
 
令和 2年（2020年）4月 14日  

報道機関各社様 
 

●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について 
 
道内 280～283例目となる感染者（患者 A、B、C、D）が札幌市内において確認されましたの

で、お知らせいたします。 
詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。 

 
１ 患者の概要 
  別紙のとおり 
 
２ 患者の状況等 

 (1) 患者 A（道内 280例目） 
  ア）症状・経過 
    4月 6日（月）微熱 
    4月 7日（火）微熱解消 
    4月 9日（木）発熱 

    4月 10日（金）医療機関 Aを受診、検体を採取、発熱解消 
    4月 11日（土）北海道衛生研究所に検体を持ち込み、検査を開始 
           全身倦怠感 
    4月 12日（日）医療機関 Bを受診（全身倦怠感は持続） 
    4月 13日（月）北海道衛生研究所にて陽性が判明 
    4月 14日（火）入院先調整中（軽症、会話可） 
  イ）行動歴 

    調査中 
 
 (2) 患者 B（道内 281例目） 

  ア）症状・経過 

    4月 7日（火）発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、悪寒 

    4月 11日（土）医療機関 Cを受診、検体採取、同医療機関において検査を開始 
    4月 12日（日）同医療機関にて陽性が判明 

4月 14日（火）入院先調整中（軽症、会話可） 
  イ）行動歴 
    調査中 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日の説明会における配布資料に関し、「新たな患者数（10人）」および「患者 1人の死亡」以外の内容については説明会開始後

（17：00開始予定）の解禁とさせていただきます。 



 (3) 患者 C（道内 282例目） 
  ア）症状・経過 

    4月 7日（火）微熱、咳、全身倦怠感 

    4月 8日（水）発熱、呼吸困難、関節筋肉痛、味覚・嗅覚異常 
           （咳、全身倦怠感は持続） 
    4月 9日（木）咽頭痛、動悸（その他の症状持続） 
    4月 11日（土）医療機関 Dを受診（全ての症状持続） 
           医療機関 Cを受診、肺炎像あり、検体を採取 
           同医療機関にて検査を開始 
    4月 12日（日）同医療機関にて陽性が判明 
    4月 13日（月）咳、咽頭痛、味覚・嗅覚異常 
    4月 14日（火）医療機関 Eに入院（軽症、会話可） 
  イ）行動歴 
    調査中 

 
 (4) 患者 D（道内 283例目） 
  ア）症状・経過 
    4月 12日（日）医療機関 Fを受診、肺炎像あり、検体を採取 

発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛 

    4月 13日（月）札幌市衛生研究所に検体を持ち込み、検査を開始 
           同衛生研究所にて陽性が判明 

    4月 14日（火）入院先調整中（軽症、会話可） 
  イ）行動歴 
    調査中 
 

３ 札幌市衛生研究所におけるこれまでの検査数など 

 (1) 総検査数 1670検体（1033人）、うち陽性（144人）※（4月 14日午前 9時時点） 
※道内 87、266、267例目患者（北海道から発表）の陽性結果を除く 

※道内 195、221、235例目患者は市立札幌病院による行政検査 

※道内 239、280例目患者は北海道衛生研究所による検査のため検査数に含まれない 

※道内 281、282例目患者は市内医療機関による行政検査 

※濃厚接触者の数は 75人 

 (2) 陽性者の内訳（4月 14日午前 9時時点） 

現在患者数 68人（軽症・中等症：63人、重症：5人） 

陰性確認済み累計 71人、死亡累計 5人 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

問い合わせ先 

保健所感染症総合対策課 山口、小山内 

電話：622-5199、ファクス：622-5168 

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護

等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。 



 
患者の概要 

 年代 性別 居住地 職業 国籍 
海外渡
航歴 

濃厚接触者 病状 現在の状況 

患者 A 
(道内 280例目) 

40歳代 女性 札幌市 会社員 日本 なし 調査中 軽症、会話可 入院先調整中 

患者 B 
(道内 281例目) 

60歳代 女性 札幌市 無職 日本 なし 調査中 軽症、会話可 入院先調整中 

患者 C 
(道内 282例目) 

30歳代 男性 札幌市 会社員 日本 なし 調査中 軽症、会話可 入院中 

患者 D 
(道内 283例目) 

30歳代 男性 札幌市 非公表 日本 なし 調査中 軽症、会話可 入院先調整中 

 
 
 
 

別紙 



 
令和 2年（2020年）4月 14日  

報道機関各社様 
 
●札幌呼吸器科病院における新型コロナウイルス患者の発生について 

（第３報） 
 
令和２年４月 11 日に報告した札幌呼吸器科病院の院内感染事例において、新たに患者発生

がありましたので、お知らせいたします。 
詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。 

 
１ 患者の概要、院内感染者 
  別紙のとおり 
 

２ 患者の状況等 
 (1) 患者 A（道内 284例目） 
   ※医師 
  ア）症状・経過 
    4月 11日（土）札幌呼吸器科において検体を採取（無症状） 
           札幌市衛生研究所に検体を持ち込み、検査を開始 

同衛生研究所にて陰性が判明 
    4月 12日（日）発熱 
    4月 13日（月）同医療機関において検体を採取（発熱は持続） 
           同衛生研究所に検体を持ち込み、検査を開始 

同衛生研究所にて陽性が判明 
    4月 14日（火）入院先調整中（軽症、会話可） 

  イ）行動歴 
    調査中 
 
 (2) 患者 B（道内 285例目） 
   ※清掃員 
    4月 10日（金）札幌呼吸器科病院において検体を採取（無症状） 
    4月 11日（土）札幌市衛生研究所に検体を持ち込み、検査を開始 

同衛生研究所にて陰性が判明 
    4月 12日（日）発熱、頭痛、関節痛 
    4月 13日（月）同医療機関において検体を採取（発熱、頭痛、関節痛は持続） 
           同衛生研究所に検体を持ち込み、検査を開始 

同衛生研究所にて陽性が判明 

    4月 14日（火）入院先調整中（軽症、会話可） 
  イ）行動歴 
    調査中 

 
 (3) 患者 C（道内 286例目） 
   ※入院患者 
  ア）症状・経過 
    1月 31日（木）札幌呼吸器科病院に入院（持病により発熱） 
 
 

本日の説明会における配布資料に関し、「新たな患者数（10人）」および「患者 1人の死亡」以外の内容については説明会開始後

（17：00開始予定）の解禁とさせていただきます。 



    4月 11日（土）同医療機関において検体を採取（持病による発熱は持続） 
           札幌市衛生研究所に検体を持ち込み、検査を開始、 

同衛生研究所にて陰性が判明 
    4月 13日（月）同医療機関において検体採取（発熱は持続） 
           同衛生研究所に検体を持ち込み、検査を開始 

同衛生研究所にて陽性が判明 
（ベッド上安静、会話可（意思疎通程度）） 

  イ）行動歴 

    1月 31日（木）～現在同医療機関に入院中 

 
 
 (4) 患者 D（道内 287例目） 
   ※入院患者 
  ア）症状・経過 

    3月 5日（木）札幌呼吸器科病院に入院（持病により発熱） 
    4月 11日（土）同医療機関において検体を採取（持病による発熱は持続） 
           札幌市衛生研究所に検体を持ち込み、検査を開始 

同衛生研究所にて陰性が判明 
    4月 13日（月）同医療機関において検体を採取（発熱は持続） 
           同衛生研究所に検体を持ち込み、検査を開始 

同衛生研究所にて陽性が判明（ベッド上安静、会話不可） 
  イ）行動歴 
    3月 5日（木）～現在同医療機関に入院中 
 
 (5) 患者 E（道内 288例目） 

   ※入院患者 
  ア）症状・経過 
    3月 11日（水）札幌呼吸器科病院に入院（持病により微熱） 
    4月 11日（土）倦怠感、同医療機関において検体採取（持病による微熱は 

持続） 
           札幌市衛生研究所に検体を持ち込み、検査を開始 

同衛生研究所にて陰性が判明 
    4月 13日（月）同医療機関において検体を採取（発熱、倦怠感は持続） 
           同衛生研究所に検体を持ち込み、検査を開始、陽性が判明 

（軽症、会話可） 
  イ）行動歴 
    3月 11日（水）～現在同医療機関に入院中 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

問い合わせ先 

保健所感染症総合対策課 山口、小山内 

電話：622-5199、ファクス：622-5168 

患者等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、

本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。 



 
１ 患者の概要 

 年代 性別 居住地 職業 国籍 
海外渡
航歴 

濃厚接触者 病状 
現在の
状況 

患者 A 
(道内 284例目) 

80歳代 男性 札幌市 医師 日本 なし 
院内感染者 
その他調査中 

軽症、会話可 
入院先
調整中 

患者 B 
(道内 285例目) 

50歳代 女性 札幌市 清掃員 日本 なし 
院内感染者 
その他調査中 

軽症、会話可 
入院先
調整中 

患者 C 
(道内 286例目) 

70歳代 男性 札幌市 無職 日本 なし 
院内感染者 
その他調査中 

ベッド上安静、会話
可（意思疎通程度） 

入院中 

患者 D 
(道内 287例目) 

90歳代 女性 札幌市 無職 日本 なし 
院内感染者 
その他調査中 

ベッド上安静、会話
不可 

入院中 

患者 E 
(道内 288例目) 

90歳代 女性 札幌市 無職 日本 なし 
院内感染者 
その他調査中 

軽症、会話可 入院中 

※上記全員札幌呼吸器科病院 
 
２ 札幌呼吸器科病院の院内感染者 
  道内 218、238、249～255、259～265、284～288例目 
 

別紙 



 
 

令和 2年（2020年）4月 14日 
報道機関各社様 
 

●長野病院における新型コロナウイルス患者の発生について 
 
この度、札幌市白石区にある長野病院において、新型コロナウイルス感染症の院内感染

事例が確認されましたので、お知らせいたします。 
詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。 

 
１ 患者の概要 

   年代 性別 居住地 職業 国籍 海外渡航歴 

患者(道内 289例目) 60歳代 男性 札幌市 無職 日本 なし 

 
 
２ 患者の状況等 
 (1) 患者（道内 289例目）※入院患者、道内 233例目の濃厚接触者 
  ア）症状・経過 
    平成 23年 4月 1日（金）長野病院に入院 
    令和 2年 4月 13日（月）発熱 

同医療機関において検体採取 
札幌市衛生研究所に検体を持ちこみ、検査を開始 
同衛生研究所にて陽性が判明（軽症、会話可） 

  イ）その他の濃厚接触者 
    調査中 

  ウ）行動歴 
    調査中 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

問い合わせ先 

保健所感染症総合対策課 山口、小山内 

電話：622-5199、ファクス：622-5168 

患者等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のた

め、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。 

本日の説明会における配布資料に関し、「新たな患者数（10人）」および「患者 1人の死亡」以外の内容については説明会開

始後（17：00開始予定）の解禁とさせていただきます。 


