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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者の発生について 

 

 

今般，宮城県内におきまして，３１６例目から３３１例目の新型コロナウイルス感染症患者が確認されま

した。患者の概要は以下のとおりです。 

 

 

【概略】 

NO 年代 性別 職業 居住地 感染経路 

３１６ ８０代 女性 無職 塩竈市 ２７４の接触者 

３１７ ２０代 女性 団体職員 塩竈市 
２７４の濃厚接触者 

調査中 

３１８ ４０代 女性 アルバイト 塩竈市 ２７４の濃厚接触者 

３１９ ７０代 男性 自営業 塩竈市 ３０１の濃厚接触者 

３２０ ６０代 男性 自営業 多賀城市 ３０１の濃厚接触者 

３２１ ６０代 男性 自営業 多賀城市 ２８９の濃厚接触者 

３２２ ６０代 女性 自営業 多賀城市 ２８９の濃厚接触者 

３２３ ３０代 男性 会社員 多賀城市 ３０２の濃厚接触者 

３２４ １０歳未満 女性 小学生 七ヶ浜町 ３０３の濃厚接触者 

３２５ ６０代 男性 自営業 七ヶ浜町 ３０１の濃厚接触者 

３２６ ７０代 男性 無職 利府町 ３０１の濃厚接触者 

３２７ ５０代 男性 無職 塩竈市 調査中 

３２８ ３０代 男性 会社員 多賀城市 調査中 

３２９ ６０代 女性 無職 七ヶ浜町 調査中 

３３０ ７０代 男性 アルバイト 七ヶ浜町 調査中 

３３１ ４０代 女性 会社員 石巻市 調査中 
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１ 患者の概要 

【３１６例目】 

（１）年 代 ８０代 

（２）性 別 女性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 無職 

（５）居住地 塩釜保健所管内（塩竈市） 

（６）症 状 発熱 

（７）経 過 ９月 ７日（月） 発熱（３７．５℃）出現。 

９日（水） 解熱。 

  １０日（木） 県内２７４例目の接触者と判明。 

１４日（月） 帰国者・接触者外来を受診。 

１５日（火） ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 ９月１０日（木）に陽性が判明した県内２７４例目の接触者です。 

（10）行動歴 症状出現２日前（９月５日）以降の外出はありません。 

（11）濃厚接触者 濃厚接触者はおりません。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 

 

 

 

【３１７例目】 

（１）年 代 ２０代 

（２）性 別 女性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 団体職員 

（５）居住地 塩釜保健所管内（塩竈市） 

（６）症 状 咳，味覚障害，嗅覚障害 

（７）経 過 ９月１０日（木） 咳出現。県内２７４例目の濃厚接触者と判明。 

１１日（金） 味覚障害，嗅覚障害出現。 

１４日（月） 帰国者・接触者外来を受診。 

１５日（火） ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 ９月１０日（木）に陽性が判明した県内２７４例目の濃厚接触者です。 

現在のところ新型コロナウイルス感染症患者との接触は確認されていません。 

（10）行動歴 現在調査中です。 

（11）濃厚接触者 ・同居家族がおります。 

・その他の濃厚接触者は現在調査中です。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 
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【３１８例目】 

（１）年 代 ４０代 

（２）性 別 女性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 アルバイト 

（５）居住地 塩釜保健所管内（塩竈市） 

（６）症 状 発熱，咳，頭痛，嗅覚障害 

（７）経 過 ９月 ８日（火） 嗅覚障害出現。 

１０日（木） 発熱（３７．９℃）。県内２７４例目の濃厚接触者と判明。 

１２日（土） 咳，頭痛出現。解熱，嗅覚障害消失。 

１４日（月） 発熱（３８．０℃）。頭痛消失。帰国者・接触者外来を受診。 

１５日（火） 解熱，咳消失。ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 ９月１０日（木）に陽性が判明した県内２７４例目の濃厚接触者です。 

（10）行動歴 ・症状出現２日前（９月６日）以降の出勤日は７日，８日です。 

・その他の行動歴は現在調査中です。 

（11）濃厚接触者 ・同居家族がおります。 

・その他の濃厚接触者は現在調査中です。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 

 

【３１９例目】 

（１）年 代 ７０代 

（２）性 別 男性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 自営業 

（５）居住地 塩釜保健所管内（塩竈市） 

（６）症 状 発熱，嘔気 

（７）経 過 ９月１１日（金） 発熱（３８．２℃）出現。医療機関①を受診。 

１２日（土） 解熱。県内３０１例目の濃厚接触者と判明。 

１４日（月） 帰国者・接触者外来を受診。 

１５日（火） 嘔気出現。ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 ９月１２日（土）に陽性が判明した県内３０１例目の濃厚接触者です。 

（10）行動歴 現在調査中です。 

（11）濃厚接触者 現在調査中です。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 
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【３２０例目】 

（１）年 代 ６０代 

（２）性 別 男性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 自営業 

（５）居住地 塩釜保健所管内（多賀城市） 

（６）症 状 咳，頭痛，全身倦怠感，食欲不振，味覚障害，嗅覚障害 

（７）経 過 ９月１０日（木） 関節痛，食欲不振出現。 

  １２日（土） 咳，全身倦怠感出現。 

県内３０１例目の濃厚接触者と判明。 

  １３日（日） 味覚障害，嗅覚障害出現。 

１４日（月） 帰国者・接触者外来を受診。 

  １５日（火） ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 ９月１２日（土）に陽性が判明した県内３０１例目の濃厚接触者です。 

（10）行動歴 ・症状出現２日前（９月８日）以降の出勤日は８日から１０日までです。 

・その他の行動歴は現在調査中です。 

（11）濃厚接触者 現在調査中です。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 

 

【３２１例目】 

（１）年 代 ６０代 

（２）性 別 男性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 自営業 

（５）居住地 塩釜保健所管内（多賀城市） 

（６）症 状 症状なし 

（７）経 過 ９月１１日（金） 県内２８９例目の濃厚接触者と判明。 

  １４日（月） 帰国者・接触者外来を受診。 

  １５日（火） ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 ９月１１日（金）に陽性が判明した県内２８９例目の濃厚接触者です。 

（10）行動歴 ・感染可能期間（９月１２日）以降の出勤日は１２日から１４日までです。 

・その他の行動歴については現在調査中です。 

（11）濃厚接触者 現在調査中です。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 
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【３２２例目】 

（１）年 代 ６０代 

（２）性 別 女性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 自営業 

（５）居住地 塩釜保健所管内（多賀城市） 

（６）症 状 症状なし 

（７）経 過 ９月１１日（金） 県内２８９例目の濃厚接触者と判明。 

  １４日（月） 帰国者・接触者外来を受診。 

  １５日（火） ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 ９月１１日（金）に陽性が判明した県内２８９例目の濃厚接触者です。 

（10）行動歴 ・感染可能期間（９月１２日）以降の出勤日は１２日から１４日までです。 

・その他の行動歴については現在調査中です。 

（11）濃厚接触者 現在調査中です。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 

 

【３２３例目】 

（１）年 代 ３０代 

（２）性 別 男性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 会社員 

（５）居住地 塩釜保健所管内（多賀城市） 

（６）症 状 症状なし 

（７）経 過 ９月１２日（土） 県内３０２例目の濃厚接触者と判明。 

  １４日（月） 帰国者・接触者外来を受診。 

  １５日（火） ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 ９月１２日（土）に陽性が判明した県内３０２例目の濃厚接触者です。 

（10）行動歴 現在調査中です。 

（11）濃厚接触者 現在調査中です。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 
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【３２４例目】 

（１）年 代 １０歳未満 

（２）性 別 女性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 小学生 

（５）居住地 塩釜保健所管内（七ヶ浜町） 

（６）症 状 症状なし 

（７）経 過 ９月１３日（日） 県内３０３例目の濃厚接触者と判明。 

  １４日（月） 帰国者・接触者外来を受診。 

１５日（火） ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 ９月１３日（日）に陽性が判明した県内３０３例目の濃厚接触者です。 

（10）行動歴 感染可能期間（９月１２日）以降は外出しておりません。 

（11）濃厚接触者 濃厚接触者はおりません。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 

 

【３２５例目】 

（１）年 代 ６０代 

（２）性 別 男性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 自営業 

（５）居住地 塩釜保健所管内（七ヶ浜町） 

（６）症 状 鼻汁，全身倦怠感，関節痛，下痢 

（７）経 過 ９月１１日（金） 全身倦怠感，関節痛出現。 

１２日（土） 県内３０１例目の濃厚接触者と判明。 

  １３日（日） 下痢出現。 

１４日（月） 下痢消失。帰国者・接触者外来を受診。 

  １５日（火） 鼻汁出現。ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 ９月１２日（土）に陽性が判明した県内３０１例目の濃厚接触者です。 

（10）行動歴 現在調査中です。 

（11）濃厚接触者 現在調査中です。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 
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【３２６例目】 

（１）年 代 ７０代 

（２）性 別 男性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 無職 

（５）居住地 塩釜保健所管内（利府町） 

（６）症 状 発熱，咳，下痢，めまい 

（７）経 過 ９月１２日（土） 発熱（３８．７℃），下痢出現。 

 県内３０１例目の濃厚接触者と判明。 

  １３日（日） 咳出現。 

  １４日（月） 帰国者・接触者外来を受診。 

１５日（火） ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 ９月１２日（土）に陽性が判明した県内３０１例目の濃厚接触者です。 

（10）行動歴 現在調査中です。 

（11）濃厚接触者 ・同居家族 

・その他の濃厚接触者は現在調査中です。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 

 

【３２７例目】 

（１）年 代 ５０代 

（２）性 別 男性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 無職 

（５）居住地 塩釜保健所管内（塩竈市） 

（６）症 状 発熱，関節痛 

（７）経 過 ９月 ８日（火） 発熱（３７．５℃）。 

  １２日（土） 解熱。 

１３日（日） 発熱（３８℃台），関節痛出現。医療機関③を受診。 

  １４日（月） 医療機関③を受診。 

１５日（火） 医療機関③で実施したＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 現在のところ新型コロナウイルス感染症患者との接触は確認されていません。 

（10）行動歴 発症２日前（９月６日）以降は医療機関③以外の外出はありません。 

（11）濃厚接触者 ・同居家族 

・その他の濃厚接触者は現在調査中です。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 

 

 



- 8 - 

 

【３２８例目】 

（１）年 代 ３０代 

（２）性 別 男性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 会社員 

（５）居住地 塩釜保健所管内（多賀城市） 

（６）症 状 発熱，咳，鼻汁・鼻閉，頭痛，全身倦怠感，味覚障害 

（７）経 過 ９月 ５日（土） 発熱（４０℃），全身倦怠感出現。 

７日（月） 解熱。 

   ９日（水） 咳，鼻汁・鼻閉出現。 

１３日（日） 頭痛，味覚障害出現。 

１４日（月） 帰国者・接触者外来を受診。 

  １５日（火） ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 現在のところ新型コロナウイルス感染症患者との接触は確認されていません。 

（10）行動歴 現在調査中です。 

（11）濃厚接触者 現在調査中です。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 

 

【３２９例目】 

（１）年 代 ６０代 

（２）性 別 女性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 無職 

（５）居住地 塩釜保健所管内（七ヶ浜町） 

（６）症 状 発熱，咽頭痛 

（７）経 過 ９月１０日（木） 発熱（３７．９℃），咽頭痛出現。 

  １１日（金） 市販薬を服用し解熱。 

１４日（月） 帰国者・接触者外来を受診。 

１５日（火） ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 現在のところ新型コロナウイルス感染症患者との接触は確認されていません。 

（10）行動歴 現在調査中です。 

（11）濃厚接触者 

 

・同居家族 

・その他の濃厚接触者は現在調査中です。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 
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【３３０例目】 

（１）年 代 ７０代 

（２）性 別 男性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 アルバイト 

（５）居住地 塩釜保健所管内（七ヶ浜町） 

（６）症 状 発熱，呼吸苦，頭痛，下痢，悪寒，痰 

（７）経 過 ９月 ７日（月） 下痢，悪寒，痰出現。医療機関②を受診。 

９日（水） 発熱（３７．５℃）。 

  １２日（土） 解熱。 

  １３日（日） 発熱（３７．８℃），呼吸苦出現。医療機関②を受診。 

１４日（月） 帰国者・接触者外来を受診。 

１５日（火） 頭痛出現。解熱。ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 現在のところ新型コロナウイルス感染症患者との接触は確認されていません。 

（10）行動歴 ・症状出現２日前（９月５日）以降の出勤日は７日から１０日までです。 

・その他の行動歴は現在調査中です。 

（11）濃厚接触者 

 

・同居家族 

・その他の濃厚接触者は現在調査中です。 

（12）現在の状況 

 

・感染症指定医療機関に入院中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 

 

【３３１例目】 

（１）年 代 ４０代 

（２）性 別 女性 

（３）国 籍 日本 

（４）職 業 会社員 

（５）居住地 石巻保健所管内（石巻市） 

（６）症 状 発熱，咽頭痛，味覚障害，嗅覚障害 

（７）経 過 ９月 ９日（水） 発熱（３７．８℃）。医療機関を受診。 

  １０日（木） 解熱。 

  １１日（金） 咽頭痛出現。 

１３日（日） 咽頭痛消失。味覚障害，嗅覚障害出現。 

１４日（月） 医療機関を受診。 

医療機関から帰国者・接触者相談センターに相談。 

帰国者・接触者外来を受診。 

１５日（火） ＰＣＲ検査の結果，陽性が判明。 

（８）海外渡航歴 発症前２週間における海外渡航歴はありません。 

（９）接触歴 現在のところ新型コロナウイルス感染症患者との接触は確認されていません。 

（10）行動歴 ・症状出現２日前（９月７日）以降の出勤日は７日，８日です。 

・その他の行動歴は現在調査中です。 

（11）濃厚接触者 ・同居家族がおります。 

・その他の濃厚接触者は現在調査中です。 

（12）現在の状況 

 

・療養先の感染症指定医療機関等を調整中です。 

・現在のところ重篤な状態ではありません。 
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【報道機関の皆様へ】 

感染症予防啓発及び個人情報保護等に基づき，必要と判断した範囲で，迅速かつ的確に情報提

供するよう努めますので，報道各社におかれましては，患者の居住地を市町村名まで公表してい

ることを踏まえ，患者及び関係者等のプライバシーに特段の御配慮をお願い申し上げます。 

 また，円滑な医療提供に支障が生じるおそれがありますので，医療機関への取材に関しまして

も控えていただきますようお願い申し上げます。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供 

（１） ３２０例目，３２５例目及び３２６例目は県内３０１例目と同一施設に滞在しており，同一施設内

における濃厚接触者は特定できておりますが，「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民へ

の情報提供（呼びかけ）基準」２（２）に基づき，以下のとおり情報提供いたします。 

①利用施設 飲食店（酒類を提供するもの） 

②施設所在地 多賀城市 

③感染拡大に影響があると推測される事項 マスクを着用しないで，十分な距離を取らずに会話を

していた。 

 

（２） ３２１例目及び３２２例目は県内２８９例目と同一施設に滞在しており，同一施設内における濃厚

接触者は特定できておりますが，「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供（呼

びかけ）基準」２（２）に基づき，以下のとおり情報提供いたします。 

①利用施設 飲食店（酒類を提供するもの） 

②施設所在地 多賀城市 

③感染拡大に影響があると推測される事項 マスクを着用しないで，十分な距離を取らずに会話を

していた。 

 

３ 県民の皆様へ 

県民の皆様におかれましては，基本的な感染症予防対策，感染対策が取られている施設の利用，会食や 

飲み会においては大皿料理の共有や回し飲み，飛沫が飛ぶような会話は控える，流行地域への移動及び流 

行地域からの移動については慎重に検討する，風邪症状がある時には外出を控えるなどの新しい生活様式 

の実践・定着など，感染予防対策に引き続きご協力いただき，冷静に行動していただきますようお願い申 

し上げます。 

また，事業者の皆様におかれましては，業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの徹底をお願い申し上げ 

ます。 

   今回の新型コロナウイルス感染症は誰もが感染する可能性のある感染症ですので，感染者に対する差別 

や誹謗中傷等につながるような行動は控えていただきますようお願い申し上げます。 
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出典：日本赤十字社「新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！～負のスパイラルを断ち切るために～」 


