
山形市新型コロナウイルス感染症対策本部

感染者の概要

事例

市
（県）

1817 40代 山形市 自営業 1/31 1/31 なし なし 入院調整中 県内過去事例

(6174) 男性 （重症ではない） との関連なし

1818 40代 山形市 会社員 1/30 1/31 なし 同居家族、 入院調整中 県内過去事例

(6175) 男性 職場関係者 （重症ではない） との関連なし

1819 40代 山形市 従業員 1/26 1/31 なし 同居家族 入院調整中 県内過去事例

(6176) 女性 （重症ではない） との関連なし

1820 高校生 県外 － 2/1 1/31 あり 家族 入院調整中 県内過去事例

(6177) 女性 （重症ではない） との関連なし

1821 30代 山形市 公務員 1/31 2/1 なし なし 入院調整中 市1463の

(6178) 男性 （市1463に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1822 40代 山形市 会社員 1/31 2/1 なし なし 入院調整中 市1469の

(6179) 男性 （市1469に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1823 60代 山形市 無職 1/30 2/1 なし なし 入院調整中 市1476の

(6180) 男性 （市1476に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1824 60代 山形市 無職 1/31 2/1 なし なし 入院調整中 市1476の

(6181) 女性 （市1476に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1825 30代 山形市 調査中 調査中 2/1 調査中 調査中 入院調整中 市1570の

(6182) 女性 （重症ではない） 同居家族

1826 小学生 山形市 調査中 調査中 2/1 調査中 調査中 入院調整中 市1570の

(6183) 女性 （重症ではない） 同居家族

1827 30代 山形市 団体職員 1/30 2/1 なし 同居家族 入院調整中 本日公表の

(6184) 女性 （重症ではない） 集団感染関連

1828 50代 山形市 団体職員 2/1 2/1 なし なし 入院調整中 本日公表の

(6185) 女性 （重症ではない） 集団感染関連

1829 小学生 山形市 － 症状なし 2/1 なし なし 入院調整中 市1742の

(6186) 男性 （市1742に含まれる） （症状なし） 同居家族

1830 70代 山形市 無職 症状なし 2/1 なし なし 入院調整中 市1772の

(6187) 男性 （市1772に含まれる） （症状なし） 同居家族
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市
（県）

1831 40代 山形市 公務員 症状なし 2/1 なし なし 入院調整中 市1790の

(6188) 男性 （市1790に含まれる） （症状なし） 同居家族

1832 30代 山形市 無職 2/1 2/1 なし なし 入院調整中 市1790の

(6189) 女性 （市1790に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1833 30代 山形市 会社員 2/1 2/1 なし なし 村山地域の医療機関に入院中 市1799の

(6190) 男性 （市1799に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1834 小学生 山形市 － 2/1 2/1 なし なし 村山地域の医療機関に入院中 市1799の

(6191) 男性 （市1799に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1835 乳児 山形市 － 2/1 2/1 なし なし 村山地域の医療機関に入院中 市1799の

(6192) 男性 （市1799に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1836 幼児 山形市 － 症状なし 2/1 なし 親族 入院調整中 市1802の

(6193) 男性 （症状なし） 同居家族

1837 30歳 山形市 従業員 1/31 2/1 なし なし 入院調整中 市1804の

(6194) 女性 （1804に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1838 90歳以上 山形市 無職 症状なし 2/1 なし なし 村山地域の医療機関に入院中 市1804の

(6195) 女性 （1804に含まれる） （症状なし） 同居家族

1839 40代 山形市 調査中 調査中 2/1 調査中 調査中 入院調整中 市1808の

(6196) 女性 （重症ではない） 同居家族

1840 50代 山形市 会社員 2/1 2/1 なし なし 入院調整中 市1815の

(6197) 男性 （重症ではない） 職場関係者

1841 小学生 山形市 － 1/29 2/1 なし 調査中 入院調整中 市1818の

(6198) 女性 （重症ではない） 同居家族

1842 30代 山形市 会社役員 症状なし 2/1 なし 同居家族 入院調整中 2/1公表の

(6199) 男性 （症状なし） 集団感染関連

1843 幼児 山形市 － 1/31 2/1 なし 同居家族 入院調整中 2/1公表の

(6200) 男性 （重症ではない） 集団感染関連

1844 40代 山形市 従業員 1/30 2/1 なし 同居家族 入院調整中 2/1公表の

(6201) 女性 （重症ではない） 集団感染関連

1845 幼児 山形市 － 1/28 2/1 なし 同居家族 入院調整中 2/1公表の

(6202) 男性 （重症ではない） 集団感染関連

1846 幼児 山形市 － 1/29 2/1 なし 同居家族 入院調整中 2/1公表の

(6203) 女性 （重症ではない） 集団感染関連
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1847 幼児 山形市 － 1/31 2/1 なし 同居家族 入院調整中 2/1公表の

(6204) 男性 （重症ではない） 集団感染関連

1848 幼児 山形市 － 1/29 2/1 なし 同居家族 入院調整中 2/1公表の

(6205) 女性 （重症ではない） 集団感染関連

1849 30代 山形市 会社員 1/31 2/1 なし なし 入院調整中 市1848の

(6206) 男性 （市1848に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1850 10代 山形市 大学生 1/26 2/1 なし なし 入院調整中 県内過去事例

(6207) 男性 （重症ではない） との関連なし

1851 20代 山形市 会社員 1/31 2/1 なし 同居家族、友人 入院調整中 県内過去事例

(6208) 男性 職場関係者 （重症ではない） との関連なし

1852 50代 山形市 会社役員 1/30 2/1 なし 同居家族 入院調整中 県内過去事例

(6209) 男性 （重症ではない） との関連なし

1853 小学生 山形市 － 2/1 2/1 なし 同居家族、友人 入院調整中 県内過去事例

(6210) 男性 （重症ではない） との関連なし

1854 50代 山形市 団体職員 1/29 2/1 なし 同居家族 入院調整中 県内過去事例

(6211) 女性 （重症ではない） との関連なし

1855 20代 山形市 従業員 1/29 2/1 なし 職場関係者 入院調整中 県内過去事例

(6212) 男性 （重症ではない） との関連なし

1856 20代 山形市 自営業 症状なし 2/1 あり 調査中 入院調整中 県内過去事例

(6213) 男性 （症状なし） との関連なし

1857 高校生 山形市 － 調査中 2/1 調査中 調査中 入院調整中 調査中

(6214) 女性 （重症ではない）

1858 40代 山形市 会社員 1/31 2/1 なし 同居家族 入院調整中 県内過去事例

(6215) 女性 （重症ではない） との関連なし

1859 40代 山形市 会社員 症状なし 2/1 なし 同居家族、 入院調整中 県内過去事例

(6216) 女性 職場関係者 （症状なし） との関連なし

1860 60代 山形市 自営業 1/28 2/1 なし 同居家族、親族 入院調整中 県内過去事例

(6217) 男性 （重症ではない） との関連なし

1861 60代 山形市 自営業 1/28 2/1 なし なし 入院調整中 市1860の

(6218) 女性 （市1860に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1862 30代 山形市 会社員 2/1 2/1 なし 同居家族、 入院調整中 市1815の

(6219) 男性 職場関係者 （重症ではない） 職場関係者
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1863 高校生 県外 － 1/31 2/1 あり 家族 入院調整中 県内過去事例

(6220) 女性 （重症ではない） との関連なし

1864 40代 山形市 調査中 調査中 2/1 調査中 調査中 入院調整中 県内過去事例

(6221) 女性 （重症ではない） との関連なし

1865 高校生 山形市 － 調査中 2/1 調査中 調査中 入院調整中 市1864の

(6222) 女性 （重症ではない） 同居家族

1866 高校生 山形市 － 調査中 2/1 調査中 調査中 入院調整中 市1864の

(6223) 女性 （重症ではない） 同居家族

１週間以内の
県外への行動歴

濃厚接触者
（現時点判明）

現在の状況
過去事例
との関連

年代
性別

居住地 職業 発症日
陽　性
判明日

○市民の皆様へ

・感染のリスクが常に身の回りにあるという意識を持っていただき、基本的感染防止対策（正しい不織布マスクの着用や、こまめな手洗い、大声を

避ける、十分な換気、適切な湿度を保つなど）やゼロ密（密閉、密集、密接の全てを避ける）など、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。

・不要不急の外出は、控えてください。 ※ビジネス・通学・通院・受験などのための往来は除きます。

・移動の際や訪問先では、基本的な感染防止対策に努め、「うつさない」、「うつらない」行動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。

【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


