
市民の皆様へ 

 

新型コロナウイルス感染防止対策にかかる 

南相馬市長メッセージⅦ 

 

現在、南相馬市においては、新型コロナウイルス感染症患者が７人とな

っています。（令和２年４月１２日１５時現在） 
幸い、４月９日以降、新たな患者発生はありませんが、引き続き予断を

許さない状況であり、ここが踏ん張りどころです。 
 市民の皆様に対しては、これまでも不要不急の移動や外出を控えること、

３つの「密」を避けることなどを重ねてお願いしてまいりました。 
加えて、政府の要請を受け、昨日（１１日）、県知事から「繁華街の接客

を伴う飲食店等への外出は控えるよう強くお願いをいたします」とのメッ

セージが出されましたので、市民の皆様におかれてもご協力をお願いいた

します。 
 このたび、相馬郡医師会（南相馬支部）の協力を得、皆様の大切な生命

と健康を守るため発熱等がある方が受診できる「仮設診療室（発熱等トリ

アージ外来）」を、市立総合病院敷地内に設置し、皆様の不安を解消する

ための診療体制を整えることができました。 
「早期収束」という一つの目標に向かって、市民の皆様のより一層のご

理解とご協力をお願い申し上げます。 
 
 
  

Ｎｏ.７ 

発熱などの体調不良を感じたら 
 

 発熱や味覚・嗅覚障害等の症状がある方、新型コロナかなと心配な

方は、地域医療を守るため、直接医療機関を受診するのではなく、ま

ずは、①かかりつけ医、②仮設診療室（総合病院内発熱等トリアージ

外来）、③相双保健所に電話で相談をお願いします。 

 ＜問い合わせ先＞ 

① かかりつけ医：それぞれのかかりつけ医に電話で相談 

② 仮設診療室（発熱等トリアージ外来）：0244‐22‐3185 

（受付時間：平日（月～金）9：00～12：00）※4 月 14 日～ 
③ 相双保健所 

・（一般相談）相双保健所医事薬事課：0244-26-1329 

・（発 熱 時）帰国者・接触者相談センター：080-2807-0489 
 

令和２年４月１２日 南相馬市長 門馬和夫 



 
仮設診療室（発熱等トリアージ外来）概要 

 

１ 開設目的 ・感染患者とそれ以外の患者を振り分け、接触を最小限化。 

       ・対応を１か所に集中化し、市内医療機関の混乱を最小限化。 

２ 開設期間 令和２年４月１４日（火）～当面の間 

３ 診療時間 平日（月～金曜日） １３時３０分～１５時３０分（※要予約） 

４ 診療対象 次の要件を全て満たす方 

       ・市内に居住、または市内事業所等で勤務する方 

       ・体温が３７．５度以上の方 ・高校生以上の方 

５ 受付方法 電話予約（０２４４－２２－３１８５（地域医療連携室）） 

 ※かかりつけ医がある場合は、予約前にかかりつけ医に電話してください。 

６ 診療場所 市立総合病院の仮設診療室（救急外来駐車場に開設） 

７ 受診の際のお願い 

・診療の順番が来るまで、自家用車でお待ちください。 

   （自家用車でない場合は、仮設待合室利用可） 

・来院時は、必ずマスクを着用してください。 



区分 県内６例目 県内７例目 県内９例目 県内１０例目 県内１１例目 県内１２例目 県内２９例目

年　　　代 ５０代 ７０代 ３０代 ５０代 ５０代 ２０代 ３０代

性　　　別 男性 女性 女性 男性 女性 男性 男性

職　　　業 無職 無職 会社員 非公開 非公開 非公開 建設業

公　表　日 4月1日(水) 4月2日(木) 4月3日(金) 4月4日(土) 4月4日(土) 4月4日(土) 4月8日(水)

発症又はPCR検査結果
確認日 3月24日(火) 4月2日(木) 3月31日(火) 4月4日(土) 4月4日(土) 4月4日(土) 4月4日(土)

発症又はPCR検査結果
からの経過日数 １９日 １０日 １２日 ８日 ８日 ８日 ８日

軽症 症状なし 軽症 症状なし 症状なし 症状なし 軽症

3/24 発熱、咳あり 3/31 咳、鼻水 4/3 同居家族が陽性と判明 4/3 同居家族が陽性と判明 4/3 同居家族が陽性と判明
4/4 発熱、頭痛、吐き気あ
り

3/26 医療機関を受診 4/1  発熱、咳、鼻水あり
4/4 PCR検査の結果、陽性で
あることが判明

4/4 PCR検査の結果、陽性で
あることが判明

4/4 PCR検査の結果、陽性で
あることが判明

4/7 発熱、医療機関を受診

3/28 味覚障害・臭覚障害が
出現。悪心、咳あり

4/2 PCR検査の結果、陽性で
あることが判明

4/2  帰国者・接触者外来を
受診

4/8 PCR検査の結果、陽性で
あることが判明

3/31 帰国者・接触者セン
ターに連絡あり。帰国者・
接触者外来を受診

4/3  PCR検査の結果、陽性
であることが判明

4/1  PCR検査の結果、陽性
であることが判明
3/20 東京都内のライブハウ
ス（感染者発生）に行って
いる

3/27-28 県内6例目(同居の
息子)と県外に旅行

3/24 県内6例目の男性と同
じ習い事で接触

3/25～26　他県から来た作
業員2名が同じ宿舎に宿泊

3/27-28 7例目(同居の母)と
県外に旅行

3/31 会社に出勤（常時マス
ク着用）

3/27 同作業員2名が他県に
戻り、同日発症を確認

3/31に医療機関を受診
3/31 コンビニを短時間利用
（マスク着用）

4/6 勤務

4/1  スーパーを短時間利用
（マスク着用）

※環境省発注事業で放射線
測定業務を担当

発症後の公共交通
機関の利用有無

利用していない 利用していない 利用していない 利用していない 利用していない 利用していない 利用していない

現在の本人の状況 入院中 入院中 入院中 入院中 入院中 入院中 入院中

濃厚接触者の有無
あり（同居家族 1名、親族
5名（県外）、習い事先 6
名）

なし あり（同居家族） なし なし なし あり（同僚5名）

4月9日以降の動き
（本人・関係者）

【本人】入院中（継続）
【関係者】濃厚接触者のう
ち、入院中1名(⑦)、健康観
察中1名、健康観察終了10名

【本人】入院中（継続）

【本人】入院中（継続）
【関係者】濃厚接触者のう
ち、入院中3名（⑩,⑪,
⑫）、健康観察中若干名

【本人】入院中（継続） 【本人】入院中（継続） 【本人】入院中（継続）
【本人】入院中（継続）
【関係者】濃厚接触者のう
ち、健康観察中5名

備考
県内6,7例目
同居家族

県内6,7例目
同居家族

県内9,10,11,12例目
同居家族

県内9,10,11,12例目
同居家族

県内9,10,11,12例目
同居家族

県内9,10,11,12例目
同居家族

県内6～7例目、9～12例目と
は無関係

※この資料は、県の公表資料や県の記者会見の内容を基に作成しています。

※相双保健所では、感染拡大を防ぐため、濃厚接触者に対して外出の自粛（14日間）をお願いし、健康観察を行っています。

※○数字は、福島県内の発生患者番号

その他の行動歴

4/1 同居家族が陽性(県内6
例目)と判明したため、帰国
者・接触者外来を受診

症状・経過

南相馬市　新型コロナウイルス感染者発生状況 （４月１２日 １５：００時点）

⑦ 70代 女性

世帯１ 世帯２

⑩ 50代 男性 ⑪ 50代 女性 ⑫ 20代 男性

（家族）

世帯３

（家族） （単身）

㉙ 30代 男性⑨ 30代 女性
東京都内

ライブ

ハウス

習い事先 で接触

⑥ 50代 男性


