
令 和 ２ 年 ４ 月 12 日 

山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

 

県内における新型コロナウイルス感染症の確認事例について（第 34 例目） 

 

１ 感染者の概要 

 (1) 年 代：６０代 

 (2) 性 別：男性 

 (3) 居住地：中山町 

 (4) 職 業：調査中（勤務状況：調査中） 

(5) 症 状：  

４月６日（月） 発熱（37℃台）あり 

※ 健診で異常（呼吸器以外の疾患疑い）を指摘され、４月７日に医療機

関でＣＴ検査を受けた結果、肺炎所見を指摘され、４月９日に保健所に

相談。４月 10 日に新型コロナ感染症外来で検体採取し、ＰＣＲ検査で陽

性が判明 

(6) 行動歴：発症前１か月の海外、県外への行動歴なし 

(7) 濃厚接触者：調査中 

  

２ 現在の状況 

  感染症指定医療機関に入院中 

 

３ 過去事例との関連 

  調査中 

 

〇県民の皆様へ 

  冷静に行動いただくとともに、手洗い、咳エチケット等の感染予防策を徹底して

ください。 

  また、感染拡大を防止するため、当面の間、県外との不要不急の往来はお控えく

ださるようお願いします。 

  県外からの参加が見込まれる集まりなどには、当面の間、県外の方の参加を見合

わせていただくなど、ご配慮くださるようお願いします。 

〇報道機関の皆様へのお願い 

  患者及びご家族等の個人情報の取扱いについては、個人情報保護の観点から、格

別のご配慮をお願いします。また、施設・医療機関等への取材はご遠慮いただきま

すようお願いいたします。 

 

 

 

  

【問い合わせ先】 

山形県健康福祉部健康福祉企画課 

薬務・感染症対策室 室長補佐 三浦 

TEL ０２３－６３０－２２９２ 

報道監 健康福祉部次長 渡邊 



令 和 ２ 年 ４ 月 12 日 

山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

 

県内における新型コロナウイルス感染症の確認事例について（第 35 例目） 

 

１ 感染者の概要 

 (1) 年 代：５０代 

 (2) 性 別：男性 

 (3) 居住地：上山市 

 (4) 職 業：調査中（勤務状況：4/4～健康観察中） 

(5) 症 状：  

４月９日（木） 発熱（37℃台）、咳、咽頭痛、鼻汁、関節痛あり 

10日（金） 発熱（37℃台）あり 

(6) 行動歴：発症前１か月の海外、県外への行動歴なし 

(7) 濃厚接触者：調査中 

 

２ 現在の状況 

  感染症指定医療機関に入院中 

 

３ 過去事例との関連 

  感染者 10、11 の家族 

 

〇県民の皆様へ 

  冷静に行動いただくとともに、手洗い、咳エチケット等の感染予防策を徹底して

ください。 

  また、感染拡大を防止するため、当面の間、県外との不要不急の往来はお控えく

ださるようお願いします。 

  県外からの参加が見込まれる集まりなどには、当面の間、県外の方の参加を見合

わせていただくなど、ご配慮くださるようお願いします。 

〇報道機関の皆様へのお願い 

  患者及びご家族等の個人情報の取扱いについては、個人情報保護の観点から、格

別のご配慮をお願いします。また、施設・医療機関等への取材はご遠慮いただきま

すようお願いいたします。 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】 

山形県健康福祉部健康福祉企画課 

薬務・感染症対策室 室長補佐 三浦 

TEL ０２３－６３０－２２９２ 

報道監 健康福祉部次長 渡邊 



令 和 ２ 年 ４ 月 12 日 

山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

 

県内における新型コロナウイルス感染症の確認事例について（第 36 例目） 

 

１ 感染者の概要 

 (1) 年 代：５０代 

 (2) 性 別：女性 

 (3) 居住地：米沢市 

 (4) 職 業：従業員（勤務状況：4/7～休み） 

(5) 症 状：  

４月９日（木） 

 ～10日（金） 
咽頭痛、咳あり 

(6) 行動歴：発症前１か月の海外、県外への行動歴なし 

(7) 濃厚接触者：なし 

  

２ 現在の状況 

  感染症指定医療機関に入院中 

 

３ 過去事例との関連 

  感染者 16 の同僚 

 

〇県民の皆様へ 

  冷静に行動いただくとともに、手洗い、咳エチケット等の感染予防策を徹底して

ください。 

  また、感染拡大を防止するため、当面の間、県外との不要不急の往来はお控えく

ださるようお願いします。 

  県外からの参加が見込まれる集まりなどには、当面の間、県外の方の参加を見合

わせていただくなど、ご配慮くださるようお願いします。 

〇報道機関の皆様へのお願い 

  患者及びご家族等の個人情報の取扱いについては、個人情報保護の観点から、格

別のご配慮をお願いします。また、施設・医療機関等への取材はご遠慮いただきま

すようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】 

山形県健康福祉部健康福祉企画課 

薬務・感染症対策室 室長補佐 三浦 

TEL ０２３－６３０－２２９２ 

報道監 健康福祉部次長 渡邊 



令 和 ２ 年 ４ 月 12 日 

山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

 

県内における新型コロナウイルス感染症の確認事例について（第 37 例目） 

 

１ 感染者の概要 

 (1) 年 代：５０代 

 (2) 性 別：女性 

 (3) 居住地：大蔵村 

 (4) 職 業：特別養護老人ホーム関連事業所の職員（勤務状況：4/6 午後～休み） 

(5) 症 状： 

４月６日（月） 咽頭痛あり 

４月７日（火）～ 発熱（37～38℃台）あり 

(6) 行動歴：発症前１か月の海外、県外への行動歴なし 

(7) 濃厚接触者：調査中 

  

２ 現在の状況 

  感染症指定医療機関に入院中 

 

３ 過去事例との関連 

  感染者５，９の職場の関連事業所職員 

 

〇県民の皆様へ 

  冷静に行動いただくとともに、手洗い、咳エチケット等の感染予防策を徹底して

ください。 

  また、感染拡大を防止するため、当面の間、県外との不要不急の往来はお控えく

ださるようお願いします。 

  県外からの参加が見込まれる集まりなどには、当面の間、県外の方の参加を見合

わせていただくなど、ご配慮くださるようお願いします。 

〇報道機関の皆様へのお願い 

  患者及びご家族等の個人情報の取扱いについては、個人情報保護の観点から、格

別のご配慮をお願いします。また、施設・医療機関等への取材はご遠慮いただきま

すようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】 

山形県健康福祉部健康福祉企画課 

薬務・感染症対策室 室長補佐 三浦 

TEL ０２３－６３０－２２９２ 

報道監 健康福祉部次長 渡邊 



令 和 ２ 年 ４ 月 12 日 

山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

 

県内における新型コロナウイルス感染症の確認事例について（第 38 例目） 
 

１ 感染者の概要 

 (1) 年 代：２０代 

 (2) 性 別：女性 

 (3) 居住地：山形市 

 

 

 

 

 

＜詳細は山形市より発表＞ 
 

 

 

 

 

 

 

〇県民の皆様へ 

  冷静に行動いただくとともに、手洗い、咳エチケット等の感染予防策を徹底して

ください。 

  また、感染拡大を防止するため、当面の間、県外との不要不急の往来はお控えく

ださるようお願いします。 

  県外からの参加が見込まれる集まりなどには、当面の間、県外の方の参加を見合

わせていただくなど、ご配慮くださるようお願いします。 

〇報道機関の皆様へのお願い 

  患者及びご家族等の個人情報の取扱いについては、個人情報保護の観点から、格

別のご配慮をお願いします。また、施設・医療機関等への取材はご遠慮いただきま

すようお願いいたします。 

 

 

 
【問い合わせ先】 

山形県健康福祉部健康福祉企画課 

薬務・感染症対策室 室長補佐 三浦 

TEL ０２３－６３０－２２９２ 

報道監 健康福祉部次長 渡邊 
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県内における新型コロナウイルス感染者の確認事例について 

 
（R２．４．12 時点） 

事例 公表日 発生届日 年代 性別 居住地 備  考 

１ R2.3.31 R2.3.31 20 代 女性 神奈川県 
自動車教習所（米沢市）の運転

免許合宿参加のため来県 

２ R2.4.1 R2.3.31 60 代 男性 上山市 
旅館（上山市）従業員（調理担

当） 

３ R2.4.2 R2.4.1 60 代 男性 新庄市  

４ R2.4.4 R2.4.3 60 代 女性 新庄市 事例３の同居家族 

５ R2.4.4 R2.4.3 30 代 女性 新庄市 事例３の同居家族 

６ R2.4.4 R2.4.3 30 代 女性 新庄市 
事例３の親戚、事例７、８の家

族 

７ R2.4.4 R2.4.3 
10歳 

未満 
女性 新庄市 

小学生、事例３の親戚、事例６、

８の家族 

８ R2.4.4 R2.4.3 乳児 女性 新庄市 
事例３の親戚、事例６、７の家

族 

９ R2.4.5 R2.4.4 20 代 女性 大蔵村 

事例５の同僚 

大蔵村の特別養護老人ホーム

職員 

10 R2.4.5 R2.4.4 20 代 男性 上山市 

東京から来県した友人（※）と

接触歴あり 

運送業勤務 

11 R2.4.6 R2.4.5 50 代 女性 上山市 

事例 10 の家族 

小規模多機能型居宅介護事業

所勤務 

12 R2.4.6 R2.4.5 20 代 男性 米沢市 事例 10 の友人 

13 R2.4.6 R2.4.5 20 代 男性 鶴岡市 
仙台市のパブ（クラスター発生

施設）を利用 

14 R2.4.7 R2.4.6 20 代 男性 南陽市 
事例 12 の友人 

ワイナリー勤務 

15 R2.4.7 R2.4.6 20 代 男性 高畠町 
事例 12 の友人 

消防署勤務 

16 R2.4.7 R2.4.6 40 代 女性 高畠町 事例 10、事例 12 の友人の家族 

17 R2.4.7 R2.4.6 50 代 女性 飯豊町 事例 10 の同僚 

18 R2.4.7 R2.4.6 20 代 男性 鶴岡市 
事例 13 と一緒に仙台市のパブ

（クラスター施設）を利用 

19 R2.4.7 R2.4.6 50 代 男性 上山市  

20 R2.4.8 R2.4.8 40 代 女性 鶴岡市 事例 18 の家族 
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事例 公表日 発生届日 年代 性別 居住地 備  考 

21 R2.4.8 R2.4.7 20 代 男性 鶴岡市 事例 18 の家族 

22 R2.4.8 R2.4.7 40 代 男性 酒田市 
発症前に仕事で車で首都圏

へ 

23 R2.4.9 R2.4.8 20 代 男性 鶴岡市 事例 13 の友人 

24 R2.4.9 R2.4.8 50 代 男性 高畠町 事例 15 の家族 

25 R2.4.9 R2.4.8 80 代 男性 高畠町 事例 15 の家族 

26 R2.4.9 R2.4.8 70 代 女性 高畠町 事例 15 の家族 

27 R2.4.9 R2.4.9 20 代 女性 山形市 4/9 山形市で公表 

28 R2.4.10 R2.4.9 50 代 女性 米沢市 事例 16 の同僚 

29 R2.4.10 R2.4.9 50 代 女性 米沢市 事例 16 の同僚 

30 R2.4.10 R2.4.9 50 代 女性 南陽市 事例 16 の同僚 

31 R2.4.10 R2.4.9 40 代 女性 酒田市 事例 22 の家族 

32 R2.4.10 R2.4.9 10 代 女性 酒田市 事例 22 の家族 

33 R2.4.11 R2.4.10 50 代 男性 米沢市 事例 24 の同僚 

34 R2.4.12 R2.4.11 60 代 男性 中山町 調査中 

35 R2.4.12 R2.4.11 50 代 男性 上山市 事例 10,11 の家族 

36 R2.4.12 R2.4.11 50 代 女性 米沢市 事例 16 の同僚 

37 R2.4.12 R2.4.12 50 代 女性 大蔵村 
事例５，９の職場の関連事業

所職員 

38 R2.4.12 R2.4.12 20 代 女性 山形市 （山形市で調査中） 

（※）都内の保健所に検査依頼中 


