長野市（保健福祉部）プレスリリース
令和２年４月 13 日

新型コロナウイルス感染症患者の発生について
本日（４月 13 日）、長野市内において新型コロナウイルス感染症４例目、５例目の
患者が確認されました。
当該患者２事例とも、４月 10 日に確認された市内２例目の患者の濃厚接触者（職場スタッ
フ）として長野市保健所が４月 11 日に健康観察を開始した方です。
【４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 健康観察を開始したところ、微熱（37℃台）の症状を確認
４月 12 日

市保健所の調整により医療機関Ａを受診し、検体採取

４月 13 日

PCR 検査の結果「陽性」と判明し、感染症指定医療機関Ｂに入院予定

（５）濃厚接触者
現時点で判明している濃厚接触者は

０人

【５例目】
（１） 年

代

20 代

（２） 性

別

女性

（３） 居住地

長野市内

（４） 症状及び経過
４月 １日

けんたい感、頭痛

４月 ３日

発熱 38.1℃ ５日まで継続

４月 ８日

味覚異常

４月 12 日

市保健所の調整により医療機関Ｃを受診し、検体採取

４月 13 日

PCR 検査の結果「陽性」と判明し、感染症指定医療機関Ｄに入院予定

（５） 行動歴
３月 29 日～30 日

東京都に滞在

４月１、３、４、７、８日 「林檎館」
（飲食業）
（長野市権堂町 2373-1）へ勤務
（６） 濃厚接触者
現時点で判明している濃厚接触者は、患者と４月１、３、４、７、８日に接触の
あった職場スタッフ 31 人（うち 20 人は２例目の濃厚接触者として健康観察中）
、
林檎館を訪れた人（不特定）

【市内２例目の濃厚接触者の状況】
・同居者２名は症状があり、受診し、PCR 検査の結果、「陰性」
・職場スタッフ 20 名のうち症状のあった９名は、受診し、PCR 検査の結果、２名が「陽性」
（今回の４例目、５例目）、７名が「陰性」
・林檎館を訪れた 11 名から市保健所に相談があり、いずれも症状は認められていない
・これらのうち「陽性」の２名以外の濃厚接触者は、引き続き健康観察を実施
【
「林檎館」を訪れた皆様へ】
４月１、３、４、７、８日に当該店舗を訪れた方は、症状の有無にかかわらず、長野市保
健所（電話 026-226-9960）へご相談をお願いします。（8 時 30 分～17 時 15 分）
また、当該日にかかわらず、ご心配な方は長野市保健所でご相談をお受けしています。
【市民の皆様へ】
４月 12 日の政府対策本部において、安倍首相が繁華街で接客を伴う飲食店の利用を自粛
するよう全国民に要請しました。
長野市といたしましても、繁華街で接客を伴う飲食店の利用を控えていただくよう市民の
皆様にご協力をお願いします。
なお、患者の方のプライバシーを保護するとともに、患者の方や勤務先に対する偏見・差
別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。
【報道機関へのお願い】
今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、市民の皆様への正確な情報提供にご協
力をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課
（課長）峯村

賢

（担当）長澤

詩子

電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982
E－mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp

長野市（保健福祉部）プレスリリース
令和２年４月 15 日

新型コロナウイルス感染症患者６例目
及び２例目（５報）・５例目（２報）
本日（４月 15 日）
、長野市内において新型コロナウイルス感染症６例目患者が確認され
ました。
【６例目】
（１） 年

代

70 代

（２） 性

別

女性

（３） 居住地

長野市内

（４） 症状及び経過
４月 ９日 けんたい感と熱感を覚えたが体温は平熱（35℃台）
４月 10 日～12 日

けんたい感が続くため自宅に滞在

４月 13 日 医療機関Ａ受診。胸部エックス線検査にて、肺炎を確認し、
検体採取するとともに医療機関Ａへ入院。
４月 14 日 肺炎の治療のため、医療機関Ｂへ転院したのち、ＰＣＲ検査の結果が
「陽性」と判明。そのまま感染症指定医療機関Ｂに入院。
（５） 行動歴
現時点で市外へは出ていないとのことだが、詳細は調査中。
（６） 濃厚接触者
現時点で判明している濃厚接触者は同居以外の人３人

【市内２例目及び５例目の濃厚接触者の状況】
４月 15 日正午時点で判明している濃厚接触者（その後、感染が判明した方を除く）は、
・２例目の患者の同居者２人
・患者と接触のあった職場スタッフ 29 人（うち 18 人は２例目の濃厚接触者）
・林檎館を訪れた人 34 人（＋23 人）
・その他同居以外の人５人（＋５人）
【「林檎館」を訪れた皆様へ】
４月１、３、４、７、８日に当該店舗を訪れた方は、症状の有無にかかわらず、長野市
保健所（電話 026-226-9960）へご相談をお願いします。
（8 時 30 分～17 時 15 分）
また、当該日にかかわらず、ご心配な方は長野市保健所でご相談をお受けしています。

【市民の皆様へ】
政府対策本部において、安倍首相が繁華街で接客を伴う飲食店の利用を自粛するよう
全国民に要請しました。
長野市といたしましても、繁華街で接客を伴う飲食店の利用を控えていただくよう市民の
皆様にご協力をお願いします。
なお、患者の方のプライバシーを保護するとともに、患者の方や勤務先に対する偏見・
差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。
【報道機関へのお願い】
今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、市民の皆様への正確な情報提供に
ご協力をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課
（課長）峯村

賢

（担当）長澤

詩子

電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982
E－mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp

長野市（保健福祉部）プレスリリース
令和２年４月 20 日

新型コロナウイルス感染症患者に関する続報について
２例目（６報）・５例目（３報）・６例目（２報）
長野市内で確認された２例目・５例目・６例目の新型コロナウイルス感染症患者に関して、
４月 16 日以降の新たな情報をお知らせします。
下線部分が新たな情報です。
【市内２例目及び５例目】
○濃厚接触者の状況
４月 20 日正午時点で判明している濃厚接触者は、
・２例目の患者の同居者 ２人
・患者と接触のあった職場スタッフ
・林檎館を訪れた人

29 人（うち 18 人は２例目の濃厚接触者）

36 人（＋２人）

・５例目の患者の同居以外の人 ５人
【市内６例目】
○症状及び経過
４月 ９日 けんたい感と熱感を覚えたが体温は平熱（35℃台）
４月 10 日～12 日

けんたい感が続くため自宅に滞在

４月 13 日 医療機関Ａ受診。胸部エックス線検査にて、肺炎を確認し、
検体採取するとともに医療機関Ａへ入院。
４月 14 日 肺炎の治療のため、医療機関Ｂへ転院したのち、ＰＣＲ検査の結果が
「陽性」と判明。そのまま感染症指定医療機関Ｂに入院。
４月 17 日 医療機関Ｃに転院。
○濃厚接触者の状況
・同居以外の人 ４人（＋１人）
【「林檎館」を訪れた皆様へ】
４月１、３、４、７、８日に当該店舗を訪れた方は、症状の有無にかかわらず、長野市
保健所（電話 026-226-9960）へご相談をお願いします。
（8 時 30 分～17 時 15 分）
また、当該日にかかわらず、ご心配な方は長野市保健所でご相談をお受けしています。
１例目からの発生状況については別添資料のとおりです。

保健福祉部長野市保健所健康課
（課長）峯村

賢

（担当）長澤

詩子

電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982
E－mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp

