
市内施設における感染性胃腸炎の集団感染が疑われる事例の状況【平成27年9月～平成28年8月】

患者数

(利用者・児童
等/職員等)

19 9月9日～ 嘔吐、腹痛
(18/1) 9月15日 発熱
16 10月6日～ 嘔吐、下痢

(16/0) 10月8日 腹痛、発熱
20 10月1日～

（19/1） 10月19日
19 10月1日～ 嘔吐、下痢

(16/3) 10月19日 発熱、腹痛
14 10月26日～ 嘔吐、下痢

(12/2) 10月28日 腹痛、発熱
27 11月11日～ 嘔吐、下痢

(20/7) 11月17日 発熱、腹痛
19 11月13日～ 嘔吐、腹痛

(17/2) 11月18日 下痢、嘔気
15 12月2日～ 腹痛、嘔吐

(15/0) 12月10日 下痢、発熱
13 12月10日～ 嘔吐、下痢

(13/0) 12月15日 腹痛、発熱
33 12月8日～ 嘔吐、下痢

(29/4) 12月16日 発熱、腹痛
19 12月9日～

(14/5) 12月19日
16 1月13日～ 嘔吐、下痢

（16/0） 1月14日 発熱、腹痛
13 1月8日～

(12/1) 1月18日
20 1月13日～ 嘔吐、腹痛

(20/0) 1月20日 発熱、下痢
18 1月23日～ 嘔吐、下痢

（16/2） 1月27日 発熱、腹痛
15 1月23日～ 嘔吐、発熱

（14/1） 2月3日 下痢、腹痛
20 2月3日～ 嘔吐、下痢

(20/0) 2月5日 発熱、腹痛
19 1月25日～ 嘔吐、下痢

(19/0) 2月6日 発熱
認知症高齢者 11 2月6日～ 嘔吐、下痢
グループホーム (6/5) 2月15日 発熱

16 2月11日～
(16/0) 2月16日
20 2月8日 嘔吐、下痢

(14/6) ～2月13日 腹痛、発熱
26 2月22日 嘔吐、下痢

（25/1） ～2月26日 腹痛、発熱
14 2月14日 嘔吐、下痢

（12/2） ～2月29日 発熱
27 2月14日 嘔吐、発熱

（27/0） ～2月29日 下痢、腹痛
15 2月29日 嘔吐、下痢

（15/0） ～3月8日 発熱
14 3月2日 嘔吐、下痢

検査の結果NO. 公表日 区 施設の種類 期間 主要症状

平成27年
9月15日

宮城野 小学校 ノロウイルス陽性2名

10月9日

10月23日 若林 保育施設等 ノロウイルス陽性2名

10月30日 青葉 保育施設等 ノロウイルス陽性2名

宮城野 小学校 ノロウイルス陽性1名

10月19日 宮城野 保育施設等 嘔吐、下痢 ノロウイルス陽性1名

12月11日 若林 小学校 ロタウイルス陽性2名

12月15日 青葉 小学校 ノロウイルス陽性2名

11月18日 太白 保育施設等 ノロウイルス陽性1名

11月18日 宮城野 小学校 ノロウイルス陽性3名

12月17日 青葉 保育施設等 ノロウイルス陽性2名

12月18日 宮城野 保育施設等 嘔吐、下痢 ノロウイルス陽性1名

1月20日 太白 小学校 ノロウイルス陽性1名

1月27日 青葉 医療機関 ノロウイルス陽性4名

平成28年
1月15日

青葉 幼稚園 ノロウイルス陽性1名

1月18日 宮城野 保育施設等 下痢、嘔吐 サポウイルス陽性1名

2月9日 青葉 保育施設等 ノロウイルス陽性1名

2月15日 太白 ノロウイルス陽性1名

2月3日 太白 保育施設等 ノロウイルス陽性1名

2月8日 青葉 小学校 ノロウイルス陽性1名

2月16日 宮城野 小学校 嘔吐 ノロウイルス陽性3名

2月16日 泉
有料老人
ホーム

ノロウイルス陽性1名

3月8日 太白 保育施設等 ノロウイルス陽性2名

3月8日 太白 保育施設等 ノロウイルス陽性3名

2月26日 青葉 小学校 ノロウイルス陽性2名

3月1日 太白 ノロウイルス陽性6名

3月8日 青葉 小学校 ノロウイルス陽性3名
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市内施設における感染性胃腸炎の集団感染が疑われる事例の状況【平成27年9月～平成28年8月】

（14/0） ～3月6日 腹痛、発熱
12 3月4日

（11/1） ～3月9日
20 3月4日 下痢、嘔吐

（20/0） ～3月11日 発熱
49 3月4日 嘔吐、腹痛

（48/1） ～3月11日 下痢、発熱
21 3月11日 嘔吐、下痢

(21/0) ～3月15日 発熱、腹痛
10 3月13日 嘔吐、下痢

（10/0） ～3月21日 腹痛、発熱
26 3月29日 嘔吐、下痢

(26/0) ～4月4日 発熱、腹痛
12 4月5日

(11/1) ～4月8日
16 4月20日 ロタウイルス

(15/1) ～4月26日 サポウイルス陽性1名

16 5月10日 嘔吐、下痢
(13/3) ～5月17日 発熱
14 5月6日 嘔吐、下痢

(12/2) ～5月19日 発熱
12 5月14日 嘔吐、下痢

(9/3) ～5月20日 発熱
18 5月9日

(15/3) ～5月19日
13 5月19日 下痢、発熱

(9/4) ～5月23日 嘔吐
12 5月24日

(9/3) ～5月28日
19 5月25日 嘔吐、下痢

(17/2) ～5月31日 嘔吐
14 5月28日 嘔吐、下痢

(14/0) ～6月3日 腹痛
22 6月3日

(20/2) ～6月13日
10 6月22日

（10/0） ～6月28日
17 6月30日 嘔吐、下痢

(16/1) ～7月4日 発熱、腹痛
129 6月27日 嘔気、嘔吐

(127/2) ～7月5日 腹痛、下痢、発熱

3月22日 青葉 医療機関 ノロウイルス陽性3名31

3月14日

3月14日

4月27日 宮城野 保育施設等

5月17日 太白 保育施設等 ノロウイルス陽性2名

4月4日 若林 保育施設等 ノロウイルス陽性1名

4月11日 宮城野 保育施設等 ノロウイルス陽性1名

6月3日 青葉 保育施設等 ノロウイルス陽性3名

5月24日

5月30日

5月20日

5月20日 保育施設等

若林 保育施設等 ノロウイルス陽性3名

宮城野 小学校

6月13日 宮城野 保育施設等 ロタウイルス陽性2名

6月29日 宮城野 保育施設等 ノロウイルス陽性3名

ノロウイルス陽性8名

嘔吐、下痢

嘔吐、下痢

太白 高齢者施設等 ノロウイルス陽性2名

青葉

青葉 保育施設等 ノロウイルス陽性2名

太白

嘔吐、下痢

嘔吐、下痢

若林 保育施設等 ノロウイルス陽性2名

太白

7月6日

7月4日

ノロウイルス陽性3名

3月16日 太白 保育施設等 ノロウイルス陽性2名

3月8日 青葉 小学校 ノロウイルス陽性3名

3月10日 青葉 保育施設等 嘔吐、下痢 ノロウイルス陽性1名

嘔吐、下痢 ノロウイルス陽性1名

5月31日 太白 保育施設等 ノロウイルス陽性1名

ノロウイルス陽性1名

5月23日 青葉 保育施設等 嘔吐、下痢 ノロウイルス陽性2名
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