
令和 ３年 ５月２１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（１７３７例目～１７７０例目）

令和３年５月１９日（水）～２０日（木），市内で１７３７例目～１７７０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 患者３４人 （推定感染源特定２２人，不明１２人）

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

1737 10代 男性 会社員 5/18 軽症 5/19 自宅療養 ・市内1648例目の濃厚接触者

1738 非公表 非公表 非公表 5/19 軽症 5/19 自宅療養 ・市内1648例目の濃厚接触者

1739 40代 女性
団体

職員
5/17 軽症 5/19

5/20

入所
・市内1740例目の濃厚接触者

1740 20代 女性 会社員 5/15 軽症 5/19
5/20

入所
・感染経路不明

1741 40代 男性 非公表 5/18 軽症 5/19 自宅療養 ・市内1700例目の濃厚接触者

1742 70代 女性 無 職 5/18 軽症 5/19
5/20

入所
・市内1700例目の濃厚接触者

1743 50代 男性 会社員 5/11 軽症 5/19 自宅療養 ・感染経路不明

1744 70代 男性 無 職 ー なし 5/19
5/20

入所
・感染経路不明

1745 70代 男性 無 職 5/18 軽症 5/19
5/19

入院
・感染経路不明

1746 50代 男性 自営業 5/17 軽症 5/20
5/20

入所
・感染経路不明

1747 20代 男性 会社員 5/17 軽症 5/20 調整中 ・感染経路不明

1748 70代 男性 無 職 5/19 中等症 5/20
5/20

入院
・感染経路不明

1749 20代 男性 会社員 5/17 軽症 5/20
5/20

入所
・感染経路不明

1750 40代 男性 自営業 ― なし 5/20 自宅療養 ・市内1685例目の濃厚接触者

1751 40代 女性 会社員 5/19 軽症 5/20 自宅療養 ・市内1690例目の濃厚接触者

1752 非公表 非公表 非公表 5/19 軽症 5/20 自宅療養 ・市内1690例目の濃厚接触者

課名 倉敷市保健所保健課

担当 中津・宇野・川越

電話 ０８６－４３４－９８００

Administrator
テキストボックス
※倉敷市広報資料（県内6652～6685例目）



※居住地は市内 ３２人，市外２人

・５月２１日時点の患者の入退院等の状況（単位：人）

※入院・入所調整中 ６人

令和３年５月２０日（木），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。

1753 20代 男性 無 職 5/19 軽症 5/20
5/20

入所
・市内1690例目の濃厚接触者

1754 30代 女性 会社員 ― なし 5/20 自宅療養 ・市内1683例目の接触者

1755 非公表 非公表 非公表 5/16 軽症 5/20 自宅療養 ・市内1683例目の接触者

1756 50代 女性
医 療

従事者
― なし 5/20 自宅療養 ・市内1711例目の濃厚接触者

1757 40代 女性 無 職 5/19 軽症 5/20 自宅療養 ・市内1666例目の濃厚接触者

1758 非公表 非公表 非公表 ― なし 5/20 自宅療養 ・市内1666例目の濃厚接触者

1759 10代 女性 学 生 5/18 軽症 5/20 調整中 ・感染経路不明

1760 50代 女性 無 職 ― なし 5/20 自宅療養 ・市内1652例目の濃厚接触者

1761 40代 男性 会社員 ― なし 5/20 調整中 ・市内1652例目の濃厚接触者

1762 50代 女性
医 療

従事者
5/17 軽症 5/20 自宅療養 ・感染経路不明

1763 10代 女性 学 生 5/18 軽症 5/20 自宅療養 ・市内1644例目の濃厚接触者

1764 30代 男性 会社員 5/18 軽症 5/20 調整中 ・市内1648例目の接触者

1765 30代 男性 自営業 5/19 軽症 5/20 調整中 ・市内1717例目の濃厚接触者

1766 40代 女性 無 職 ― なし 5/20
5/21

入所
・市内1633例目の濃厚接触者

1767 20代 男性 自営業 5/9 軽症 5/20 自宅療養
・管外（県内）患者の濃厚接

触者

1768 40代 女性 パート 5/17 軽症 5/20
5/21

入所
・市内1668例目の濃厚接触者

1769 20代 男性 会社員 5/17 軽症 5/20 自宅療養 ・感染経路不明

1770 70代 女性 無 職 5/18 軽症 5/20 調整中 ・感染経路不明

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

１７７０ １３１ １７４ １８４ １２４４ ３１



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。




