
例目

（春日市）

例目

（福岡県）
公表日 年代 性別 職業 発症日 現在の症状 濃厚接触者 症状、経過、行動歴等

1 181 4月7日 40代 男性 調査中 3月31日 無症状 ―
・福岡県113例目の濃厚接触者

・3月31日発熱、翌日解熱

2 225 4月9日 70代 男性 無職 3月27日

発熱（38度）

倦怠感

酸素２Ｌ投与中

家族：３名

その他：調査中

・３月27日：発熱（38.9度）あり。Ａ医療機関入院

・４月 ３日：症状軽快のため退院。退院後に咳、倦怠感出現

・４月 ７日：症状が持続し、呼吸苦があったため、県内感染症指定医療機関を

受診、肺炎あり

・４月 ９日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、県内感染症指定医療機関に入院中

3 254 4月10日 50代 男性 会社員 4月3日 症状なし
家族：２名

その他：調査中

・４月 ３日：発熱（37.5度）あり

・４月 ８日：Ａ医療機関受診。ＣＴにて肺炎あり

・４月 ９日：帰国者・接触者外来受診

・４月10日：ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明

・現在、自宅待機中

4 290 4月11日 20代 女性
看護師

（福岡徳洲会病院）
4月7日 味覚・嗅覚異常

勤務先の患者、職員

その他：調査中

・４月 ７日：味覚、嗅覚症状あり

・４月10日：ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明

・現在、勤務先の医療機関に入院中

・春日市2例目（福岡県225例目）及び福岡県255例目が入院していた病棟に勤

務

・勤務先の患者及び職員について、４月12日以降ＰＣＲ検査予定

5 293 4月11日 50代 女性 会社員 4月5日

発熱（38.3度）

咳

倦怠感

家族：１名

その他：調査中

・４月 ５日：倦怠感あり

・４月 ７日：発熱（38.3度）、倦怠感あり

・４月 ９日：症状が持続し、咳もあったため、Ａ医療機関受診

・４月10日：症状が持続したため、Ｂ医療機関受診

・４月11日：ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明

・現在、自宅待機中

6 340 4月12日 30代 女性 会社員 4月6日 発熱（37.2度）
家族：３名

その他：調査中

・４月 ６日：発熱（37.6度）、倦怠感あり

・４月10日：帰国者・接触者外来を受診、肺炎あり

・４月10日：同職場の福岡県266例目が陽性判明

・４月12日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、自宅待機中

■春日市の新型コロナウイルス陽性患者情報（4月）
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7 341 4月12日 20代 女性 看護師 4月8日 嗅覚・味覚障害 調査中

・４月 ８日：嗅覚・味覚障害あり

・４月12日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、感染症指定医療機関に入院中

・春日市2例目（福岡県225例目）、福岡県255例目、春日市4例目（福岡県

290例目）関連

8 366 4月13日 50代 女性 会社員 4月8日 発熱
家族：２名

その他：調査中

・４月 ８日：発熱あり

・４月11日：Ａ医療機関を受診し、肺炎があり、帰国者・接触者外来を受診

・４月13日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、自宅待機中

9 367 4月13日 30代 男性 会社員 4月5日 発熱
家族：３名

その他：調査中

・４月 ５日：発熱、咳、倦怠感あり

・４月 ８日：Ａ医療機関受診

・４月12日：帰国者・接触者外来を受診、肺炎あり

・４月13日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、自宅待機中

10 376 4月14日 70代 男性 無職 3月26日 症状なし 調査中

・福岡徳洲会病院に入院中

・春日市2例目（福岡県225例目）関連

・４月13日：新型コロナウイルス陽性判明

11 378 4月14日 60代 男性 会社員 4月7日 症状なし 調査中

・福岡県187例目関連

・４月 ７日：咳あり

・４月 ８日：発熱（38.1度）

・４月14日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、自宅待機中

12 410 4月15日 50代 女性 看護補助 ー 症状なし 調査中

・徳洲会病院関連

・４月15日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、自宅待機中

13 411 4月15日 60代 女性 会社員 4月12日 症状なし

家族：３名（うち１

名陽性）

その他：調査中

・春日市2例目（福岡県225例目）の妻

・４月12日：発熱（38度）あり

・４月13日：帰国者・接触者外来受診

・４月15日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、自宅待機中
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14 440 4月16日 40代 男性 会社員 4月10日 咳
家族：３名

その他：調査中

・４月10日：発熱（39度）、咳あり

・４月11日：Ａ医療機関受診

・４月13日：Ａ医療機関再受診

・４月14日：帰国者・接触者外来受診

・４月16日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、自宅待機中

15 441 4月16日 60代 男性 会社員 4月10日 胸痛
家族：２名

その他：調査中

・４月10日：咽頭痛あり、Ａ医療機関に受診

・４月11日：発熱（37度台）があり、Ｂ医療機関受診

・４月15日：帰国者・接触者外来受診、肺炎あり

・４月16日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、自宅待機中

16 505 4月19日 50代 女性 会社員 4月13日 咳
家族：調査済

その他：調査中

・春日市11例目（福岡県378例目）の妻

・４月13日：咳あり

・４月14日：春日市11例目（福岡県378例目）が新型コロナウイルス陽性判明

・４月18日：帰国者・接触者外来受診

・４月19日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、自宅待機中

17 554 4月22日 20代 男性 飲食店従業員 4月11日 咳 その他：調査中

・４月11日：発熱（37.5度）、倦怠感あり

・４月15日：Ａ医療機関へ相談

・４月20日：Ｂ医療機関受診

・４月22日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、Ｃ医療機関に入院中

18 571 4月23日 60代 女性 看護師 4月22日 発熱、倦怠感 家族：子
・発症後外出なし

・福岡県49例目の勤務先の職員
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19 580 4月24日 30代 男性 会社員 4月18日 症状なし

家族：３名（うち２

名陽性）

その他：調査中

・春日市2例目（福岡県225例目）、春日市13例目（福岡県411例目）の子

・４月９日：春日市2例目（福岡県225例目）が新型コロナウイルス陽性判明

・４月14日：新型コロナウイルス陰性判明

・４月15日：春日市13例目（福岡県411例目）が新型コロナウイルス陽性判明

・４月18日：発熱（37.7度）、咳、倦怠感あり

・４月22日：帰国者・接触者外来を受診

・４月24日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、A医療機関に入院中

20 615 4月27日 50代 女性 看護補助 4月17日 症状なし
家族：３名

その他：調査中

・福岡徳洲会病院関連

・４月13日：新型コロナウイルス陰性判明

・４月17日：咳あり

・４月25日：A医療機関を受診し、肺炎あり

・４月27日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、感染症指定医療機関に入院中

21 630 4月29日 60代 男性 会社員 4月20日 咳

家族：３名（うち１

名陽性）

その他：調査中

・春日市20例目（福岡県615例目）の夫

・４月20日：咳あり

・４月25日：Ａ医療機関受診

・４月27日：春日市20例目（福岡県615例目）が新型コロナウイルス陽性判明

・４月27日：帰国者・接触者外来受診

・４月29日：新型コロナウイルス陽性判明

・現在、感染症指定医療機関に入院中
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