
重
症
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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

0 0

0 0

0 0

0 0

5/10に公表した施設(飲食
店(酒類を提供するもの))
及び本日公表した施設(飲
食店(酒類を提供するも

の))滞在者

調整中8410 40代

5/9 あり 5/11

5/10に公表した施設(飲食
店(酒類を提供するもの))
及び本日公表した施設(飲
食店(酒類を提供するも

の))滞在者

調整中8412 30代

調整中

5/7 あり 5/11
5/10に公表した施設(飲食
店(酒類を提供するもの))

滞在者
調整中8408 30代

男性 会社員 大河原町

8411 30代 女性 無職 大河原町
5/10

(採取日) なし 5/11

5/10に公表した施設(飲食
店(酒類を提供するもの))
及び本日公表した施設(飲
食店(酒類を提供するも

の))滞在者

調整中

5/7 あり 5/11

8409 30代 女性 アルバイト 白石市 5/6 あり 5/11

5/10に公表した施設(飲食
店(酒類を提供するもの))
及び本日公表した施設(飲
食店(酒類を提供するも

の))滞在者

5/6 あり 5/11
5/10に公表した施設(飲食
店(酒類を提供するもの))

滞在者
調整中

5/8 あり 5/11
5/10に公表した施設(飲食
店(酒類を提供するもの))

滞在者
調整中

8404 30代

男性 無職 柴田町

8407 40代 男性 アルバイト 村田町

8406 30代 男性 会社員 大河原町

8405 30代 男性 会社員 大河原町 なし

8403 50代 男性 公務員 川崎町 5/8 あり 5/11 調査中 調整中

5/3 あり 5/11
5/2に公表した施設(製造業
(非鉄金属製造業))滞在者 調整中8402 70代 柴田町

あり

5/7 あり 5/11 調査中 調整中

5/5 あり 5/11 調査中 調整中

5/12
5/10に公表した施設(飲食
店(酒類を提供するもの))

滞在者
調整中

5/8 あり 5/11
5/10に公表した施設(飲食
店(酒類を提供するもの))

滞在者
調整中

5/11
(採取日)

調整中

5/10 あり 5/11 あり 調整中男性 学生 柴田町

8399 10代 男性 学生 村田町

8398 40代

8400 20代

角田市 あり 5/11

8401 50代 女性 無職 柴田町 5/7 あり 5/11

無職 5/190代 女性

女性 会社員 白石市

１　新規患者の概要

記　者　発　表　資　料

 令和３年５月１２日
 疾病・感染症対策課感染症対策班
 担当：千葉・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３１名（８３９６～８４２６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

8396 30代

療養
状況

男性 自営業 蔵王町

男性 会社員 大河原町

女性 アルバイト 大河原町

女性 会社員

あり 調整中

5/7 あり 5/11
5/2に公表した施設(サービ
ス業(他事業サービス))滞

在者
調整中

8397



重
症

そ
の
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

0 0

　　③　感染拡大に影響があると推測される事項　　   調査中

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

　　８０３４，８３５１例目及び仙台市陽性者１名は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 　　　　　　　　　　　　　　　　  製造業（金属製品製造業）

※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

　 「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。

　　②　施設所在地 　　　　　　　　　　　　　　　  名取市

　（２）施設（製造業（金属製品製造業））

女川町

あり 5/11 調査中 調整中8424 10代 男性 学生 加美町

8425 60代 男性 無職 東松島市 5/5 あり 5/11 調査中

5/9 あり 5/12 調査中 調整中8426 20代 女性 無職

調整中

5/1 あり 5/11 調査中 調整中8422 30代 男性 会社員 大崎市

8423 10代 男性 学生 大崎市 5/6 あり 5/11 調査中

入院中

5/8

5/9 あり 5/11
本日公表した施設(サービ
ス業(洗濯・理容・美容・

浴場業))滞在者
調整中8420 60代 女性 自営業 大崎市

8421 10代 女性 学生 大崎市 5/8 あり 5/11 あり

調整中

8414 30代 男性 会社員 岩沼市 5/9 あり 5/11 調査中 調整中

8415 30代
本日公表した施設(飲食店
(酒類を提供するもの))滞

在者
男性 会社員 岩沼市 5/10 あり 5/11

調整中8416 30代 男性 会社員 岩沼市

8417 20代 女性 会社員 大和町 5/6 あり 5/11 調査中

調整中

5/9 あり 5/11 調査中 調整中8418 30代 女性 無職

8413 30代 男性 会社員 大河原町 5/7 あり 5/11
本日公表した施設(飲食店
(酒類を提供するもの))滞

在者
調整中

　　③　感染拡大に影響があると推測される事項       利用客が店内でマスクを着用せずに
                                                   会話をしている状況があった。

　（１）施設（飲食店（酒類を提供するもの））

　　８４０９～８４１３及び８４１５～８４１６例目は，８２７２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 　　　　　　　　　　　　　　　　  飲食店（酒類を提供するもの）

　　②　施設所在地 　　　　　　　　　　　　　　　  大河原町

大和町

8419 90代 女性 無職 大崎市 5/7 あり 5/11
本日公表した施設(サービ
ス業(洗濯・理容・美容・

浴場業))滞在者

調整中

調整中

5/8 あり 5/11
本日公表した施設(飲食店
(酒類を提供するもの))滞

在者

　　※本日までに８名の陽性が確認されたためクラスターと認識（県内１２４例目）。



（２）５月２日に業種・業態を公表した施設（製造業（非鉄金属製造業））（柴田町）

陽性者
４月２７日～５月１２日

４人

（１）５月２日に業種・業態を公表した施設（サービス業（他事業サービス））（大河原町）

陽性者
４月３０日～５月１２日

７人

　　※５月１１日にクラスターと認識（県内１２２例目）。

　  ※５月２日に業種・業態を公表し，５月１１日にクラスターと認識された施設（サービス
　　　業（他事業サービス）（柴田町）について，所在地に誤りがありましたので，お詫び申
　　　し上げ，訂正いたします。正しくは大河原町となります。

(161人)

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

３　施設における検査等の進捗状況

陽性者
５月７日～５月１２日

計
(うち仙台市) 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）５月１０日に業種・業態を公表した施設（飲食店（酒類を提供するもの））（大河原町）

8,417人

(5,267人)

396人

入院

(48人)

35人

(10人)

(7人)

8,426人

(5,274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,6373(市4144)例目,6504(市4240)例目,7640(市4903)例目)）

80人 7,947人
患者

(5,061人)

74人

(45人)(38人)

54人

(8人)

82人

(38人)

145人

(67人)

117人

※「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

１３人

　　※５月１２日にクラスターと認識（県内１２３例目）。

　（３）施設（サービス業（洗濯・理容・美容・浴場業））

　　８４１９～８４２０例目は，８２８６，８２８８及び８３７３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 　　　　　　　　　　　　　　　　  サービス業（洗濯・理容・美容・浴場業）

　　②　施設所在地 　　　　　　　　　　　　　　　  大崎市

　　③　感染拡大に影響があると推測される事項　　   調査中



）

全入院者 うち重症者

〈全県〉　　　　 　　　             　 　　      〈仙台医療圏〉

全入院者 うち重症者

確保病床

全入院者 うち重症者

※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 53.2% 48.0% 使用率 67.5% 62.5%

受入可能病床数 220床 25床 受入可能病床数 123床 16床

入院者数
(使用病床数) 117人 12人 入院者数

(使用病床数) 83人 10人

※本日の病床数 ：350床 （感染症指定医療機関： 157床 ，入院協力医療機関 ：193床

受入可能病床

全入院者 うち重症者

使用率 33.4% 26.7% 使用率 33.6% 29.4%

入院者数
(使用病床数) 117人 12人 入院者数

(使用病床数) 83人 10人

確保病床数 350床 45床 確保病床数 247床

（1/1～5/11判明分） （Ｂ／Ａ） （Ｃ／Ｂ）

2,370件 799件 (33.7%) 80件 (10.0%) 本日追加 0件

仙台市を含む県全体のＮ５０１Ｙ陽性件数： 167件

受入可能病床

（２）受入可能病床の状況

34床

５　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

（２）Ｅ４８４Ｋのみの変異がある変異株の確認状況（県分）

（Ａ）
陽性患者数

（Ｂ）
国立感染症研究所解析数

スクリーニング件数

（Ｃ）
Ｅ４８４Ｋ陽性

（1/1～5/11判明分） （Ｂ／Ａ） （Ｃ／Ｂ）

2,370件 152件 (6.4%) 98件 (64.5%) 本日追加 0件

仙台市を含む県全体のＥ４８４Ｋ陽性件数： 502件

６　変異株の確認状況（本日１５時時点）
（１）Ｎ５０１Ｙの変異がある変異株の確認状況（県分）

（Ａ）
陽性患者数

（Ｂ）
スクリーニング件数

（Ｃ）
Ｎ５０１Ｙ陽性


