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新型コロナウイルスに関連した患者の発生について

昨日（８月１３日），次のとおり，旭川市内で新型コロナウイルスに関連した感染症の患者が確認されました。

■ ８月１２日，感染者集団の発生が確認された飲食店における感染者（市内クラスター３７例目）の概要は，

下記のとおりです。

なお，本件につきましては当初，飲食会で発生したクラスターとして認定したところですが，その後の疫学

調査により，会場となった飲食店において，従業員や別の日に来店した者からも陽性者が発生していること

から，当該飲食店において発生したクラスターと認定し，飲食店クラスターに訂正いたします。

市内番号 道内番号 国籍 居住地 年代 性別 職業等 リンク 濃厚接触者

1 2273 48729 日本 旭川市 20代 男性 従業員 有り 0人

2 2274 48730 日本 旭川市 非公表 男性 会社員 有り 調査中

累計

8月11日以前確認 5人

0人

5人

その他 0人

8月12日以降確認 5人

1人

3人

その他 1人

合　計 10人

従業員

お客

従業員

お客

確認数 24人

うち，重症者 0人

　　　再陽性者 0人



報道発表資料 令和３年８月１４日 午後３時

２

■ 市内クラスター以外における感染者（昨日確認分）の概要は，下記のとおりです。

その他

市内番号 道内番号 国籍 居住地 年代 性別 職業等 リンク 濃厚接触者

1 2275 48731 日本 旭川市 30代 男性 会社員 市2203(道47436)の濃厚接触者 6人

2 2276 48732 日本 旭川市 10代 男性 非公表 市2217(道47810)の濃厚接触者 6人

3 2277 48733 日本 旭川市 10代 女性 非公表
市2217(道47810)及び市2232(道

48275)の濃厚接触者 6人

4 2278 48734 日本 旭川市 20代 男性 会社員 市2220(道47813)の濃厚接触者 調査中

5 2279 48735 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 市2243(道48286)の濃厚接触者 調査中

6 2280 48736 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 市2263(道48306)の濃厚接触者 8人

7 2281 48737 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 市2265(道48308)の濃厚接触者 15人

8 2282 48738 日本 旭川市 10代 男性 非公表 有り 0人

9 2283 48739 日本 旭川市 20代 女性 非公表 有り 0人

10 2284 48740 日本 旭川市 20代 男性 販売員 調査中 1人

11 2285 48741 日本 旭川市 10代 男性 非公表 調査中 4人

12 2286 48742 日本 旭川市 50代 男性 建設業 調査中 6人

13 2287 48743 日本 旭川市 20代 女性 非公表 調査中 0人

14 2288 48744 日本 旭川市 非公表 女性 非公表 調査中 3人

15 2289 48745 日本 旭川市 10代 女性 非公表 調査中 11人

16 2290 48746 日本 旭川市 20代 女性 無職 調査中 1人

17 2291 48747 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 調査中 7人

18 2292 48748 日本 旭川市 非公表 女性 非公表 調査中 12人

19 2293 48749 日本 旭川市 非公表 非公表 非公表 調査中 4人

20 2294 48750 日本 旭川市 20代 女性 会社員 調査中 1人

21 2295 48751 日本 旭川市 60代 男性 土木業 調査中 調査中

22 2296 48752 日本 旭川市 20代 女性 会社員 調査中 調査中
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□　旭川市でこれまで取り扱った検査人数（8月14日午前9時時点）

    検査人数　83,187人

    うち，旭川市発表分の陽性人数は2,290人（実人数2,286人）

□　旭川市でこれまで取り扱った変異株の検査人数（8月14日午前9時時点）

確定数

アルファ株 290人 169人 16人

161人 115人 19人

(+11人) (+11人) (+-0人)

451人 284人 35人

(+11人) (+11人) (+-0人)

※WHO(世界保健機関)による変異株呼称変更に伴い，英国株をアルファ株，インド株をデルタ株に変更。　

※変異株に係る検査について

　変異株検査は令和3年3月22日から実施。

　市内で感染が確認されているウイルスがアルファ株にほぼ置き換わっているため，令和3年6月7日以降，

　市保健所における変異株検査については，デルタ株疑いを検出する検査となります。

※変異株陽性疑い人数(デルタ株)のうち2人は，道立保健所での変異株ＰＣＲ検査により変異株疑いで

　あることを確認したため，旭川市保健所において取り扱った変異株検査人数には含んでおりません。
　

□　旭川市内における死亡した新型コロナウイルス感染症患者数

    113人

□　旭川市内における新型コロナウイルス感染症患者の病床使用率

　　22パーセント

変異株陽性疑い人数（延）変異株検査人数（延）

デルタ株

合計

◇問合せ等

発表日の午後５時００分までにお願いします。

◇問合せ先

旭川市保健所新型コロナウイルス感染症対策担当（電 話 ０１６６－２１－３１７１）


