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新型コロナウイルス感染症患者の発生について 

 

 

１．概要 

 １月１４日（金）に浜田保健所管内で３０名、益田保健所管内で１２名、出雲保健

所管内で２０名、県央保健所管内で１１名、雲南保健所管内で２名の新型コロナウイ

ルス感染が新たに確認されました。 

 

２．患者 

例目 居住地 関連 症状 

発症日（検体採取日） 

２日前以降の 

不特定多数との接触 

発症日（検体採取日） 

２週間前以降の 

県外移動歴 

2167 江津市 - 軽症 なし なし 

2168 益田市 1973 軽症 なし なし 

2169 江津市 - 軽症 なし なし 

2170 益田市 2033 軽症 なし なし 

2171 益田市 2063 なし なし なし 

2172 益田市 - なし なし あり 

2173 出雲市 2136 軽症 なし なし 

2174 出雲市 2131 軽症 なし なし 

2175 出雲市 2091 軽症 なし なし 

2176 益田市 - 軽症 なし あり 

2177 邑南町 1967 軽症 なし あり 

2178 浜田市 - 軽症 なし あり 

2179 浜田市 - 軽症 なし なし 

2180 邑南町 2076 軽症 なし なし 

2181 邑南町 2076 なし なし なし 

2184 浜田市 2050 軽症 なし なし 

2185 浜田市 2050 なし なし なし 
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2186 浜田市 2050 なし なし なし 

2187 浜田市 2050 なし なし なし 

2188 浜田市 2050 軽症 なし なし 

2189 浜田市 2050 軽症 なし なし 

2190 浜田市 2050 軽症 なし なし 

2191 出雲市 1997 なし なし あり 

2192 出雲市 － 軽症 なし なし 

2193 奥出雲町 2165 なし なし なし 

2194 奥出雲町 2165 なし なし なし 

2195 出雲市 2133 重症 なし なし 

2196 出雲市 2133 なし なし なし 

2197 出雲市 － 軽症 なし あり 

2198 出雲市 2118 なし なし なし 

2199 出雲市 2118 軽症 なし なし 

2200 浜田市 2050 軽症 なし なし 

2201 浜田市 2130 軽症 なし なし 

2202 江津市 2004 軽症 なし なし 

2203 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 

2204 益田市 2105 軽症 なし なし 

2205 益田市 1973 軽症 なし なし 

2206 益田市 2069 軽症 なし あり 

2207 益田市 1973 軽症 なし あり 

2208 出雲市 - 軽症 なし なし 

2209 益田市 1973 軽症 なし なし 

2210 出雲市 - 軽症 なし あり 

2211 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 

2212 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 

2213 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 

2214 益田市 - 軽症 なし あり 

2215 益田市 2105 軽症 なし あり 
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※症状は公表時点のもの 

 

 

2216 浜田市 2029 軽症 なし あり 

2217 邑南町 2010 軽症 なし なし 

2218 出雲市 - 軽症 なし なし 

2219 出雲市 - 軽症 なし あり 

2220 出雲市 - 軽症 なし なし 

2221 出雲市 － 軽症 なし なし 

2222 邑南町 1967 軽症 なし なし 

2223 邑南町 1967 軽症 なし あり 

2224 邑南町 1967 軽症 なし なし 

2225 邑南町 - 軽症 なし なし 

2226 邑南町 1967 軽症 なし なし 

2227 邑南町 1986 軽症 なし あり 

2228 浜田市 2068 なし なし なし 

2229 浜田市 2054 軽症 なし なし 

2230 江津市 調査中 軽症 なし なし 

2231 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 

2232 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 

2233 調査中 2046 調査中 調査中 調査中 

2234 調査中 2046 調査中 調査中 調査中 

2235 調査中 2046 調査中 調査中 調査中 

2236 調査中 2046 調査中 調査中 調査中 

2237 調査中 2046 調査中 調査中 調査中 

2238 調査中 2046 調査中 調査中 調査中 

2243 出雲市 - 軽症 なし なし 

2244 出雲市 - 軽症 なし なし 

2245 邑南町 1967 軽症 なし あり 

2246 出雲市 2118 軽症 なし なし 

2247 出雲市 2118 軽症 なし なし 
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３．浜田保健所管内における集団感染の発生について 

 

（１）１月１３日（木）に発表した県内２０４６例目の患者さんの接触者について調

査した結果、本日発表の２２３３例目から２２３８例目までの、合わせて７名の患者

さんが、同一の学校の寮の入所者であることが分かりました。 

 この施設では接触者の把握ができていることから、施設名の公表は差し控えさせて

いただきます。 

現在、施設では消毒作業を行うとともに、保健所においてこの施設の入所者に対し

て必要な検査を行っています。 

 

（２）１月１３日（木）に発表した県内２０５０例目の患者さんの接触者について調

査した結果、２０５３例目及び本日発表の２１８４例目から２１９０例目までの、合

わせて９名の患者さんが、同一の社会福祉施設の職員又は利用者であることが分かり

ました。 

 この施設では接触者の把握ができていることから、施設名の公表は差し控えさせて

いただきます。 

現在、施設では消毒作業を行うとともに、保健所においてこの施設の職員及び利用

者に対して必要な検査を行っています。 

 

 

４．益田保健所管内における集団感染の発生について 

 

 １月１２日（水）に発表した県内１９７３例目の患者さんの接触者について調査し

た結果、１９９４例目、２０３３例目、２０６３例目から２０６６例目、２０６８例

目、２１０５例目、２１２３例目～２１２６例目、本日発表の２１６８例目、２１７

０例目、２２０５例目、２２０９例目及び２２１５例目までの、合わせて１８名の患

者さんが、同一の飲食店の従業員又は利用客であることがわかりました。 

 この店舗では接触者の把握ができていることから、店名の公表は差し控えさせてい

ただきます。 

店舗については、現在、営業を休止されています。 

現在、店舗では消毒作業を行うとともに、保健所においてこの店舗の関係者に対し

て必要な検査を行っています。 

 

 

５．調査の状況 

・患者さんの行動調査、接触者の特定及び健康調査を実施しており、接触があった

方については、幅広にＰＣＲ検査など必要な検査を実施します。 

・患者さんと接触があった方については、保健所から連絡をとっております。また、

濃厚接触者の方には、行動を制限することを職場や学校などに報告いただいてい

ますので、冷静な対応をお願いします。 

・患者さんの行動歴の調査や検査を進めるなかで、感染拡大防止のために公表すべ

き情報があれば、改めて、情報提供します。 
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６．県民の皆さまへ 

・発熱等の症状があった場合は、速やかにかかりつけ医または健康相談コールセン

ターにご連絡いただき、受診してください。 

・各職場におかれては、従業員の日々の健康状態の把握に留意し、発熱等の症状が

あった場合は、必ず申告するよう呼びかけ、従業員の健康管理に努めてください。 

・職場や家庭での感染を防ぐため、「基本的な感染対策」に継続して取り組むとと

もに、特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注

意してください。 

（基本的な感染対策） 

① 「三つの密」の回避 

② 人と人との距離の確保 

③ マスクの着用 

④ 手洗いなどの手指衛生 

⑤ 換気 

・カラオケの利用が可能な店舗等では、マスクの着用やマイク、リモコン等の消毒、

施設の換気、歌唱にあたっては十分な距離を確保するなど、感染防止対策に注意

してください。 

・新型コロナウイルスは誰もが感染しうる病気です。患者さんの人権を守り、感染

拡大を防止するために、個人を特定する行動や、患者さんやその関係者への誹謗

中傷は許されませんので、厳に謹んでください。 

・患者さんは、厚生労働省が定める退院基準を満たした場合に退院され、その後通

常の生活に戻られます。患者さんの気持ちを思いやり、温かな心で迎えていただ

きますようお願いいたします。 

・新型コロナウイルス感染症の治療等にあたる医療従事者の方は、県民の命と健康

を守るため、日夜、医療現場の最前線で懸命に努力されています。医療現場で働

く方を思いやる気持ちをもっていただくようお願いします。 


