
 

 

新型コロナウイルス感染症患者 23 名（県内 34～ 56 例目） 
に関する情報（４月 11 日 21 時） 

 

本日４月 11 日（土），県保健環境センターの検査により，新型コロナウイルス感染症の患

者が新たに 23 例確認されました。 

この患者 23 名は，４月９日（木）に陽性となった三次市の 80 歳代女性患者（県内 25 例目）

の濃厚接触者等又は県内 25 例目の患者に訪問サービス（Ａ）を行っていた訪問介護員（県

内 30 例目）の親族であり，検体を採取し，本日，検査を実施したものです。 

現在，行動歴等を調査し，二次感染に該当するか慎重に調べているところです。 

新型コロナウイルス感染症の患者の発生は県内 34～56 例目です。 

 

１ 【県内 34～50 例目患者概要】県内 25 例目が利用した通所介護施設（三次市）の利用者（計 17 名） 

区 分 概  要 

年   齢 70 歳代：２名，80 歳代：９名，90 歳代：６名 

性   別 男性：２名（いずれも 80 歳代），女性：15 名 

居 住 地 三次市：17 名 

職   業 無職：17 名 

症   状 

（４月 11 日現在） 
症状あり：５名，症状なし：10 名，不明：２名 

行 動 歴 調査中 

 

２ 【県内 51 例目患者概要】県内 25 例目の知人  

（１） 年 齢：70 歳代 

（２） 性 別：女性 

（３） 居住地：三次市 

（４） 職業等：無職 

（５） 症状・経過： 

４月 ６日（月） 発熱（38.0℃） 

４月 10 日（金） 帰国者・接触者外来において検体採取 

４月 11 日（土） ＰＣＲ検査の結果，新型コロナウイルス陽性 

         感染症指定医療機関等に入院予定 

（６）行動歴 

   ４月５日（日）に，県内 25 例目宅を訪問 

   その他の行動歴は調査中 

    海外渡航歴なし 

 

３ 【県内 52 例目患者概要】県内 25 例目宅で訪問サービス（Ｂ）を実施した訪問介護員 

（１） 年 齢：非公表 

（２） 性 別：女性 

（３） 居住地：三次市 

（４） 職業等：訪問介護員（県内 30 例目の訪問介護員とは別の介護事業所に所属） 

（５） 症状・経過： 

４月 ７日（火） 咽頭痛，咳 

４月 ８日（水） 発熱（39.4℃） 

４月 ９日（木） 上記症状に加え，嗅覚・味覚障害 

４月 10 日（金） 帰国者・接触者外来において検体採取 

４月 11 日（土） ＰＣＲ検査の結果，新型コロナウイルス陽性 

         感染症指定医療機関等に入院予定 

資 料 提 供 
令和２年４月 11 日 

担 当：広島県対策本部 
担当者：健康対策課 西丸 
直 通：082-513—3076 



（６）行動歴 

   ３月 27 日（金）及び４月３日（金）に県内 25 例目宅で介護サービス 

   その他の勤務及び行動歴は調査中 

   海外渡航歴なし 

 

４ 【県内 53 例目患者概要】県内 25 例目宅で訪問サービスを行っていた介護職員 

（１）年 齢：40 歳代 

（２）性 別：女性 

（３）居住地：三次市 

（４）職業等：水明園居宅介護支援事業所 介護職員 

（５）症状・経過： 

４月 10 日（金） 帰国者・接触者外来において検体採取 

４月 11 日（土） ＰＣＲ検査の結果，新型コロナウイルス陽性 

         感染症指定医療機関等に入院予定 

         現在症状なし 

（６）行動歴 

   ３月 31 日（火），４月４日（土）及び８日（水）に県内 25 例目宅で介護サービス 

   その他の勤務及び行動歴は調査中 

   海外渡航歴なし 

 

５ 【県内 54 例目患者概要】県内 25 例目に訪問サービスを行っていた訪問介護員（県内 30 例目）の親族 

（１） 年 齢：10 歳代 

（２） 性 別：女性 

（３） 居住地：三次市 

（４） 職業等：県立三次看護専門学校生 

（５） 症状・経過： 

４月 ２日（木） 微熱（37.3℃），頭痛，筋肉痛  

４月 ４日（土） 症状改善 

４月 11 日（土） 帰国者・接触者外来において検体採取 

 ＰＣＲ検査の結果，新型コロナウイルス陽性 

         感染症指定医療機関等に入院予定 

         現在症状なし 

（６）行動歴 

   ４月７日（火）及び８日（水）に登校 

   校内ではマスク着用 

    海外渡航歴なし 

 

６ 【県内 55 例目患者概要】県内 25 例目に訪問サービスを行っていた訪問介護員（県内 30 例目）の親族 

（１）年 齢：10 歳代 

（２）性 別：女性 

（３）居住地：三次市 

（４）職業等：非公表  

（５）症状・経過： 

４月 １日（水） 頭痛，嗅覚・味覚障害 

４月 ９日（木） 症状継続 

４月 11 日（土） 帰国者・接触者外来において検体採取 

 ＰＣＲ検査の結果，新型コロナウイルス陽性 

         感染症指定医療機関等に入院予定 

（６）行動歴 

   ４月７日（火）及び８日（水）に外出 

   外出時はマスク着用 

    海外渡航歴なし 



 

 

７ 【県内 56 例目患者概要】県内 25 例目に訪問サービスを行っていた訪問介護員（県内 30 例目）の親族 

（１）年 齢：非公表 

（２）性 別：非公表 

（３）居住地：非公表 

（４）職業等：非公表 

（５）症状・経過： 

４月 11 日（土） 帰国者・接触者外来において検体採取 

 ＰＣＲ検査の結果，新型コロナウイルス陽性 

          感染症指定医療機関等に入院予定 

          現在症状なし 

（６）行動歴 

    海外渡航歴なし 

その他の行動歴は調査中 

 

 

お 願 い 

報道機関各位におかれましては，感染症法の精神に基づき，プライバシー保護及び風評被

害について格段の御配慮をお願いします。 


