長野市（保健福祉部）プレスリリース
令和２年４月 22 日

新型コロナウイルス感染症感染者 ９例目・10 例目・11 例目
長野市内において新型コロナウイルス感染症の感染者が３例確認されました。
このうち９例目、10 例目は、７例目（４月 20 日届出）の濃厚接触者（同居者かつ同一職場）であり、
11 例目は、新たに判明した濃厚接触者（同一職場）です。
７例目の濃厚接触者である同居者３人及び同一職場３人の中に既に症状を認めていた人がいたため、
これら６人を対象に PCR 検査を実施し、今回の３例が確認されました。
なお、職場を訪れた濃厚接触者は、９例目の発症２日前である４月９日から４月 18 日までの 111 人
です。
【９例目】
（１） 年 代
30 代
（２） 性 別
男性
（３） 居住地
長野市内
（４） 症状及び経過
４月 11 日 発熱 38.5℃及び倦怠感を認め、市販薬により解熱したが、倦怠感はその後も継続
４月 20 日 健康観察を開始したところ、これまでに発熱等の症状があったことを確認
４月 21 日 医療機関Ａを受診し、検体採取。PCR 検査の結果「陽性」と判明
４月 23 日 医療機関Ｂに入院予定
（５） 行動歴
４月９日（発症２日前）から 18 日まで勤務（12、13 日を除く）
（６） 濃厚接触者（職場を訪れた人を除く。）
・同居者１人 ・職場スタッフ２人
【10 例目】
（無症状病原体保有者）
（１） 年 代
60 代
（２） 性 別
男性
（３） 居住地
長野市内
（４） 症状及び経過
４月 21 日 医療機関Ａを受診し、検体採取。PCR 検査の結果「陽性」と判明
４月 23 日 医療機関Ｂに入院予定
（５） 行動歴
４月９日から 18 日まで勤務（12 日を除く）
（６） 濃厚接触者 ９例目と同一
【11 例目】
（１） 年 代
50 代
（２） 性 別
女性
（３） 居住地
長野市内
（４） 症状及び経過
４月 20 日 発熱 37.6℃ 頭痛、倦怠感、関節痛、筋肉痛あり
４月 21 日 医療機関Ａを受診し、検体採取。PCR 検査の結果「陽性」と判明
４月 22 日 感染症指定医療機関Ｃに入院
（５） 行動歴
10 例目の職場に勤務 ４月 18 日（発症２日前）勤務
（６） 濃厚接触者（職場を訪れた人を除く。）
・同居者１人 ・職場スタッフ３人
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長野市（保健福祉部）プレスリリース
令和２年４月 24 日

新型コロナウイルス感染症感染者 12 例目・13 例目
及び ９例目（２報）
長野市内において新型コロナウイルス感染症の感染者が２例確認されました。
このうち 12 例目は、６例目（４月 14 日届出）及び８例目（４月 20 日届出）の濃厚接触者であり、
13 例目は、７例目（４月 20 日届出）、９例目、10 例目及び 11 例目（４月 21 日届出）の濃厚接触者
（職場を訪れた人）です。また、９例目の感染者について、症状及び経過を訂正します。
【12 例目】
（１） 年 代
80 代
（２） 性 別
男性
（３） 居住地
長野市内
（４） 症状及び経過
４月 14 日 濃厚接触者として健康観察開始
４月 22 日 発熱 38.3℃ 発熱及び風邪のような症状が出現
４月 23 日 医療機関Ａを受診し入院、検体採取。PCR 検査の結果「陽性」と判明
そのまま、感染症指定医療機関Ａに入院
（５） 行動歴
４月 14 日以降、他者との接触を控えていた。
（６） 濃厚接触者 同居者２人
【13 例目】
（１） 年 代
60 代
（２） 性 別
男性
（３） 居住地
長野市内
（４） 症状及び経過
４月 15 日 37.8℃の発熱があるが、翌 16 日解熱
４月 22 日 濃厚接触者として健康観察を開始したところ、これまでに発熱があった
ことを確認
４月 23 日 医療機関Ｂを受診し、検体採取。PCR 検査の結果「陽性」と判明
４月 24 日 感染症指定医療機関Ｃに入院
（５） 行動歴
確認中
（６） 濃厚接触者 同居者２人（同居者以外の濃厚接触者については確認中）
【９例目】下線部分が訂正箇所です。
（１） 年 代
30 代
（２） 性 別
男性
（３） 居住地
長野市内
（４） 症状及び経過
４月 11 日 咽喉痛を認めたが、市販薬により改善
４月 12 日 夜 38.5℃の発熱があるが、翌 13 日朝に解熱し、その後 36℃台を維持
４月 20 日 健康観察を開始したところ、これまでに発熱等の症状があったことを確認
４月 21 日 医療機関Ａを受診し、検体採取。PCR 検査の結果「陽性」と判明
４月 23 日 医療機関Ｂに入院
（５） 行動歴
４月９日（発症２日前）から 18 日まで勤務（12、13 日を除く）
（６） 濃厚接触者（職場を訪れた人を除く。）
・同居者１人 ・職場スタッフ２人
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長野市（保健福祉部）プレスリリース
令和２年５月３日

新型コロナウイルス感染症感染者に関する続報について
15 例目（２報）及び７例目等（３報）
１５例目の感染者についての続報です。
下線部分が新たな情報です。
【15 例目】
（１） 年 代

30 代

（２） 性 別

男性

（３） 居住地

長野市内

（４） 症状及び経過
４月 27 日 喉の違和感、頭重感及び鼻汁鼻閉を認め、発熱はないものの、
頭重感及び鼻汁鼻閉が継続
４月 29 日 味覚・嗅覚異常を認め、以降継続
５月 １日 医療機関Ａを受診し、PCR 検査の結果「陽性」と判明
５月 ２日 感染症指定医療機関Ｂへ入院
（５） 行動歴
現時点で判明している内容としては、４月 27 日（発症日）から
２週間前までの間、２回（4/16、4/19）東京での滞在歴あり。
上田市で確認された、長野県 68 例目、69 例目、70 例目との接触歴あり。
その他は調査中。
（６） 濃厚接触者
同居以外の人 １人

【７例目、９例目、10 例目、11 例目の濃厚接触者の健康観察について】
職場スタッフ２人、職場を訪れた人 109 人、同居者等８人について、５月２日、全員の
健康観察を終了し、新たな感染者は確認されませんでした。
市民の皆様には改めて、感染者の方や勤務先等に対する偏見・差別や誹謗中傷を避けて
いただくよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。
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