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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６５名（６０４２～６１０６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。 

 

１ 新規患者の概要 

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 

重

症 

そ

の

他 

6042 30代 男性 団体職員 角田市 3/30 あり 3/31 調査中 調整中   

6043 40代 女性 自営業 塩竈市 3/30 あり 3/31 調査中 調整中   

6044 40代 女性 無職 塩竈市 3/30 あり 3/31 調査中 調整中   

6045 70代 男性 無職 塩竈市 3/30 あり 3/31 調査中 調整中   

6046 30代  女性 無職 塩竈市 3/30 あり 3/31 調査中 調整中   

6047 80代 男性 無職 塩竈市 調査中 あり 3/31 調査中 調整中   

6048 20代 女性 アルバイト 塩竈市 3/30 あり 3/31 調査中 調整中   

6049 60代 女性 会社員 多賀城市 3/30 
（採取日） 

なし 3/31 あり 調整中   

6050 50代 女性 団体職員 多賀城市 3/30 
（採取日） 

なし 3/31 
本日公表の施設（高

齢者施設）滞在者 
調整中   

6051 90代 女性 無職 利府町 3/30 あり 3/31 
本日公表の施設（高

齢者施設）滞在者 
調整中   

6052 50代 男性 会社員 利府町 3/28 あり 3/31 調査中 調整中   

6053 60代 女性 無職 名取市 3/28 あり 3/31 あり 調整中   

6054 90代 女性 無職 名取市 3/30 
（採取日） 

なし 3/31 あり 調整中   

6055 10代 男性 学生 名取市 3/29 あり 3/31 あり 調整中   

6056 10代 男性 学生 名取市 3/31 
（採取日） 

なし 3/31 あり 調整中   

6057 40代 男性 会社員 名取市 3/31 
（採取日） 

なし 3/31 あり 調整中   

6058 40代 女性 会社員 名取市 3/31 あり 3/31 あり 調整中   

6059 40代 女性 無職 名取市 3/29 あり 3/31 あり 調整中   
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6060 60代 男性 会社員 名取市 3/29 あり 3/31 調査中 調整中   

6061 60代 男性 無職 県外 3/25 あり 3/31 あり 調整中   

6062 10代 男性 学生 亘理町 3/30 あり 3/31 あり 調整中   

6063 20代 女性 会社員 亘理町 3/31 あり 3/31 あり 調整中   

6064 20代 女性 会社員 亘理町 3/31 あり 3/31 あり 調整中   

6065 70代 女性 無職 亘理町 3/18 あり 3/31 あり 調整中   

6066 
10歳

未満 
女性 未就学児 富谷市 3/31 

（採取日） 
なし 3/31 あり 調整中   

6067 30代 女性 会社員 富谷市 3/26 あり 3/31 調査中 調整中   

6068 60代 男性 無職 大郷町 3/30 
（採取日） 

なし 3/31 あり 調整中   

6069 10代 女性 学生 大郷町 3/28 あり 3/31 あり 調整中   

6070 40代 男性 公務員 大郷町 3/25 あり 3/31 あり 調整中   

6071 50代 女性 アルバイト 大崎市 3/29 あり 3/31 調査中 調整中   

6072 20代 男性 団体職員 登米市 3/30 あり 3/31 調査中 調整中   

6073 50代 女性 会社員 石巻市 3/28 あり 3/31 あり 入院中   

6074 50代 女性 会社員 石巻市 3/30 あり 3/31 調査中 調整中   

6075 50代 男性 公務員 石巻市 3/27 あり 3/31 調査中 調整中   

6076 50代 女性 無職 東松島市 3/30 
（採取日） 

なし 3/31 あり 調整中   

6077 40代 女性 アルバイト 東松島市 3/29 あり 3/31 あり 調整中   

6078 
10歳

未満 
男性 未就学児 気仙沼市 3/31 

（採取日） 
なし 3/31 あり 調整中   

6079 20代 女性 会社員 気仙沼市 3/30 あり 3/31 あり 調整中   

6080 50代 女性 無職 気仙沼市 3/27 あり 3/31 あり 調整中   

6081 40代 女性 自営業 気仙沼市 3/26 あり 3/31 調査中 調整中   

6082 20代 女性 パート 蔵王町 3/31 あり 4/1 調査中 調整中   
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6083 
10歳

未満 
男性 学生 大河原町 3/31 

（採取日） 
なし 4/1 あり 調整中   

6084 10代 男性 学生 柴田町 3/31 あり 4/1 あり 調整中   

6085 60代 女性 会社員 柴田町 3/30 あり 4/1 あり 調整中   

6086 50代 男性 団体職員 塩竈市 3/27 あり 4/1 調査中 調整中   

6087 60代 男性 会社員 多賀城市 3/28 あり 4/1 あり 調整中   

6088 30代 男性 会社員 多賀城市 3/31 あり 4/1 調査中 調整中   

6089 70代 男性 無職 多賀城市 3/22 あり 4/1 あり 調整中   

6090 40代 女性 会社員 富谷市 3/28 あり 4/1 あり 調整中   

6091 60代 女性 無職 富谷市 3/31 あり 4/1 あり 調整中   

6092 20代 女性 会社員 大崎市 3/29 あり 4/1 あり 調整中   

6093 20代 男性 会社員 大崎市 3/31 あり 4/1 あり 調整中   

6094 20代 男性 会社員 大崎市 3/31 あり 4/1 あり 調整中   

6095 40代 男性 自営業 大崎市 3/30 あり 4/1 あり 調整中   

6096 10代 男性 会社員 大崎市 3/31 
（採取日） 

なし 4/1 あり 調整中   

6097 20代 男性 会社員 大崎市 3/30 あり 4/1 あり 調整中   

6098 50代 男性 自営業 加美町 3/28 あり 4/1 あり 調整中   

6099 30代 男性 会社員 色麻町 3/31 あり 4/1 あり 調整中   

6100 10代 男性 会社員 涌谷町 3/30 あり 4/1 調査中 調整中   

6101 50代 男性 会社員 美里町 3/29 あり 4/1 調査中 調整中   

6102 60代 女性 団体職員 美里町 3/30 
（採取日） 

なし 4/1 あり 調整中   

6103 20代 男性 会社員 気仙沼市 3/31 
（採取日） 

なし 4/1 あり 調整中   

6104 40代 女性 会社員 気仙沼市 3/30 あり 4/1 あり 調整中   

6105 20代 女性 会社員 気仙沼市 3/30 あり 4/1 あり 調整中   
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6106 20代 女性 会社員 気仙沼市 3/31 
（採取日） 

なし 4/1 あり 調整中   

※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）。 

 

 

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 

（１）施設の概要（店名公表） 

下記施設において新型コロナウイルス感染症患者の滞在が判明し，不特定の方への感染拡大の恐れがあ

ると判断しました。 

①施設名 Foods & Bar ism（飲食店（酒類を提供するもの）） 

②所在地 宮城県石巻市立町２－４－４１ ＥＬＬＩＳ（エリス）ビル２Ｂ 

③呼びかけ対象者 令和３年３月２５日（木）午後８時から２８日（日）午前０時までに施設に滞

在した方 

④公表理由 同施設利用者及び従業員の感染が確認されているが，積極的疫学調査により，

接触した可能性のある一部の者が特定できないと判断したもの。 

お願いしたい内容 

  上記対象者の方は，下記の受診・相談センター（コールセンター）にご連絡願います。 

電話 ０２２－３９８－９２１１ 

受付時間 ２４時間 

 【聴覚や言語に障害のある方】 

①ＦＡＸ ０２２－２００－２９６５ 

受付時間 ２４時間 

②メール sodan-corona@medi-staffsup.com 

 受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

（２）施設の概要（業種・業態の公表） 

６０５０及び６０５１例目は，５６４４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                 利府町 

③ 感染拡大に影響があると推測される事項    疾患等の影響により適切な感染防護が取れず，活動を

行っていたため。 

 

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

療養中

入院

6,103人 1,490人 176人 64人 112人 412人 150人 752人 4,582人 31人
(3,969人) (1,006人) (115人) (39人) (76人) (202人) (98人) (591人) (2,947人) (16人)

3人

(1人)

6,106人
(3,970人)

患者

その他 欠番（744例目，1196(市800)例目，4298例目）

総数

計

（うち仙台市）

療養終了 死亡
宿泊療養 自宅療養

入院・療養先

調整中うち感染症指定
医療機関

うち入院協力医
療機関

 
※重症者数：９名  ※本日の病床数：２７０床（感染症指定医療機関：１０２床，入院協力医療機関：１６８床） 

※「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。 
 

mailto:sodan-corona@medi-staffsup.com
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【報道機関の皆様へ】 

感染症予防啓発及び個人情報保護等に基づき，必要と判断した範囲で，迅速かつ的確に情報提供す

るよう努めますので，報道各社におかれましては，患者の居住地を市町村名まで公表していることを

踏まえ，患者及び関係者等のプライバシーに特段の御配慮をお願い申し上げます。 

また，円滑な医療提供に支障が生じるおそれがありますので，医療機関への取材に関しましても控

えていただきますようお願い申し上げます。 

４ 県民の皆様へ 

県民の皆様におかれましては，基本的な感染症予防対策，感染対策が取られている施設の利用，会食や飲

み会においては大皿料理の共有や回し飲み，飛沫が飛ぶような会話は控える，流行地域への移動及び流行地

域からの移動については慎重に検討する，風邪症状がある時には外出を控えるなどの新しい生活様式の実

践・定着など，感染予防対策に引き続きご協力いただき，冷静に行動していただきますようお願い申し上げ

ます。 

また，事業者の皆様におかれましては，業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの徹底をお願い申し上げま

す。 

今回の新型コロナウイルス感染症は誰もが感染する可能性のある感染症ですので，感染者に対する差別や

誹謗中傷等につながるような行動は控えていただきますようお願い申し上げます。 

「ストップ！コロナ差別」啓発チラシ ～宮城野高等学校の生徒さんの作品～ 

 
       【宮城野高等学校 礒部光優さんの作品】【宮城野高等学校 名取来瞳さんの作品】 


