
新型コロナ ⽇本 1週間の死者数世界2位 新
規感染は最多 WHO
2022年8⽉19⽇ 4時06分  

WHO＝世界保健機関がまとめた今⽉14⽇までの1週間の新型コロナウイルスの感染状況

によりますと、⽇本は新規感染者数が4週連続で世界で最も多くなったほか、死者数が

1600⼈を超え、アメリカに次いで世界で2番⽬に多くなりました。

WHOは18⽇、新型コロナウイルスの世界全体の感染状況について新たな報告書を発表し

ました。

それによりますと今⽉8⽇から14⽇までの1週間の新規感染者数は、世界全体で546万

641⼈と、前の週より24％減少しました。 

このうち、⽇本は139万5301⼈と、前の週と⽐べて7％減りましたが、世界全体の新規感

染者数のおよそ4分の1を占め、4週連続で世界で最も多くなりました。 

また、同じ期間の⽇本の死者数は1647⼈と、前の週と⽐べて64％増え、アメリカに次い

で世界で2番⽬に多くなりました。 

WHOは、⼀部の国では検査⽅針の変更に伴って検査数⾃体が減少していることから、実

際の感染者数や死者数はさらに多い可能性もあるとしています。
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