
東京 ⼋王⼦ 病院でインフルエンザ患者が増
加 同時流⾏懸念
2022年11⽉28⽇ 17時26分  新型コロナウイルス

東京 ⼋王⼦市の病院では、インフルエンザの患者が、今⽉に⼊って多い週は5⼈確認され

ています。

去年のシーズンまでは、2年連続でほとんどみられなかったということで、医師は、同時

流⾏が起こると発熱した⼈を受け⼊れられる病院に患者が集中し、医療がひっ迫しかねな

いとして、懸念を強めています。

東京 ⼋王⼦市にある南多摩病院には、重症化リスクがある⼈を中⼼に多いときは20⼈以

上が発熱外来を訪れます。

この病院では、新型コロナとインフルエンザの感染の有無を同時に調べることができる抗

原検査キットを使っていて、病院によりますと、ほとんどが新型コロナと診断されている

ということです。

ただ、インフルエンザと診断される患者も、今⽉上旬から出始めて、多い週では5⼈確認

されたということです。

この病院では、去年のシーズンは2⼈、おととしは0⼈と、2シーズン連続でインフルエン

ザの患者は、ほとんど確認されてなかったということです。
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ニュース深掘り

もっと⾒る

ソーシャルランキング

この2時間のツイートが多い記事です

アクセスランキング

この24時間に多く読まれている記事です

給⾷時「適切な対策⾏えば会話は可
能」都道府県教委などに通知

1

2 都⽴⼤ 宮台真司教授が切りつけられ
る 逃⾛した男の⾏⽅捜査

3 社会学者の宮台真司さん切りつけ 逃
⾛した男は⾯識ないか

4 中国政府 各地に警察官動員「ゼロコ
ロナ」抗議活動を抑え込み

5 政府「カーボンプライシング」の導⼊
新たな制度案を了承
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都⽴⼤ 宮台真司教授が切りつけられ
る 逃⾛した男の⾏⽅捜査
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2 ⻑野県議会議員 妻を殺害した疑いで
逮捕 議員は容疑を否認

3
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NHKについて 新型コロナ ニュース 受信料の窓口

「NHK⼀般サイト プライバシーノーティス (パーソナルデータの取り扱い)」を公表しました。 こちらからご覧ください。
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内科・救急科の光永敏哉医師は、「相対的に⾒ると、ことしは増えている」として、新型

コロナとインフルエンザの同時流⾏が起こらないか警戒を強めています。

現在、この病院の発熱外来や病床は、まだひっ迫していないということですが、光永医師

は、「同時流⾏が起こると、救急のたらい回しや重症化リスクのある⼈が病院にかかるこ

とができない状況になってしまうおそれがある」と話しています。

東京都 新型コロナ 6⼈死亡 5767⼈感染確認 前週⽐1148⼈増
11⽉28⽇ 16時20分

中国 「ゼロコロナ」への⼤規模抗議活動 北京 上海 広州などで
11⽉28⽇ 19時14分

⾸都圏私鉄 特急電⾞の定額“サブスク” で利⽤回復狙う
11⽉28⽇ 6時28分

忘年会の飲⾷店予約 コロナ禍前の7割まで回復も⼈⼿不⾜が課題
11⽉28⽇ 6時29分

“習近平は退陣せよ” 上海でゼロコロナに異例の抗議活動
11⽉27⽇ 17時37分

特設サイト 新型コロナウイルス
新型コロナウイルスの⽇本国内の感染者数や最新ニュースはこちらです。

【新型コロナ 厚労省まとめ】100⼈死亡 11万7840⼈感染(25⽇)
11⽉25⽇ 20時52分

不正受給指南で得た報酬を⼝座に隠した疑い 会社社⻑ら5⼈逮捕
11⽉25⽇ 15時35分

⽣命保険⼤⼿3社が減益 コロナ感染者に⼊院給付⾦⽀払い膨らむ
11⽉25⽇ 16時47分

コロナ飲み薬「ゾコーバ」 28⽇から医療機関に本格供給開始へ
11⽉25⽇ 11時11分

あわせて読みたい

ニュースを検索 検索

特設サイト

【特設サイト】ウクライナ情勢

特設サイト

鉄道ニュース 全国各地の最新情報＋特
集記事 地⽅への潮流

特設サイト

おすすめ特設サイト

新着ニュース 地域ニュース

3
【ケースごとに詳しく】

4 ⼤阪 豊中「⼩学校で異臭」通報 児童
22⼈が搬送 いずれも軽症

5 “来週にもウクライナ全⼟にミサイル
攻撃か” ⽶シンクタンク

ランキング⼀覧へ

7時00分

 6時57分

6時52分

 6時50分

 6時49分

6時38分

6時36分

 6時33分

NEW  中国「ゼロコロナ」への抗議活
動 写真や動画が削除 検閲強化か

NEW  ⽶ロの核軍縮協議延期 ロシア⾼
官は年内の再開難しい認識⽰す

NEW  ⼩児科受診続ける⼤⼈の患者 成
⼈医療への移⾏提⾔ ⼩児科学会

NEW  ABU賞 テレビのドキュメンタリ
ー部⾨ NHKスペシャルが最優秀賞

NEW  中国 2035年までに約1500発の
核弾頭保有の可能性 ⽶国報告書

NEW  NATO外相会議初⽇ ウクライナ
への⽀援強化で合意

NEW  ワールドカップ セネガルがエク
アドルに勝ち決勝Tへ グループA

社会学者の宮台真司さん切りつけ 逃⾛
した男は⾯識ないか

新着ニュース⼀覧を⾒る
「NHK⼀般サイト プライバシーノーティス (パーソナルデータの取り扱い)」を公表しました。 こちらからご覧ください。
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「全国旅⾏⽀援」年明け以降も継続へ 割り引き率は20％に
11⽉25⽇ 11時52分

都道府県別の感染者数データ 特設サイト 新型コロナウイルス

【QAで】新型コロナ 塩野義飲み薬「ゾコーバ」効果や特⻑は︖
11⽉22⽇ 23時16分

⺟親のいない部屋で ⾃宅で看取った最後の5⽇間
85歳で亡くなった⺟親。⾃宅で看取るという選択をするまでにできることがあ
ったのでは。“後悔”が頭をよぎります。

新型コロナとインフルエンザ同時流⾏ 今できる備えは
11⽉16⽇ 19時36分

接種どうする︖ 進んでいる︖ オミクロン株対応ワクチン
11⽉14⽇ 21時09分

“有害”化学物質PFAS 各地で波紋広がる
11⽉24⽇ 20時52分

“働き損”︖年収は上がって欲しいけど私はもう働けない…
⻑引くコロナ禍に物価⾼。にもかかわらず、年収を思うように上げられない。
キーワードは“働き損”でした。

新型コロナ インフルエンザとの同時流⾏への備えと課題

【新型コロナとインフルエンザ】同時流⾏にどう備える?忽那賢志さ
んが解説

社会ニュース⼀覧へ戻る

シェアする

特集

最新・注⽬の動画

11⽉30⽇公開

最新のニュース映像や「１分でわかるニュー
ス」をご覧ください。

「NHK⼀般サイト プライバシーノーティス (パーソナルデータの取り扱い)」を公表しました。 こちらからご覧ください。
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シェアする

公式Twitter/facebook ※NHKサイトを離れます

    

  

テレビ

      

番組⼀覧はこちら

耕畜連携で“循環型
農業”に転換へ ⼭梨
県北杜市の挑戦
11⽉29⽇

温泉王国で「サウ
ナ」が熱い︕
11⽉29⽇

“ホームランは狙わ
ない”「⼩さな巨
⼈」の覚悟とは
11⽉29⽇

「きつい」「しんど
い」はもう古い “学
校体育”最前線
11⽉28⽇

災害は夜間と休⽇に
多いってほんと!? 調
べてみると

⽇本の船が⼈々を救
った︖ 100年前の
「救出劇」の真相
は︖

いつからもらい始め
るのがおトク︖１か
らわかる年⾦制度

ツイッターどうな
る︖疑問に担当記者
が答えます︕

ロシア軍事侵攻「こ
の冬の戦闘は激化す
る」専⾨家の最新分
析

忘年会の予約が急
増︕ことしの忘年会
は︖

「議⻑になれ︕」
「嫌だ︕」議⻑にな
りたくない 議会は
⼤混乱

「天ぷらうどん」な
んで⿂のすり⾝な
の︖ご当地グルメに
迫る

 特集⼀覧を⾒る

スペシャルコンテンツ⼀覧を⾒る

スペシャルコンテンツ

NHKニューストップ ＞  社会ニュース⼀覧 ＞  ニュース記事

ニュース 動画 News Up 特集 スペシャルコンテンツ NEWS WEB EASY

新着 社会 気象・災害 科学・⽂化 政治 ビジネス 国際 スポーツ 暮らし 地域

NHK NEWSWEB(facebook) NHKニュース(@nhk_news) 科学⽂化部(@nhk_kabun) 社会部(@nhk_syakaibu)

⽣活・防災(@nhk_seikatsu) 国際部(@nhk_kokusai) ネットワーク報道部(@nhk_network)

おはよう⽇本 ニュースLIVE!ゆう5時 ニュース7 クローズアップ現代 ニュースウオッチ9 サタデーウオッチ9 ⼿話ニュース

「NHK⼀般サイト プライバシーノーティス (パーソナルデータの取り扱い)」を公表しました。 こちらからご覧ください。
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