
【仙台市内患者５３】 

（１）年代 ５０代 

（２）性別 女性 

（３）国籍 日本国籍 

（４）居住地 仙台市内 

（５）職業 無職 

（６）濃厚接触者  ２名（その他については調査中） 

（７）経過

・４月２日（木）  発熱（３７℃台） 

・４月３日（金） 医療機関Ａを受診 

・４月１３日（月） 医療機関Ａより帰国者・接触者相談センターに連絡

・４月１５日（水） 帰国者・接触者外来を受診

・４月１６日（木） ＰＣＲ検査を実施し、陽性が確認

（８）海外渡航歴  発症前２週間における海外渡航歴はなし 

（９）行動歴 調査中 

（１０）現在の状況

現在、入院先の感染症指定医療機関等を調整中であり、自宅療養中。重篤な状態ではない。

【仙台市内患者５４】 

（１）年代 ３０代 

（２）性別 男性 

（３）国籍 日本国籍 

（４）居住地 仙台市内 

（５）職業 調査中 

（６）濃厚接触者  ２名（その他については調査中） 

（７）経過

・４月４日（土）  のどの痛み、鼻水 

・４月１１日（土） 咳、倦怠感

・４月１２日（日） 発熱（３９．５℃）

・４月１３日（月） 発熱（３７．２℃）、咳、倦怠感、鼻水、背部痛、関節痛

医療機関Ｂを受診 

医療機関Ｂより帰国者・接触者相談センターに連絡 

・４月１５日（水） 帰国者・接触者外来を受診

・４月１６日（木） ＰＣＲ検査を実施し、陽性が確認

（８）海外渡航歴  発症前２週間における海外渡航歴はなし 

（９）行動歴 調査中 

（１０）現在の状況

現在、入院先の感染症指定医療機関等を調整中であり、自宅療養中。重篤な状態ではない。

別紙 



 

【仙台市内患者５５】  

（１）年代     ５０代 

（２）性別     女性 

（３）国籍     日本国籍 

（４）居住地    仙台市内 

（５）職業     パート従業員 

（６）濃厚接触者  １名（その他については調査中） 

（７）経過 

   ・４月７日（火）  咽頭痛 

・４月９日（木）  発熱 

帰国者・接触者相談センターに相談 

          連絡時には解熱していたため、経過観察とした 

・４月１４日（火） 再度発熱（３７．５℃）、咽頭痛 

再度、帰国者・接触者相談センターに相談 

・４月１５日（水） 帰国者・接触者外来を受診 

・４月１６日（木） ＰＣＲ検査を実施し、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なし 

（９）行動歴    調査中 

 （１０）現在の状況 

    現在、入院先の感染症指定医療機関等を調整中であり、自宅療養中。重篤な状態ではない。 

     

 

【仙台市内患者５６】  

（１）年代     １０代 

（２）性別     女性 

（３）国籍     日本国籍 

（４）居住地    仙台市内 

（５）濃厚接触者  調査中 

（６）経過 

・４月１４日（火） 患者４４および４５の感染を確認、濃厚接触者と判明し連絡 

・４月１５日（水） 帰国者・接触者外来を受診 

・４月１６日（木） ＰＣＲ検査を実施し、陽性が判明 

（７）海外渡航歴  過去２週間の海外渡航歴はなし 

（８）行動歴    調査中 

 （９）現在の状況 

    現在、入院先の感染症指定医療機関等を調整中であり、自宅待機中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【仙台市内患者５７】  

（１）年代     １０代 

（２）性別     女性 

（３）国籍     日本国籍 

（４）居住地    仙台市内 

（５）濃厚接触者  調査中 

（６）経過 

・４月５日（日）  発熱（３８．９℃） 

・４月６日（月）  解熱 

・４月１４日（火） 患者４４および４５の感染を確認、濃厚接触者と判明し連絡 

・４月１５日（水） 帰国者・接触者外来を受診 

・４月１６日（木） ＰＣＲ検査を実施し、陽性が判明 

（７）海外渡航歴  過去２週間の海外渡航歴はなし 

（８）行動歴    調査中 

 （９）現在の状況 

    現在、入院先の感染症指定医療機関等を調整中であり、自宅待機中。 

 

 

【仙台市内患者５８】  

（１）年代     １０歳未満 

（２）性別     男性 

（３）国籍     日本国籍 

（４）居住地    仙台市内 

（５）濃厚接触者  調査中 

（６）経過 

・４月６日（月）  発熱（３７．６℃） 

・４月８日（水）  解熱 

・４月１４日（火） 患者４４および４５の感染を確認、濃厚接触者と判明し連絡 

・４月１５日（水） 帰国者・接触者外来を受診 

・４月１６日（木） ＰＣＲ検査を実施し、陽性が判明 

（７）海外渡航歴  過去２週間の海外渡航歴はなし 

（８）行動歴    調査中 

 （９）現在の状況 

    現在、入院先の感染症指定医療機関等を調整中であり、自宅待機中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【仙台市内患者５９】  

（１）年代     ２０代 

（２）性別     女性 

（３）国籍     日本国籍 

（４）居住地    仙台市内 

（５）職業     会社員 

（６）濃厚接触者  １名（その他については調査中） 

（７）経過 

・４月１３日（月） 発熱（３８．６℃）、頭痛、倦怠感 

・４月１４日（火） 患者４６の陽性を確認、濃厚接触者と判明し連絡 

・４月１５日（水） 帰国者・接触者外来を受診 

・４月１６日（木） ＰＣＲ検査を実施し、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なし 

（９）行動歴    調査中 

 （１０）現在の状況 

    現在、入院先の感染症指定医療機関等を調整中であり、自宅療養中。重篤な状態ではない。 

 

 

 【仙台市内患者６０】  

（１）年代     ２０代 

（２）性別     女性 

（３）国籍     日本国籍 

（４）居住地    仙台市内 

（５）職業     保育士 

（６）濃厚接触者  ２名 

（７）経過 

・４月１５日（水） いずみ保育園における陽性患者との接触が考えられたことから検体 

を採取 

・４月１６日（木） ＰＣＲ検査を実施し、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なし 

（９）行動歴    調査中 

 （１０）現在の状況 

    現在、入院先の感染症指定医療機関等を調整中であり、自宅療養中。重篤な状態ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 【仙台市内患者６１】  

（１）年代     ２０代 

（２）性別     女性 

（３）国籍     日本国籍 

（４）居住地    仙台市内 

（５）職業     保育士 

（６）濃厚接触者  ２名 

（７）経過 

・４月１５日（水） いずみ保育園における陽性患者との接触が考えられたことから検体 

を採取 

・４月１６日（木） ＰＣＲ検査を実施し、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なし 

（９）行動歴    調査中 

 （１０）現在の状況 

    現在、入院先の感染症指定医療機関等を調整中であり、自宅療養中。重篤な状態ではない。 

 

 

【仙台市内患者６２】  

（１）年代     ５０代 

（２）性別     男性 

（３）国籍     日本国籍 

（４）居住地    仙台市内 

（５）職業     会社員 

（６）濃厚接触者  調査中 

（７）経過 

・４月７日（火）  発熱（３７．５℃）、悪寒、頭痛、倦怠感 

・４月１０日（金） 医療機関Ｃを受診 

・４月１４日（火） 患者４４の陽性を確認、濃厚接触者と判明し連絡 

・４月１５日（水） 帰国者・接触者外来を受診 

・４月１６日（木） ＰＣＲ検査を実施し、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なし 

（９）行動歴    調査中 

 （１０）現在の状況 

    現在、入院先の感染症指定医療機関等を調整中であり、自宅療養中。重篤な状態ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（参考）無症状者を対象に実施した検査の陽性者のうち、仙台市以外在住の方 

 

 【陽性者１】 

（１）年代     １０歳未満 

（２）性別     女性 

（３）国籍     日本国籍 

（４）居住地    宮城県内富谷市 

（５）経過 

・４月１５日（水） ＡＳＴＥＲ向陽台校において患者２５（４月７日陽性判明・２０代・

女性・外国籍）が講師を務める英会話教室を受講していたことから、 

検体を採取 

・４月１６日（木） ＰＣＲ検査を実施し、陽性が判明 

 （６）現在の状況 

    現在、入院先の感染症指定医療機関等を調整中であり、自宅療養中。重篤な状態ではない。 

 

【陽性者２】  

（１）年代     ２０代 

（２）性別     女性 

（３）国籍     日本国籍 

（４）居住地    宮城県内富谷市 

（５）経過 

・４月１５日（水） ＡＳＴＥＲ向陽台校における患者２５（４月７日陽性判明・２０代・ 

女性・外国籍）との接触が考えられたことから検体を採取 

・４月１６日（木） ＰＣＲ検査を実施し、陽性が判明 

 （６）現在の状況 

    現在、入院先の感染症指定医療機関等を調整中であり、自宅療養中。重篤な状態ではない。 

 

【陽性者３】 

（１）年代     ３０代 

（２）性別     女性 

（３）国籍     日本国籍 

（４）居住地    宮城県内富谷市 

（５）経過 

・４月１５日（水） ＡＳＴＥＲ向陽台校における患者２５（４月７日陽性判明・２０代・ 

女性・外国籍）との接触が考えられたことから検体を採取 

・４月１６日（木） ＰＣＲ検査を実施し、陽性が判明 

 （６）現在の状況 

    現在、入院先の感染症指定医療機関等を調整中であり、自宅療養中。重篤な状態ではない。 

 

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護のため、

本人等が特定されることのないよう特段のご配慮をお願いいたします。 


