型コロナ 武漢、封鎖解除 中国、抑え込み印象付け 移動増え再流⾏の恐れ 
2020/04/09  秋⽥魁新報 朝刊  6 ページ  2007 ⽂字 
新型コロナで外出制限―スペイン ⻑野出⾝・森本真菜美さん現地報告 活気ある声、消えた街 帰郷や地⽅避難で感染地域拡⼤ 
2020/04/09  信濃毎⽇新聞朝刊  26 ページ  1675 ⽂字 
武漢 ２カ⽉半ぶり封鎖解除 中国、抑え込みアピール 新型コロナ 
2020/04/09  京都新聞朝刊  6 ページ  1909 ⽂字    
新型コロナ 武漢の封鎖解除 中国「抑え込み」強調 
2020/04/09  愛媛新聞  12 ページ  2067 ⽂字    
新型コロナ／休業損失 国が補償を／知事会 緊急宣⾔巡り提⾔／全国知事会緊急提⾔要旨／７都府県知事の発⾔／緊急事態宣⾔
／担当相／休業要請⾒送り打診 
2020/04/09  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  4629 ⽂字    
コロナ武漢封鎖解除／中国 世界経済先導へ思惑／再び感染拡⼤ 予断許さず／封鎖の国際貢献宣伝／習指導部 初動批判かわす
／武漢 
2020/04/09  宮崎⽇⽇新聞朝刊  6 ページ  1769 ⽂字    
「すぐにでも出したい」、初の緊急事態宣⾔、感染者急増で、織り込む世論が後押し。 
2020/04/08  ⽇本経済新聞 朝刊  6 ページ  絵写表有  1827 ⽂字    
（時代の栞）「⾼瀬⾈」 １９１６年刊 森鴎外 ⽂豪が投げかけた安楽死 
2020/04/08  朝⽇新聞 ⼣刊  3 ページ  絵写表有  2956 ⽂字 
７都府県に緊急事態宣⾔ 施設停⽌など私権制限可能に 新型コロナ感染拡⼤ 【⼤阪】 
2020/04/08  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  2759 ⽂字 
緊急事態宣⾔ ７都府県対象、来⽉６⽇まで １０８兆円の緊急経済対策 
2020/04/08  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  絵写表有  2368 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ ⼈⼯呼吸器代替、簡易に ３Ｄプリンターで製造可 開発者、データ公開 
2020/04/08  毎⽇新聞 ⼣刊  7 ページ  1600 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ ⾸相会⾒ 緊急事態宣⾔発令 ７都府県、来⽉６⽇まで 
2020/04/08  毎⽇新聞 朝刊  1 ページ  1891 ⽂字 
クローズアップ：新型コロナ緊急事態宣⾔ 休業要請、線引き難航 ⾃治体「広く」／国「経済懸念」 
2020/04/08  毎⽇新聞 朝刊  3 ページ  2974 ⽂字 
感染症と闘う：新型コロナ／１ 症状急激に悪化 味覚障害も 
2020/04/08  毎⽇新聞 朝刊  15 ページ  1762 ⽂字 
［スキャナー］緊急事態宣⾔ 医療崩壊迫り決断 ⾸相「病床数 限界に近い」 



2020/04/08  東京読売新聞 朝刊  3 ページ写・表  2000 ⽂字 
［気流］４⽉８⽇ 緊急事態宣⾔（投書） 
2020/04/08  東京読売新聞 朝刊  10 ページ写・表  1949 ⽂字 
［ＺＯＯＭ ＵＰ おおいた］タブレットや休憩室「盲点」 新型コロナ＝⼤分 
2020/04/08  ⻄部読売新聞 朝刊  25 ページ写  1526 ⽂字 
【主張】緊急事態宣⾔ 危機感持ち⾏動変えよう 国⺠の底⼒が問われている 
2020/04/08  産経新聞 東京朝刊  2 ページ  絵写表有  1642 ⽂字    
【論点直⾔】緊急事態宣⾔ 国⺠の命守れるか ７都府県に発令 
2020/04/08  産経新聞 東京朝刊  10 ページ  絵写表有  3282 ⽂字    
【主張】緊急事態宣⾔ 危機感持ち⾏動変えよう 国⺠の底⼒が問われている 
2020/04/08  産経新聞 ⼤阪朝刊  2 ページ  1640 ⽂字 
【論点直⾔】緊急事態宣⾔ 国⺠の命守れるか ７都府県に発令 
2020/04/08  産経新聞 ⼤阪朝刊  12 ページ  3288 ⽂字 
＜社説＞緊急事態宣⾔発令＊⺠主主義守り危機克服を 
2020/04/08  北海道新聞朝刊全道（社説／読者）  9 ページ  1844 ⽂字 
社説 緊急事態宣⾔ ⼤切な命守るために 
2020/04/08  東京新聞朝刊  5 ページ  1819 ⽂字    
暮らしは 健康は 
2020/04/08  東京新聞朝刊  6 ページ  2064 ⽂字    
表層深層／緊急事態宣⾔／終息を⽬指して 剣が峰の１カ⽉／家計⽀援策／⽣活困窮世帯に３０万円／感染拡⼤・医療崩壊防⽌策
／病床確保に１４９０億円計上／給付や補償・海外⽐較／仏・伊 給与８割⽀給も／解説／空前の規模 実効性焦点＜⾯名＝三⾯
＞ 
2020/04/08  神奈川新聞  3 ページ  2399 ⽂字    
新型ウイルス 緊急事態宣⾔で県内 対象地域に出張できぬ 新潟交通が⾼速バス運休 利⽤者らあきらめ顔 
2020/04/08  新潟⽇報 朝刊  29 ページ  2874 ⽂字    
社説 緊急事態宣⾔ ⼤切な命守るために 
2020/04/08  中⽇新聞朝刊  5 ページ  1819 ⽂字    
新型コロナ ⾸相 正念場の１カ⽉ 若者の外出⾃粛徹底が鍵 医療危機対処、地⽅と連携焦点 
2020/04/08  神⼾新聞朝刊  2 ページ  1688 ⽂字    
新型コロナ 緊急経済対策の概要 
2020/04/08  神⼾新聞朝刊  5 ページ  4014 ⽂字    
＜社説＞緊急事態宣⾔ ⼀⼈⼀⼈がこの闘いの主役だ 
2020/04/08  神⼾新聞朝刊  14 ページ  1769 ⽂字    
＝新型コロナ＝ 緊急事態宣⾔ ⾸相正念場の１カ⽉ 課題⼭積地⽅との調整鍵 国⺠の理解深められるか 
2020/04/08  佐賀新聞  2 ページ  1864 ⽂字    
新型コロナ拡⼤の各国／英⾸相悪化 ＩＣＵへ／酸素供給、官邸は「予防」／⽶ 死者１万１０００⼈／イタリアの死者１万６５
２３⼈ 
2020/04/08  宮崎⽇⽇新聞朝刊  4 ページ  1859 ⽂字 
緊急事態宣⾔／県内感染者の特徴と注意点／県医師会理事・峰松⽒に聞く／東京、福岡の滞在者顕著／マスク、⼿洗い徹底を／県
外事務所の勤務態勢縮⼩ 
2020/04/08  宮崎⽇⽇新聞朝刊  20 ページ  1780 ⽂字    
新型コロナ／緊急事態宣⾔／県⺠ ⾃衛意識新た／「感染拡⼤防⽌へ⾏動」／飲⾷、観光 客⾜減に不安／在京、在福の本県出⾝
者／仕事、⽣活「先⾒えず」 
2020/04/08  宮崎⽇⽇新聞朝刊  21 ページ  3204 ⽂字    
１０８兆円 実効性は／コロナ緊急経済対策 空前の規模 
2020/04/08  沖縄タイムス 朝刊  6 ページ  4812 ⽂字    
（時時刻刻）感染急増、⼀転緊急事態宣⾔へ 経済懸念、当初は慎重論 新型コロナ 
2020/04/07  朝⽇新聞 朝刊  2 ページ  絵写表有  2335 ⽂字 
クローズアップ：新型コロナ きょう緊急事態宣⾔ 外堀埋まった政権 「経済対策とセット」腐⼼ 
2020/04/07  毎⽇新聞 朝刊  3 ページ  3153 ⽂字 
焦点：新型コロナ 緊急事態宣⾔発令へ インフラ維持に注⼒ 
2020/04/07  毎⽇新聞 朝刊  4 ページ  2979 ⽂字 
社説：緊急事態宣⾔発令へ 医療崩壊を全⼒で防ごう 
2020/04/07  毎⽇新聞 朝刊  5 ページ  1605 ⽂字 
［気流］４⽉７⽇（投書） 
2020/04/07  東京読売新聞 朝刊  10 ページ表  2050 ⽂字 
緊急事態宣⾔ 「感染封じ込め命守る」 ⼤阪、６０００室確保へ 
2020/04/07  産経新聞 ⼤阪朝刊  23 ページ  1547 ⽂字 
⾸相、きょう緊急事態宣⾔＊世論に押され転換＊医療崩壊 慎重論しぼむ 



2020/04/07  北海道新聞朝刊全道（総合）  2 ページ写  2140 ⽂字    
＜フォーカス＞⾸相、きょう緊急事態宣⾔＊⽣活や経済に制約＊「⽇常」どう変わる＊外出⾃粛、必需品買い物は可能 増す休業
圧⼒、物資強制収⽤も 
2020/04/07  北海道新聞朝刊全道（総合）  3 ページ図  1840 ⽂字    
新型コロナ患者受け⼊れ 市⽴病院・松岡院⻑＊⼀時満床 緊迫の院内 
2020/04/07  北海道新聞朝刊地⽅（苫⼩牧・⽇⾼）  15 ページ写図  1656 ⽂字    
新型コロナ きょう緊急事態宣⾔ ⾸相 東京など７都府県 １カ⽉程度、私権制限も 
2020/04/07  東奥⽇報 朝刊  1 ページ  1848 ⽂字    
新型コロナ 緊急事態宣⾔ 医療崩壊迫り⾸相決断 相次ぐ「切望」外堀埋まる 
2020/04/07  東奥⽇報 朝刊  3 ページ  2458 ⽂字    
緊急事態宣⾔ ⽬的と課題 
2020/04/07  岩⼿⽇報朝刊  2 ページ  絵写表有  3029 ⽂字 
新型コロナ／緊急事態宣⾔ エコノミスト予測 経済損失 計り知れず／スーパー営業継続／経済界は評価緊急事態宣⾔／エコノ
ミスト予測／経済損失 計り知れず／地⽅にも打撃波及の恐れ 新型コロナウイルス特措 
2020/04/07  河北新報朝刊  8 ページ写表  2113 ⽂字    
新型コロナ きょう７⽇緊急事態宣⾔ ７都府県、１カ⽉程度 ⾸相、初の発令 私権制限も 
2020/04/07  秋⽥魁新報 朝刊  1 ページ  1550 ⽂字 
◎東京ＨＯＴライン きょう緊急事態宣⾔ 新型コロナ対策で提⾔ 富⼭県関係国会議員７⽒、⻑期戦へ⾝構え 
2020/04/07  富⼭新聞  3 ページ  1879 ⽂字    
社説（２０２０年４⽉７⽇・⽕曜⽇）＝緊急事態宣⾔ 感染抑圧への正念場だ 
2020/04/07  静岡新聞 朝刊  3 ページ  1502 ⽂字    
謎解きコロナウイルス （１） なぜクラスター対策 「連鎖を断つ」に注⼒ 
2020/04/07  中⽇新聞⼣刊  9 ページ  1598 ⽂字    
新型コロナ 県内ピーク時 医療不安 未使⽤呼吸器の７割必要 
2020/04/07  中⽇新聞朝刊  27 ページ  1613 ⽂字    
表層深層 きょう緊急事態宣⾔ 感染急増・医療逼迫で決断 ⾸相 相次ぐ切望、外堀埋まる 
2020/04/07  京都新聞朝刊  4 ページ  2318 ⽂字    
新型コロナ 緊急事態宣⾔発令へ ⾸相、国会に事前報告 
2020/04/07  神⼾新聞⼣刊  1 ページ  1522 ⽂字    
新型コロナ 都⼼ 通勤客まばら マスク求め開店前から列 
2020/04/07  神⼾新聞⼣刊  7 ページ  1641 ⽂字    
緊急事態宣⾔きょう発令 兵庫、⼤阪含む７都府県 新型コロナで⾸相 １カ⽉程度 
2020/04/07  神⼾新聞朝刊  1 ページ  1840 ⽂字    
緊急事態宣⾔へ 「⽀持する」経済界は⾼評価 社会インフラ継続へ配慮要望  
2020/04/07  神⼾新聞朝刊  4 ページ  3874 ⽂字    
学校や映画館広さに関係なく 「使⽤制限」対象拡⼤へ 
2020/04/07  徳島新聞朝刊  3 ページ  3094 ⽂字 
緊急事態 今⼣に宣⾔ 仕事、暮らし 不安な朝 新型コロナウイルス 
2020/04/07  ⻄⽇本新聞⼣刊  1 ページ  2128 ⽂字    
◎表層深層＝医療崩壊の危機、耐え切れず 緊急事態宣⾔へ 迷う⾸相の外堀埋める 新型コロナウイルス ７⽇緊急事態宣⾔ 
2020/04/07  熊本⽇⽇新聞朝刊  3 ページ  1889 ⽂字    
新型コロナ／きょう緊急事態宣⾔／東京、福岡など７都府県対象／⾸相「１カ⽉程度」／経済対策１０８兆円規模／ＧＤＰ２割 
給付６兆円 
2020/04/07  宮崎⽇⽇新聞朝刊  1 ページ  4177 ⽂字    
表層深層 ＦＯＣＵＳ／コロナ 緊急宣⾔発令へ／感染急増 医療逼迫／⾸相 外堀埋まり決断／都や財界 相次ぎ切望／識者談
話／医療はすでに混乱 
2020/04/07  宮崎⽇⽇新聞朝刊  5 ページ  2358 ⽂字    
新型コロナ／緊急事態宣⾔へ／コンビニ、スーパー営業／百貨店は休業検討も／経済界は宣⾔⽀持／経済損失 数⼗兆円規模か／
地⽅にも打撃波及公算⼤ 
2020/04/07  宮崎⽇⽇新聞朝刊  8 ページ  1869 ⽂字    
新型コロナ／緊急宣⾔「遅すぎる」／福岡／仕事、学業への影響懸念／福岡新たに１４⼈／「ますます先⾒えない」／⾸都圏緊張
／福岡 医療崩壊に危機感 
2020/04/07  宮崎⽇⽇新聞朝刊  21 ページ  3416 ⽂字    
［表層深層］⾸相 外堀埋まり決断／発令望む声相次ぐ／緊急事態宣⾔へ 
2020/04/07  沖縄タイムス 朝刊  3 ページ  1507 ⽂字    
暮らし 制限どこまで／緊急事態宣⾔ 影響多岐に 
2020/04/07  沖縄タイムス 朝刊  25 ページ  2651 ⽂字    
新型コロナ 緊急事態宣⾔ 都内感染急増に危機感 ⾸相、国⺠意識引き締め 
2020/04/06  東京読売新聞 ⼣刊  3 ページ表  4192 ⽂字 



新型コロナ ＰＣＲ検査 拡充急ぐ 政府、医療崩壊阻⽌に腐⼼ 
2020/04/06  産経新聞 東京朝刊  3 ページ  絵写表有  1679 ⽂字    
新型コロナ ＰＣＲ検査、拡充急ぐ 外国より少なく批判の声 
2020/04/06  産経新聞 ⼤阪朝刊  3 ページ  1720 ⽂字 
治療の「切り札」 ⼈⼯⼼肺エクモ チームで救命 経験が鍵 
2020/04/06  東奥⽇報 朝刊  17 ページ  1665 ⽂字    
新型コロナ 県内初確認１カ⽉、感染の多くは県外から 経路明確、県「封じ込め可能」 求められる慎重な⾏動 
2020/04/06  秋⽥魁新報 朝刊  1 ページ  1607 ⽂字 
新型ウイルス流⾏ピーク時 ⼈⼯呼吸器９府県で不⾜ 専⾨家、医療崩壊防⽌策を 
2020/04/06  新潟⽇報 朝刊  3 ページ  2045 ⽂字    
＜クローズアップ＞ 「コロナ・ショック」拡⼤ 編集委員・宮⽥求 
2020/04/06  北⽇本新聞朝刊  5 ページ  2697 ⽂字 
⼈⼯⼼肺装置 エクモ 「チーム」と「経験」鍵 重症治療の切り札 新型コロナ 
2020/04/06  静岡新聞 朝刊  3 ページ  絵写表有  1694 ⽂字    
新型コロナ／与党に国会会期延⻑論／予算審議の⽇程影響懸念／初診オンライン追加緩和／「受診歴なし」も容認／厚労省⽅針転
換 
2020/04/06  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  1922 ⽂字    
新型コロナ流⾏ピーク時／⼈⼯呼吸器 ９府県不⾜／医療崩壊、⼈材難も懸念／「切り札」エクモ治療の現場／チームで救命 経
験重要 
2020/04/06  宮崎⽇⽇新聞朝刊  3 ページ  1907 ⽂字 
新型コロナ／厳戒態勢 ⽇常に影響／海外の本県関係者 不安／県美術海外留学賞・奥野さん／伊から帰国できず／都内繁華街 
⼈通り少なく 
2020/04/06  宮崎⽇⽇新聞朝刊  20 ページ  3497 ⽂字    
ドイツ、⼤規模検査の背景、早い初動、１⽉６⽇対応、⾃宅訪問や郵送も。 
2020/04/05  ⽇本経済新聞 朝刊  2 ページ  絵写表有  1528 ⽂字    
東京、感染１１８⼈ 新型コロナ＝修正記事あり 
2020/04/05  朝⽇新聞 朝刊  1 ページ  1655 ⽂字 
神奈川モデル、県医師会が懸念 新型コロナ、３⽒に聞く ／神奈川県 
2020/04/05  朝⽇新聞 朝刊  17 ページ  絵写表有  1818 ⽂字 
【論点直⾔】新型コロナ感染拡⼤ 緊急事態宣⾔ いつ出すべきか 
2020/04/05  産経新聞 東京朝刊  7 ページ  絵写表有  3543 ⽂字    
【論点直⾔】新型コロナ感染拡⼤ 緊急事態宣⾔、いつ出すべきか 
2020/04/05  産経新聞 ⼤阪朝刊  19 ページ  3543 ⽂字 
新型コロナ 「夜」の感染 ⾒えない経路 ⾏動歴ごまかすケースも 歓楽街 ⾃粛要請に悲鳴 
2020/04/05  東奥⽇報 朝刊  3 ページ  1955 ⽂字    
特集／新型ウイルス 県関係国会議員緊急アンケート 
2020/04/05  新潟⽇報 朝刊  4 ページ  3931 ⽂字    
軽症者療養、施設確保急ぐ、東京都、ホテル１０００⼈分、⼤阪府、閉鎖病棟を活⽤、来週からの運⽤めざす。 
2020/04/04  ⽇本経済新聞 朝刊  3 ページ  絵写表有  1927 ⽂字    
（時時刻刻）⾃宅療養、窮余の策 新型コロナ 
2020/04/04  朝⽇新聞 朝刊  2 ページ  絵写表有  2315 ⽂字 
追跡：新型コロナ 世界１００万⼈感染 命に線引き イタリア、回復しやすい患者優先 スペイン、⾼齢者⾒捨てた施設も 
2020/04/04  毎⽇新聞 朝刊  2 ページ  2645 ⽂字 
クローズアップ：新型コロナ 厚労省「軽症者は⾃宅」 「医療崩壊」阻⽌へ難路 医師無休、疲労ピーク 
2020/04/04  毎⽇新聞 朝刊  3 ページ  3052 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 県が外出⾃粛要請 ６⽇連続で感染確認 ／宮城 
2020/04/04  毎⽇新聞 地⽅版  23 ページ  1519 ⽂字 
ニュースプラス：知事の決断、発信⼒⾼評価 感染防⽌先⼿、全国先駆け 急務の経済対策、問われる真価 ／北海道 
2020/04/04  毎⽇新聞 地⽅版  25 ページ  1875 ⽂字 
［スキャナー］都市の病床 パンク回避へ コロナ軽症者 ⾃宅療養 
2020/04/04  東京読売新聞 朝刊  3 ページ写・表  2412 ⽂字 
コロナ緊急事態 各国はどう動いているか（２−１） 
2020/04/04  産経新聞 ⼤阪朝刊  21 ページ  2805 ⽂字 
＜フォーカス＞新型コロナ＊軽症者 ⾃宅・ホテル療養容認＊病床確保へ 家庭にリスクも＊厚労省 医療崩壊迫り転換／専⾨家 
家族への感染懸念 
2020/04/04  北海道新聞朝刊全道（総合）  3 ページ写図  2368 ⽂字    
謎解き コロナウイルス （１）なぜクラスター対策 「連鎖を断つ」に注⼒ 
2020/04/04  東京新聞朝刊  4 ページ  1594 ⽂字    
新型ウイルス 軽症者⾃宅療養へ 埋まる病床リスク回避 家庭内「隔離」の徹底必要 



2020/04/04  新潟⽇報 朝刊  2 ページ  2241 ⽂字    
新型コロナ 「軽症者は⾃宅・ホテルで療養」 国通知 重症者の⼊院優先 
2020/04/04  中⽇新聞朝刊  3 ページ  2179 ⽂字    
特報 新型コロナ拡⼤ ⽌まらない 「ない」だらけ… 医療現場に危機 マスク、防護服、消毒薬 物資⾜りない 
2020/04/04  中⽇新聞朝刊  13 ページ  2623 ⽂字 
新型コロナ 軽症者⾃宅療養 家族への感染拡⼤警戒 専⾨家「宿泊施設望ましい」 
2020/04/04  神⼾新聞朝刊  3 ページ  1781 ⽂字    
軽症 ホテル・⾃宅療養 国通知 重症者の病床確保 東京は週明け開始 新型コロナ 
2020/04/04  中国新聞朝刊  3 ページ  絵写表有  1610 ⽂字    
軽症は⾃宅、ホテル療養へ 国、都道府県に通知 ⼊院は重症者 
2020/04/04  佐賀新聞  4 ページ  2170 ⽂字    
新型コロナ／７３⾃治体 学校再開予定通り／東京など２１⾃治体は延⻑／初診オンライン限定解禁へ／富⼠フ、コロナ検査キッ
ト発売へ 
2020/04/04  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  2064 ⽂字    
表層深層 ＦＯＣＵＳ／新型コロナ／軽症者は⾃宅、ホテル療養／医療崩壊回避へ⽅針転換／厚労省／家庭内感染リスク／都、来
週にもホテル療養 
2020/04/04  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  1764 ⽂字    
感染加速、世界１００万⼈ コロナ死者５万⼈ 
2020/04/03  朝⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  2635 ⽂字 
（時時刻刻）医療崩壊の危機、切迫 全員⼊院で飽和状態「重症者の病床」優先へ 新型コロナ 
2020/04/03  朝⽇新聞 朝刊  2 ページ  絵写表有  2347 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ １週間で倍増 世界の感染１００万⼈ 
2020/04/03  毎⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  1607 ⽂字 
［スキャナー］新型コロナ 院内感染 診療綱渡り 地域に深刻な影響 懸念 
2020/04/03  東京読売新聞 朝刊  3 ページ写・表  3841 ⽂字 
［⽵森俊平の世界潮流］有効な医療 最⼤の景気策（寄稿） 
2020/04/03  東京読売新聞 朝刊  6 ページ写・表  3142 ⽂字 
緊急事態宣⾔ 要求強まる＊都知事 専⾨家に続き与野党から＊政権内 賛否割れ苦悩 
2020/04/03  北海道新聞朝刊全道（総合）  2 ページ図  1645 ⽂字    
＜フォーカス＞新型コロナ ⽶の感染震源地ＮＹ 
2020/04/03  北海道新聞朝刊全道（総合）  3 ページ写図  1948 ⽂字 
新型コロナ／アベノマスク賛否／全世帯に布マスク配布 ウイルス⼤部分素通り／需要を抑制／税⾦の無駄／不要不急の外出⾃粛
を 
2020/04/03  宮崎⽇⽇新聞朝刊  3 ページ  1937 ⽂字    
知事の対応、適切だったのか 新型コロナ「緊急事態宣⾔」検証 ／北海道 
2020/04/02  朝⽇新聞 朝刊  20 ページ  絵写表有  3732 ⽂字 
焦点：新型コロナ・専⾨家会議 ５都府県、医療逼迫 ⾃粛疲れ、緩み警戒 
2020/04/02  毎⽇新聞 朝刊  2 ページ  2442 ⽂字 
新型コロナ：新年度スタート 新型コロナ影響下、再開施設続々と ／北海道 
2020/04/02  毎⽇新聞 地⽅版  23 ページ  1675 ⽂字 
［スキャナー］「地域」３区分で対策 コロナ専⾨家会議 流⾏状況でメリハリ 
2020/04/02  東京読売新聞 朝刊  3 ページ写・表  3701 ⽂字 
新型コロナ 「拡⼤地域」休校検討を 専⾨家会議 感染状況で３区分 東京 来⽉６⽇まで延⻑ 
2020/04/02  東奥⽇報 朝刊  3 ページ  1516 ⽂字    
感染症１００年前も猛威 スペイン⾵邪県内死者５０００⼈ 
2020/04/02  ⼭梨⽇⽇新聞  11 ページ  1588 ⽂字 
新型コロナ／専⾨家会議／医療現場 機能不全も／「地域応じた態勢」提⾔／⼈混みや夜間外出を控えて／都知事ら⾸都圏⾸⻑ 
2020/04/02  宮崎⽇⽇新聞朝刊  3 ページ  1637 ⽂字    
専⾨家会議／医療現場 機能不全も／「地域応じた態勢」提⾔／⼈混みや夜間外出を控えて／都知事ら⾸都圏⾸⻑／東京新たに６
６⼈が感染 
2020/04/02  宮崎⽇⽇新聞朝刊  3 ページ  1637 ⽂字    
ＮＹ医師「命、選ばざるをえない」 ⾜りぬ⼈⼿・病床・呼吸器、⽇本に警鐘 新型コロナ 
2020/04/01  朝⽇新聞 朝刊  29 ページ  絵写表有  1617 ⽂字 
焦点：コロナ、迫る病床パンク 東京、五輪選⼿村活⽤も視野／⼤阪、重症者優先し振り分け 
2020/04/01  毎⽇新聞 朝刊  2 ページ  2474 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ 欧⽶、医療崩壊⼨前 
2020/04/01  毎⽇新聞 朝刊  9 ページ  1950 ⽂字 
［スキャナー］⾸相 経済影響⾒極め 緊急事態宣⾔ 都知事は政府と協調 
2020/04/01  東京読売新聞 朝刊  3 ページ写・表  3185 ⽂字 



新型コロナ患者受け⼊れ 市⽴函館病院・森下院⻑＊「感染防⽌ ２週間が重要」＊転⼊者増 危険性を指摘 
2020/04/01  北海道新聞朝刊地⽅（函館・渡島・桧⼭）  16 ページ写  1529 ⽂字    
新型コロナ 重点医療機関、依然決まらず 県、独⾃体制発表１週間 感染者は７割増 対応待ったなし 
2020/04/01  東京新聞朝刊 地⽅版（横神版）  22 ページ  1635 ⽂字    
防ごう 新型コロナ まん延備え調整本部 県、今後の対応⽅針発表 
2020/04/01  中⽇新聞朝刊 地⽅版（岐⾩版）  20 ページ  2098 ⽂字    
新型コロナ 兵庫県内初確認１カ⽉ 医療崩壊防げ 現場緊迫 感染症指定機関 ⼀般救急 ⼀部で制限 夜間救急診療所 防護
服の看護師待機 
2020/04/01  神⼾新聞朝刊  25 ページ  1620 ⽂字    
［歩く ☆聞く 考える］ ウイルスと⼈類 感染と共存の歴史 繰り返す 国際保健学者 ⼭本太郎さん 
2020/04/01  中国新聞朝刊  5 ページ  絵写表有  1930 ⽂字    
コロナ瀬⼾際の医療（１）命守れ、暗中模索の攻防（迫真） 
2020/03/31  ⽇本経済新聞 朝刊  2 ページ  絵写表有  1730 ⽂字    
発⾔ ⽊村議員排除 ひどい与野党 
2020/03/31  東京新聞朝刊  5 ページ  2276 ⽂字    
新型コロナ ⽶死者最⼤２０万⼈の恐れ ⾃粛要請４⽉末まで延⻑ 
2020/03/31  神⼾新聞朝刊  10 ページ  2018 ⽂字    
医療界の⼥性差別どう是正――専⾨家に聞く、処罰が必要、勤務は柔軟に（Ｗｏｍｅｎ＆Ｗｏｒｋ） 
2020/03/30  ⽇本経済新聞 朝刊  19 ページ  絵写表有  2041 ⽂字 
考える 問う 論じる／きょう 時評 あした／新型コロナ ⾃由⺠主主義の試練／⼀橋⼤⼤学院教授 中北浩爾 新型コロナウ
イルスによる感染症の蔓延（まんえん）は、⼈類の健康上の脅威になっているだけでなく、政治や経済、社会に深刻なダメージを
与えている。 
2020/03/30  河北新報朝刊  4 ページ写  1795 ⽂字    
新型ウイルス 千葉の施設で集団感染拡⼤ 福祉の現場「対策限界」 介護や⾷事接触不可避 マスク、消毒液⾜りず 
2020/03/30  新潟⽇報 朝刊  29 ページ  2942 ⽂字    
検証：新型コロナ 感染経路不明、深刻 追跡も限界 
2020/03/29  毎⽇新聞 朝刊  2 ページ  2291 ⽂字 
社説 潮が引いた時にこそ 週のはじめに考える 
2020/03/29  東京新聞朝刊  5 ページ  1904 ⽂字    
社説 週のはじめに考える 潮が引いた時にこそ 
2020/03/29  中⽇新聞朝刊  5 ページ  1904 ⽂字    
表層深層 恐慌回避へ 財政出動 新型コロナ 経済対策 主要国 規模先⾏、インフレに懸念 
2020/03/29  京都新聞朝刊  3 ページ  2288 ⽂字    
クラスター防⽌強化 急増に備え病床確保 対処⽅針／⺠間病院の協⼒不可⽋ 強い感染⼒に不安も （新型コロナ） 
2020/03/29  ⼭陽新聞朝刊１５版  2 ページ  1587 ⽂字    
新型コロナ／⽶の感染１０万⼈超え／国防⽣産法で⼈⼯呼吸器／世界６０万⼈超／⽶国防⽣産法／スペイン死者５６９０⼈に／⽶
２３７兆円 対策法成⽴ 
2020/03/29  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  1879 ⽂字    
コロナも多様性の⼀つ 養⽼孟司さんに聞く 
2020/03/28  東京読売新聞 朝刊  9 ページ写  1845 ⽂字 
◆県内⾸⻑の動向 ２７⽇ 湘南・⻄湘／※原則、提供データを掲載しています。＜⾯名＝広域＞ 
2020/03/28  神奈川新聞  19 ページ  1745 ⽂字    
表層深層 異例の対応 「若者が鍵」 新型コロナ ⾸都圏の外出⾃粛要請 ⼩池⽒ 無⾃覚感染者の⾏動懸念 
2020/03/28  京都新聞朝刊  3 ページ  1824 ⽂字    
コロナ感染 ５５万⼈超／⽶８万６０００⼈ 中国抜き最多／⽶中 対策へ協⼒⼀致／両⾸脳が電話会談／ＮＹ医療崩壊恐れ 
2020/03/28  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  2325 ⽂字 
クローズアップ：政府、対策本部設置 対コロナ、「万全」アピール 
2020/03/27  毎⽇新聞 朝刊  3 ページ  2395 ⽂字 
新型コロナ：新型コロナ ＮＹ州、医療崩壊危機 感染、３⽇で倍 呼吸器１．５万台⾜りず 
2020/03/27  毎⽇新聞 朝刊  9 ページ  1673 ⽂字 
クローズアップ：新型コロナ 特措法対策本部設置 政府「万全な対応」演出 緊急事態宣⾔は慎重 
2020/03/27  毎⽇新聞 ⼤阪朝刊  3 ページ  2154 ⽂字 
新型コロナ ２合唱団所属の⼥性陽性 感染者、県内で計１５⼈ 
2020/03/27  岐⾩新聞朝刊  31 ページ  1656 ⽂字 
外出⾃粛へ、⾸都困惑 週末も出社「みんなが⼟⽇休みじゃないですよ」 新型コロナ 
2020/03/26  朝⽇新聞 ⼣刊  1 ページ  絵写表有  2016 ⽂字 
コロナ、Ｇ７⾸脳どう発信 医療崩壊の危機、団結求める 
2020/03/26  朝⽇新聞 ⼣刊  12 ページ  絵写表有  1850 ⽂字 
新型コロナ 重点医療機関設置へ 知事会⾒ 中等症患者集中受け⼊れ＝神奈川 



2020/03/26  東京読売新聞 朝刊  31 ページ表  1690 ⽂字 
新型コロナ ＮＹ、医療崩壊の瀬⼾際 感染者増加「予想以上」 
2020/03/26  秋⽥魁新報 朝刊  6 ページ  1611 ⽂字 
医療危機 イタリアの警鐘 「効率化」の果て 病床・医師不⾜ 新型コロナ 死者６８００⼈ 
2020/03/26  中⽇新聞朝刊  1 ページ  1772 ⽂字    
新型コロナ 都知事「平⽇は⾃宅勤務を」 夜間の外出⾃粛も要請 都市封鎖には慎重 
2020/03/26  神⼾新聞朝刊  29 ページ  1884 ⽂字    
 
【正論】コロナ感染対策「異質の国」⽇本 がん研がんプレシジョン 医療研究センター所⻑ 中村 祐輔 
2020/03/25  産経新聞 東京朝刊  7 ページ  絵写表有  2020 ⽂字    
【正論】コロナ感染対策「異質の国」⽇本 
2020/03/25  産経新聞 ⼤阪朝刊  19 ページ  絵写表有  2053 ⽂字 
新型コロナ 欧州 猛威に医師悲鳴 患者選別「奇跡起こせない」 
2020/03/24  東京読売新聞 朝刊  9 ページ写・表  1535 ⽂字 
《朝⽇新聞デジタル》（特派員リポート）「⽇本の喫煙室をヒントに」 韓国の感染検査ブース脚光 
2020/03/23  朝⽇新聞デジタル    2579 ⽂字 
新型コロナ アフリカ感染急増１０００⼈超 経済停滞懸念 外出制限⼆の⾜ 
2020/03/23  徳島新聞朝刊  4 ページ  2385 ⽂字 
新型コロナ／伊、１⽇最多７９３⼈死亡／北部の医療崩壊深刻／アフリカ感染１０００⼈超え／１週間で５倍以上に急増／ブラジ
ルも千⼈超感染 
2020/03/23  宮崎⽇⽇新聞朝刊  4 ページ  1903 ⽂字 
時代の⾵：コロナウイルス拡⼤ グローバル化の⽭盾突く＝中⻄寛・京都⼤教授 
2020/03/22  毎⽇新聞 朝刊  2 ページ  1769 ⽂字 
あなたの特命取材班＝スペイン⾵邪 猛威の記録 １００年前 新型コロナとの類似と相違点／オピニオン 
2020/03/22  ⻄⽇本新聞朝刊  7 ページ  2703 ⽂字 
（時時刻刻）イタリア死者、中国上回る 北部、医療崩壊の危機 新型コロナ 
2020/03/21  朝⽇新聞 朝刊  2 ページ  絵写表有  2656 ⽂字 
伊の死者 世界最多に 新型コロナ拡⼤ ３４００⼈、中国上回る 
2020/03/21  京都新聞朝刊  5 ページ  1909 ⽂字    
新型コロナ 伊死者３４０５⼈ 中国超す 感染確認１⽇で５３２２⼈ 
2020/03/21  愛媛新聞  7 ページ  1821 ⽂字    
（時時刻刻）爆発的拡⼤、防げ 北海道対策「⼀定の効果」 専⾨家会議、新規感染者抑制と認定 新型コロナ 
2020/03/20  朝⽇新聞 朝刊  2 ページ  絵写表有  2404 ⽂字 
知事「感染リスク、考え⾏動を」 新型コロナ「緊急事態宣⾔」終了 ／北海道 
2020/03/20  朝⽇新聞 朝刊  26 ページ  1930 ⽂字 
クローズアップ：専⾨家会議 増える感染経路不明 コロナ拡⼤、東京注視 ⾃粛判断、地域任せ 
2020/03/20  毎⽇新聞 朝刊  3 ページ  3141 ⽂字 
＜フォーカス＞新型コロナ＊⽶「⽬に⾒えぬ敵」独「⼤戦後最⼤の困難」＊⾸脳 相次ぐ「戦時」発⾔＊⾃由失う不満 増幅警戒 
2020/03/20  北海道新聞朝刊全道（総合）  3 ページ写図  1646 ⽂字    
新型コロナ 専⾨家会議が最悪シナリオ 住⺠８割感染、医療崩壊 「都市封鎖以外に有効策なし」 
2020/03/20  神⼾新聞朝刊  2 ページ  2307 ⽂字    
読み解く＝新型コロナ 最悪想定 対策継続を 専⾨家会議新⾒解 ８割感染なら医療崩壊 
2020/03/20  ⻄⽇本新聞朝刊  3 ページ  2271 ⽂字    
新型コロナ／住⺠８割感染で医療崩壊／専⾨家会議が最悪シナリオ／⼤規模イベント 対策困難なら／「中⽌や延期」強調 
2020/03/20  宮崎⽇⽇新聞朝刊  2 ページ  2945 ⽂字    
「緊急事態宣⾔」きょう終了 感染防⽌と経済活動、両⽴へ 新型コロナ ／北海道 
2020/03/19  朝⽇新聞 朝刊  30 ページ  絵写表有  2065 ⽂字 
新型コロナ「爆発的な感染 回避」 緊急事態宣⾔終了で知事＝北海道 
2020/03/19  東京読売新聞 朝刊  29 ページ写・表  1572 ⽂字 
特集ワイド：コロナショック ウイルスより⼈間を⾒よ ＮＰＯ法⼈「医療ガバナンス研究所」理事⻑・上昌広さん 
2020/03/18  毎⽇新聞 ⼣刊  2 ページ  3056 ⽂字 
新型コロナ ⽇本の課題は トップダウンでは戦えぬ／緊急事態宣⾔ 熟慮が必要／休校 医学的妥当性は低い／抑⽌対策の効果 
来⽉にも 
2020/03/18  中国新聞朝刊  18 ページ  絵写表有  3615 ⽂字    
国内感染 拡⼤か 終息か 新型コロナの今後 
2020/03/14  ⻄⽇本新聞朝刊  8 ページ  2773 ⽂字 
視標／新型コロナ世界的⼤流⾏／⽇⼤危機管理学部教授 福⽥充⽒／みずほ総合研究所 チーフエコノミスト ⻑⾕川克之⽒ 
2020/03/13  東奥⽇報 朝刊  7 ページ  2633 ⽂字    



★識者評論★ 新型コロナウイルス⼤流⾏ 福⽥充⽒（⽇本⼤危機管理学部教授）／⻑⾕川克之⽒（みずほ総合研究所チーフエコ
ノミスト） 
2020/03/13  岩⼿⽇報朝刊  4 ページ  絵写表有  2627 ⽂字 
新型コロナ「パンデミック」表明、影響は ⽇⼤危機管理学部教授 福⽥充⽒ みずほ総研チーフエコノミスト ⻑⾕川克之⽒ 
2020/03/13  神⼾新聞朝刊  4 ページ  2638 ⽂字 
新型コロナ・男性死亡 伊丹の施設 発症者 ４⽇までに集中 利⽤者ら６⼈ 感染経路絞り込みへ 
2020/03/13  神⼾新聞朝刊  35 ページ  2740 ⽂字    
視標／新型コロナ⼤流⾏／⽇本⼤危機管理学部教授／福⽥充⽒／ＷＨＯに依存 危険／みずほ総合研究所チーフエコノミスト／⻑
⾕川克之⽒ 
2020/03/13  宮崎⽇⽇新聞朝刊  5 ページ  2607 ⽂字    
【主張】中韓から⼊国制限 実効性ある対応をとれ 医療機関へマスク優先供給を 
2020/03/07  産経新聞 東京朝刊  2 ページ  絵写表有  1668 ⽂字    
【主張】中韓から⼊国制限 実効性ある対応をとれ 医療機関へマスク優先供給を 
2020/03/07  産経新聞 ⼤阪朝刊  2 ページ  1668 ⽂字 
『県議会質問』 ３⽉６⽇ 
2020/03/07  ⾼知新聞朝刊  2 ページ写  2307 ⽂字 
新型肺炎 家庭での感染防ぐために 
2020/03/06  信濃毎⽇新聞朝刊  13 ページ  1655 ⽂字 
こちら特報部 新型コロナ検査 結局どうなる（下） 「偽陽性多い」「希望者殺到」拡⼤に慎重論も 「必要な⼈」に届けるに
は 診断・検査の分離…「医療資源の有効活⽤を」 
2020/03/05  東京新聞朝刊  23 ページ  1549 ⽂字    
【加藤達也の⻁⽳に⼊らずんば】新型肺炎 南北の指導者に好機か危機か 
2020/03/03  産経新聞 東京朝刊  8 ページ  絵写表有  1528 ⽂字    
【加藤達也の⻁⽳に⼊らずんば】新型肺炎 南北の指導者に好機か危機か 
2020/03/03  産経新聞 ⼤阪朝刊  16 ページ  1530 ⽂字 
特集ワイド：コロナショック 感染拡⼤のスピード遅らせよ 政府専⾨家会議副座⻑・尾⾝茂⽒ 
2020/02/28  毎⽇新聞 ⼣刊  2 ページ  3460 ⽂字 
（時時刻刻）医療崩壊、防ぐには 政府が対策⽅針 新型肺炎 
2020/02/26  朝⽇新聞 朝刊  2 ページ  絵写表有  2165 ⽂字 
新型肺炎で異例⾒解 専⾨家会議 流⾏へ危機感 市⺠に対応呼び掛け 
2020/02/26  中⽇新聞朝刊  2 ページ  1753 ⽂字    
新型肺炎 ⼀般病院 診療及び腰 薬なく検査態勢も整わず 
2020/02/26  神⼾新聞朝刊  2 ページ  2632 ⽂字    
表層深層 ＦＯＣＵＳ／新型肺炎／医療崩壊の危機も／現場、政府⽅針に⼾惑い／東証急落 ⼀時１０００円超／世界同時株安が
連鎖／クルーズ船 ４⼈⽬死者 
2020/02/26  宮崎⽇⽇新聞朝刊  3 ページ  3929 ⽂字    
クローズアップ：新型肺炎 武漢、封鎖で医療崩壊 感染リスク⾼く、病院⾏けず 
2020/02/22  毎⽇新聞 朝刊  3 ページ  3812 ⽂字 
新型肺炎 医療体制整備段階へ 国内流⾏の備え不可⽋ ⾼齢者施設 重症化の恐れ 
2020/02/09  東奥⽇報 朝刊  3 ページ  1926 ⽂字    
新型肺炎 感染拡⼤／国内流⾏に現実味／医療態勢 整備検討を 中国湖北省武漢市の病院に⼊院していた⽇本⼈が新型コロナウ
イルスによるとみられる肺炎で死亡し、横浜に⼊港したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセ 
2020/02/09  河北新報朝刊  28 ページ写図  1685 ⽂字    
表層深層＝国内流⾏へ備え不可⽋ 症状別に柔軟対応を 新型肺炎で専⾨家 
2020/02/09  静岡新聞 朝刊  3 ページ  絵写表有  1549 ⽂字    
読み解く＝国内流⾏ 帯びる現実味 新型肺炎 重症化阻⽌への医療体制必要 症状別対応 検討段階に 
2020/02/09  ⻄⽇本新聞朝刊  3 ページ  1542 ⽂字    
（時時刻刻）新型肺炎、気づかず拡散 閉鎖空間の船「感染連鎖」 
2020/02/08  朝⽇新聞 朝刊  2 ページ  絵写表有  2475 ⽂字 
焦点：新型肺炎 いつ、誰から感染？ 
2020/02/07  毎⽇新聞 朝刊  2 ページ  2112 ⽂字 
 


