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新型コロナウイルスに関連した患者の発生について

昨日（１１月１９日・木），旭川市内で新型コロナウイルスに関連した感染症の患者２１名が確認されました。

１人目から１５人目までの方々は，１１月６日（金），感染の発生が確認された医療機関における感染者であり
ます。
市内１５７例目（道内６６６４例目）から市内１７１例目（道内６６７８例目）までになり，概要は下記のとおりで

す。

【１１月１９日（木）確認分】

【累計】

１６人目の方は，市内１７２例目（道内６６７９例目）となり，旭川市在住の４０代女性，日本国籍，職業は会社
員であります。
この方は，１１月１９日（木）に発表した市内１５４例目（道内６３７８例目）の濃厚接触者であり，同日，新型

コロナウイルス検査を実施したところ，陽性と確認されました。
現在，体温は３６℃，症状は胸の苦しさ，咳であります。

１７人目の方は，市内１７３例目（道内６６８０例目）となり，旭川市在住の４０代男性，日本国籍，職業は会社
員であります。
この方は，１１月１２日（木）に発表した市内１０８例目（道内４８１７例目）の濃厚接触者であり，１１月１９日

（木），新型コロナウイルス検査を実施したところ，陽性と確認されました。
現在，体温は３６．５℃，症状は咳であります。

１８人目の方は，市内１７４例目（道内６６８１例目）となり，旭川市在住の４０代女性，日本国籍，職業は非公
表であります。
この方は，１１月１７日（火），咳，全身倦怠感のため，市内医療機関Ａを受診し，１１月１８日（水），３８．７℃の

発熱。１１月１９日（木），同医療機関を再受診し，新型コロナウイルス検査を実施したところ，陽性と確認されま
した。
現在，体温は３６．７℃，症状は倦怠感，咳であります。

１９人目の方は，市内１７５例目（道内６６８２例目）となり，旭川市在住の３０代男性，日本国籍，職業は医療
機関職員であります。
この方は，１１月１８日（水），咳，痰，鼻汁，倦怠感，関節痛が出現し，１１月１９日（木），市内医療機関Ｂを受
診し，新型コロナウイルス検査を実施したところ，陽性と確認されました。
現在，体温は３６．４℃，症状は倦怠感，咳，鼻汁であります。

市内番号 道内番号 国籍 居住地 年代 性別 職業等
１５７ ６６６４ 日本 旭川市 ５０代 女性 非公表

１５８ ６６６５ 日本 旭川市 ５０代 女性 非公表
１５９ ６６６６ 日本 旭川市 ２０代 女性 看護師
１６０ ６６６７ 日本 旭川市 ５０代 女性 非公表
１６１ ６６６８ 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表
１６２ ６６６９ 日本 旭川市 ４０代 女性 非公表
１６３ ６６７０ 日本 旭川市 ６０代 女性 非公表
１６４ ６６７１ 日本 旭川市 ６０代 女性 介護員
１６５ ６６７２ 日本 旭川市 ４０代 男性 介護員
１６６ ６６７３ 日本 旭川市 ４０代 男性 職員
１６７ ６６７４ 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表
１６８ ６６７５ 日本 旭川市 ８０代 女性 患者
１６９ ６６７６ 日本 旭川市 ８０代 女性 患者
１７０ ６６７７ 日本 旭川市 ７０代 女性 患者
１７１ ６６７８ 日本 旭川市 ７０代 女性 患者

職員 ２０人
患者 ４５人
非公表 １５人
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２０人目の方は，市内１７６例目（道内６６８３例目）となり，日本国籍，居住地，年代，性別，職業は非公表であ
ります。
この方は，１１月１８日（水），３８．５℃の発熱。同日，市内医療機関Ｃを受診し，新型コロナウイルス検査を実
施したところ，１１月１９日（木），陽性と確認されました。
現在，体温は３６．５℃，症状はなしであります。

２１人目の方は，市内１７７例目（道内６６８４例目）となり，旭川市在住の５０代男性，日本国籍，職業は非公
表であります。
この方は，１１月１３日（金），悪寒が出現。１１月１９日（木），市内医療機関Ｄを受診。市内指定医療機関Ｅの
受診を勧奨され，同日，同医療機関を受診し，新型コロナウイルス検査を実施したところ，陽性と確認されまし
た。
現在，体温は３６．５℃，症状は寒気であります。

【患者（市内１７２例目（道内６６７９例目）の概要】

【患者（市内１７３例目（道内６６８０例目）の概要】

年 代 ４０代
性 別 女性
国 籍 日本
居住地 旭川市
職 業 会社員

症状・経過 【経過】
１１月１９日（木） 検査を実施。陽性と確認。
現在，入院調整中。

【現在の状況】
体温は３６℃，症状は胸の苦しさ，咳。

行動歴 海外渡航歴なし。
行動歴は調査中。

年 代 ４０代
性 別 男性
国 籍 日本
居住地 旭川市
職 業 会社員

症状・経過 【経過】
１１月１９日（木） 検査を実施。陽性と確認。
現在，入院調整中。

【現在の状況】
体温は３６．５℃，症状は咳。

行動歴 海外渡航歴なし。
行動歴は調査中。



報道発表資料 令和２年１１月２０日

【患者（市内１７４例目（道内６６８１例目）の概要】

【患者（市内１７５例目（道内６６８２例目）の概要】

【患者（市内１７６例目（道内６６８３例目）の概要】

年 代 ４０代
性 別 女性
国 籍 日本
居住地 旭川市
職 業 非公表

症状・経過 【経過】
１１月１７日（火） 咳，全身倦怠感のため，市内医療機関Ａを受診。
１１月１８日（水） ３８．７℃の発熱。
１１月１９日（木） 上記医療機関を再受診。検査を実施し，陽性と確認。
現在，入院調整中。

【現在の状況】
体温は３６．７℃，症状は倦怠感，咳。

行動歴 海外渡航歴なし。
行動歴は調査中。

年 代 ３０代
性 別 男性
国 籍 日本
居住地 旭川市
職 業 医療機関職員

症状・経過 【経過】
１１月１８日（水） 咳，痰，鼻汁，倦怠感，関節痛が出現。
１１月１９日（木） 市内医療機関Ｂを受診。検査を実施し，陽性と確認。
１１月２０日（金） 市内指定医療機関Ｅに入院。

【現在の状況】
体温は３６．４℃，症状は倦怠感，咳，鼻汁。

行動歴 海外渡航歴なし。
行動歴は調査中。

年 代 非公表
性 別 非公表
国 籍 日本
居住地 非公表
職 業 非公表

症状・経過 【経過】
１１月１８日（水） ３８．５℃の発熱。市内医療機関を受診。検査を実施。
１１月１９日（木） 陽性と確認。
現在，入院調整中。

【現在の状況】
体温は３６．５℃，症状はなし。

行動歴 海外渡航歴なし。
行動歴は調査中。
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【患者（市内１７７例目（道内６６８４例目）の概要】

旭川市でこれまで取り扱った検査人数（１１月２０（金）午前９時時点）
・ 検査人数７２５７人
・ うち，旭川市発表分の陽性人数は１７７人（実人数１７５人）

年 代 ５０代
性 別 男性
国 籍 日本
居住地 旭川市
職 業 非公表

症状・経過 【経過】
１１月１３日（金） 悪寒が出現。
１１月１９日（木） 市内医療機関Ｄを受診。

市内指定医療機関Ｅの受診を勧奨される。
同医療機関を受診。検査を実施し，陽性と確認。

現在，入院調整中。

【現在の状況】
体温は３６．５℃，症状は寒気。

行動歴 海外渡航歴なし。
行動歴は調査中。


