
令和 ３年 ５月 10日

市内での新型コロナウイルス感染症患者の発生について（１３５２例目～１３９１例目）

令和３年５月８日（土）～９日（日），市内で１３５２例目～１３９１例目の新型コロナウイルス感染

症患者が発生しました。

市では，積極的疫学調査を行い，感染の拡大防止に努めてまいります。

患者概要

番

号
年代 性別 職業

発症

日
症状

陽性

判明

日

入院・

入所
他事例との関連等

1352
90代

以上
女性 無 職 ― なし 5/8

5/10

入院
・市内1164例目の知人

1353 40代 男性 会社員 ― なし 5/8
5/10

入所
・管外（県内）患者の職場の同僚

1354 30代 女性 無 職 5/4 軽症 5/8 自宅療養 ・市内1225例目の知人

1355 非公表 非公表 非公表 5/7 軽症 5/8 自宅療養 ・市内1225例目の同居の家族

1356 非公表 非公表 非公表 ― なし 5/8 自宅療養 ・市内1225例目の同居の家族

1357 30代 女性 自営業 5/6 軽症 5/8
5/9

入所
・市内1185例目の知人

1358 50代 男性 会社員 5/3 軽症 5/8
5/10

入所
・感染経路不明

1359 60代 女性 無 職 5/2 中等症 5/9
5/10

入院
・管外（県内）患者の別居の親族

1360 30代 女性 自営業 5/7 軽症 5/9 自宅療養 ・感染経路不明

1361 10代 女性 学 生 5/5 軽症 5/9
5/10

入所
・感染経路不明

1362 20代 女性
団体職

員
5/7 軽症 5/9

5/10

入所
・管外（県内）患者の知人

1363 30代 女性 無 職 5/6 軽症 5/9 自宅療養 ・市内1281例目の同居の家族

1364 20代 男性 会社員 5/7 軽症 5/9 自宅療養
・市内26例目

クラスター関係者

1365 20代 男性 会社員 ― なし 5/9 自宅療養 ・市内1232例目の同居の家族

1366 10代 男性 会社員 5/7 軽症 5/9
5/10

入所
・管外（県外）患者の知人

1367 50代 男性 会社員 5/8 軽症 5/9 調整中 ・感染経路不明
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1368 40代 男性 自営業 5/8 軽症 5/9
5/10

入所
・感染経路不明

1369 70代 女性 無 職 ― なし 5/9 自宅療養 ・市内1226例目の同居の家族

1370 50代 女性 会社員 ― なし 5/9 自宅療養 ・市内1226例目の同居の家族

1371 50代 男性 会社員 5/6 軽症 5/9
5/10

入所
・感染経路不明

1372 20代 女性
アルバ

イト
5/8 軽症 5/9 自宅療養

・市内26例目

クラスター関係者

1373 50代 男性 自営業 5/4 軽症 5/9 自宅療養
・市内26例目

クラスター関係者

1374 50代 女性 パート 5/8 軽症 5/9 調整中 ・市内1229例目の同居の家族

1375 40代 女性
団体職

員
5/7 軽症 5/9 自宅療養 ・市内1245例目の同居の家族

1376 非公表 非公表 非公表 5/8 軽症 5/9 自宅療養 ・市内1245例目の同居の家族

1377 10代 男性 会社員 5/8 軽症 5/9 自宅療養 ・市内1253例目の知人

1378 50代 男性 自営業 ― なし 5/9 自宅療養 ・市内1256例目の同居の家族

1379 30代 女性 無 職 ― なし 5/9 自宅療養 ・市内1264例目の知人

1380 80代 男性 無 職 ― なし 5/9 自宅療養 ・市内1267例目の同居の家族

1381 30代 女性
アルバ

イト
― なし 5/9

5/10

入所

・市内26例目

クラスター関係者

1382 10代 女性
アルバ

イト
5/5 軽症 5/9 自宅療養 ・市内1248例目の職場の同僚

1383 30代 女性
アルバ

イト
― なし 5/9 自宅療養 ・市内1271例目の同居の家族

1384 20代 女性
団体職

員
― なし 5/9

5/10

入所
・感染経路不明

1385 20代 男性 会社員 5/7 軽症 5/9
5/10

入所
・市内1222例目の同居の家族

1386 40代 男性 会社員 5/7 軽症 5/9
5/10

入所
・感染経路不明

1387 40代 女性
医療従

事者
5/7 軽症 5/9

5/10

入所
・市内1386例目の同居の家族

1388 30代 女性 無 職 5/6 軽症 5/9 自宅療養 ・感染経路不明

1389 50代 男性 無 職 5/4 軽症 5/9 調整中 ・市内1173例目の知人

1390 30代 男性 自営業 5/4 軽症 5/9 調整中 ・市内1271例目の知人

1391 20代 男性
アルバ

イト
5/8 軽症 5/9 自宅療養 ・感染経路不明



※居住地は全員市内

※濃厚接触者は調査中

※接待を伴う飲食店で５人（市内１２２６，１３６４，１３７２，１３７３，１３８１例目）の陽性者が確

認されたため，市内２６例目のクラスターが発生したと判断しています。

・関連する過去の患者概要

・５月１０日時点の患者の入退院等の状況（単位：人）

※入院・入所調整中 ３人

令和３年５月９日（日），市内新型コロナウイルス感染症患者２名が，新型コロナウイルス感染症により

亡くなられました（年代，性別非公表）

※退院・退所等は，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，個別の入退院状況についての公表は差し控えさせていただきます。

患者 年代 性別 広報日

倉敷市１１６４例目 ８０代 女性 ５／４

倉敷市１１７３例目 ７０代 女性 ５／５

倉敷市１１８５例目 ２０代 女性 ５／５

倉敷市１２２２例目 １０代 女性 ５／７

倉敷市１２２５例目 ３０代 男性 ５／７

倉敷市１２２６例目 ２０代 女性 ５／７

倉敷市１２２９例目 ５０代 男性 ５／７

倉敷市１２３２例目 ２０代 女性 ５／７

倉敷市１２４５例目 ５０代 男性 ５／７

倉敷市１２４８例目 ２０代 女性 ５／７

倉敷市１２５３例目 ２０代 女性 ５／８

倉敷市１２５６例目 ５０代 女性 ５／８

倉敷市１２６４例目 ２０代 女性 ５／８

倉敷市１２６７例目 ７０代 女性 ５／８

倉敷市１２７１例目 ３０代 男性 ５／８

倉敷市１２８１例目 非公表 非公表 ５／８

患者数 入院中
宿泊療養施設

入所中
自宅療養中 退院・退所等 死亡

１３９１ １３０ １２１ １４５ ９７４ １８

風評被害・誹謗中傷の防止や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。




