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広 報 連 絡  
 

１ 件   名  新型コロナウイルス感染症患者の発生について（市内５１８～５２５人目） 

 

２ 患 者 概 要   

 

３ 参   考 

（１）関連する過去の患者概要 

患者 性別 年代 広報連絡日 

市内４２０人目 女 ３０ １２／１６ 

市内４３０人目 女 ６０ １２／１７ 

 

（２）１２月２０日時点の患者の入退院等状況 

患者数 入院中 
宿泊療養施

設に入所中 
自宅療養中 退院者等 死亡 

 

うち新型コロナ

ウイルス感染症

によるもの 

５２５ ４１ ３４ ６４ ３８２ １ ０ 

※１２月２１日に宿泊療養施設に入所予定が３名 

※退院者等は、退院基準を満たして退院した者、解除基準を満たして宿泊療養・自宅療養を解除された者 

※個人情報及び人権保護の観点から、個別の入退院等状況についての公表は差し控えさせていただきます。                  

◎ 個人情報保護の観点から、患者及びご家族等の個人情報については、特定されることのないよ

う格段のご配慮をお願いします。また施設等への取材はご遠慮いただきますようお願いします。 

資料提供年月日 令和２年１２月２１日 

問い合わせ先 

課 名 保 健 管 理 課 

電 話 
直通 ８０３－１２５１ 

内線 ５７５０ 

担当者 
職名・氏名 課  長 渡 邉 

職名・氏名 主  査 川 上 

市内

人目
性別 年代 発症日

発症日

の症状

検体 

採取日

結果 

判明日

療養

状況

濃厚 

接触者

・他事例との関連

・感染源に関する行動歴

５１８ 女 ３０  咳  


療養施設
調査中

・市内例目クラスターの

一部の接触者

５１９ 女 ３０  咳   自宅 調査中
・市内例目クラスターの

一部の接触者

５２０ 女 ３０  咳  


療養施設
調査中

・市内例目クラスターの

一部の接触者

５２１ 女 １０ － －  


療養施設
調査中

・市内例目クラスターの

一部の接触者

５２２ 男 ７０ － －   自宅 調査中
・市内人目の濃厚接触者

・なし

５２３ 非公表 非公表  倦怠感   自宅 調査中
・市内人目の濃厚接触者

・なし

５２４ 非公表 非公表  咳   自宅 調査中
・市内人目の濃厚接触者

・なし

５２５ 非公表 非公表  咳   自宅 調査中
・市内人目の濃厚接触者

・なし

Administrator
テキストボックス
※岡山市広報資料（県内1104～1111例目）



（３）市内４６７～５１７人目の患者概要（１２月２０日公表市内１１例目クラスター関連） 

市内 人目 性別 年代 発症日 発症日の症状 検体採取日 結果判明日 療養状況 

４６７ 男 ４０ － －   自宅

４６８ 女 ２０  鼻閉   自宅

４６９ 女 ５０  倦怠感   療養施設

４７０ 女 ３０ － －   自宅

４７１ 女 ５０  発熱   自宅

４７２ 女 ４０  咽頭痛   自宅

４７３ 女 ２０ － －   自宅

４７４ 女 ５０  咳   自宅

４７５ 女 ２０  鼻閉   自宅

４７６ 女 ２０  咽頭痛   自宅

４７７ 女 ６０  発熱   入院

４７８ 女 ８０ － －   自宅

４７９ 女 ５０  鼻汁   自宅

４８０ 女 ６０  頭痛   自宅

４８１ 女 ７０ － －   自宅

４８２ 女 ３０ － －   自宅

４８３ 女 ２０  咽頭痛   自宅

４８４ 女 ３０  味覚障害   自宅

４８５ 女 ２０  鼻汁   自宅

４８６ 女 ２０  咳   自宅

４８７ 女 ３０  咳   自宅

４８８ 女 ２０  発熱   自宅

４８９ 女 ３０  咽頭痛   自宅

４９０ 女 ２０  咳   自宅

４９１ 女 ２０ － －   自宅

４９２ 女 ２０  咳   自宅

４９３ 女 ３０ － －   自宅

４９４ 女 ３０ － －   自宅

４９５ 女 ２０  咳   自宅

４９６ 女 ３０  味覚障害   療養施設

４９７ 女 ３０  咳   自宅

４９８ 女 ３０ － －   療養施設

４９９ 女 ３０  咳   療養施設

５００ 女 ３０ － －   療養施設

５０１ 女 ３０  咳   自宅

５０２ 女 ３０  発熱   自宅

５０３ 女 ２０ － －   療養施設

５０４ 女 ２０  発熱   自宅

５０５ 女 ２０ － －   療養施設

５０６ 女 １０  鼻汁   療養施設

５０７ 女 ２０ － －   療養施設

５０８ 女 ３０  発熱   自宅

５０９ 女 ２０  咽頭痛   療養施設

５１０ 女 ３０  発熱   自宅

５１１ 女 ２０  発熱   自宅

５１２ 女 ２０  発熱   療養施設

５１３ 女 ２０ － －   療養施設

５１４ 女 ３０  咳   療養施設

５１５ 女 １０  咳   療養施設

５１６ 女 ２０  鼻汁   療養施設

５１７ 女 ３０  味覚障害   自宅

 




