新型コロナウイルスCOVID-19 時系列データ
世界

米国

2020年12月号・2021年5月号・2021年12月号に引き続き、ガルフスト
リーム編集部では2021年12月から2022年5月における新型コロナウイ
ルスに関連した出来事について、時系列でまとめました。 （編集部）

テキサス州・ヒューストン

1日 オミクロン株が初めてカリフォルニ 1日

アで発見される

商工会関連

日本

約55％のテキサス州民がワクチ 5日 第一回宇宙セミナーをオンラインで 3日 3回目接種に国産ワクチン 塩野義製
ンを接種完了
開催
薬 臨床試験開始

7日 米ファウチ博士 オミクロン株“重 6日

5日 オミクロン株国内3例目 日本人初の
オミクロン株の感染が初めてハリ
症化あまり見られない”
ス郡で発見される
感染確認 イタリアに滞在歴
9日 WHO オミクロン株は重症化や 9日 CDCが16～17歳 の 子 供 に 対 す る 17日 ヒューストンのターナー市長が陽 9日 あそぼーかい 対面開催
19日 アプリでコロナワクチン接種証明始ま
入院リスクはデルタ株より低い傾
新型コロナワクチンのブースター
性
る
12月
向と公表
接種を推奨すると発表
12日 オミクロン株 中国本土で初の 14日 新型コロナ 死者の累計80万人超
14日 理事委員会をハイブリッド形式で開 27日 東京 江戸川区 コロナ支援 住民税
感染確認 国営メディア
に オミクロン株警戒強まる
催
非課税世帯に10万円給付開始
14日 WHO オミクロン株は世界のほ 23日 メ ル ク 開 発 の 新 型 コ ロ ナ 飲 み 薬

とんどの国に拡大と対策を呼び
かけ

28日 12/28から、オミクロン株感染者と同じ

米FDAが「緊急使用の許可」

飛行機の乗客
列”

4日 ヨーロッパで感染拡大歯止めか 4日 アメリカ 一日の感染者100万人超

からず 各国で感染者過去最多
に

2日

東京都 新型コロナ 103人感染確認
100人超は去年の10月8日以来

5日 CDCが12～17歳 の 子 供 に 対 す る 10日 ハリス郡のコロナ脅威レベルが 11日 ハリス郡のコロナ脅威レベル引き上 9日

沖縄・山口・広島の3県に「まん延防
止措置」適用 1月末まで

オミクロン株拡大か

Level 1に上がる

新型コロナワクチンのブースター
接種を推奨すると発表
16日 北 京 五 輪 ・ パ ラ

げに伴い図書館の来館人数を1枠
10名に変更

15日 テキサスがオミクロン株のピーク

一般向けチ
ケット販売せず 招待客のみ 組
織委

1月

濃厚接触は“前後2

14日 濃厚接触者の待機期間短縮（14日→

10日）厚生労働省

を迎え、新規感染者数6万人を
記録
19日 CDCが公共交通機関でのマスク着

18日 常任委員会と定例講演会をオンラ 20日 5歳～11歳の子ども対象

インで開催 2/27開催予定のテキサ
ス会ゴルフコンペは延期、今春開
催予定のピクニックとジャパンフェス
ティバルは中止を発表

用を義務化

19日 コロナ検査キット 各家庭に無料配

ワクチン接

種 厚労省が正式承認

21日 政府「まん延防止措置」13都県 追加

決定 2022年1月21日から2月13日

布

26日 「まん延防止」適用地域 きょうから34

都道府県に拡大
2日

同居家族の濃厚接触者待機期間 感
染対策とれば7日間に短縮

5日

「まん延防止」和歌山県の追加を決定
5日～27日
13日 「まん延防止」13都県が3月6日まで延
長 高知も12日から適用
16日 ドイツ 新型コロナの規制を段階
2月

16日 理事委員会をオンラインで開催

15日 入 国 者 上 限1日5000人 に 引 き 上 げ

緩和 来月20日以降大部分撤廃
へ

観光以外容認で調整

19日 エリザベス女王 新型コロナに感

19日 テキサスでオミクロン株B.1.1.52

染 症状は軽い 英王室が発表

17日 政府「まん延防止等重点措置」17道

系統が94.4％を占める

府県の延長と5県の解除 決定

24日 ハリス郡のコロナ脅威レベルが 26日 ハリス郡のコロナ脅威レベル引き下 20日 「まん延防止等重点措置」5県で解除

Level 2に下がる
25日 米CDC 感染 拡大 落 ち着 いた 地 28日 Houston

Livestock Show
Rodeoが3/20まで開催される

域は「マスク着用不要」の新指針
7日 NY市 マスク着用や接種証明の

げに伴い図書館の来館人数を1枠
16名に変更
&

24日 田辺三菱製薬 子会社が開発の新型

コロナワクチン カナダで承認
3日 あそぼーかい ハイブリッド開催

確認義務など規制が撤廃

6日

「まん延防止」18都道府県で延長 13
県で解除

13日 中国 新型コロナ 一日で2100人 10日 全米50州でマスク着用義務なしに 10日 ハリス郡のコロナ脅威レベルが 12日 補習校で3年ぶりに対面の卒園・卒

Level 3に下がる

余の感染確認
18日 中国 吉林省 コロナ感染者2
3月

業式・修了証書授与式が執り行わ
れる

11日 SXSW 2022がオースティンでフ 15日 理事委員会をハイブリッド形式で開

人死亡 中国での死者は去年1
月以来

ルプログラムで開催される

21日 中国 コロナ感染拡大続 1日で

催

19日 テキサスでオミクロン株BA2系統 16日 ショーイングジャパン活動再開に向 21日 「まん延防止」21日で全て解除 約2か

4500人超 長期化を警戒

が過半数の52.7％を占める

けてミーティング

月半ぶり適用地域なくなる

28日 中国 上海市 新型コロナ感染

28日 水際対策緩和 観光除く外国人の新

再拡大で市内全域対象にPCR
検査

規入国再開

6日 新型コロナ 新たな変異ウイル 5日 CDC 新型コロナ“感染者の7割以 2日

ス「XE」イギリスなどで報告

上が「BA.2」と推定”

テキサスでオミクロン株BA2.12.1 2日 第一回古本市を完全予約制で開 1日 “布マスク”配送開始 在庫解消も保
系統による感染拡大を確認
催
管費は約9億6000万円に
8日 あそぼーかい 対面開催
9日 補習校で対面の入園・入学式が執

り行われる
16日 補習校ガイドラインの修正により、 10日 一日当たりの入国者数上限 きょうか

マスク着用は任意、カフェテリアで
の摂食を再開

4月
18日 ブラジル 新型コロナ 緊急事態 18日 1/19のCDCによる公共交通機関で

宣言を2年ぶりに解除
22日 2年ぶり開催

リオのカーニバル
新型コロナに関連したテーマ選
ぶチームも

6

17日 ソフトボール大会を3年ぶりに開催

のマスク着用義務が撤廃

ら1万人に引き上げ
10日 新型コロナウイルス “XE” 国内検疫

で初確認 成田到着の女性
21日 常任委員会と定例講演会を2年3ヵ 22日 塩野義製薬 開発中のワクチン臨床

月ぶりに、対面形式で開催

Gulf

Stream

試験の最新データ公表 “安全性確
認”
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