
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）

1941 高校生 山形市 － 2/2 2/2 あり 同居家族 入院調整中 県内過去事例

(6835) 男性 （重症ではない） との関連なし

1942 20代 山形市 団体職員 1/30 2/2 なし なし 入院調整中 市1809の

(6836) 男性 （市1809に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1943 40代 山形市 団体職員 2/2 2/2 なし 同居家族 入院調整中 市1908の

(6837) 男性 （重症ではない） 親族

1944 20代 山形市 無職 1/30 2/2 なし なし 入院調整中 県内過去事例

(6838) 女性 （重症ではない） との関連なし

1945 70代 山形市 会社役員 2/1 2/2 なし 同居家族、 村山地域の医療機関に入院中 県内過去事例

(6839) 男性 親族 （重症ではない） との関連なし

1946 30代 山形市 会社員 症状なし 2/2 なし 同居家族 入院調整中 市1884の

(6840) 男性 （症状なし） 接触者

1947 20代 山形市 従業員 症状なし 2/2 なし 同居家族 入院調整中 市1884の

(6841) 男性 （症状なし） 接触者

1948 20代 山形市 会社員 1/30 2/2 あり 親族 入院調整中 県内過去事例

(6842) 男性 （重症ではない） との関連なし

1949 50代 山形市 団体職員 1/30 2/2 あり 同居家族 入院調整中 県内過去事例

(6843) 男性 （重症ではない） との関連なし

1950 中学生 山形市 － 1/30 2/2 なし 同居家族 入院調整中 県内過去事例

(6844) 男性 （重症ではない） との関連なし

1951 幼児 山形市 － 1/31 2/3 なし 同居家族 入院調整中 調査中

(6845) 女性 （重症ではない）

1952 50代 山形市 会社員 2/2 2/3 あり 職場関係者 入院調整中 県内過去事例

(6846) 男性 （重症ではない） との関連なし

1953 40代 山形市 無職 2/3 2/3 なし なし 入院調整中 市1636の

(6847) 女性 （市1636に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1954 40代 山形市 会社員 2/1 2/3 なし 同居家族、親族 入院調整中 県内過去事例

(6848) 男性 （重症ではない） との関連なし
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1955 70代 山形市 会社員 2/2 2/3 なし 同居家族、親族 村山地域の医療機関に入院中 県内過去事例

(6849) 女性 （重症ではない） との関連なし

1956 20代 山形市 従業員 2/3 2/3 なし なし 入院調整中 市1949の

(6850) 女性 （市1949に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1957 高校生 山形市 － 2/1 2/3 なし なし 入院調整中 市1949の

(6851) 女性 （市1949に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1958 30代 山形市 会社員 2/1 2/3 なし 同居家族、親族 入院調整中 県内過去事例

(6852) 女性 （重症ではない） との関連なし

1959 60代 山形市 自営業 2/2 2/3 なし 同居家族、友人 村山地域の医療機関に入院中 県内過去事例

(6853) 女性 （重症ではない） との関連なし

1960 20代 山形市 会社員 2/1 2/3 なし 知人 入院調整中 県内過去事例

(6854) 女性 （重症ではない） との関連なし

1961 30代 山形市 無職 1/31 2/3 なし 同居家族 入院調整中 県内過去事例

(6855) 男性 （重症ではない） との関連なし

1962 高校生 山形市 － 2/2 2/3 なし 同居家族、知人 入院調整中 県内過去事例

(6856) 女性 （重症ではない） との関連なし

1963 40代 山形市 自営業 2/1 2/3 なし 同居家族、 入院調整中 県内過去事例

(6857) 男性 職場関係者 （重症ではない） との関連なし

1964 30代 山形市 会社員 2/1 2/3 なし 同居家族、友人 入院調整中 市1963の

(6858) 女性 （重症ではない） 同居家族

1965 小学生 山形市 － 1/31 2/3 なし 同居家族、親族 入院調整中 県内過去事例

(6859) 男性 （重症ではない） との関連なし

1966 小学生 山形市 － 2/1 2/3 なし なし 入院調整中 市1965の

(6860) 女性 （市1965に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1967 90歳以上 山形市 無職 2/1 2/3 なし 同居家族 入院調整中 県内過去事例

(6861) 女性 （重症ではない） との関連なし

1968 20代 山形市 会社員 1/31 2/3 あり 同居家族 入院調整中 市1887の

(6862) 男性 （重症ではない） 友人

1969 40代 山形市 従業員 2/2 2/3 なし 同居家族、 入院調整中 県内過去事例

(6863) 女性 職場関係者 （重症ではない） との関連なし

1970 40代 山形市 公務員 2/2 2/3 なし 同居家族 入院調整中 県内過去事例

(6864) 女性 （重症ではない） との関連なし

年代
性別

居住地 職業 発症日
陽　性
判明日

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



事例

市
（県）

1971 中学生 山形市 － 2/2 2/3 なし なし 入院調整中 市1970の

(6865) 男性 （市1970に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1972 小学生 山形市 － 2/2 2/3 なし なし 入院調整中 市1970の

(6866) 男性 （市1970に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1973 幼児 山形市 － 症状なし 2/3 なし 同居家族 入院調整中 2/2公表の

(6867) 男性 （症状なし） 幼稚園関連

1974 幼児 山形市 － 症状なし 2/3 なし 同居家族 入院調整中 2/2公表の

(6868) 男性 （症状なし） 幼稚園関連

1975 幼児 山形市 － 1/31 2/3 なし 同居家族、親族 入院調整中 2/2公表の

(6869) 男性 （重症ではない） 幼稚園関連

1976 幼児 山形市 － 症状なし 2/3 なし 同居家族、親族 入院調整中 2/2公表の

(6870) 男性 （症状なし） 幼稚園関連

1977 30代 山形市 団体職員 2/1 2/3 なし 同居家族 入院調整中 2/2公表の

(6871) 女性 （重症ではない） 幼稚園関連

1978 50代 山形市 団体職員 症状なし 2/3 なし 同居家族 入院調整中 2/2公表の

(6872) 女性 （症状なし） 幼稚園関連

1979 幼児 山形市 － 2/1 2/3 なし 同居家族、親族 入院調整中 2/2公表の

(6873) 男性 （重症ではない） 幼稚園関連

1980 幼児 山形市 － 2/1 2/3 なし 同居家族 入院調整中 県内過去事例

(6874) 男性 （重症ではない） との関連なし

1981 小学生 山形市 － 2/2 2/3 なし なし 入院調整中 市1891の

(6875) 男性 （市1891に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1982 幼児 山形市 － 2/2 2/3 なし 調査中 入院調整中 市1883の

(6876) 男性 （重症ではない） 接触者

1983 30代 山形市 自営業 2/3 2/3 あり なし 入院調整中 市1900の

(6877) 男性 （市1900に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1984 50代 山形市 公務員 2/3 2/3 なし なし 入院調整中 市1890の

(6878) 女性 （市1890に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1985 50代 山形市 会社員 2/2 2/3 なし なし 入院調整中 市1885の

(6879) 女性 （市1885に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1986 中学生 山形市 － 症状なし 2/3 なし なし 入院調整中 市1885の

(6880) 女性 （市1885に含まれる） （症状なし） 同居家族
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1987 30代 山形市 会社員 1/29 2/3 調査中 調査中 入院調整中 調査中

(6881) 男性 （重症ではない）

1988 60代 山形市 自営業 2/2 2/3 なし なし 入院調整中 市1917の

(6882) 女性 （市1917に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1989 30代 山形市 会社員 2/2 2/3 なし 職場関係者 入院調整中 市1917の

(6883) 女性 （重症ではない） 同居家族

1990 20代 山形市 会社員 2/2 2/3 なし なし 入院調整中 市1890の

(6884) 男性 （市1890に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1991 20代 山形市 会社員 2/1 2/3 なし なし 入院調整中 市1890の

(6885) 男性 （市1890に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1992 40代 山形市 会社員 症状なし 2/3 なし なし 入院調整中 市1926の

(6886) 男性 （市1926に含まれる） （症状なし） 同居家族

1993 30代 山形市 会社員 2/1 2/3 あり 職場関係者 入院調整中 市1921の

(6887) 男性 （重症ではない） 同居家族

1994 中学生 山形市 － 2/1 2/3 なし なし 入院調整中 市1801の

(6888) 男性 （市1801に含まれる） （重症ではない） 同居家族

1995 60代 山形市 会社員 2/1 2/3 なし 調査中 入院調整中 市1908の

(6889) 男性 （重症ではない） 同居家族

1996 30代 山形市 会社員 2/1 2/3 あり 親族 入院調整中 県内過去事例

(6890) 男性 （重症ではない） との関連なし

1997 30代 山形市 会社員 2/2 2/3 なし 調査中 入院調整中 調査中

(6891) 女性 （重症ではない）

1998 30代 山形市 調査中 調査中 2/3 なし 調査中 入院調整中 調査中

(6892) 男性 （重症ではない）

1999 50代 山形市 団体職員 2/2 2/3 なし なし 入院調整中 2/2公表の

(6893) 女性 （重症ではない） 高齢者施設関連

2000 50代 山形市 従業員 2/1 2/3 なし なし 入院調整中 市1902の

(6894) 女性 （市1902に含まれる） （重症ではない） 同居家族

2001 小学生 山形市 － 2/2 2/3 なし なし 入院調整中 市1921の

(6895) 男性 （市1921に含まれる） （重症ではない） 同居家族

2002 20代 山形市 団体職員 2/3 2/3 なし なし 入院調整中 市1961の

(6896) 女性 （市1961に含まれる） （重症ではない） 同居家族
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2003 乳児 山形市 － 1/31 2/3 なし 親族 入院調整中 市1961の

(6897) 女性 （重症ではない） 同居家族

2004 20代 県外 大学生 2/2 2/3 あり 家族 入院調整中 県内過去事例

(6898) 女性 （重症ではない） との関連なし
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○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


