
 

 

 

新型コロナウイルス感染症の患者(２０４例目から２０６例目(第２報)) 

及び感染者(２０７例目から２１５例目)の発生について 

 

 

昨日１２月１７日(木)に報告した２０４例目から２０６例目の第２報については以下のとおりです。

また，医療機関からの陽性者の届出により，本市で２０７例目から２１０例目となる４人の感染者が

確認されました。 

本日１２月１８日(金)，４２件の検査結果が確定し，本市で２１１例目～２１５例目となる感染者が

確認されました。他の３７件については陰性でした。なお，陽性者のうち３件は医療機関からの患者の

届出です。 

感染者の詳細は以下のとおりです。本件については，濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を

行っています。 

現在，感染症指定医療機関に入院中等の方は３５人（他入院調整中５１人）で，重症者は０人です。 

 

 

 

○２０４例目の患者について 

 ２０４例目の患者は，他県で確定された患者の濃厚接触者で，１２月１５日(火)に鼻汁，咽頭痛，全

身倦怠感が出現。１２月１６日(水)にＡ医療機関を受診，検体を採取。昨日，検査の結果，患者と確定

されました。 

 

【２０４例目の患者概要】 

(1) 年 代 ４０歳代 

(2) 居住地 福山市 

(3) 症 状 鼻汁，咽頭痛，全身倦怠感 

(4) 入院状況等  

  １２月１５日(火)  鼻汁，咽頭痛，全身倦怠感が出現 

１２月１６日(水)  Ａ医療機関を受診，検体を採取 

  １２月１７日(木)  ＰＣＲ検査実施（陽性） 

感染症指定医療機関等に入院調整中 

  現在，症状はあるものの，状態は安定している 

(5) 他事例との関連   他県で確定された患者の濃厚接触者 

症状発症前１４日以内の県外往来 なし 

海外渡航歴 なし 

(6) 接触者等       濃厚接触者は家族 その他調査中 

  



 

○２０５例目の患者について 

 ２０５例目の患者は，１２月１６日(水)に３８．０℃の発熱，咽頭違和感，頭痛，関節筋肉痛が出現。

１２月１７日(木)に帰国者・接触者外来を受診，検体を採取。同日，検査の結果，患者と確定されまし

た。 

 

【２０５例目の患者概要】 

(1) 年 代 ２０歳代 

(2) 居住地 福山市 

(3) 症 状 発熱，咽頭違和感，頭痛，関節筋肉痛 

(4) 入院状況等  

  １２月１６日(水)  ３８．０℃の発熱，咽頭違和感，頭痛，関節筋肉痛が出現 

  １２月１７日(木)  帰国者・接触者外来を受診，検体を採取 

            ＰＣＲ検査実施（陽性） 

  感染症指定医療機関等に入院調整中 

  現在，症状はあるものの，状態は安定している 

(5) 他事例との関連   調査中 

症状発症前１４日以内の県外往来 なし 

海外渡航歴 なし 

(6) 接触者等      調査中 

 

 

 

○２０６例目の患者について 

 ２０６例目の患者は，１２月１６日(水)に３８．８℃の発熱，全身倦怠感，軟便が出現。同日，Ａ医

療機関を受診，検体を採取。昨日，検査の結果，患者と確定されました。 

 

【２０６例目の患者概要】 

(1) 年 代 ３０歳代 

(2) 居住地 福山市 

(3) 症 状 発熱，結膜充血，全身倦怠感，軟便 

(4) 入院状況等  

  １２月１６日(水)  ３８．８℃の発熱，全身倦怠感，軟便が出現 

 Ａ医療機関を受診，検体を採取 

  １２月１７日(木)  結膜充血が出現 

ＰＣＲ検査実施（陽性） 

  感染症指定医療機関等に入院調整中 

  現在，症状はあるものの，状態は安定している 

(5) 他事例との関連   調査中 

症状発症前１４日以内の県外往来 なし 

海外渡航歴 なし 

(6) 接触者等       調査中 

  



○２０７例目～２１０例目の感染者について 

 ２０７例目～２１０例目の感染者は，１２月１１日(金)に情報提供した院内感染事案の関連であり，

１２月１７日(木)，検査の結果，感染者と確定されました。 

  

症例（例目） 感染者 年代 居住地 症状 確認日 備考 

２０７ 入院患者 ８０歳代 福山市 発熱，痰 12/17  

２０８ 入院患者 ８０歳代 福山市 発熱 12/17  

２０９ 入院患者 ６０歳代 福山市 微熱 12/17  

２１０ ２０１例目の

濃厚接触者 

８０歳代 福山市 なし 12/17  

 

○２１１例目の患者について 

 ２１１例目の患者は，岡山市で確定された患者の濃厚接触者で，１２月１７日(木)に３８．５℃の発

熱が出現。Ａ医療機関を受診，検体を採取。本日，検査の結果，患者と確定されました。 

 

【２１１例目の患者概要】 

(1) 年 代 ４０歳代 

(2) 居住地 福山市 

(3) 症 状 発熱 

(4) 入院状況等  

  １２月１７日(木)  ３８．５℃の発熱が出現 

 Ａ医療機関を受診，検体を採取 

  １２月１８日(金)  ＰＣＲ検査実施（陽性） 

  感染症指定医療機関等に入院調整中 

  現在，症状はあるものの，状態は安定している 

(5) 他事例との関連   岡山市で確定された患者の濃厚接触者 

症状発症前１４日以内の県外往来 なし 

海外渡航歴 なし 

(6) 接触者等       濃厚接触者は家族 その他調査中 

 

 

○２１２例目の患者について 

 ２１２例目の患者は，広島市民病院のクラスター関連で，１２月１７日(木)に下痢が出現。Ａ医療機

関を受診，検体を採取。本日，検査の結果，患者と確定されました。 

 

【２１２例目の患者概要】 

(1) 年 代 ５０歳代 

(2) 居住地 福山市 

(3) 症 状 下痢 

(4) 入院状況等  

１２月１７日(木)  下痢が出現 

Ａ医療機関を受診，検体を採取 

  １２月１８日(金)  ＰＣＲ検査実施（陽性） 

感染症指定医療機関等に入院調整中 

現在，症状はあるものの，状態は安定している 

(5) 他事例との関連   広島市民病院のクラスター関連 

症状発症前１４日以内の県外往来 なし 

海外渡航歴 なし 

(6) 接触者等       濃厚接触者は家族 その他調査中 



○２１３例目の感染者について 

 ２１３例目の感染者は，１２月１７日(木)に帰国者・接触者外来を受診，検体を採取。本日，検査の

結果，感染者と確定されました。 

 

【２１３例目の感染者概要】 

(1) 年 代 ８０歳代 

(2) 居住地 福山市 

(3) 症 状 なし（無症状病原体保有者） 

(4) 入院状況等  

  １２月１７日(木)  帰国者・接触者外来を受診，検体を採取 

  １２月１８日(金)  ＰＣＲ検査実施（陽性） 

  感染症指定医療機関等に入院調整中 

(5) 他事例との関連   調査中 

検体採取前１４日以内の県外往来 なし 

海外渡航歴 なし 

(6) 接触者等       濃厚接触者は家族 その他調査中 

 

 

○２１４例目の患者について 

 ２１４例目の患者は，１２月１５日(火)に３７℃台の発熱，痰，頭痛が出現。１２月１７日(木)に嗅

覚障害，味覚障害が出現。同日，帰国者・接触者外来を受診，検体を採取。本日，検査の結果，患者と

確定されました。 

 

【２１４例目の患者概要】 

(1) 年 代 ２０歳代 

(2) 居住地 福山市 

(3) 症 状 発熱，痰，頭痛，嗅覚障害，味覚障害 

(4) 入院状況等  

  １２月１５日(火)  ３７℃台の発熱，痰，頭痛が出現 

１２月１７日(木)  嗅覚障害，味覚障害が出現 

          帰国者・接触者外来を受診，検体を採取 

  １２月１８日(金)  ＰＣＲ検査実施（陽性） 

  感染症指定医療機関等に入院調整中 

  現在，症状はあるものの，状態は安定している 

(5) 他事例との関連   調査中 

症状発症前１４日以内の県外往来 なし 

海外渡航歴 なし 

(6) 接触者等       調査中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○２１５例目の患者について 

 ２１５例目の患者は，本市１２８例目の濃厚接触者で，１２月８日(火)にＰＣＲ検査を実施し，陰性。

１２月１０日(木)に鼻汁，咳が出現。１２月１２日(土)にＰＣＲ検査を実施し，陰性。１２月１６日(水)

に３８.５℃の発熱が出現。１２月１７日(木)にＢ医療機関を受診，検体を採取。  本日，検査の結

果，患者と確定されました。 

 

【２１５例目の患者概要】 

(1) 年 代 １０歳未満 

(2) 居住地 福山市 

(3) 症 状 発熱，咳，鼻汁  

(4) 入院状況等  

  １２月 ８日(火)  ＰＣＲ検査実施（陰性） 

１２月１０日(木)  鼻汁，咳が出現 

  １２月１２日(土)  ＰＣＲ検査実施（陰性） 

  １２月１６日(水)  ３８.５℃の発熱が出現 

１２月１７日(木)  Ｂ医療機関を受診，検体を採取 

  １２月１８日(金)  ＰＣＲ検査実施（陽性） 

  感染症指定医療機関等に入院調整中 

  現在，症状はあるものの，状態は安定している 

(5) 他事例との関連   本市１２８例目の濃厚接触者 

症状発症前１４日以内の県外往来 なし 

海外渡航歴 なし 

(6) 接触者等       濃厚接触者は家族 その他調査中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民の皆様に】 

○ 感染拡大地域への往来は控えましょう。往来された際には，体調管理を徹底してください。 

○「マスクの着用」，「手洗い」，「人と人との距離確保」など『新しい生活様式』を実践しましょう。 

○ こまめな換気と加湿に心がけましょう。 

○「３つの密」な状況を避けましょう。とりわけ感染リスクの高まる「５つの場面」について，細心の

注意を払いましょう。 

○ 体調に異変がある場合，まずかかりつけ医に電話で相談しましょう。なお，相談する医療機関に迷

う場合には，「受診・相談センター（積極ガードダイヤル）」（（084）928-1350 24 時間対応）にご

相談ください。 
 
 


