
 
 

 

新型コロナウイルス感染症の確認事例について 

（山形市内２７～２９例目） 
 
昨日（１２月２日）、山形市内２７～２９例目となる新型コロナウイルスの感染者が確認されました。 
感染経路や接触者の状況については、現在、詳細を確認中です。今後、濃厚接触者の把握を含めた積極的

疫学調査を確実に行い、感染拡大防止に努めてまいります。 

 

 

Ⅰ 市内２７例目の概要 

１ 感染者の概要 

（１） 年 代：４０代 

（２） 性 別：女性 

（３） 居住地：山形市 

（４） 職 業：団体職員（勤務状況：１１月２９日～休み） 

２ 症状、経過 

１１月３０日（月）～ ・咳 

１２月 １日（火）～ ・発熱（３７～３８℃台） 

・市内２５例目の濃厚接触者として新型コロナ感染症外来に受診誘導 

１２月 ２日（水） ・新型コロナ感染症外来受診 

・ＰＣＲ検査の結果、陽性を確認 

・感染症指定医療機関に入院を勧告 

１２月 ３日（木） ・感染症指定医療機関に入院 

３ 行動歴 

・発症前２週間の海外及び県外への行動歴なし 

４ 濃厚接触者について 

・現時点で判明している濃厚接触者は、なし 

５ 県内過去事例との関連 

・市内２５例目（県内１４１例目）の同居家族 

 

Ⅱ 市内２８例目の概要 

１ 感染者の概要 

（１） 年 代：６０代 

（２） 性 別：男性 

（３） 居住地：山形市 

（４） 職 業：無職 

２ 症状、経過 

  症状：特になし 

１２月 １日（火） ・市内２５例目の濃厚接触者として新型コロナ感染症外来に受診誘導 

１２月 ２日（水） ・新型コロナ感染症外来受診 

・ＰＣＲ検査の結果、陽性を確認 

・感染症指定医療機関に入院を勧告 

１２月 ３日（木） ・感染症指定医療機関に入院 

３ 行動歴 

・発症前２週間の海外及び県外への行動歴なし 

４ 濃厚接触者について 

・現時点で判明している濃厚接触者は、なし 

５ 県内過去事例との関連 

・市内２５例目（県内１４１例目）の同居家族 

 

 

 

 

令 和２ 年１２ 月３ 日 

保健所長記者会見資料 



 

Ⅲ 市内２９例目の概要 

１ 感染者の概要 

（１） 年 代：７０代 

（２） 性 別：女性 

（３） 居住地：山形市 

（４） 職 業：無職 

２ 症状、経過 

  症状：特になし 

１２月 ２日（水） ・市内２６例目の濃厚接触者として新型コロナ感染症外来に受診誘導 

・新型コロナ感染症外来受診 

・ＰＣＲ検査の結果、陽性を確認 

・感染症指定医療機関に入院を勧告 

１２月 ３日（木） ・感染症指定医療機関に入院 

３ 行動歴 

・発症前２週間の海外及び県外への行動歴なし 

４ 濃厚接触者について 

・現時点で判明している濃厚接触者は、家族のみ 

５ 県内過去事例との関連 

・市内２６例目（県内１４２例目）の同居家族 

 

Ⅳ 今後の対応 

行動歴を確認し、感染者と濃厚接触のあった全ての方に対し、健康観察を行い、ＰＣＲ検査を実施しま
す。症状が出た場合は、速やかに最寄りの保健所へ連絡するよう指導します。 

 

Ⅴ 市民の皆様へ 

・冷静に行動いただくとともに、基本的感染防止対策（手指消毒やマスク着用、大声を避ける、十分な換
気など）の徹底や「三密」を極力避け、大人数の会食など感染のリスクが高い状況を控え、感染予防の
基本となる「新しい生活様式」を徹底してください。 

・発熱等の症状があり、感染の心配がある方は、早めに「かかりつけ医」または「受診相談センター（フ
リーダイヤル0120-88-0006）」にご相談ください。 

・市民の皆様の感染予防対策の実施がとても重要です。感染予防対策に努めていただくようお願いいたし
ます。 

 
 

【報道機関の皆様へ】 
 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いた
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。   
山形市内発生状況（感染者数）   

今回発生 ３名 
 【問い合わせ先】 

 
 山形市健康医療部（山形市保健所）健康増進課 

 
電話０２３－６１６－７２７０ 累 計 ２９名 



（R2.12.3時点）

事例 公表日 発生届日 年代 性別 居住地 備　　考

1
（県27）

R2.4.9 R2.4.9 20代 女性 山形市 飲食店（山形市）従業員

2
（県38）

R2.4.12 R2.4.12 20代 女性 山形市 事例1（県27）の職場関係者

3
（県43）

R2.4.14 R2.4.14 20代 女性 山形市
事例1（県27）、2（県38）の
職場関係者

4
（県49）

R2.4.15 R2.4.14 40代 女性 山形市 会社従業員

5
（県64）

R2.4.20 R2.4.20 60代 男性 山形市 無職

6
（県65）

R2.4.22 R2.4.22 40代 男性 山形市
事例5（県64）の同居家族
団体職員

7
（県67）

R2.4.28 R2.4.28 80代 女性 山形市
県内過去事例の濃厚接触者の
同居家族

8
（県77）

R2.8.20 R2.8.19 70代 男性 山形市 会社役員

9
（県78）

R2.8.30 R2.8.29 70代 男性 山形市 無職

10
（県79）

R2.10.8 R2.10.7 20代 男性 山形市 大学生

11
（県80）

R2.10.9 R2.10.8 60代 女性 山形市
事例10（県79）の同居家族
従業員

12
（県87）

R2.11.8 R2.11.7 30代 男性 山形市 会社員

13
（県88）

R2.11.9 R2.11.8 30代 女性 山形市
事例12（県87）の同居家族
会社員

14
（県89）

R2.11.10 R2.11.9 小学生 男性 山形市
事例12（県87）、13（県88）の
同居家族

15
（県90）

R2.11.11 R2.11.10 30代 男性 山形市
事例12（県87）の接触者
－

16
（県91）

R2.11.11 R2.11.10 30代 男性 山形市
事例12（県87）の接触者
会社員

17
（県92）

R2.11.11 R2.11.10 20代 女性 山形市
事例12（県87）の接触者
地方公務員

18
（県96）

R2.11.14 R2.11.13 幼児 女性 山形市 事例16（県91）の同居家族

19
（県100）

R2.11.18 R2.11.17 50代 女性 山形市 無職

20
（県104）

R2.11.19 R2.11.18 40代 女性 山形市 会社員

山形市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

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ３ 日

保 健 所 長 記 者 会 見 資 料
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令 和 ２ 年 １ ２ 月 ３ 日

保 健 所 長 記 者 会 見 資 料

21
（県105）

R2.11.19 R2.11.18 中学生 男性 山形市 事例19（県100）の同居家族

22
（県123）

R2.11.29 R2.11.28 50代 男性 山形市
県122の家族
自営業

23
（県124）

R2.11.29 R2.11.28 50代 女性 山形市
県122の家族
会社員

24
（県125）

R2.11.29 R2.11.28 20代 女性 山形市
県122の家族
団体職員

25
（県141）

R2.12.2 R2.12.1 30代 男性 山形市 会社員

26
（県142）

R2.12.2 R2.12.1 70代 男性 山形市
事例25（県141）の職場関係者
会社役員

27
（県146）

R2.12.3 R2.12.2 40代 女性 山形市
事例25（県141）の同居家族
団体職員

28
（県147）

R2.12.3 R2.12.2 60代 男性 山形市
事例25（県141）の同居家族
無職

29
（県148）

R2.12.3 R2.12.2 70代 女性 山形市
事例26（県142）の同居家族
無職

【問い合わせ先】

山形市健康医療部（山形市保健所）健康増進課

電話０２３－６１６－７２７０
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