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令和３年２月４日 
健康福祉局健康安全課 

 

市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について 

 

市内で、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が65名確認されました。この患者

の感染経路については、現在調査中です。 

 

 

〇感染者の状況 

 別添のとおり 

 

 

〇年代別男女別内訳 

 

 

 

 

※年代別男女別内訳は速報値であり、今後、数が変動する可能性があります 

 

 

 

〇新型コロナウイルスに関連した患者の死亡について 

新型コロナウイルスに関連した感染症の患者で、市内5422例目の方が12月21日に、市内

13304例目の方が１月21日に、市内15963例目及び市内18034例目の方が２月２日に、市内

16877例目の方が２月３日に亡くなられましたのでお知らせします。 

なお、新型コロナウイルスに関連した感染症の市内の死亡者数累計は、228名となりま

す。これまでお亡くなりになった方々の御冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

 

人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願いします。 

 

 

お問合せ先 

健康福祉局健康安全課長 船山 和志  045-671-2463 

10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90歳以上 合計
男性 1 2 7 8 3 7 5 2 1 0 36
⼥性 1 0 4 4 3 6 2 5 1 3 29
合計 2 2 11 12 6 13 7 7 2 3 65



〇感染者の状況
Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

18319 20代 女性 横浜市 看護師 軽症 同じ医療機関に陽性者あり
18320 20代 男性 横浜市 パート 軽症 陽性者と接触あり
18321 30代 女性 横浜市 看護師 軽症
18322 30代 男性 横浜市 病院職員 軽症 同じ医療機関に陽性者あり
18323 70代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
18324 60代 男性 横浜市 無職 無症状 同一施設に陽性者あり
18325 30代 男性 横浜市 病院職員 軽症 同一医療機関に陽性者あり
18326 20代 女性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
18327 70代 男性 横浜市 無職 中等症
18328 70代 女性 横浜市 パート 無症状 家庭内感染の疑いあり
18329 50代 女性 横浜市 会社員 軽症
18330 90歳以上 女性 横浜市 無職 中等症 同じ施設内に陽性者あり
18331 20代 男性 横浜市 介護職 軽症 同じ施設内に陽性者あり
18332 50代 女性 横浜市 看護師 軽症 同一の施設に陽性者あり
18333 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
18334 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
18335 30代 男性 横浜市 調査中 調査中
18336 10歳未満 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
18337 70代 女性 横浜市 自営業 軽症 陽性者と接触あり
18338 60代 男性 横浜市 無職 軽症
18339 60代 男性 横浜市 無職 軽症 同一施設内に陽性者あり
18340 30代 女性 横浜市 教員 軽症 家庭内感染の疑いあり
18341 30代 女性 横浜市 病院職員 軽症 家庭内感染の疑いあり
18342 60代 男性 横浜市 公務員 軽症 家庭内感染の疑いあり
18343 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
18344 40代 女性 横浜市 介護職 軽症
18345 40代 女性 横浜市 病院職員 無症状 同じ医療機関に陽性者あり
18346 70代 女性 横浜市 パート 無症状 職場内感染の疑いあり
18347 80代 女性 横浜市 無職 調査中 同一の施設に陽性者あり
18348 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
18349 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
18350 70代 男性 横浜市 会社員 軽症
18351 10代 男性 横浜市 高校生 無症状 家庭内感染の疑いあり
18352 50代 女性 横浜市 パート 軽症 同じ施設に陽性者あり
18353 30代 女性 横浜市 無職 軽症
18354 90歳以上 女性 横浜市 無職 軽症 同一の医療機関に陽性者あり
18355 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
18356 30代 男性 横浜市 会社員 軽症



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
18357 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
18358 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
18359 60代 女性 横浜市 施設職員 軽症 同一の施設に陽性者あり
18360 90歳以上 女性 横浜市 無職 軽症
18361 20代 女性 横浜市 看護師 軽症
18362 50代 女性 横浜市 保育士 軽症 陽性者と接触あり
18363 10歳未満 男性 横浜市 無職 調査中 家庭内感染の疑いあり
18364 50代 女性 横浜市 施設職員 軽症 陽性者と接触あり
18365 50代 男性 横浜市 自営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
18366 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
18367 60代 男性 横浜市 調査中 軽症 同一医療機関内に陽性者あり
18368 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
18369 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
18370 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 同じ医療機関内で陽性者あり
18371 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
18372 20代 男性 横浜市 病院職員 軽症
18373 50代 男性 横浜市 自営業 軽症
18374 20代 男性 横浜市 会社員 調査中 家庭内感染の疑いあり
18375 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
18376 50代 女性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
18377 60代 女性 横浜市 介護職 軽症
18378 70代 女性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
18379 20代 女性 横浜市 保育士 軽症 家庭内感染の疑いあり
18380 40代 女性 横浜市 介護職 軽症 同じ施設に陽性者あり
18381 80代 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
18382 10代 男性 横浜市 中学生 無症状 家庭内感染の疑いあり
18383 20代 男性 横浜市 学生 軽症




