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20200513 

■新型コロナウイルス感染症への福島市の対応経過のお知らせ㉒ 

１． 感染された方と濃厚接触者の状況（５月１３日現在）               

  濃厚接触者については、保健所で毎日健康観察を実施しています。 

状況は以下の通りです。※変更点 

  

 

●１９例目（福島県７３例目）（２０代男性） 4/30陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人 陽性 入院 

濃厚接触者（友人３名） １名陰性 健康観察中 

感染経路は調査中 

 

 

●１８例目（福島県７２例目）（５０代男性） 4/29陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人（１６例目の同居家族） 陽性 入院 

濃厚接触者(同居家族 1 名) 陰性 健康観察中 

家庭内感染と考えられる 

 

 

●１７例目（福島県７１例目）（１０代男性） 4/29陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人（１６例目の同居家族） 陰性 

（5/7、5/8） 

退院 

（5/9） 

濃厚接触者（同居家族 1 名） 陰性 健康観察中 

濃厚接触者 

（同居家族以外 1 名） 

陽性 

（19例目） 
入院 

感染経路は調査中 
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●１６例目（福島県７０例目）（８０代女性） 4/28陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人 陽性 入院 

濃厚接触者（同居家族３名） ２名陽性 

（17・18例目） 

17例目 退院（5/9） 

18例目 入院 

１名陰性 健康観察中 

家庭内感染と考えられる 

 

 

●１５例目（福島県６６例目）（６０代女性） 4/24陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人 陽性 入院 

濃厚接触者（同居家族３名） 陰性 健康観察終了 

行動歴や接触状況を調査したが感染源の特定や推定には至っていない 

  

 

●１４例目（福島県６５例目）（３０代女性） 4/22陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人 陰性 

（4/30、5/3） 

退院（5/3） 

濃厚接触者（入院患者２７名） 陰性 健康観察終了 

濃厚接触者（病院スタッフ２名） 陰性 健康観察終了 

上記濃厚接触者含む、病院関係者６４名の陰性を確認 

行動歴や接触状況を調査したが感染源の特定や推定には至っていない 

 

 

●１３例目（福島県６１例目）（６０代男性） 4/19陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人（１２例目の夫） 陽性 入院 

濃厚接触者（同僚３名） 陰性 健康観察終了 

１２例目、１３例目の間は家庭内感染と考えられる 
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●１２例目(福島県６０例目)（５０代女性） 4/18陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人 陽性 入院 

濃厚接触者（同居家族１名） 陽性 

（１３例目） 

入院 

 

濃厚接触者（同僚７名） ７名陰性 健康観察終了 

１２例目、１３例目の間は家庭内感染と考えられる 

 

 

●１１例目(福島県３８例目)（１０歳未満男性） 4/12陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人（１０例目の子） 陰性 

（4/30、5/1） 

退院（5/2） 

同居家族３名 １名陽性 

（１０例目） 
入院 

２名陰性 健康観察終了 

濃厚接触に該当する者は無し 

家庭内感染と考えられる 

 

 

●１０例目(福島県３７例目)（４０代男性） 4/11陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人 陽性 入院 

濃厚接触者（同居家族３名） １名陽性 

（１１例目） 
退院（5/2） 

２名陰性 健康観察終了 

職場内集団感染と考えられる 

 

 

●９例目(福島県２６例目)（４０代男性） 4/8陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人 陰性 

（4/15、4/16） 

退院（4/18） 

濃厚接触者（同居家族３名） ３名陰性 健康観察終了 

職場内集団感染と考えられる 
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●８例目(福島県２５例目)（２０代男性） 4/8陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人（５・６例目の子） 陰性 

（5/5、5/7） 

退院（5/8） 

濃厚接触者（同居家族２名） ２名陰性 健康観察終了 

濃厚接触者 

（同居家族・職場以外２名） 
― 健康観察終了 

陰性となった２名の同居家族は５例目、６例目の陰性となった同居家族

と重複 

上記以外の２名は６例目の同居家族・職場以外の濃厚接触者４名のうち

２名と重複 

家庭内感染と考えられる 

 

 

●７例目(福島県２０例目)（３０代男性） 4/7陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人 陰性 

（4/15、4/16） 

退院（4/17） 

濃厚接触者（同居家族２名） ２名陰性 健康観察終了 

濃厚接触者 

（同居家族・職場以外３名） 
３名陰性 健康観察終了 

職場内集団感染と考えられる 

 

 

●６例目(福島県１９例目)（４０代女性） 4/7陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人（５例目の妻） 陰性 

（5/2、5/5） 

退院（5/6） 

濃厚接触者（同居家族３名） １名陽性 

（８例目） 
退院（5/8） 

２名陰性 健康観察終了 

濃厚接触者 

（同居家族・職場以外４名） 
うち２名陰性 健康観察終了 

陰性となった２名の同居家族は５例目、８例目の陰性となった同居家族 

と重複 

家庭内感染と考えられる 
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●５例目(福島県１８例目)（５０代男性） 4/7陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人 陰性 

（5/5、5/7） 

退院（5/8） 

濃厚接触者（同居家族４名） ２名陽性 

（６・８例目） 

６例目 退院（5/6） 

８例目 退院（5/8） 

２名陰性 健康観察終了 

陰性となった２名は６例目、８例目の陰性となった同居家族と重複 

職場内集団感染と考えられる 

 

 

●４例目(福島県１７例目)（４０代男性）  4/7陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人 陰性 

（4/27、4/28） 

退院（4/29） 

濃厚接触者（同居家族３名） ３名陰性 健康観察終了 

濃厚接触者 

（同居家族・職場以外６名） 
うち２名陰性 健康観察終了 

職場内集団感染と考えられる 

 

 

●３例目(福島県５例目)（７０代女性）  4/1陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人（１例目の妻） 陰性 

（4/14、4/15） 

退院（4/16） 

家庭内感染と考えられる 

 

 

●２例目(福島県４例目)（２０代女性） 3/31陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人 陰性 

（4/6、4/7） 

退院（4/8） 

濃厚接触者（両親） 実施なし 健康観察終了 

濃厚接触者（友人） 陰性 健康観察終了 

・職場関係について健康上異常は認められない。（仙台市保健所が確認） 
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●１例目(福島県３例目)（７０代男性）  3/31陽性確認 

対象者 PCR 検査結果 状況 

本人 陽性 退院（4/24） 

濃厚接触者（妻）※3例目 陽性 退院（4/16） 

濃厚接触者（子） 陰性 健康観察終了 

濃厚接触者（同僚１２名） 陰性（4/7） 健康観察終了 

・生活や仕事関係の接触者の行動歴や接触状況を調査し、感染経路を探 

 ったが、発症前の接触者も含め、全員健康状態に異常なく、現時点で 

は、感染源の特定や推定には至っていない。 

 

 

※４例目、５例目、７例目、９例目、１０例目は同僚。 


