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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（９月２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。

■ ８月２３日，感染者集団の発生が確認された大学における感染者（市内クラスター４５例目）の概要は，

下記のとおりです。

■ ９月２日，感染者集団の発生が確認された企業における感染者（市内クラスター５３例目）の概要は，

下記のとおりです。

確認数 23人

うち，重症者 0人

　　　再陽性者 0人

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 3205 57480 日本 旭川市 10代 男性 学生 有り 2人

累計

8月22日以前確認 2人

2人

8月23日以降確認 11人 　

11人

13人

学生

学生

合　計

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 3206 57481 日本 旭川市 40代 男性 従業員 有り 1人

2 3207 57482 日本 旭川市 40代 男性 従業員 有り 5人

累計

9月1日以前確認 3人

3人

9月2日以降確認 2人 　

2人

5人

市番号3018(道番号55492)，市番号3175(道番号56868)，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道発表分(道番号57106)

従業員

従業員

合　計
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■ 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。

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 3208 57483 日本 旭川市 50代 男性 自営業 市3092(道56269)の濃厚接触者 0人

2 3209 57484 日本 旭川市 10代 男性 非公表 市3133(道56542)の濃厚接触者 2人

3 3210 57485 日本 旭川市 10代 女性 非公表 市3138(道56547)の濃厚接触者 3人

4 3211 57486 日本 旭川市 60代 女性 非公表 市3150(道56843)の濃厚接触者 2人

5 3212 57487 日本 旭川市 10歳未満 男性 非公表 市3173(道56866)の濃厚接触者 0人

6 3213 57488 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 有り 調査中

7 3214 57489 日本 旭川市 40代 男性 無職 市3174(道56867)の濃厚接触者 調査中

8 3215 57490 日本 旭川市 30代 男性 会社員 調査中 2人

9 3216 57491 日本 旭川市 30代 女性 販売員 市3215(道57490)の濃厚接触者 調査中

10 3217 57492 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 調査中 調査中

11 3218 57493 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 調査中 5人

12 3219 57494 日本 旭川市 30代 女性 パート 調査中 2人

13 3220 57495 日本 旭川市 50代 男性 非公表 調査中 調査中

14 3221 57496 日本 旭川市 30代 男性 会社員 調査中 調査中

15 3222 57497 日本 旭川市 20代 女性 非公表 調査中 調査中

16 3223 57498 日本 旭川市 10代 女性 非公表 調査中 0人

17 3224 57499 日本 旭川市 30代 女性 会社員 調査中 調査中

18 3225 57500 日本 旭川市 30代 男性 非公表 調査中 4人

19 3226 57501 日本 旭川市 20代 女性 無職 調査中 2人

20 3227 57502 日本 旭川市 80代 女性 無職 調査中 1人
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□　旭川市でこれまで取り扱った検査人数（9月3日午前9時時点）

    検査人数　93,164人

    うち，旭川市発表分の陽性人数は3,221人（実人数3,214人）

□　旭川市でこれまで取り扱った変異株の検査人数（9月3日午前9時時点）

確定数

アルファ株 290人 169人 16人

176人 128人 24人

(+-0人) (+-0人) (+-0人)

466人 297人 40人

(+-0人) (+-0人) (+-0人)

※WHO(世界保健機関)による変異株呼称変更に伴い，英国株をアルファ株，インド株をデルタ株に変更。　

※変異株に係る検査について

　変異株検査は令和3年3月22日から実施。

　市内で感染が確認されているウイルスがアルファ株にほぼ置き換わっているため，令和3年6月7日以降，

　市保健所における変異株検査については，デルタ株疑いを検出する検査となります。

※変異株陽性疑い人数(デルタ株)のうち2人は，道立保健所での変異株ＰＣＲ検査により変異株疑いで

　あることを確認したため，旭川市保健所において取り扱った変異株検査人数には含んでおりません。
　

□　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

    116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

　　47.3パーセント

変異株陽性疑い人数（延）変異株検査人数（延）

デルタ株

合計

◇問合せ等

発表日の午後５時００分までにお願いします。

◇問合せ先

旭川市保健所新型コロナウイルス感染症対策担当（電 話 ０１６６－２１－３１７１）


