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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（５月１８日），次のとおり，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が確認されました。  

 

 

■ 市内クラスター以外における感染者（昨日確認分）の概要は，下記のとおりです。 

 

 

確認数 33人

うち，重症者 0人
　　　再陽性者 0人

その他

市内番号 道内番号 国籍 居住地 年代 性別 職業等 リンク 濃厚接触者

1 1667 31334 日本 旭川市 60代 男性 無職 市1614(道29381)の濃厚接触者 0人

2 1668 31335 日本 旭川市 60代 女性 無職 市1600(道29367)の濃厚接触者 2人

3 1669 31336 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 市1591(道28792)の濃厚接触者 0人

4 1670 31337 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 市1606(道29373)の濃厚接触者 5人

5 1671 31338 日本 旭川市 50代 女性 パート
市1589(道28790)，

市1625(道29926)の濃厚接触者 1人

6 1672 31339 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 市1500(道26068)の濃厚接触者 0人

7 1673 31340 日本 旭川市 40代 女性 無職 市1582(道28783)の濃厚接触者 1人

8 1674 31341 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 有り 2人

9 1675 31342 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 有り 0人

10 1676 31343 日本 旭川市 20代 女性 接客業 有り 1人

11 1677 31344 日本 旭川市 40代 男性 自営業 有り 1人

12 1678 31345 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 有り 1人

13 1679 31346 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 有り 2人

14 1680 31347 日本 旭川市 30代 男性 非公表 調査中 2人

15 1681 31348 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 調査中 8人

16 1682 31349 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 調査中 1人

17 1683 31350 日本 旭川市 非公表 女性 非公表 調査中 2人

18 1684 31351 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 調査中 1人

19 1685 31352 日本 旭川市 30代 女性 接客業 調査中 0人

20 1686 31353 日本 旭川市 30代 男性 会社員 調査中 1人
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市内番号 道内番号 国籍 居住地 年代 性別 職業等 リンク 濃厚接触者

21 1687 31354 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 調査中 調査中

22 1688 31355 日本 旭川市 50代 女性 施設職員 調査中 0人

23 1689 31356 日本 旭川市 50代 女性 非公表 調査中 1人

24 1690 31357 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 調査中 調査中

25 1691 31358 日本 旭川市 60代 女性 自営業 調査中 1人

26 1692 31359 日本 旭川市 30代 女性 会社員 調査中 1人

27 1693 31360 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 調査中 調査中

28 1694 31361 日本 旭川市 30代 男性 非公表 調査中 0人

29 1695 31362 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 調査中 2人

30 1696 31363 日本 旭川市 40代 女性 非公表 調査中 4人

31 1697 31364 日本 旭川市 30代 男性 会社員 調査中 調査中

32 1698 31365 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 調査中 調査中

33 1699 31366 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 調査中 調査中

□　旭川市でこれまで取り扱った検査人数（5月19日午前9時時点）
    検査人数　57,764人
    うち，旭川市発表分の陽性人数は1,693人（実人数1,689人）
□　旭川市でこれまで取り扱った変異株の検査人数（5月19日午前9時時点）
　　検査人数　223人
　　うち，変異株疑いの人数は103人
　　うち，変異株確定人数（英国型）は12人
□　旭川市内における死亡した新型コロナウイルス感染症患者数
    95人
□　旭川市内における新型コロナウイルス感染症患者の病床使用率
　　74パーセント


