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秘書室長（左）に山本泰人区長あ
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今 、自治 体独 自に ＰＣ Ｒ
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東京 都が 公表し た８月 ２日 時点の 中
央区内 の感 染者数 は、２ ４１ 人、そ の
内、１６８人は既に退院されています。
中央 区の ＰＣＲ 検査セ ンタ ーでの 検

その 内、陽 性９ ８、陽 性率 ９・８ ２％
（８月１日現在）となっています。
し かし週 ごと の集計 （上 グラフ ）で
は、 陽性率 は直 近で１ ４・ ６７％ と高

査実施結果では、検査件数計が９９８、 くなってきています。
中央区内でも、区職員や教員
の感染、区内グループホームで
の集団感染（８名）、私立認可
保育園に勤務している職員の感
染が判明するなど、感染が拡大
しています。
現在の感染急拡大を抑止する
には、ＰＣＲ等検査を文字通り
大規模に実施し、陽性者を隔離・
保護するとりくみを行う以外に
ありません。
日本のＰＣＲ検査の実施数は、
人口比で世界で１５９位と大変
遅れています。
声をあげ、国、東京都、中央
区を動かしましょう。

▲上のグラフは、中央
区HPに掲載されている検
査センターでの検査実績
を、週ごとに集計したも
のです。
陰性週合計（1週間の
陰性者数の合計）の欄の
上段1～12は、検査が始
まった5月13日～16日を
第1週（1）とし、第12週
（12）が直近の7月28日
～8月1日の週となります。
週ごとに陽性率を計算
すると、陽性率が上がっ
ていることがわかります。

◀ご協力いただけましたら、下記に電話、または
Faxをお願いします
☎ 03-3551-6820 Fax 03-3552-3769
日本共産党中央地区委員会（中央区入船3-4-2）気付
日本共産党中央区議団
Fax 03-3546-9570

