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資料４



COCOAによる検査希望者の急増

• ８月下旬から急増している。
• 三週間での陽性率は約０・２％
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COCOAによる検査依頼数と実施数及び陽性数の推移
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COCOAによる検査依頼数と実施数及び陽性数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	506	1920	4585	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	141	1085	2041	陽性数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	0	4	3	

（件）





（人）











検査状況+グラフ





				東京都のCOCOAによる検査状況　９/１５現在 トウキョウト ケンサ ジョウキョウ ゲンザイ

						検査依頼数（相談数） ソウダン スウ		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

				８月１７～２３日		506		141		0

				８月２４～３０日 ガツ		1,920		1,085		4

				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		4,585		2,041		3

				合計 ゴウケイ		7,011		3,267		7





COCOAダウンロード数※	44060	44061	44062	44063	44064	44067	44068	44069	44070	44071	44074	44075	44076	44077	44078	13640000	13770000	13900000	14050000	14160000	14640000	14790000	15010000	15180000	15360000	15670000	15770000	15870000	15990000	16090000	※数値はケータイWatch     https://k-tai.watch.impress.co.jp/  より引用





（万件）







COCOAによる検査依頼数と実施数及び陽性数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	506	1920	4585	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	141	1085	2041	陽性数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	0	4	3	

（件）





（人）









COCOAのダウンロード数増加に伴う

検査依頼数及び実施数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	491	1920	4631	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	126	1085	2081	COCOAダウンロード数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	14160000	15360000	16090000	※COCOAダウンロード数はケータイWatch     https://k-tai.watch.impress.co.jp/  より引用





検査依頼・実施数：件





ダウンロード数：件









COCOAによる検査依頼数及び実施数、　　　　　　　　　　期間合計陽性者数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	491	1920	4631	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	126	1085	2081	期間合計陽性者数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	1619	1384	1055	

（件）





（人）











都内各検査状況



都内保健所　ＣＯＣＯＡに伴う検査依頼・実施状況



検査依頼数合計	

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	172	143	329	549	370	806	273	174	133	85	145	427	249	185	100	62	273	147	117	156	206	291	238	44	156	47	578	1	586	実施数合計	

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	167	55	197	233	273	424	133	123	80	84	106	160	10	61	34	61	163	147	12	7	104	178	238	2	27	47	131	1	34	









都内保健所別グラフ

		↓23区外 ク ガイ





北区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	12	53	107	172	実施数	

８月１７～２3日	８月	２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	12	53	102	167	







豊島区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	30	49	85	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	29	49	84	







文京区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	40	90	145	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	31	69	106	







新宿区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	49	178	200	427	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	14	67	79	160	







台東区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	19	71	159	249	実施数	

８月１７～２3日	８月	２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	2	4	4	10	







足立区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	185	185	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１	日～９月６日	合計	61	61	







葛飾区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	14	71	100	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	14	5	34	







江戸川区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	33	28	62	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	32	28	61	







江東区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	71	202	273	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	44	119	163	







墨田区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	49	92	147	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	49	92	147	







千代田区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	45	72	117	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	10	2	12	







荒川区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	14	52	77	143	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	11	44	55	







中央区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	156	156	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１	日～９月６日	合計	7	7	







港区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	41	72	47	160	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	3	18	43	64	







品川区



検査依頼数	5	

８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	115	171	291	実施数	

８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	57	121	178	







大田区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	67	171	238	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	67	171	238	







西多摩



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	10	9	25	44	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	1	1	2	







南多摩



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	19	40	97	156	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	0	27	27	







多摩立川



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	5	42	47	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	5	42	47	







多摩府中



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	66	200	312	578	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	2	47	82	131	







島しょ



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	1	0	1	実施数	

８月１７～２3日	８月	２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	1	0	1	







多摩小平



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	63	139	384	586	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	2	3	29	34	







板橋区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	38	120	171	329	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	4	81	112	197	







八王子市



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	







町田市



検査依頼数	８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	実施数	８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	







練馬区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	46	195	308	549	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	71	156	233	







杉並区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	136	233	370	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	136	136	273	







世田谷



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	0	806	806	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	18	121	285	424	







目黒区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	56	82	135	273	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	27	49	57	133	







渋谷区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	9	103	62	174	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	84	38	123	







中野区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	133	148	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	80	80	









２３区内訳





		COCOAによる検査状況　内訳 ケンサ ジョウキョウ ウチワケ





		北区 キタク		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				台東 タイトウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		12		12		0				８月１７～２3日		19		2		0

		８月２４～３０日 ガツ		53		53		0				８月２４～３０日 ガツ		71		4		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		107		102		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		159		4		0

		合計 ゴウケイ		172		167		0				合計 ゴウケイ		249		10		0





		荒川 アラカワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				足立 アダチ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		14		0		0				８月１７～２3日

		８月２４～３０日 ガツ		52		11		0				８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		77		44		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		185		61		0

		合計 ゴウケイ		143		55		0				合計 ゴウケイ		185		61		0





		板橋 イタバシ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				葛飾 カツシカ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		38		4		0				８月１７～２3日		15		15		0

		８月２４～３０日 ガツ		120		81		2				８月２４～３０日 ガツ		14		14		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		171		112		1				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		71		5		0

		合計 ゴウケイ		329		197		3				合計 ゴウケイ		100		34		0





		練馬 ネリマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				江戸川 エドガワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		46		6		0				８月１７～２3日		1		1		0

		８月２４～３０日 ガツ		195		71		0				８月２４～３０日 ガツ		33		32		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		308		156		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		28		28		0

		合計 ゴウケイ		549		233		0				合計 ゴウケイ		62		61		0





		杉並 スギナミ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				江東 コウトウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		1		1		0				８月１７～２3日		0		0		0

		８月２４～３０日 ガツ		136		136		0				８月２４～３０日 ガツ		71		44		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		233		136		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		202		119		0

		合計 ゴウケイ		370		273		0				合計 ゴウケイ		273		163		0





		世田谷 セタガヤ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				墨田 スミダ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		？		18		？				８月１７～２3日		6		6

		８月２４～３０日 ガツ		？		121		？				８月２４～３０日 ガツ		49		49

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		806		285		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		92		92		0

		合計 ゴウケイ		806		424		0				合計 ゴウケイ		147		147		0



		目黒 メグロ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				千代田 チヨダ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		56		27		0				８月１７～２3日		0		0		0

		８月２４～３０日 ガツ		82		49		0				８月２４～３０日 ガツ		45		10		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		135		57		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		72		2		0

		合計 ゴウケイ		273		133		0				合計 ゴウケイ		117		12		0

														↑※８月２４～３０日

														微細な症状ありで、医師会へ照会 ビサイ ショウジョウ イシ カイ ショウカイ

		渋谷 シブヤ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ						そのため、PCRを実際におこなったかは不明 ジッサイ フメイ

		８月１７～２3日		9		1		0						30日までにCOCOAで検査を陽性だった者の報告はなし ヒ ケンサ ヨウセイ モノ ホウコク

		８月２４～３０日 ガツ		103		84		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		62		38		0				中央 チュウオウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		174		123		0				８月１７～２3日

		＊検査依頼数には相談のみ事例を含みます。										８月２４～３０日 ガツ

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		156		7		0

												合計 ゴウケイ		156		7		0

		中野 ナカ ノ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		15		15		0

		８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		133		80		1				港 ミナト		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		148		80		1				８月１７～２3日		41		3		0

												８月２４～３０日 ガツ		72		18		0

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		47		43		0

		豊島 トシマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				合計 ゴウケイ		160		64		0

		８月１７～２3日		6		6		0

		８月２４～３０日 ガツ		30		29		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		49		49		0				品川 シナガワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		85		84		0				８月１７～２3日		5				0

												８月２４～３０日 ガツ		115		57		2

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		171		121		1

		文京 ブンキョウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				合計 ゴウケイ		291		178		3

		８月１７～２3日		15		6		0				※ 8/13に、COCOA通知で検査して1人陽性判明者が居る

		８月２４～３０日 ガツ		40		31		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		90		69		0				大田 オオタ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		145		106		0				８月１７～２3日		0		0		0

												８月２４～３０日 ガツ		67		67		0

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		171		171		0

		新宿 シンジュク		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				合計 ゴウケイ		238		238		0

		８月１７～２3日		49		14		0

		８月２４～３０日 ガツ		178		67		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		200		79		0

		合計 ゴウケイ		427		160		0



		↓23区外 ク ガイ







		西多摩 ニシタマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				島しょ トウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		10		0		0				８月１７～２3日		0		0		0

		８月２４～３０日 ガツ		9		1		0				８月２４～３０日 ガツ		1		1		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		25		1		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		0		0		0

		合計 ゴウケイ		44		2		0				合計 ゴウケイ		1		1		0





		南多摩 ミナミタマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				多摩小平 タマ コダイラ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		19		0		0				８月１７～２3日		63		2		0

		８月２４～３０日 ガツ		40		0		0				８月２４～３０日 ガツ		139		3		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		97		27		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		384		29		0

		合計 ゴウケイ		156		27		0				合計 ゴウケイ		586		34		0





		多摩立川 タマ タチカワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				八王子市 ハチオウジ シ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		0		0		0				８月１７～２3日

		８月２４～３０日 ガツ		5		5		0				８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		42		42		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ

		合計 ゴウケイ		47		47		0				合計 ゴウケイ





		多摩府中 タマ フチュウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				町田市 マチダシ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		66		2		0				８月１７～２3日

		８月２４～３０日 ガツ		200		47		0				８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		312		82		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ

		合計 ゴウケイ		578		131		0				合計 ゴウケイ

















































































































グラフ使用情報

				9/15現在 ゲンザイ

				日付 ヒヅケ		8/17		8/18		8/19		8/20		8/21		8/22		8/23		8/24		8/25		8/26		8/27		8/28		8/29		8/30		8/31		9/1		9/2		9/3		9/4		9/5		9/6



				検査数（健康安全研究センター） ケンサ スウ ケンコウ アンゼン ケンキュウ		32		524		398		322		404		405		133		94		427		461		550		284		424		91		99		403		452		394		747		884		101

				検査数（医療機関等） ケンサ スウ イリョウ キカン トウ		6,333		5,314		4,699		4,131		5,135		2,798		1,016		6,288		5,282		5,237		5,273		5,654		2,725		966		5,830		5,296		4,906		5,012		5,156		2,602		873

				都内合計検査数 トナイ ゴウケイ ケンサ スウ		6,365		5,838		5,097		4,453		5,539		3,203		1,149		6,382		5,709		5,698		5,823		5,938		3,149		1,057		5,929		5,699		5,358		5,406		5,903		3,486		974



				都内新規感染者 トナイ シンキ カンセン シャ		161		207		186		339		258		256		212		95		182		236		250		226		247		148		100		170		141		211		136		181		116

				陽性率（東京都HP公表） ヨウセイリツ トウキョウト コウヒョウ		5.5		5.3		5.2		5.1		5.1		4.9		4.9		4.8		4.8		4.5		4.3		4.1		4		4		3.9		3.7		3.5		3.5		3.3		3.3		3.3



				COCOAダウンロード数※ スウ		13,640,000		13,770,000		13,900,000		14,050,000		14,160,000		ー		ー		14,640,000		14,790,000		15,010,000		15,180,000		15,360,000		ー		ー		15,670,000		15,770,000		15,870,000		15,990,000		16,090,000









				※数値はケータイWatch     https://k-tai.watch.impress.co.jp/  より引用 スウチ インヨウ

				日付 ヒヅケ		8/17		8/18		8/19		8/20		8/21		8/24		8/25		8/26		8/27		8/28		8/31		9/1		9/2		9/3		9/4

				COCOAダウンロード数※ スウ		13,640,000		13,770,000		13,900,000		14,050,000		14,160,000		14,640,000		14,790,000		15,010,000		15,180,000		15,360,000		15,670,000		15,770,000		15,870,000		15,990,000		16,090,000

						COCOAダウンロード数 スウ						検査依頼数（相談数） ソウダン スウ		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

				８月１７～２３日		14,160,000				８月１７～２３日		491		126		0

				８月２４～３０日 ガツ		15,360,000				８月２４～３０日 ガツ		1,920		1,085		4

				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		16,090,000				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		4,631		2,081		7

										合計 ゴウケイ		7,042		3,292		11

						期間合計陽性者数 キカン ゴウケイ ヨウセイ シャ スウ

				８月１７～２３日		1,619

				８月２４～３０日 ガツ		1,384

				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		1,055

						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		合計 ゴウケイ

				検査依頼数合計 ケンサ イライ スウ ゴウケイ		172		143		329		549		370		806		273		174		133		85		145		427		249		185		100		62		273		147		117		156		206		291		238		44		156		47		578		1		586						7042

				実施数合計 ジッシ スウ ゴウケイ		167		55		197		233		273		424		133		123		80		84		106		160		10		61		34		61		163		147		12		7		104		178		238		2		27		47		131		1		34						3292



						北区 キタク		荒川区 アラカワク		板橋区 イタバシク		練馬区 ネリマク		杉並区 スギナミク		世田谷区 セタガヤク		目黒区 メグロク		渋谷区 シブヤク		中野区 ナカノク		豊島区 トシマク		文京区 ブンキョウク		新宿区 シンジュクク		台東区 タイトウク		足立区 アダチク		葛飾区 カツシカク		江戸川区 エドガワク		江東区 コウトウク		墨田区 スミダク		千代田区 チヨダク		中央区 チュウオウク		港区 ミナトク		品川区 シナガワク		大田区 オオタク		西多摩 ニシタマ		南多摩 ミナミ タマ		多摩立川 タマ タチカワ		多摩府中 タマ フチュウ		島しょ トウ		多摩小平 タマ コタイラ		八王子市 ハチオウジ シ		町田市 マチダシ		合計 ゴウケイ

				検査依頼数合計 ケンサ イライ スウ ゴウケイ		172		143		329		549		370		806		273		174		133		85		145		427		249		185		100		62		273		147		117		156		206		291		238		44		156		47		578		1		586						7042

				実施数合計 ジッシ スウ ゴウケイ		167		55		197		233		273		424		133		123		80		84		106		160		10		61		34		61		163		147		12		7		104		178		238		2		27		47		131		1		34						3292









COCOAのダウンロード数の増加
傾向とは比例していない。
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ダウンロード数：件検査依頼・実施数：件

※COCOAダウンロード数はケータイWatch     https://k-tai.watch.impress.co.jp/  より引用

COCOAのダウンロード数増加に伴う
検査依頼数及び実施数の推移

検査依頼数（相談数） 実施数 COCOAダウンロード数


Graph2



COCOAのダウンロード数増加に伴う

検査依頼数及び実施数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	491	1920	4631	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	126	1085	2081	COCOAダウンロード数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	14160000	15360000	16090000	※COCOAダウンロード数はケータイWatch     https://k-tai.watch.impress.co.jp/  より引用





検査依頼・実施数：件





ダウンロード数：件











検査状況+グラフ





				東京都のCOCOAによる検査状況　９/１５現在 トウキョウト ケンサ ジョウキョウ ゲンザイ

						検査依頼数（相談数） ソウダン スウ		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

				８月１７～２３日		491		126		0

				８月２４～３０日 ガツ		1,920		1,085		4

				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		4,631		2,081		7

				合計 ゴウケイ		7,042		3,292		11





COCOAダウンロード数※	44060	44061	44062	44063	44064	44067	44068	44069	44070	44071	44074	44075	44076	44077	44078	13640000	13770000	13900000	14050000	14160000	14640000	14790000	15010000	15180000	15360000	15670000	15770000	15870000	15990000	16090000	※数値はケータイWatch     https://k-tai.watch.impress.co.jp/  より引用





（万件）







COCOAによる検査依頼数と実施数及び陽性数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	491	1920	4631	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	126	1085	2081	陽性数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	0	4	7	

（件）





（人）









COCOAのダウンロード数増加に伴う

検査依頼数及び実施数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	491	1920	4631	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	126	1085	2081	COCOAダウンロード数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	14160000	15360000	16090000	※COCOAダウンロード数はケータイWatch     https://k-tai.watch.impress.co.jp/  より引用





検査依頼・実施数：件





ダウンロード数：件









COCOAによる検査依頼数及び実施数、　　　　　　　　　　期間合計陽性者数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	491	1920	4631	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	126	1085	2081	期間合計陽性者数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	1619	1384	1055	

（件）





（人）











都内各検査状況



都内保健所　ＣＯＣＯＡに伴う検査依頼・実施状況



検査依頼数合計	

北区	荒川区	板橋区	練馬区	杉並区	世田谷区	目黒区	渋谷区	中野区	豊島区	文京区	新宿区	台東区	足立区	葛飾区	江戸川区	江東区	墨田区	千代田区	中央区	港区	品川区	大田区	西多摩	南多摩	多摩立川	多摩府中	島しょ	多摩小平	八王子市	町田市	172	143	329	549	370	806	273	174	133	85	145	427	249	185	100	62	273	147	117	156	206	291	238	44	156	47	578	1	586	実施数合計	

北区	荒川区	板橋区	練馬区	杉並区	世田谷区	目黒区	渋谷区	中野区	豊島区	文京区	新宿区	台東区	足立区	葛飾区	江戸川区	江東区	墨田区	千代田区	中央区	港区	品川区	大田区	西多摩	南多摩	多摩立川	多摩府中	島しょ	多摩小平	八王子市	町田市	167	55	197	233	273	424	133	123	80	84	106	160	10	61	34	61	163	147	12	7	104	178	238	2	27	47	131	1	34	









都内保健所別グラフ

		↓23区外 ク ガイ





北区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	12	53	107	172	実施数	

８月１７～２3日	８月	２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	12	53	102	167	







豊島区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	30	49	85	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	29	49	84	







文京区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	40	90	145	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	31	69	106	







新宿区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	49	178	200	427	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	14	67	79	160	







台東区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	19	71	159	249	実施数	

８月１７～２3日	８月	２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	2	4	4	10	







足立区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	185	185	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１	日～９月６日	合計	61	61	







葛飾区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	14	71	100	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	14	5	34	







江戸川区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	33	28	62	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	32	28	61	







江東区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	71	202	273	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	44	119	163	







墨田区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	49	92	147	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	49	92	147	







千代田区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	45	72	117	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	10	2	12	







荒川区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	14	52	77	143	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	11	44	55	







中央区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	156	156	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１	日～９月６日	合計	7	7	







港区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	41	72	93	206	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	3	18	83	104	







品川区



検査依頼数	5	

８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	115	171	291	実施数	

８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	57	121	178	







大田区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	67	171	238	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	67	171	238	







西多摩



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	10	9	25	44	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	1	1	2	







南多摩



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	19	40	97	156	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	0	27	27	







多摩立川



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	5	42	47	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	5	42	47	







多摩府中



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	66	200	312	578	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	2	47	82	131	







島しょ



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	1	0	1	実施数	

８月１７～２3日	８月	２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	1	0	1	







多摩小平



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	63	139	384	586	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	2	3	29	34	







板橋区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	38	120	171	329	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	4	81	112	197	







八王子市



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	







町田市



検査依頼数	８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	実施数	８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	







練馬区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	46	195	308	549	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	71	156	233	







杉並区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	136	233	370	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	136	136	273	







世田谷



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	0	806	806	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	18	121	285	424	







目黒区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	56	82	135	273	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	27	49	57	133	







渋谷区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	9	103	62	174	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	84	38	123	







中野区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	133	133	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１	日～９月６日	合計	80	80	









２３区内訳





		COCOAによる検査状況　内訳 ケンサ ジョウキョウ ウチワケ





		北区 キタク		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				台東 タイトウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		12		12		0				８月１７～２3日		19		2		0

		８月２４～３０日 ガツ		53		53		0				８月２４～３０日 ガツ		71		4		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		107		102		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		159		4		0

		合計 ゴウケイ		172		167		0				合計 ゴウケイ		249		10		0





		荒川 アラカワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				足立 アダチ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		14		0		0				８月１７～２3日

		８月２４～３０日 ガツ		52		11		0				８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		77		44		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		185		61		0

		合計 ゴウケイ		143		55		0				合計 ゴウケイ		185		61		0





		板橋 イタバシ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				葛飾 カツシカ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		38		4		0				８月１７～２3日		15		15		0

		８月２４～３０日 ガツ		120		81		2				８月２４～３０日 ガツ		14		14		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		171		112		1				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		71		5		0

		合計 ゴウケイ		329		197		3				合計 ゴウケイ		100		34		0





		練馬 ネリマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				江戸川 エドガワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		46		6		0				８月１７～２3日		1		1		0

		８月２４～３０日 ガツ		195		71		0				８月２４～３０日 ガツ		33		32		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		308		156		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		28		28		0

		合計 ゴウケイ		549		233		0				合計 ゴウケイ		62		61		0





		杉並 スギナミ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				江東 コウトウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		1		1		0				８月１７～２3日		0		0		0

		８月２４～３０日 ガツ		136		136		0				８月２４～３０日 ガツ		71		44		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		233		136		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		202		119		0

		合計 ゴウケイ		370		273		0				合計 ゴウケイ		273		163		0





		世田谷 セタガヤ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				墨田 スミダ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		？		18		？				８月１７～２3日		6		6

		８月２４～３０日 ガツ		？		121		？				８月２４～３０日 ガツ		49		49

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		806		285		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		92		92		0

		合計 ゴウケイ		806		424		0				合計 ゴウケイ		147		147		0



		目黒 メグロ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				千代田 チヨダ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		56		27		0				８月１７～２3日		0		0		0

		８月２４～３０日 ガツ		82		49		0				８月２４～３０日 ガツ		45		10		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		135		57		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		72		2		0

		合計 ゴウケイ		273		133		0				合計 ゴウケイ		117		12		0

														↑※８月２４～３０日

														微細な症状ありで、医師会へ照会 ビサイ ショウジョウ イシ カイ ショウカイ

		渋谷 シブヤ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ						そのため、PCRを実際におこなったかは不明 ジッサイ フメイ

		８月１７～２3日		9		1		0						30日までにCOCOAで検査を陽性だった者の報告はなし ヒ ケンサ ヨウセイ モノ ホウコク

		８月２４～３０日 ガツ		103		84		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		62		38		0				中央 チュウオウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		174		123		0				８月１７～２3日

		＊検査依頼数には相談のみ事例を含みます。										８月２４～３０日 ガツ

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		156		7		0

												合計 ゴウケイ		156		7		0

		中野 ナカ ノ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日

		８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		133		80		1				港 ミナト		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		133		80		1				８月１７～２3日		41		3		0

												８月２４～３０日 ガツ		72		18		0

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		93		83		4

		豊島 トシマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				合計 ゴウケイ		206		104		4

		８月１７～２3日		6		6		0

		８月２４～３０日 ガツ		30		29		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		49		49		0				品川 シナガワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		85		84		0				８月１７～２3日		5				0

												８月２４～３０日 ガツ		115		57		2

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		171		121		1

		文京 ブンキョウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				合計 ゴウケイ		291		178		3

		８月１７～２3日		15		6		0				※ 8/13に、COCOA通知で検査して1人陽性判明者が居る

		８月２４～３０日 ガツ		40		31		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		90		69		0				大田 オオタ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		145		106		0				８月１７～２3日		0		0		0

												８月２４～３０日 ガツ		67		67		0

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		171		171		0

		新宿 シンジュク		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				合計 ゴウケイ		238		238		0

		８月１７～２3日		49		14		0

		８月２４～３０日 ガツ		178		67		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		200		79		0

		合計 ゴウケイ		427		160		0



		↓23区外 ク ガイ







		西多摩 ニシタマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				島しょ トウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		10		0		0				８月１７～２3日		0		0		0

		８月２４～３０日 ガツ		9		1		0				８月２４～３０日 ガツ		1		1		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		25		1		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		0		0		0

		合計 ゴウケイ		44		2		0				合計 ゴウケイ		1		1		0





		南多摩 ミナミタマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				多摩小平 タマ コダイラ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		19		0		0				８月１７～２3日		63		2		0

		８月２４～３０日 ガツ		40		0		0				８月２４～３０日 ガツ		139		3		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		97		27		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		384		29		0

		合計 ゴウケイ		156		27		0				合計 ゴウケイ		586		34		0





		多摩立川 タマ タチカワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				八王子市 ハチオウジ シ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		0		0		0				８月１７～２3日

		８月２４～３０日 ガツ		5		5		0				８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		42		42		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ

		合計 ゴウケイ		47		47		0				合計 ゴウケイ





		多摩府中 タマ フチュウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				町田市 マチダシ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		66		2		0				８月１７～２3日

		８月２４～３０日 ガツ		200		47		0				８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		312		82		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ

		合計 ゴウケイ		578		131		0				合計 ゴウケイ

















































































































グラフ使用情報

				9/15現在 ゲンザイ

				日付 ヒヅケ		8/17		8/18		8/19		8/20		8/21		8/22		8/23		8/24		8/25		8/26		8/27		8/28		8/29		8/30		8/31		9/1		9/2		9/3		9/4		9/5		9/6



				検査数（健康安全研究センター） ケンサ スウ ケンコウ アンゼン ケンキュウ		32		524		398		322		404		405		133		94		427		461		550		284		424		91		99		403		452		394		747		884		101

				検査数（医療機関等） ケンサ スウ イリョウ キカン トウ		6,333		5,314		4,699		4,131		5,135		2,798		1,016		6,288		5,282		5,237		5,273		5,654		2,725		966		5,830		5,296		4,906		5,012		5,156		2,602		873

				都内合計検査数 トナイ ゴウケイ ケンサ スウ		6,365		5,838		5,097		4,453		5,539		3,203		1,149		6,382		5,709		5,698		5,823		5,938		3,149		1,057		5,929		5,699		5,358		5,406		5,903		3,486		974



				都内新規感染者 トナイ シンキ カンセン シャ		161		207		186		339		258		256		212		95		182		236		250		226		247		148		100		170		141		211		136		181		116

				陽性率（東京都HP公表） ヨウセイリツ トウキョウト コウヒョウ		5.5		5.3		5.2		5.1		5.1		4.9		4.9		4.8		4.8		4.5		4.3		4.1		4		4		3.9		3.7		3.5		3.5		3.3		3.3		3.3



				COCOAダウンロード数※ スウ		13,640,000		13,770,000		13,900,000		14,050,000		14,160,000		ー		ー		14,640,000		14,790,000		15,010,000		15,180,000		15,360,000		ー		ー		15,670,000		15,770,000		15,870,000		15,990,000		16,090,000









				※数値はケータイWatch     https://k-tai.watch.impress.co.jp/  より引用 スウチ インヨウ

				日付 ヒヅケ		8/17		8/18		8/19		8/20		8/21		8/24		8/25		8/26		8/27		8/28		8/31		9/1		9/2		9/3		9/4

				COCOAダウンロード数※ スウ		13,640,000		13,770,000		13,900,000		14,050,000		14,160,000		14,640,000		14,790,000		15,010,000		15,180,000		15,360,000		15,670,000		15,770,000		15,870,000		15,990,000		16,090,000

						COCOAダウンロード数 スウ						検査依頼数（相談数） ソウダン スウ		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

				８月１７～２３日		14,160,000				８月１７～２３日		491		126		0

				８月２４～３０日 ガツ		15,360,000				８月２４～３０日 ガツ		1,920		1,085		4

				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		16,090,000				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		4,631		2,081		7

										合計 ゴウケイ		7,042		3,292		11

						期間合計陽性者数 キカン ゴウケイ ヨウセイ シャ スウ

				８月１７～２３日		1,619

				８月２４～３０日 ガツ		1,384

				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		1,055

						北区 キタク		荒川区 アラカワク		板橋区 イタバシク		練馬区 ネリマク		杉並区 スギナミク		世田谷区 セタガヤク		目黒区 メグロク		渋谷区 シブヤク		中野区 ナカノク		豊島区 トシマク		文京区 ブンキョウク		新宿区 シンジュクク		台東区 タイトウク		足立区 アダチク		葛飾区 カツシカク		江戸川区 エドガワク		江東区 コウトウク		墨田区 スミダク		千代田区 チヨダク		中央区 チュウオウク		港区 ミナトク		品川区 シナガワク		大田区 オオタク		西多摩 ニシタマ		南多摩 ミナミ タマ		多摩立川 タマ タチカワ		多摩府中 タマ フチュウ		島しょ トウ		多摩小平 タマ コタイラ		八王子市 ハチオウジ シ		町田市 マチダシ		合計 ゴウケイ

				検査依頼数合計 ケンサ イライ スウ ゴウケイ		172		143		329		549		370		806		273		174		133		85		145		427		249		185		100		62		273		147		117		156		206		291		238		44		156		47		578		1		586						7042

				実施数合計 ジッシ スウ ゴウケイ		167		55		197		233		273		424		133		123		80		84		106		160		10		61		34		61		163		147		12		7		104		178		238		2		27		47		131		1		34						3292
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COCOAによる検査依頼数及び実施数、

期間合計陽性者数の推移

検査依頼数（相談数） 実施数 期間合計陽性者数


Graph4



COCOAによる検査依頼数及び実施数、

期間合計陽性者数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	491	1920	4631	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	126	1085	2081	期間合計陽性者数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	1619	1384	1055	

（件）





（人）











検査状況+グラフ





				東京都のCOCOAによる検査状況　９/１５現在 トウキョウト ケンサ ジョウキョウ ゲンザイ

						検査依頼数（相談数） ソウダン スウ		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

				８月１７～２３日		506		141		0

				８月２４～３０日 ガツ		1,920		1,085		4

				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		4,585		2,041		3

				合計 ゴウケイ		7,011		3,267		7





COCOAダウンロード数※	44060	44061	44062	44063	44064	44067	44068	44069	44070	44071	44074	44075	44076	44077	44078	13640000	13770000	13900000	14050000	14160000	14640000	14790000	15010000	15180000	15360000	15670000	15770000	15870000	15990000	16090000	※数値はケータイWatch     https://k-tai.watch.impress.co.jp/  より引用





（万件）







COCOAによる検査依頼数と実施数及び陽性数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	506	1920	4585	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	141	1085	2041	陽性数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	0	4	3	

（件）





（人）









COCOAのダウンロード数増加に伴う

検査依頼数及び実施数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２	４～３０日	８月３１日～９月６日	491	1920	4631	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	126	1085	2081	COCOAダウンロード数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	14160000	15360000	16090000	※COCOAダウンロード数はケータイWatch     https://k-tai.watch.impress.co.jp/  より引用





検査依頼・実施数：件





ダウンロード数：件









COCOAによる検査依頼数及び実施数、

期間合計陽性者数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	491	1920	4631	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	126	1085	2081	期間合計陽性者数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	1619	1384	1055	

（件）





（人）











都内各検査状況



都内保健所　ＣＯＣＯＡに伴う検査依頼・実施状況



検査依頼数合計	

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	172	143	329	549	370	806	273	174	133	85	145	427	249	185	100	62	273	147	117	156	206	291	238	44	156	47	578	1	586	実施数合計	

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	167	55	197	233	273	424	133	123	80	84	106	160	10	61	34	61	163	147	12	7	104	178	238	2	27	47	131	1	34	









都内保健所別グラフ

		↓23区外 ク ガイ





北区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	12	53	107	172	実施数	

８月１７～２3日	８月	２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	12	53	102	167	







豊島区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	30	49	85	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	29	49	84	







文京区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	40	90	145	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	31	69	106	







新宿区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	49	178	200	427	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	14	67	79	160	







台東区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	19	71	159	249	実施数	

８月１７～２3日	８月	２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	2	4	4	10	







足立区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	185	185	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１	日～９月６日	合計	61	61	







葛飾区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	14	71	100	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	14	5	34	







江戸川区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	33	28	62	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	32	28	61	







江東区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	71	202	273	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	44	119	163	







墨田区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	49	92	147	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	49	92	147	







千代田区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	45	72	117	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	10	2	12	







荒川区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	14	52	77	143	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	11	44	55	







中央区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	156	156	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１	日～９月６日	合計	7	7	







港区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	41	72	47	160	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	3	18	43	64	







品川区



検査依頼数	5	

８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	115	171	291	実施数	

８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	57	121	178	







大田区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	67	171	238	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	67	171	238	







西多摩



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	10	9	25	44	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	1	1	2	







南多摩



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	19	40	97	156	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	0	27	27	







多摩立川



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	5	42	47	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	5	42	47	







多摩府中



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	66	200	312	578	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	2	47	82	131	







島しょ



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	1	0	1	実施数	

８月１７～２3日	８月	２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	1	0	1	







多摩小平



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	63	139	384	586	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	2	3	29	34	







板橋区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	38	120	171	329	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	4	81	112	197	







八王子市



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	







町田市



検査依頼数	８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	実施数	８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	







練馬区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	46	195	308	549	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	71	156	233	







杉並区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	136	233	370	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	136	136	273	







世田谷



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	0	806	806	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	18	121	285	424	







目黒区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	56	82	135	273	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	27	49	57	133	







渋谷区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	9	103	62	174	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	84	38	123	







中野区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	133	148	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	80	80	









２３区内訳





		COCOAによる検査状況　内訳 ケンサ ジョウキョウ ウチワケ





		北区 キタク		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				台東 タイトウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		12		12		0				８月１７～２3日		19		2		0

		８月２４～３０日 ガツ		53		53		0				８月２４～３０日 ガツ		71		4		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		107		102		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		159		4		0

		合計 ゴウケイ		172		167		0				合計 ゴウケイ		249		10		0





		荒川 アラカワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				足立 アダチ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		14		0		0				８月１７～２3日

		８月２４～３０日 ガツ		52		11		0				８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		77		44		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		185		61		0

		合計 ゴウケイ		143		55		0				合計 ゴウケイ		185		61		0





		板橋 イタバシ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				葛飾 カツシカ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		38		4		0				８月１７～２3日		15		15		0

		８月２４～３０日 ガツ		120		81		2				８月２４～３０日 ガツ		14		14		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		171		112		1				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		71		5		0

		合計 ゴウケイ		329		197		3				合計 ゴウケイ		100		34		0





		練馬 ネリマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				江戸川 エドガワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		46		6		0				８月１７～２3日		1		1		0

		８月２４～３０日 ガツ		195		71		0				８月２４～３０日 ガツ		33		32		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		308		156		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		28		28		0

		合計 ゴウケイ		549		233		0				合計 ゴウケイ		62		61		0





		杉並 スギナミ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				江東 コウトウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		1		1		0				８月１７～２3日		0		0		0

		８月２４～３０日 ガツ		136		136		0				８月２４～３０日 ガツ		71		44		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		233		136		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		202		119		0

		合計 ゴウケイ		370		273		0				合計 ゴウケイ		273		163		0





		世田谷 セタガヤ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				墨田 スミダ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		？		18		？				８月１７～２3日		6		6

		８月２４～３０日 ガツ		？		121		？				８月２４～３０日 ガツ		49		49

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		806		285		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		92		92		0

		合計 ゴウケイ		806		424		0				合計 ゴウケイ		147		147		0



		目黒 メグロ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				千代田 チヨダ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		56		27		0				８月１７～２3日		0		0		0

		８月２４～３０日 ガツ		82		49		0				８月２４～３０日 ガツ		45		10		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		135		57		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		72		2		0

		合計 ゴウケイ		273		133		0				合計 ゴウケイ		117		12		0

														↑※８月２４～３０日

														微細な症状ありで、医師会へ照会 ビサイ ショウジョウ イシ カイ ショウカイ

		渋谷 シブヤ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ						そのため、PCRを実際におこなったかは不明 ジッサイ フメイ

		８月１７～２3日		9		1		0						30日までにCOCOAで検査を陽性だった者の報告はなし ヒ ケンサ ヨウセイ モノ ホウコク

		８月２４～３０日 ガツ		103		84		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		62		38		0				中央 チュウオウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		174		123		0				８月１７～２3日

		＊検査依頼数には相談のみ事例を含みます。										８月２４～３０日 ガツ

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		156		7		0

												合計 ゴウケイ		156		7		0

		中野 ナカ ノ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		15		15		0

		８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		133		80		1				港 ミナト		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		148		80		1				８月１７～２3日		41		3		0

												８月２４～３０日 ガツ		72		18		0

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		47		43		0

		豊島 トシマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				合計 ゴウケイ		160		64		0

		８月１７～２3日		6		6		0

		８月２４～３０日 ガツ		30		29		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		49		49		0				品川 シナガワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		85		84		0				８月１７～２3日		5				0

												８月２４～３０日 ガツ		115		57		2

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		171		121		1

		文京 ブンキョウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				合計 ゴウケイ		291		178		3

		８月１７～２3日		15		6		0				※ 8/13に、COCOA通知で検査して1人陽性判明者が居る

		８月２４～３０日 ガツ		40		31		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		90		69		0				大田 オオタ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		145		106		0				８月１７～２3日		0		0		0

												８月２４～３０日 ガツ		67		67		0

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		171		171		0

		新宿 シンジュク		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				合計 ゴウケイ		238		238		0

		８月１７～２3日		49		14		0

		８月２４～３０日 ガツ		178		67		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		200		79		0

		合計 ゴウケイ		427		160		0



		↓23区外 ク ガイ







		西多摩 ニシタマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				島しょ トウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		10		0		0				８月１７～２3日		0		0		0

		８月２４～３０日 ガツ		9		1		0				８月２４～３０日 ガツ		1		1		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		25		1		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		0		0		0

		合計 ゴウケイ		44		2		0				合計 ゴウケイ		1		1		0





		南多摩 ミナミタマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				多摩小平 タマ コダイラ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		19		0		0				８月１７～２3日		63		2		0

		８月２４～３０日 ガツ		40		0		0				８月２４～３０日 ガツ		139		3		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		97		27		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		384		29		0

		合計 ゴウケイ		156		27		0				合計 ゴウケイ		586		34		0





		多摩立川 タマ タチカワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				八王子市 ハチオウジ シ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		0		0		0				８月１７～２3日

		８月２４～３０日 ガツ		5		5		0				８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		42		42		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ

		合計 ゴウケイ		47		47		0				合計 ゴウケイ





		多摩府中 タマ フチュウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				町田市 マチダシ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		66		2		0				８月１７～２3日

		８月２４～３０日 ガツ		200		47		0				８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		312		82		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ

		合計 ゴウケイ		578		131		0				合計 ゴウケイ

















































































































グラフ使用情報

				9/15現在 ゲンザイ

				日付 ヒヅケ		8/17		8/18		8/19		8/20		8/21		8/22		8/23		8/24		8/25		8/26		8/27		8/28		8/29		8/30		8/31		9/1		9/2		9/3		9/4		9/5		9/6



				検査数（健康安全研究センター） ケンサ スウ ケンコウ アンゼン ケンキュウ		32		524		398		322		404		405		133		94		427		461		550		284		424		91		99		403		452		394		747		884		101

				検査数（医療機関等） ケンサ スウ イリョウ キカン トウ		6,333		5,314		4,699		4,131		5,135		2,798		1,016		6,288		5,282		5,237		5,273		5,654		2,725		966		5,830		5,296		4,906		5,012		5,156		2,602		873

				都内合計検査数 トナイ ゴウケイ ケンサ スウ		6,365		5,838		5,097		4,453		5,539		3,203		1,149		6,382		5,709		5,698		5,823		5,938		3,149		1,057		5,929		5,699		5,358		5,406		5,903		3,486		974



				都内新規感染者 トナイ シンキ カンセン シャ		161		207		186		339		258		256		212		95		182		236		250		226		247		148		100		170		141		211		136		181		116

				陽性率（東京都HP公表） ヨウセイリツ トウキョウト コウヒョウ		5.5		5.3		5.2		5.1		5.1		4.9		4.9		4.8		4.8		4.5		4.3		4.1		4		4		3.9		3.7		3.5		3.5		3.3		3.3		3.3



				COCOAダウンロード数※ スウ		13,640,000		13,770,000		13,900,000		14,050,000		14,160,000		ー		ー		14,640,000		14,790,000		15,010,000		15,180,000		15,360,000		ー		ー		15,670,000		15,770,000		15,870,000		15,990,000		16,090,000









				※数値はケータイWatch     https://k-tai.watch.impress.co.jp/  より引用 スウチ インヨウ

				日付 ヒヅケ		8/17		8/18		8/19		8/20		8/21		8/24		8/25		8/26		8/27		8/28		8/31		9/1		9/2		9/3		9/4

				COCOAダウンロード数※ スウ		13,640,000		13,770,000		13,900,000		14,050,000		14,160,000		14,640,000		14,790,000		15,010,000		15,180,000		15,360,000		15,670,000		15,770,000		15,870,000		15,990,000		16,090,000

						COCOAダウンロード数 スウ						検査依頼数（相談数） ソウダン スウ		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

				８月１７～２３日		14,160,000				８月１７～２３日		491		126		0

				８月２４～３０日 ガツ		15,360,000				８月２４～３０日 ガツ		1,920		1,085		4

				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		16,090,000				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		4,631		2,081		7

										合計 ゴウケイ		7,042		3,292		11

						期間合計陽性者数 キカン ゴウケイ ヨウセイ シャ スウ

				８月１７～２３日		1,619

				８月２４～３０日 ガツ		1,384

				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		1,055

						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		合計 ゴウケイ

				検査依頼数合計 ケンサ イライ スウ ゴウケイ		172		143		329		549		370		806		273		174		133		85		145		427		249		185		100		62		273		147		117		156		206		291		238		44		156		47		578		1		586						7042

				実施数合計 ジッシ スウ ゴウケイ		167		55		197		233		273		424		133		123		80		84		106		160		10		61		34		61		163		147		12		7		104		178		238		2		27		47		131		1		34						3292



						北区 キタク		荒川区 アラカワク		板橋区 イタバシク		練馬区 ネリマク		杉並区 スギナミク		世田谷区 セタガヤク		目黒区 メグロク		渋谷区 シブヤク		中野区 ナカノク		豊島区 トシマク		文京区 ブンキョウク		新宿区 シンジュクク		台東区 タイトウク		足立区 アダチク		葛飾区 カツシカク		江戸川区 エドガワク		江東区 コウトウク		墨田区 スミダク		千代田区 チヨダク		中央区 チュウオウク		港区 ミナトク		品川区 シナガワク		大田区 オオタク		西多摩 ニシタマ		南多摩 ミナミ タマ		多摩立川 タマ タチカワ		多摩府中 タマ フチュウ		島しょ トウ		多摩小平 タマ コタイラ		八王子市 ハチオウジ シ		町田市 マチダシ		合計 ゴウケイ

				検査依頼数合計 ケンサ イライ スウ ゴウケイ		172		143		329		549		370		806		273		174		133		85		145		427		249		185		100		62		273		147		117		156		206		291		238		44		156		47		578		1		586						7042

				実施数合計 ジッシ スウ ゴウケイ		167		55		197		233		273		424		133		123		80		84		106		160		10		61		34		61		163		147		12		7		104		178		238		2		27		47		131		1		34						3292
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検査依頼数合計 実施数合計

都内保健所 ＣＯＣＯＡに伴う検査依頼・実施状況

週に８００件の相談、４００件の
検査を実施することになった保健
所がある。


Graph4



検査依頼数合計	

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	172	143	329	549	370	806	273	174	133	85	145	427	249	185	100	62	273	147	117	156	206	291	238	44	156	47	578	1	586	実施数合計	

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	167	55	197	233	273	424	133	123	80	84	106	160	10	61	34	61	163	147	12	7	104	178	238	2	27	47	131	1	34	









検査状況+グラフ





				東京都のCOCOAによる検査状況　９/１５現在 トウキョウト ケンサ ジョウキョウ ゲンザイ

						検査依頼数（相談数） ソウダン スウ		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

				８月１７～２３日		491		126		0

				８月２４～３０日 ガツ		1,920		1,085		4

				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		4,631		2,081		7

				合計 ゴウケイ		7,042		3,292		11





COCOAダウンロード数※	44060	44061	44062	44063	44064	44067	44068	44069	44070	44071	44074	44075	44076	44077	44078	13640000	13770000	13900000	14050000	14160000	14640000	14790000	15010000	15180000	15360000	15670000	15770000	15870000	15990000	16090000	※数値はケータイWatch     https://k-tai.watch.impress.co.jp/  より引用





（万件）







COCOAによる検査依頼数と実施数及び陽性数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	491	1920	4631	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	126	1085	2081	陽性数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	0	4	7	

（件）





（人）









COCOAのダウンロード数増加に伴う

検査依頼数及び実施数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	491	1920	4631	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	126	1085	2081	COCOAダウンロード数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	14160000	15360000	16090000	※COCOAダウンロード数はケータイWatch     https://k-tai.watch.impress.co.jp/  より引用





検査依頼・実施数：件





ダウンロード数：件









COCOAによる検査依頼数及び実施数、　　　　　　　　　　期間合計陽性者数の推移



検査依頼数（相談数）	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	491	1920	4631	実施数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	126	1085	2081	期間合計陽性者数	

８月１７～２３日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	1619	1384	1055	

（件）





（人）











都内各検査状況



検査依頼数合計	

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	172	143	329	549	370	806	273	174	133	85	145	427	249	185	100	62	273	147	117	156	206	291	238	44	156	47	578	1	586	実施数合計	

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	167	55	197	233	273	424	133	123	80	84	106	160	10	61	34	61	163	147	12	7	104	178	238	2	27	47	131	1	34	









都内保健所別グラフ

		↓23区外 ク ガイ





北区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	12	53	107	172	実施数	

８月１７～２3日	８月	２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	12	53	102	167	







豊島区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	30	49	85	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	29	49	84	







文京区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	40	90	145	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	31	69	106	







新宿区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	49	178	200	427	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	14	67	79	160	







台東区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	19	71	159	249	実施数	

８月１７～２3日	８月	２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	2	4	4	10	







足立区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	185	185	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１	日～９月６日	合計	61	61	







葛飾区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	14	71	100	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	15	14	5	34	







江戸川区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	33	28	62	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	32	28	61	







江東区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	71	202	273	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	44	119	163	







墨田区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	49	92	147	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	49	92	147	







千代田区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	45	72	117	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	10	2	12	







荒川区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	14	52	77	143	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	11	44	55	







中央区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	156	156	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１	日～９月６日	合計	7	7	







港区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	41	72	93	206	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	3	18	83	104	







品川区



検査依頼数	5	

８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	115	171	291	実施数	

８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	57	121	178	







大田区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	67	171	238	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	67	171	238	







西多摩



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	10	9	25	44	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	1	1	2	







南多摩



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	19	40	97	156	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	0	27	27	







多摩立川



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	5	42	47	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	5	42	47	







多摩府中



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	66	200	312	578	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	2	47	82	131	







島しょ



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	1	0	1	実施数	

８月１７～２3日	８月	２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	1	0	1	







多摩小平



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	63	139	384	586	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	2	3	29	34	







板橋区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	38	120	171	329	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	4	81	112	197	







八王子市



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	







町田市



検査依頼数	８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	実施数	８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	







練馬区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	46	195	308	549	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	6	71	156	233	







杉並区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	136	233	370	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	136	136	273	







世田谷



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	0	0	806	806	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	18	121	285	424	







目黒区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	56	82	135	273	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	27	49	57	133	







渋谷区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	9	103	62	174	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	1	84	38	123	







中野区



検査依頼数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１日～９月６日	合計	133	133	実施数	

８月１７～２3日	８月２４～３０日	８月３１	日～９月６日	合計	80	80	









２３区内訳





		COCOAによる検査状況　内訳 ケンサ ジョウキョウ ウチワケ





		北区 キタク		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				台東 タイトウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		12		12		0				８月１７～２3日		19		2		0

		８月２４～３０日 ガツ		53		53		0				８月２４～３０日 ガツ		71		4		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		107		102		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		159		4		0

		合計 ゴウケイ		172		167		0				合計 ゴウケイ		249		10		0





		荒川 アラカワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				足立 アダチ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		14		0		0				８月１７～２3日

		８月２４～３０日 ガツ		52		11		0				８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		77		44		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		185		61		0

		合計 ゴウケイ		143		55		0				合計 ゴウケイ		185		61		0





		板橋 イタバシ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				葛飾 カツシカ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		38		4		0				８月１７～２3日		15		15		0

		８月２４～３０日 ガツ		120		81		2				８月２４～３０日 ガツ		14		14		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		171		112		1				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		71		5		0

		合計 ゴウケイ		329		197		3				合計 ゴウケイ		100		34		0





		練馬 ネリマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				江戸川 エドガワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		46		6		0				８月１７～２3日		1		1		0

		８月２４～３０日 ガツ		195		71		0				８月２４～３０日 ガツ		33		32		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		308		156		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		28		28		0

		合計 ゴウケイ		549		233		0				合計 ゴウケイ		62		61		0





		杉並 スギナミ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				江東 コウトウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		1		1		0				８月１７～２3日		0		0		0

		８月２４～３０日 ガツ		136		136		0				８月２４～３０日 ガツ		71		44		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		233		136		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		202		119		0

		合計 ゴウケイ		370		273		0				合計 ゴウケイ		273		163		0





		世田谷 セタガヤ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				墨田 スミダ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		？		18		？				８月１７～２3日		6		6

		８月２４～３０日 ガツ		？		121		？				８月２４～３０日 ガツ		49		49

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		806		285		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		92		92		0

		合計 ゴウケイ		806		424		0				合計 ゴウケイ		147		147		0



		目黒 メグロ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				千代田 チヨダ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		56		27		0				８月１７～２3日		0		0		0

		８月２４～３０日 ガツ		82		49		0				８月２４～３０日 ガツ		45		10		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		135		57		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		72		2		0

		合計 ゴウケイ		273		133		0				合計 ゴウケイ		117		12		0

														↑※８月２４～３０日

														微細な症状ありで、医師会へ照会 ビサイ ショウジョウ イシ カイ ショウカイ

		渋谷 シブヤ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ						そのため、PCRを実際におこなったかは不明 ジッサイ フメイ

		８月１７～２3日		9		1		0						30日までにCOCOAで検査を陽性だった者の報告はなし ヒ ケンサ ヨウセイ モノ ホウコク

		８月２４～３０日 ガツ		103		84		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		62		38		0				中央 チュウオウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		174		123		0				８月１７～２3日

		＊検査依頼数には相談のみ事例を含みます。										８月２４～３０日 ガツ

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		156		7		0

												合計 ゴウケイ		156		7		0

		中野 ナカ ノ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日

		８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		133		80		1				港 ミナト		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		133		80		1				８月１７～２3日		41		3		0

												８月２４～３０日 ガツ		72		18		0

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		93		83		4

		豊島 トシマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				合計 ゴウケイ		206		104		4

		８月１７～２3日		6		6		0

		８月２４～３０日 ガツ		30		29		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		49		49		0				品川 シナガワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		85		84		0				８月１７～２3日		5				0

												８月２４～３０日 ガツ		115		57		2

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		171		121		1

		文京 ブンキョウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				合計 ゴウケイ		291		178		3

		８月１７～２3日		15		6		0				※ 8/13に、COCOA通知で検査して1人陽性判明者が居る

		８月２４～３０日 ガツ		40		31		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		90		69		0				大田 オオタ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		合計 ゴウケイ		145		106		0				８月１７～２3日		0		0		0

												８月２４～３０日 ガツ		67		67		0

												８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		171		171		0

		新宿 シンジュク		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				合計 ゴウケイ		238		238		0

		８月１７～２3日		49		14		0

		８月２４～３０日 ガツ		178		67		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		200		79		0

		合計 ゴウケイ		427		160		0



		↓23区外 ク ガイ







		西多摩 ニシタマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				島しょ トウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		10		0		0				８月１７～２3日		0		0		0

		８月２４～３０日 ガツ		9		1		0				８月２４～３０日 ガツ		1		1		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		25		1		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		0		0		0

		合計 ゴウケイ		44		2		0				合計 ゴウケイ		1		1		0





		南多摩 ミナミタマ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				多摩小平 タマ コダイラ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		19		0		0				８月１７～２3日		63		2		0

		８月２４～３０日 ガツ		40		0		0				８月２４～３０日 ガツ		139		3		0

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		97		27		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		384		29		0

		合計 ゴウケイ		156		27		0				合計 ゴウケイ		586		34		0





		多摩立川 タマ タチカワ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				八王子市 ハチオウジ シ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		0		0		0				８月１７～２3日

		８月２４～３０日 ガツ		5		5		0				８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		42		42		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ

		合計 ゴウケイ		47		47		0				合計 ゴウケイ





		多摩府中 タマ フチュウ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ				町田市 マチダシ		検査依頼数		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

		８月１７～２3日		66		2		0				８月１７～２3日

		８月２４～３０日 ガツ		200		47		0				８月２４～３０日 ガツ

		８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		312		82		0				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ

		合計 ゴウケイ		578		131		0				合計 ゴウケイ
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グラフ使用情報

				9/15現在 ゲンザイ

				日付 ヒヅケ		8/17		8/18		8/19		8/20		8/21		8/22		8/23		8/24		8/25		8/26		8/27		8/28		8/29		8/30		8/31		9/1		9/2		9/3		9/4		9/5		9/6



				検査数（健康安全研究センター） ケンサ スウ ケンコウ アンゼン ケンキュウ		32		524		398		322		404		405		133		94		427		461		550		284		424		91		99		403		452		394		747		884		101

				検査数（医療機関等） ケンサ スウ イリョウ キカン トウ		6,333		5,314		4,699		4,131		5,135		2,798		1,016		6,288		5,282		5,237		5,273		5,654		2,725		966		5,830		5,296		4,906		5,012		5,156		2,602		873

				都内合計検査数 トナイ ゴウケイ ケンサ スウ		6,365		5,838		5,097		4,453		5,539		3,203		1,149		6,382		5,709		5,698		5,823		5,938		3,149		1,057		5,929		5,699		5,358		5,406		5,903		3,486		974



				都内新規感染者 トナイ シンキ カンセン シャ		161		207		186		339		258		256		212		95		182		236		250		226		247		148		100		170		141		211		136		181		116

				陽性率（東京都HP公表） ヨウセイリツ トウキョウト コウヒョウ		5.5		5.3		5.2		5.1		5.1		4.9		4.9		4.8		4.8		4.5		4.3		4.1		4		4		3.9		3.7		3.5		3.5		3.3		3.3		3.3



				COCOAダウンロード数※ スウ		13,640,000		13,770,000		13,900,000		14,050,000		14,160,000		ー		ー		14,640,000		14,790,000		15,010,000		15,180,000		15,360,000		ー		ー		15,670,000		15,770,000		15,870,000		15,990,000		16,090,000









				※数値はケータイWatch     https://k-tai.watch.impress.co.jp/  より引用 スウチ インヨウ

				日付 ヒヅケ		8/17		8/18		8/19		8/20		8/21		8/24		8/25		8/26		8/27		8/28		8/31		9/1		9/2		9/3		9/4

				COCOAダウンロード数※ スウ		13,640,000		13,770,000		13,900,000		14,050,000		14,160,000		14,640,000		14,790,000		15,010,000		15,180,000		15,360,000		15,670,000		15,770,000		15,870,000		15,990,000		16,090,000

						COCOAダウンロード数 スウ						検査依頼数（相談数） ソウダン スウ		実施数 ジッシ スウ		陽性数 ヨウセイ スウ

				８月１７～２３日		14,160,000				８月１７～２３日		491		126		0

				８月２４～３０日 ガツ		15,360,000				８月２４～３０日 ガツ		1,920		1,085		4

				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		16,090,000				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		4,631		2,081		7

										合計 ゴウケイ		7,042		3,292		11

						期間合計陽性者数 キカン ゴウケイ ヨウセイ シャ スウ

				８月１７～２３日		1,619

				８月２４～３０日 ガツ		1,384

				８月３１日～９月６日 ガツ ニチ ガツ カ		1,055

						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		合計 ゴウケイ

				検査依頼数合計 ケンサ イライ スウ ゴウケイ		172		143		329		549		370		806		273		174		133		85		145		427		249		185		100		62		273		147		117		156		206		291		238		44		156		47		578		1		586						7042

				実施数合計 ジッシ スウ ゴウケイ		167		55		197		233		273		424		133		123		80		84		106		160		10		61		34		61		163		147		12		7		104		178		238		2		27		47		131		1		34						3292









感染者や発生施設等との疫学的関連
が不明な感染者が探知されている

No 性別 年齢 職業 発生届受理日 接触推定日 警報受信日
リスクのある

滞在場所の有無

確定者との接触の

心当たり

疫学調査から

感染源の推定

濃厚接触者

としての補足

接触者があった

者

としての補足

1 男 26 会社員 8月13日 不明 不明 × × × × ×

2 女 35 言語聴覚士 8月26日 不明 不明 × × × × ×

3 女 48 会社員 8月28日 不明 8月17日 × × × × ×

4 女 25 無職 9月5日 不明 9月4日 × × × × ×

5 女 26 会社員 9月7日 不明 不明 × × × × ×

6 女 72 パート 9月7日 8月27日 9月4日 × × × × ×

7 男 44 会社員 9月10日 9月1日 9月9日 × × × × ×

備考
No6・・・アプリで接触があったとされた日　８月２７日　パートに行ったが会食等なし。
No7・・・アプリで接触があったとされた日　９月１日　本人は外出していないとのこと。

COCOA通知ありの陽性者情報一覧（9月10日現在）


20200910現在 

		COCOA通知ありの陽性者情報一覧（9月10日現在） ツウチ ヨウセイ シャ ジョウホウ イチラン ガツ カ ゲンザイ



		No		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		職業 ショクギョウ		発生届受理日 ハッセイ トドケ ジュリ ビ		接触推定日 セッショク スイテイ ビ		警報受信日 ケイホウ ジュシンビ		リスクのある
滞在場所の有無 タイザイ バショ ウム		確定者との接触の
心当たり カクテイ シャ セッショク ココロア		疫学調査から
感染源の推定 エキガク チョウサ カンセンゲン スイテイ		濃厚接触者
としての補足 ノウコウセッショクシャ ホソク		接触者があった者
としての補足 セッショク シャ モノ ホソク

		1		男		26		会社員 カイシャイン		44056		不明 フメイ		不明 フメイ		×		×		×		×		×

		2		女		35		言語聴覚士 ゲンゴチョウカクシ		44069		不明 フメイ		不明 フメイ		×		×		×		×		×

		3		女		48		会社員 カイシャイン		44071		不明 フメイ		44060		×		×		×		×		×

		4		女		25		無職 ムショク		44079		不明 フメイ		44078		×		×		×		×		×

		5		女		26		会社員 カイシャイン		44081		不明 フメイ		不明 フメイ		×		×		×		×		×

		6		女		72		パート		44081		44070		44078		×		×		×		×		×

		7		男		44		会社員 カイシャイン		44084		44075		44083		×		×		×		×		×



		備考 ビコウ

		No6・・・アプリで接触があったとされた日　８月２７日　パートに行ったが会食等なし。 セッショク ヒ ガツ ニチ イ カイショク トウ

		No7・・・アプリで接触があったとされた日　９月１日　本人は外出していないとのこと。 セッショク ヒ ガツ ニチ ホンニン ガイシュツ







COCOAに対する
都内保健所からの意見

1．相談増加等による保健所の業務負担増加（２件）
2．多大な検査希望による地域の検査体制の圧迫（９件）
3. 検査を受けるための虚偽申告の不正の可能性（２件）
4. 時間と距離のみで予防策の有無を考慮しない通知基準（２件）
5. 検査無料等のCOCOA内の表記についての問題（４件）
6. 誤通知、大量通知、遅延通知等のシステムの不具合（６件）
7. これまでの積極的疫学調査方針との不整合性（３件）
8. 国へ対する抜本的な制度改善の要望（５件）

通知数急増による保健所業務圧迫への危惧と、シ
ステムや制度の改善を望む意見が大半。



まとめ
• ８月中旬からのCOCOAからの接触ありの通知に基
づく相談、検査希望が急増している。

• 増加の傾向は、感染者数の増減やアプリ登録数の
増加状況とは全く相関せず、システム側の要因に
よることが懸念される。

• 陽性例は陽性率0.2％と他の検査に比して圧倒的に
低いが、接触の自覚のない事例も発見されており、
一定の効果は認められている。

• 今後、現行システムのままで登録数が増加すると
幾何級数的に通知が増加し相談機能、検査機能の
破綻につながると予想される。

• 早急にシステムの改善を行い、感染者を効率的に
発見する実効性のある制度とされることを要望す
る。
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