
 

令和３年８月２７日 

山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

 

県内における新型コロナウイルス感染症の確認事例について(第 3022～3038例目) 

 

１ 患者の概要 

⑴ 事例 3022～3038 

No. 年代 
性

別 
居住地 職業 症 状 

発症前２週間 

以内の行動歴 
濃厚接触者 現在の状況 

過去事例 

との関連 

3022 小学生 男 寒河江市 － 8/24 発熱 

8/26 ＰＣＲ検査陽性 

県外・海外なし 同居家族のみ 入院等調整中 

（重い症状はない） 

第2906例の

同居家族 

3023 40代 男 天童市 会社員 8/19～発熱、咳、息苦しさ、咽頭痛、

倦怠感、関節痛 

8/25 医療機関受診 

8/26 ＰＣＲ検査陽性 

県外・海外なし 同居家族、職場関

係者など調査中 

入院等調整中 

（重い症状はない） 

調査中 

3024 30代 男 天童市 会社員 8/24～味覚・嗅覚障害 

8/25～発熱 

   医療機関受診 

8/26 ＰＣＲ検査陽性 

県外・海外なし 同居家族、職場関

係者など調査中 

入院等調整中 

（重い症状はない） 

調査中 

3025 20代 女 天童市 会社員 8/21～発熱、咽頭痛、頭痛 

8/23～嗅覚障害 

8/26 医療機関受診 

   抗原定量検査陽性 

県外・海外なし 同居家族、職場関

係者など調査中 

入院等調整中 

（重い症状はない） 

調査中 

3026 幼児 男 天童市 － 8/25～咳 

8/26 発熱、鼻汁、鼻閉 

   ＰＣＲ検査陽性 

県外・海外なし 同居家族など調

査中 

入院等調整中 

（重い症状はない） 

第2992例の

同居家族 

3027 40代 女 東根市 会社員 8/24～発熱、咽頭痛、結膜充血 

8/25～咳、吐き気、頭痛、倦怠感、関

節筋肉痛、食欲不振 

8/26 鼻閉 

   ＰＣＲ検査陽性 

県外・海外なし 同居家族のみ 入院等調整中 

（重い症状はない） 

第2909例の

親族 

3028 20代 男 東根市 － 8/24～発熱、咽頭痛、結膜充血 

8/25～咳、鼻汁、鼻閉、頭痛、痰 

8/26 ＰＣＲ検査陽性 

県外・海外なし 同居家族のみ 入院等調整中 

（重い症状はない） 

第2909例の

親族 

  



 

No. 年代 
性

別 
居住地 職業 症 状 

発症前２週間 

以内の行動歴 
濃厚接触者 現在の状況 

過去事例 

との関連 

3029 30代 男 河北町 会社員 8/26 倦怠感 

   ＰＣＲ検査陽性 

県外・海外なし 同居家族など調

査中 

入院等調整中 

（重い症状はない） 

第2957例の

同居家族 

3030 幼児 男 新庄市 － 症状なし 

8/26 ＰＣＲ検査陽性 

県外・海外なし 同居家族など調

査中 

入院等調整中 

（症状なし） 

第2953例勤

務先の利用

者 

3031 60代 男 南陽市 会社員 8/14～咽頭痛、倦怠感 

8/16～発熱、食欲不振 

8/26 医療機関受診 

   ＰＣＲ検査陽性 

県外・海外なし 同居家族、職場関

係者など調査中 

置賜地域の感染症指定

医療機関に入院 

（重い症状はない） 

調査中 

3032 40代 男 鶴岡市 調査中 8/25  発熱、頭痛、悪寒 

8/26  抗原定性検査陽性 

県外・海外なし 同居家族、職場関

係者など調査中 

入院等調整中 

（重い症状はない） 

調査中 

3033 20代 女 鶴岡市 公務員 8/24～発熱、咽頭痛 

8/26  鼻閉 

ＰＣＲ検査陽性 

県外・海外なし 同居家族、職場関

係者など調査中 

入院等調整中 

（重い症状はない） 

調査中 

3034 50代 男 酒田市 会社員 8/22～発熱 

8/23～倦怠感 

8/25  咳以外の急性呼吸器症状 

   ＰＣＲ検査陽性   

調査中 調査中 庄内地域の感染症指定

医療機関に入院 

（中等症以上の症状が

みられる） 

調査中 

3035 40代 女 酒田市 従業員 8/25～発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感 

8/26  ＰＣＲ検査陽性 

県外・海外なし 同居家族、職場関

係者など調査中 

入院等調整中 

（重い症状はない） 

調査中 

3036 30代 男 酒田市 会社員 8/22～発熱、関節痛、倦怠感 

8/26  ＰＣＲ検査陽性 

海外なし 同居家族、職場関

係者など調査中 

入院等調整中 

（重い症状はない） 

調査中 

3037 中学生 男 酒田市 － 8/20～発熱 

8/22～咽頭痛 

8/25～咳 

8/26  ＰＣＲ検査陽性 

調査中 同居家族など調

査中 

入院等調整中 

（重い症状はない） 

調査中 

3038 40代 男 庄内町 会社員 8/21～熱、咽頭痛 

8/23～倦怠感、関節痛 

8/25～咳 

8/26  ＰＣＲ検査陽性 

海外なし 同居家族、職場関

係者など調査中 

入院等調整中 

（重い症状はない） 

調査中 

 

 

 

 



 

 

 

 〇県民・事業者の皆様へ 

・マスクを外した会話・会食・カラオケが最大の感染リスクです。マスクの着用・手洗い・身体的距離の確保などの感染防止対策の徹底をお願い

します。 

・発熱等の症状がある方は、休みをとって、早めにかかりつけ医もしくは受診相談センター（フリーダイヤル 0120-88-0006）にご相談ください。 

・感染者やその関係者及び医療従事者等への偏見・差別・誹謗中傷などは、決して行わないでください。 

〇報道機関の皆様へのお願い 

  感染者及びご家族等の個人情報の取扱いについては、個人情報保護の観点から、格別のご配慮をお願いします。また、施設・医療機関等への 

取材はご遠慮いただきますようお願いいたします。 

【問い合わせ先】 

山形県健康福祉部新型コロナワクチン接種総合企画課 課長補佐 三浦 

TEL ０２３－６３０－２２９２ 

報道監 健康福祉部次長 大場 


