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１　患者の概要

№ 例目 国籍 性別 年代 職業
現在の
状態

発症日
（推定）

陽性
確定日

現在の状況
患者との
接触等

1 12674 空知 日本 男性 70代 無職 軽症 12月21日 12月24日 入院中 調査中

2 12675 空知 日本 非公表 非公表 非公表 軽症 12月23日 12月24日 入院中 調査中

3 12676 空知 日本 非公表 非公表 非公表 軽症 12月21日 12月24日 入院等調整中 調査中

4 12677 空知 日本 非公表 非公表 非公表 軽症 12月17日 12月24日 入院等調整中 あり

5 12678 空知 日本 非公表 非公表 非公表 軽症 12月14日 12月24日 入院等調整中 あり

6 12679 石狩 (江別市) 日本 女性 30代 非公表 軽症 12月14日 12月24日 入院等調整中 調査中

7 12680 石狩 日本 女性 70代 無職 軽症 12月22日 12月24日 入院等調整中 調査中

8 12681 石狩 日本 女性 50代 非公表 軽症 12月21日 12月24日 入院等調整中 調査中

9 12682 石狩 (江別市) 日本 女性 非公表 無職 軽症 12月23日 12月24日 入院等調整中 あり

10 12683 石狩 (江別市) 日本 女性 50代 介護士 軽症 12月23日 12月24日 入院等調整中 あり

11 12684 石狩 (千歳市) 日本 男性 60代 非公表 軽症 12月16日 12月24日 入院中 あり

12 12685 石狩 (北広島市) 日本 男性 70代 無職 軽症 12月19日 12月24日 入院等調整中 あり

13 12686 石狩 (北広島市) 日本 女性 70代 無職 軽症 12月16日 12月24日 入院等調整中 あり

14 12687 石狩 (北広島市) 日本 女性 40代 無職 軽症 12月21日 12月24日 入院等調整中 あり

15 12688 後志 (ニセコ町) 非公表 非公表 非公表 非公表 軽症 12月20日 12月24日 入院等調整中 調査中

16 12689 胆振 日本 男性 80代 非公表 軽症 12月21日 12月23日 入院中 あり

17 12690 胆振 日本 女性 80代 非公表 軽症 12月23日 12月24日 入院中 あり

18 12691 胆振 日本 女性 非公表 非公表 軽症 12月22日 12月24日 入院等調整中 あり

19 12692 胆振 (伊達市) 日本 女性 70代 無職 軽症 12月19日 12月24日 入院等調整中 あり

20 12693 胆振 日本 非公表 非公表 非公表 軽症 12月22日 12月24日 入院等調整中 調査中

21 12694 胆振 (苫小牧市) 日本 男性 40代 非公表 軽症 12月22日 12月24日 入院等調整中 調査中

新型コロナウイルスに関連した患者(12674－12715例目)の発生について

居住地

本日（12月25日）、道立衛生研究所等で行った検査により、道内において新型コロナウイルスに関連した感染

症の患者が42名確認されました。この患者は道内12674例目から12715例目までで、札幌市、旭川市、函館市

及び小樽市の患者を含めると、道内で確認された患者は延べ12715名（実人数12681名）となりました。

本件について、濃厚接触者を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

なお、12619例目から12623例目までは函館市が、12624例目から12669例目までは札幌市が、12670例目及

び12671例目は小樽市が、12672例目及び12673例目は旭川市が公表しております。

北海道新型コロナウイルス感染症対策本部指揮室

総括・広報班 TEL：011-206-0132（内線38-916）
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№ 例目 国籍 性別 年代 職業
現在の
状態

発症日
（推定）

陽性
確定日

現在の状況
患者との
接触等

居住地

22 12695 渡島 (北斗市) 日本 男性 30代 医療関係者 無症状 無症状 12月24日 入院等調整中 あり

23 12696 渡島 日本 女性 非公表 医療関係者 軽症 12月19日 12月24日 入院等調整中 あり

24 12697 渡島 日本 非公表 非公表 非公表 軽症 12月23日 12月24日 入院等調整中 あり

25 12698 上川 日本 非公表 非公表 非公表 軽症 12月15日 12月24日 入院等調整中 調査中

26 12699 上川 日本 非公表 非公表 非公表 軽症 12月18日 12月24日 入院等調整中 調査中

27 12700 十勝 日本 非公表 非公表 非公表 中等症 12月22日 12月23日 入院中 あり

28 12701 十勝 (新得町) 日本 男性 80代 無職 無症状 無症状 12月23日 入院等調整中 あり

29 12702 十勝 日本 非公表 非公表 非公表 中等症 12月22日 12月23日 入院等調整中 あり

30 12703 十勝 (新得町) 日本 男性 80代 無職 無症状 無症状 12月23日 入院等調整中 あり

31 12704 十勝 日本 女性 40代 介護士 無症状 無症状 12月23日 入院中 あり

32 12705 十勝 (帯広市) 日本 女性 20代 看護師 軽症 12月22日 12月23日 入院中 調査中

33 12706 十勝 日本 女性 非公表 非公表 軽症 12月20日 12月24日 入院中 あり

34 12707 十勝 日本 女性 10代 生徒 軽症 12月21日 12月24日 入院中 あり

35 12708 十勝 (帯広市) 日本 女性 40代 非公表 軽症 12月22日 12月23日 入院中 あり

36 12709 十勝 日本 非公表 非公表 非公表 軽症 12月18日 12月23日 入院中 あり

37 12710 十勝 (帯広市) 日本 女性 20代 非公表 軽症 12月23日 12月23日 入院中 あり

38 12711 十勝 日本 女性 40代 看護師 軽症 12月20日 12月23日 入院中 あり

39 12712 十勝 日本 女性 40代 非公表 軽症 12月21日 12月23日 入院等調整中 あり

40 12713 十勝 日本 男性 非公表 非公表 軽症 12月19日 12月23日 入院等調整中 あり

41 12714 十勝 日本 男性 10代 非公表 軽症 12月22日 12月23日 入院等調整中 調査中

42 12715 神奈川県 日本 女性 20代 学生 無症状 無症状 12月23日 入院中 あり

※「現在の状況」欄の「入院中」には、宿泊療養施設に入所中の患者を含む。
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２　道内における検査の状況　（ 時点）

（１）感染者の状況について

※

（２）本日の検査件数（実人数）について

（３）陽性率（道全体）
（計算方法：本日の陽性者数（ ）／新規検査人数合計（ ）× ）

（４）濃厚接触者等の有無（道全体）

３　現時点における北海道の状況 [ステージ３] 
現在

（ ） （ ） （ ）

 (※2)　(  )は一週間前（ 現在）の数値    

 (※3)　(  )は先週一週間（ ～ ）の数値  

４　その他   

12月26日 13:50

423 10,713
（前日比）

（人）
累計検査数 陽性累計

現在患者数 死亡累計 陰性確認済み累計
軽症・中等症 重　　症

224,416 12,715 1,579 1,554 25

+142
（※）現在患者数は、陽性累計から死亡累計、陰性確認済み累計を差し引いた数

現在患者数
現在入院患者数 宿泊療養施設入所者 入所日調整中 自　宅 ・ 施　設

+2,985 +97 ▲ 53 ▲ 50 ▲ 3 +8

※1 ※2 ※3 療　養　者
道央 道北 道南 十勝 ※4

1,579 836 171 28 15 26 135 368

▲ 53 ▲ 38 ▲ 19 +4 +4 +2 ±0 ▲ 6
（前日比）

函館市分

2,960 1,220 1,294 350 48 48

 (※1)　現在入院患者数は、現在患者数から宿泊療養施設入所者数、入所日調整中数、自宅・施設療養者数を差し引いた数

 (※2)　宿泊療養施設入所者数は、軽症患者のうち重症化リスクの低い方

 (※3)　入所日調整中数は、宿泊療養施設の入所日を調整している者　　

 (※4)　自宅・施設療養者数は、札幌市内の患者で自宅療養している者・福祉施設内で療養している者

（人）
計 道分 札幌市分 旭川市分 小樽市分

3.3% 97 2,960 人 100

12月25日 12月19日 ～ 12月25日

新規患者数
濃厚接触者等 濃厚接触者等以外
の新規患者数 の新規患者数

97 59 38

項目 医療提供体制等の負荷 監視体制 感染状況

指標
病床のひっ迫状況 療養者数

PCR陽性率 新規報告
数

先週１週間 感染経
路不明
割合

[病床全体]
うち重症者 [=現在患者数] との比較
用病床 ※2  ※3 [新規報告数] ※3

28.9%1,579 人 4.5%

1,886 人

減少

4.8% 948 人

現在の状況 836 床 25 床

減少

785 人
減少
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 (※1)　ステージの移行にあたっては、感染者の発生状況等を踏まえ、総合的に判断

12月18日

12月12日 12月18日

 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、道民の皆様への正確な情報提供にご協力をお願い
いたします。

　なお、報道にあたりましては、個人のプライバシー等の保護のため、特段のご配慮をお願いいたします。

50%
ステージ４

ステージ３ ２５０床 ２５床 増加 増加 １３３人 増加 50%

(参考)※1
３５０床 ３５床 ７９６人 10% ７９６人 増加


