
 ジャッグジャパン株式会社による都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップ

 ジョンズ・ホプキンス大による感染状況ダッシュボード

■	はじめに：2020年3月のパンデ
ミック発生から2020年秋現在に
至るまでの情報共有の取り組み

全世界の新型コロナウイルス感染者数
は、2020年秋には5,000万人を超え、ジョ
ンズ・ホプキンス大学がArcGIS Online
で構築した感染状況ダッシュボードで状
況を確認された方は多いだろう。2020年
3月11日にWHOがパンデミックを宣言す
る以前、全世界の感染者が500人にも満
たない2020年1月末のころからこのダッ
シュボードは新型コロナウイルス感染拡
大の危険性を世界に発信し、現在も依然
として人 に々注意を喚起している。

ジョンズ・ホプキンス大学が先鞭をつけ
たこのような感染状況の共有は、世界各
国でArcGIS Onlineを活用し行われて
いる。日本においては、ジャッグジャパン
株式会社がまだ国内の感染者数が50
人に満たない2020年2月に早くも「都道
府県別新型コロナウイルス感染者数マッ
プ」を公開し、中国、韓国を含むアジア各
国、ヨーロッパ各国、南北アメリカ大陸各
国、またアメリカ国内では州レベルのダッ
シュボードの公開が相次いだ。

アメリカでは、2020年秋における感染者
数の累計が1,000万人を超え、世界の累

計感染者数の
2 0 %を占める
深 刻な状 況に
陥っている。米
国Esr i社は感
染拡大の傾向
を郡レベルで可
視化する「Esri 
CovidPulse」
ダッシュボード
を2020年9月に

公開している。このダッシュボードは、週ご
とに感染者数、死亡者数、累積感染者数

の折れ線グラフを各郡のマップ上に表現
することでその地域の傾向を一瞥で理解
できるように工夫されている。

次のセクションでは、感染急拡大のさな
か、GISを活用し医療体制の最適化を
図った米国ジョージア州の事例を紹介
する。

■	医療体制を確保するための取り
組み：米国ジョージア州

米国ジョージア州では、州内で60,000
件以上の新型コロナウイルス感染が確
認された時点で、州知事のブライアン・ケ

ンプ氏は、病床の需
要予測に基づいて、
ジョージア州の医
療能力を急増させる
べきかどうかの判断
を迫られていた。そ
こで新型コロナウイ
ルスデータ分析タス
クフォースが招集さ Esri CovidPulse
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医療現場における新型コロナウイルス対応  海外事例と今後の課題
米国ジョージア州における病床と人工呼吸器の需要予測
にGISを活用～新型コロナウイルスワクチンの効率的、公正
な配布を進める上での課題とGISの可用性



ArcGIS Insightsを活用することで、空
間および非空間の分析を探索的に繰り
返し実行できるようになった。「私たちが
ArcGIS Insightsを選択した理由は、膨
大なデータに基づいた意思決定を行う
ための単一の仕組みが必要だったから
です。モデルのさまざまな組み合わせを
見て、州内に14か所ある地域病院のカ
バーエリアごとに分解して、現在のキャ
パシティと対応能力を予測値とともに
より深く理解できるようにする必要があ
りました」とミラー氏は語った。ArcGIS 
Insightsを活用することで、タスクフォー
スはさまざまなモデルの出力を1か所に
まとめて迅速かつ効率的に視覚化し、意
思決定者が簡単に利用できるようにした。

「州当局者にとってデータを可視化す
る機能は信じられないほど便利であるの
に加え、作業時間の節約は天文学的な
ものでした。私は州当局者の部屋に座っ
て、彼らがArcGIS Insightsの可視化機
能を使って結論を導き、意思決定を行う
現場に立ち会いました。分析機能と可視
化機能は非常に強力で、意思決定を効
果的に支援していました」とミラー氏は述
べている。「以前なら導き出された洞察
や、モデリングチームの作業結果にアク
セスすることができなかったであろう人
たちに透明性を持ってデータを渡すこと
ができるようになりました」と続けた。この
プロジェクトを通し、州の意思決定者は
新型コロナウイルス感染拡大下における
病院のキャパシティと感染拡大が進んだ
際の適応能力をよりよく理解できるよう
になり、今後の感染拡大に備えることが

れ、ジョージア州の医療制度の能力を高
めるために外部からの支援を要請すべき
かどうかの検討がスタートした。ジョージ
ア州の地理空間情報責任者でありタス
クフォースのメンバーであるスーザン・ミ
ラー氏は、「利用可能な病床（一般および
集中治療室（ICU）のベッド）と人工呼吸
器の数を正確に把握する必要がありまし
た。これらすべてのリソースの状況を理解
し、さまざまなシナリオの下で感染者が
病院に殺到する可能性があるかどうかを
調査する必要がありました。そして、州の
意思決定者は、現在の適応能力を理解
するだけでなく、この前例のない危機が
近い将来どうなるかを予測する必要もあ
りました」と語った。タスクフォースは、病
院管理者がデータベースに蓄積された
データを簡単に閲覧し現状を把握するた
めのソリューションを必要としていた。作
業をすぐさまスタートし、スプレッドシート
に蓄積されたデータを元にデータベース
を構築し、グラフィカルに表示することで
現状把握は可能になり、ケンプ知事に対
する助言を行うこともできた。しかし、病
床と人工呼吸器の需要予測は依然とし
て困難だった。病床と人工呼吸器の需要
予測モデルの開発のために、ジョージア
工科大学やマサチューセッツ工科大学な
どさまざまな機関の協力を得ながら、ペ
ンシルベニア大学の新型コロナウイルス
病院影響モデル（CHIME）のデータと、
ワシントン大学の保健指標評価研究所

（IHME）モデルが活用された。モデリン
グの結果を視覚化するために、開発チー
ムはArcGIS Insightsを選択した。

 ArcGIS Insightsを活用した予測モデルの視覚化

可能になったのである。

次のセクションでは、開発が急がれている
新型コロナウイルスワクチンの効率的、公
正な配布を進める上での課題とGISの可
用性を紹介する。

■	今後の医療活動を効率的に行う
ための試み

早ければ2020年内に新型コロナウイル
スワクチンの配布開始が予定されている
ため、世界中の政府は、ワクチンを大規
模に配布する準備ができている必要が
あるだろう。これには、ワクチンの氷点下
での保管要件を満たす冷凍庫の確保、
脆弱なコミュニティの支援、告知・連絡
体制の確立など多くの課題が含まれる。
そしてこれは、歴史上最も複雑で世界的
な予防接種の実施になるだろう。パンデ
ミックが始まって以来、2020年を通じ
て、政府および感染症対策の担当者は、
前述のようにデータ共有、分析、および計
画策定のためにGISテクノロジーを活用
してきた。そして、同じGISアプローチがワ
クチンの配布においても不可欠であるこ
とは明白だろう。ワクチン配布の優先順
位と、告知に関連する計画を調整したり、
物流とサプライチェーンの容量と運用を
分析したりするなど、すべての取り組みに
おいてGISは、効率的で公正なワクチン
配布の計画、実施、および管理を支援す
るための基盤となるだろう。すでに、米国
では保健社会福祉省（HHS）が国防総
省（DoD）および米国疾病予防管理セン
ター（CDC）と連携して、2020年秋に暫
定的なワクチン配布のガイドラインを発
表している。GISは、ワクチンの迅速かつ
透明性をもった配布、安全な管理、リア
ルタイムなトレーサビリティの担保を実現
するITシステムの不可欠な部分であり、
ワクチン配布の取り組みの中心的な役割
を果たすことが期待されている。その取り
組みの中で、GISが以下の5つの課題領
域で威力を発揮するであろうと考えられ
ている。
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1.	ワクチンの保管と配布が可能な施設
の特定

ワクチンの接種プロセスにおいて潜在的
な施設をマッピングすることは、その地域
で対応可能な接種対象人口を特定する
ための最初のステップである。現在開発
中の２つの主要なワクチン候補は両方と
も冷蔵が必要であり、一方は摂氏-70度
での超冷蔵が必要である。この種の冷蔵
施設は、大規模な病院、研究施設、およ
び一部の大規模な薬局に存在し、通常
すでに他のワクチンを投与している施設
である可能性がある。よって、これらの大
規模な施設は、ワクチン配布プロセスの
フェーズ1で活用されるだろう。

この段階では、ワクチン接種の対象者は
限定され、新型コロナウイルスに感染した
患者に直接曝露する可能性のある医療
現場で働く人々、社会活動に不可欠な仕
事に従事する人々、たとえば救急隊員およ
び警察官、食品および流通従事者、教師
および学校職員、保育士などが含まれる。
流通プロセスのフェーズ2では、より多くの
ワクチンが利用可能になると予想される。
このフェーズでは、職場、診療所、病院、保
健所、小売店、高齢者センターなどでの接
種が必要になってくるだろう。

2.	接種を優先する集団の特定および優
先順位付け

ワクチンの供給量はすぐには十分ではな
いため、利用可能な分量を戦略的かつ
倫理的に分配することが重要になるだろ
う。次に優先されるグループは、癌、糖尿
病などの基礎疾患を持っている人々、65
歳以上の高齢者などが含まれる。優先順
位付けの3番目のグループは、ウイルス感
染に脆弱な、たとえば、身体障碍者、ホー
ムレスなどの社会的弱者、移動手段を持
たない人々などが含まれる。ワクチン配布
の担当組織は、総人口と各優先グループ
の人口を把握し、その人口のうち何人が
予防接種会場に容易に来ることができる
のかを確認することが必要になる。すべて
のニーズが確実に満たされるように、優先
グループの人数、施設の収容人数、ワク
チンの供給量を一致させることが重要に 
なる。

3.	アクセスのギャップ特定および代替
配布オプションの策定

潜在的なワクチン接種施設の特定と、対
象集団の優先順位付けを行うと共に、需
要と供給のギャップを確認し、緩和のた
めのシナリオを作成する必要があるだろ
う。ワクチン配布計画のフェーズ2では、
優先的な集団に含まれない人々でワクチ
ン接種を希望する人々がワクチン接種会
場の収容能力を超えてしまう可能性があ
る。また計画された接種会場に来ることが
難しい人々をカバーするために、GISを活
用し便利な場所に特別な接種場所を設
ける、あるいは、訪問型ワクチン接種チー

ムを配置するなどの工夫が必要になるだ 
ろう。

4.	ワクチンの保管および在庫管理システ
ムの実装

現在のワクチン候補はいずれも、新型コ
ロナウイルスに対する免疫生成のために
2回の接種が必要で、相互のワクチンに
は互換性がない。したがって、どのワクチ
ンの接種を受けたのかを記録し、いつ2
回目の接種を受けるのかを計画するこ
とが不可欠になる。このため、ワクチン接
種を担当する組織は、ワクチンをまとめ
て保管する容器、個体容器と個々の予
防接種記録を紐づけて記録するシステ
ムを必要とする。システムは変更があり
うるワクチン接種プロセスに対応し、ワ
クチンの供給、有効期限、および潜在的
なトラブルの追跡をサポートする必要が 
ある。
ワクチン供給状況の追跡に加えて、医療
従事者のための個人用保護具（PPE）と
ワクチンキット（針、注射器、アルコール、
パッドなど）の在庫を管理する必要もあ
る。ArcGIS Survey123を活用すると、
スマートフォンまたはタブレットでこの
データを収集するための使いやすいアプ
リを運用することができる。今まで行って
きた、入退院、病床数、PPEの在庫に関
するデータを収集したり、個体容器の2
次元バーコードを読み取りワクチンを追
跡したりすることができる。収集されたす
べてのデータはダッシュボードに反映さ
れ、絶えず変化する状況の定量データを
リアルタイムで意思決定者に提供するだ 
ろう。
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5.	透明で正確なコミュニケーションの
提供

ワクチン接種が始まると、計画の進捗確
認、トラブルの監視、およびワクチン接種を
受けたグループの追跡など、全体のプロセ
スがどの程度機能しているか確認する必
要があるだろう。初期段階で透明性を担
保すればワクチン接種のプロセスは信頼
され、ワクチン接種のための各種リソース
を各地域に割り当てるために必要な情報

が提供されるだろう。ArcGIS Hubは、地
域住民を含む利害関係者の情報交換、
共有に必要なコミュニティエンゲージメン
トプラットフォームとして特別に構築され
ており、ワクチン接種に関連するデータ、
マップ、およびアプリへのアクセスを提供す
る。たとえば、イリノイ州レイク郡のデータ
ハブは、その地域の重要な新型コロナウイ
ルス関連情報を提供している。

世界中の政府および対応組織は、ワクチ
ンを配布するための計画を立てる際に、
これら５つの課題領域において滞りなく
対応する必要がある。効果的な予防接種
キャンペーンを推進し、ワクチン配布プロ
セスに対する国民の信頼を強化するに
は、コミュニケーションを明確に、かつ透
明性の高い方法で実施する必要がある。
2020年秋の段階でワクチンはまだ利用で
きないが、パンデミック発生から今日まで
の対応に学んだ教訓は、ワクチンの大量
配布においてもGISの活用が必須となると
いうことだろう。

本稿は、以下米国Esri社記事を基に再構
成された（2020年11月）
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