
 当会議では、都における新型コロナウイルスの感染の状況等、専門家に

よる分析結果を基に、現状の評価を行い、都としての必要な対応を検討

 知事、副知事、福祉保健局長、医療体制戦略監を始めとした関係局長等

に加え、専門家によって構成

東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

開催状況

回 開催日 主な議事

第1回 令和2年7月9日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都の検査体制・医療提供体制、モニタリングレ
ポート配信

第2回 令和2年7月15日 感染状況・医療提供体制の分析報告、医療提供体制の強化

第3回 令和2年7月22日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第4回 令和2年7月30日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第5回 令和2年8月6日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第6回 令和2年8月13日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第7回 令和2年8月20日 感染状況・医療提供体制の分析報告、重症基準

第8回 令和2年8月27日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第9回 令和2年9月3日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第10回 令和2年9月10日 感染状況・医療提供体制の分析報告

別添10



東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第11回 令和2年9月17日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第12回 令和2年9月24日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第13回 令和2年10月1日 感染状況・医療提供体制の分析報告、検査件数、都内感染者の状況

第14回 令和2年10月8日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第15回 令和2年10月15日 感染状況・医療提供体制の分析報告、東京iCDC

第16回 令和2年10月22日 感染状況・医療提供体制の分析報告、高齢者施設における対策強化

第17回 令和2年10月29日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第18回 令和2年11月5日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第19回 令和2年11月12日
感染状況・医療提供体制の分析報告、東京i CDCリスコミチームによる都民意識に関す
る予備調査の結果

第20回 令和2年11月19日
感染状況・医療提供体制の分析報告、新型コロナウイルス感染症患者の宿泊施設療養/入
院判断、今冬の新型コロナウイルスに対する感染予防のポイント

第21回 令和2年11月26日 感染状況・医療提供体制の分析報告、専用医療施設の開設

第22回 令和2年12月3日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第23回 令和2年12月10日 感染状況・医療提供体制の分析報告、死亡症例の傾向



東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第24回 令和2年12月17日
感染状況・医療提供体制の分析報告、新型コロナウイルス感染症患者の宿泊施設療養/入
院 判断フロー（更新）、年末年始に向けてのメッセージ、都民向け感染予防ハンド
ブック（概要）

第25回 令和2年12月24日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第26回 令和2年12月30日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第27回 令和3年1月7日 感染状況・医療提供体制の分析報告、コロナウイルスワクチン開発

第28回 令和3年1月14日
感染状況・医療提供体制の分析報告、新型コロナウイルス感染症に対するTEITの活動状
況と感染対策のポイント

第29回 令和3年1月21日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、自宅療
養者向けハンドブック

第30回 令和3年1月28日
感染状況・医療提供体制の分析報告、新型コロナウイルス大規模抗体疫学調査の結果、
感染状況の流行を踏まえた臨時対応

第31回 令和3年2月4日
感染状況・医療提供体制の分析報告、レジストリを活用した研究、後遺症に関する疫学
調査の結果

第32回 令和3年2月10日 感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況

第33回 令和3年2月18日 感染状況・医療提供体制の分析報告、実効再生産数の状況

第34回 令和3年2月26日
感染状況・医療提供体制の分析報告、国の指標及び目安、感染症流行状況を的確に捉え
た新たな対応の考え方



東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第35回 令和3年3月4日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、緊急事態宣言下の都民意識アンケート調査の結果、感染再拡
大の防止に向けて

第36回 令和3年3月12日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内変異株スクリーニング状況、感染再拡大の防
止に向けて（提言）

第37回 令和3年3月18日 感染状況・医療提供体制の分析報告、都内変異株スクリーニング状況

第38回 令和3年3月25日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内変異株スクリーニング状況、ワクチン接種の
状況

第39回 令和3年4月1日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、コロナ対策リーダー

第40回 令和3年4月8日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、健安研のゲノム解析による変異株発生状況

第41回 令和3年4月15日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、東京i CDCリスコミチームによる都民意識アンケート調査の
結果、全庁的な応援体制

第42回 令和3年4月22日 感染状況・医療提供体制の分析報告、都内変異株スクリーニング状況、死亡症例

第43回 令和3年4月28日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、戦略的検査の実施状況

第44回 令和3年5月6日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、重症例の若年化、若年層の感染経路、下水中に含まれる新型
コロナウイルスの流行状況調査



東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第45回 令和3年5月13日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、宿泊・自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果
、戦略的検査

第46回 令和3年5月20日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第47回 令和3年5月27日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第48回 令和3年6月4日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第49回 令和3年6月10日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第50回 令和3年6月17日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、ワクチン接種状況

第51回 令和3年6月24日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、新型コロナウイルス感染症後遺症リーフレット

第52回 令和3年7月1日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、広報媒体を活用した呼びかけ

第53回 令和3年7月8日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第54回 令和3年7月15日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況



東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第55回 令和3年7月21日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、東京２０２０大会における感染症対策

第56回 令和3年7月29日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、宿泊・
自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果、都内変異株スクリーニング状況、
東京２０２０大会における感染症対策

第57回 令和3年8月5日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、都内ワクチン接種状況

第58回 令和3年8月12日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第59回 令和3年8月20日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第60回 令和3年8月26日
新感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内
変異株スクリーニング状況、ワクチン接種に関する都民アンケート調査の結果

第61回 令和3年9月2日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、抗体カクテル療法の促進、感染症法に基づく協力要請

第62回 令和3年9月9日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、新型コロナワクチンについて、感染症法に基づく協力要請

第63回 令和3年9月16日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、宿泊・自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果
、東京２０２０大会

第64回 令和3年9月24日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、ワクチン接種率と死亡者数、東京２０２０大会（大会時の感
染状況、配水量から見る在宅での観戦状況）



東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第65回 令和3年9月30日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、重症者数と死亡者数の推移

第66回 令和3年10月7日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第67回 令和3年10月14日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、高齢者施設等の感染対策事例集

第68回 令和3年10月21日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内変異株スクリーニング状況、換気の重要性、
対策等、感染状況に応じた医療提供体制

第69回 令和3年11月11日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、宿泊・自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果

第70回 令和3年11月25日

感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、感染防
止対策取組状況に関する都民アンケート調査結果、ワクチン接種7ヶ月後の抗S1-IgG抗
体および中和抗体価測定の結果、感染防止対策取組状況に関する都民アンケート調査の
結果、抗体カクテル療養実施状況分析、都内変異株ゲノム解析結果

第71回 令和3年12月9日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査について、新規陽性者数に占めるブレイクスルー感染者、オミクロン株へ
の緊急対応

第72回 令和3年12月23日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、換気のポイント

第73回 令和4年1月6日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、換気の重要性と総合的な感染対策、年末年始における感染事例、
感染拡大時の保健・医療提供体制



東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第74回 令和4年1月13日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、Covid-19 AIシミュレーションプロジェクト

第75回 令和4年1月20日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、学生寮、部活動で集団感染を防ぐためのチェックリスト、自宅
療養者ハンドブック（改訂）

第76回 令和4年1月27日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、第5波と第6波の入院患者像の違い、海外の感染状況、感染状況
に応じた医療提供体制

第77回 令和4年2月3日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、飲食店における時短営業等の状況、コロナ後遺症相談窓口の相
談データ分析

第78回 令和4年2月10日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、宿泊・自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果

第79回 令和4年2月17日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、都民のワクチン接種状況

第80回 令和4年2月25日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、感染拡大防止・医療提供体制の充実

第81回 令和4年3月3日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、ワクチン接種状況等

第82回 令和4年3月10日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、ワクチン３回目接種



東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事／関係局

第83回 令和4年3月17日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、ワクチン追加接種の効果、新規陽性者と重症者の推移

第84回 令和4年3月24日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、都立・公社病院の外来を受診したコロナ後遺症患者の症例デー
タ分析

第85回 令和4年4月7日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、ワクチン接種の推進、医療提供体制

第86回 令和4年4月21日

感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、抗体保有調査の結果、東京i CDCリスコミチームによる都民アン
ケート調査の結果、若者向けコロナ感染予防チェックリスト、第６波の特徴、ワクチン
接種歴別の新規陽性者及び重症患者

第87回 令和4年5月12日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、海外のマスク状況、国内専門家発言要旨のまとめ


