
 

 

 

 

 
 

新型コロナウイルス感染症の患者の発生について 

 

令和２年 12 月 13 日（日）に，新型コロナウイルス感染症の患者が 12 例確認されました。 

新型コロナウイルス感染症の患者の発生は県内 1624～1635 例目であり，このうち，東広島市

内で新たにクラスター感染（集団感染）が１件発生しています。 

本件については積極的疫学調査を行っており，現時点で把握している情報は次のとおりです。 

 

【患者概要】 

県 No. 年代 居住地 症状経過 
結果 

判明 

入院又は 

宿泊療養 

・他事例との関連 

・県外往来（※） 

1624 40 廿日市市 
12 月 12 日（発症日）
頭痛，倦怠感，発熱，
背部痛 

12/13 
感染症指定医療 

機関等に入院中 
・他事例との関連は調査中 
・県外往来なし 

1625 50 廿日市市 無症状 12/13 
宿泊療養施設に 

入所中 
・県内感染者と接触あり 
・県外往来なし 

1626 40 廿日市市 
12 月 11 日（発症日） 
発熱，関節痛 
喉の違和感 

12/13 
宿泊療養施設に 

入所中 
・他事例との関連は調査中 
・県外往来なし 

1627 50 熊野町 
12 月 10 日（発症日） 
発熱 

12/13 調整中 
・他事例との関連は調査中 
・県外往来なし 

1628 20 府中町 無症状 12/13 調整中 
・県内感染者の濃厚接触者 
・県外往来なし 

1629 90 東広島市 無症状 12/13 調整中 
《高齢者施設内クラスター関連》 
・県外往来なし 

1630 90 東広島市 
12 月 11 日（発症日） 
発熱，嘔吐 

12/13 調整中 
《高齢者施設内クラスター関連》 
・県外往来なし 

1631 80 東広島市 
12 月 9 日(発症日) 
結膜充血 

12/13 調整中 
・県内 1448 例目の濃厚接触者 

・県外往来なし 

1632 60 東広島市 
12 月５日(発症日) 
嗅覚異常，微熱 

12/13 調整中 
《酒類提供店内クラスター関連》 
・県外往来なし 

1633 50 東広島市 
12 月 11 日（発症日） 
発熱，倦怠感 
味覚・嗅覚異常 

12/13 調整中 
・県内 1122，1242例目の濃厚接触者  
・県外往来なし 

1634 40 東広島市 
12 月４日(発症日) 
頭痛 

12/13 調整中 
・県内 1426,1635 例目と接触あり 
・県外往来なし 

1635 50 東広島市 
12 月４日(発症日) 
発熱，扁桃腺腫脹 

12/13 調整中 
・県内 1426,1634 例目と接触あり 
・県外往来なし 

※ 発症（無症状は検体採取日）前 14 日以内の県外・海外との往来 
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《酒類提供店内クラスターの調査状況》 

 

 

 

 

 

 

 

 

《高齢者施設内クラスターについて》 

 東広島市内の高齢者施設において，５名（従事者３名，入所者２名）の患者が発生。 

 関係者 91 名全員の検査を実施済み（陰性者の最終健康観察期間：令和２年 12 月 25 日まで） 

 （検査結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【広島市民の皆様へ】 

○ 11 月下旬以降，広島市内を中心に新型コロナ感染者数は急増し，感染状況は県内全域にわたっ

て拡大基調となっていることから，令和２年 12 月 12 日(土)から令和３年１月３日(日)まで，広

島県及び広島市が連携して，集中対策を実施しています。 

○ 改めて，３密の回避や，マスク着用，手指の消毒などの基本的な対策を徹底してください。 

○ 人と人との接触機会を低減するために，出来る限り，外出機会を削減してください。 

○ 自宅以外で，会食等をする場合には，同居する家族の方以外との会食は控えてください。 

○ 飲食店を利用される場合には，パーテーション等で仕切った飛沫感染予防対策を講じている飲

食店や会食の場を利用してください。 

○ いわゆるマスク会食を行う際には，マスクを外した状態での会話は控えてください。 

 

【県民の皆様へ】 

○ 東広島市でクラスターが発生しています。令和２年 11 月 14 日(土)～11 月 28 日(土)にナイト

ラウンジ京子（東広島市西条岡町 3-28）を利用した方については，「受診・相談センター（積極

ガードダイヤル）」（082-513-2567（24 時間対応））にご相談ください。 

○ 都道府県が住民に対して不要不急の外出自粛を要請している地域や，直近７日間の 10 万人当た

り新規陽性者数が 15 人以上となっている地域への往来は，時期の変更やオンラインでの代替を

検討するなど，慎重に判断してください。 

○ 「広島県と感染拡大地域との間」や，「広島市と広島市外の地域との間」での年末年始の帰省は，
時期の変更などを検討し，控えてください。 

 
 
 

 

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。 

実施 陽性 公表番号 実施 陽性 公表番号 実施 陽性

従業員 7 5 県内891,979～982 0 0 7 5

利用客 58 6 県内983,1021,1081,1121,1122,1424 1 1 県内1632 59 7

合　計 65 11 1 1 66 12

（単位：人）

区　分

PCR等検査（関係自治体の実施分を含む）

既報告分(12月10日時点) 今回報告分 合　計

陰性 陽性

従事者 40 40 37 3 県内1425,1446,1447

入所者 51 51 49 2 県内1629,1630

合　計 91 91 86 5

区　分 対象者
PCR検査
実施

公表番号


