
重
症

そ
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他

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

※外国籍で公表に同意が得られた場合はその他の欄に「外国籍」と記載（日本国籍または非公表の場合は記載しない）。

4/19 あり 4/23 あり 入院中7853 70代

4/20 あり 4/23 あり 調整中

4/22
(採取日) なし 4/23

本日公表した施設(障害福
祉施設)滞在者 調整中

7849 70代

女性 無職 石巻市

7852 60代 女性 無職 登米市

7851 20代 男性 アルバイト 加美町

7850 20代 男性 アルバイト 加美町 あり 4/23
本日公表した施設(障害福

祉施設)滞在者 調整中

4/22 あり 4/23 調査中 調整中

4/19

調整中

4/18 あり 4/23 あり 調整中

7848 70代 男性 会社員 富谷市 4/18 あり 4/24 調査中 入院中

4/14 あり 4/23 あり 調整中7847 50代

7846 30代 男性 会社員 名取市 4/21 あり 4/23 あり

4/22 あり 4/24 あり 調整中

4/21 あり 4/24 あり 調整中

7841 80代

女性 パート 岩沼市

7844 30代 男性 団体職員 七ヶ浜町

7843 30代

7845 40代

村田町 なし 4/23
本日公表した施設

(高齢者施設)滞在者
調整中

4/19 あり 4/23
本日公表した施設

(高齢者施設)滞在者
入院中

7842 70代 男性 無職
4/22

(採取日)

女性 無職 村田町

１　新規患者の概要

記　者　発　表　資　料

 令和３年４月２４日

 疾病・感染症対策課感染症対策班

 担当：髙橋・髙橋

 電話：０２２－２１１－２６３２

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者の発生等について

　今般，宮城県内におきまして，新たに１３名（７８４１～７８５３例目）の新型コロナウイルス
感染症患者が確認されました。患者の概要は以下のとおりです。

No 年代 性別 職業 居住地 発症日 症状
陽性

判明日
接触歴

療養
状況

女性 団体職員 七ヶ浜町

男性 自営業 大崎市

女性 パート 富谷市



　（２）施設（高齢者施設）

　　７８４１及び７８４２例目は，７７３８及び７７３９例目と同一施設に滞在しており，同一施
設内における接触者は特定できております。

　　①　利用施設 　　　　　　　　　　　　　　　　  高齢者施設

　　②　施設所在地 　　　　　　　　　　　　　　　  加美町

　（１）施設（ 障害福祉施設）

　　７８５０及び７８５１例目は，７６３１，７６８３及び７７９０例目と同一施設に滞在してお
り，同一施設内における接触者は特定できております。

　　①　利用施設 　　　　　　　　　　　　　　　　  障害福祉施設

　　③　感染拡大に影響があると推測される事項　　   調査中

※「死亡」は死亡後に新型コロナウイルスが検出された者も含みます。

その他

総数

7,844人

(4,989人)

684人

(313人)

182人

(61人)

69人

(8人)

(7人)

7,853人

(4,996人)

9人 欠番（744例目,1196(市800)例目,4298例目,4688(市3050)例目,
5163(市3377)例目,5605(市3677)例目,6504(市4240)例目)
7640(市4903)例目),6373(市4144)例目）

患者
(4,642人)

59人

(34人)(109人)

79人

(16人)

113人

(53人)

226人

(127人)

197人

２　新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供

　 「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供（呼びかけ）基準」２（２）に
基づき，以下のとおり情報提供いたします。

入院

　　②　施設所在地 　　　　　　　　　　　　　　　  村田町

　　③　感染拡大に影響があると推測される事項　　   咳，鼻水等の症状はあったものの発熱が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないことから滞在していた者がいた。

　現在，飲食店だけでなく，個人宅や職場・屋外作業の休憩時において，複数の人数がマスクを着
用せず飲食したことにより感染が拡大したと思われる事例が確認されております。政府が示してい
る「感染リスクが高まる５つの場面」のとおり，大人数での飲食は，大声になり飛沫が飛びやすく
なるため，屋内外を問わず，感染リスクが高まります。
　個人宅や職場・屋外作業の休憩時の黙食，会話の時のマスク着用の徹底，体調が悪い人は参加し
ないなどの「感染リスクを下げる工夫」を実践していただきますようお願い申し上げます。

５　療養者数等の状況　                                             （本日１５時時点）

４　飲食時の感染リスクについて

計
(うち仙台市)

7,101人

療養中

死亡療養終了入院・療養先

調整中自宅療養宿泊療養
うち入院協力

医療機関

うち感染症指定

医療機関

３　新型コロナウイルス感染症患者の死亡について
　４月１６日及び２３日に，県内の医療機関に入院されていた新型コロナウイルス感染症患者２名
が亡くなられましたので，お知らせします。ここにお亡くなりになった方のご冥福をお祈り申し上
げます。
　なお，ご遺族の心情に配慮し，病状や経過等詳細につきましては，公表を差し控えさせて頂きま
す。



県民の皆様方へのお願い

入院者数
(使用病床数) 182人 15人 入院者数

(使用病床数) 125人 14人

確保病床数 347床 42床 確保病床数 244床 31床

６　病床の使用状況（本日１５時時点）
（１）確保病床の状況
〈全県〉　　　　 　　　             　     　　  〈仙台医療圏〉

確保病床 確保病床

全入院者 うち重症者 全入院者 うち重症者

受入可能病床

全入院者 うち重症者 全入院者 うち重症者

使用率 52.4% 35.7% 使用率 51.2% 45.2%

※本日の病床数：３４７床（感染症指定医療機関：１５５床，入院協力医療機関：１９２床）

（２）受入可能病床の状況

※受入可能病床・・・対応人員や入退院の状況により実際に各医療機関が当日に受入可能な病床

※確保病床・・・各医療機関から報告のあった現時点で確保している病床

使用率 74.6% 51.7% 使用率 85.0% 70.0%

受入可能病床数 244床 29床 受入可能病床数 147床 20床

入院者数
(使用病床数) 182人 15人 入院者数

(使用病床数) 125人 14人

〈全県〉　　　　 　　　             　 　　      〈仙台医療圏〉

受入可能病床

宮城県感染症対策委員会委員長

東北医科薬科大学特任教授

東北大学名誉教授

賀来 満夫


