
  

 

 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症患者（水戸市1478～1510例目）の発生について 
 

 市内で，新型コロナウイルス感染症患者が確認されましたのでお知らせします。 

 本件について，濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っております。 

 

１ 患者の発生概要等（詳細は別紙のとおり。） 

区 分 人 数（うち移管分） 

新 規 13名（４名） 

濃 厚 20名（２名） 

合 計 33名（６名） 

  ※ 重症者はなし（調査中のものは除く。） 

 

２ 今後の対応 

(1) 患者の濃厚接触者，行動歴等については，現在調査中です。 

(2) 患者の濃厚接触者については，ＰＣＲ検査，健康観察等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年８月12日（木） 

水戸市新型コロナウイルス感染症対策本部   

照会先：水戸市保健所保健予防課 

資料提供 

【報道機関の皆様へ】 

報道機関各位におかれましては，患者等の個人に係る情報について，プライバシー保護

等の観点から，本人等が特定されることがないよう，提供資料の範囲内での報道に格段の

御配慮をお願いします。 



公表日：

例目 判明日
新規
濃厚

年代 性別 職業 居住地 発症日

1478例目 8月11日 新規 30歳代 男性 公務員 水戸市 8月8日

1479例目 8月11日 濃厚 30歳代 女性 会社員 水戸市 8月8日

1480例目 8月11日 新規 10歳代 男性 会社員 水戸市 8月7日

1481例目 8月11日 濃厚 10歳代 女性 学生 水戸市 8月6日

1482例目 8月11日 新規 20歳代 女性 会社員 ひたちなか市 ―

1483例目 8月11日 新規 20歳代 女性 医療従事者 水戸市 8月7日

1484例目 8月11日 新規 10歳代 男性 会社員 鉾田市 ―

1485例目 8月11日 濃厚 30歳代 女性 パート 水戸市 症状なし

1486例目 8月11日 濃厚 40歳代 女性 パート 水戸市 8月6日

1487例目 8月11日 濃厚 10歳代 女子 生徒 水戸市 8月7日

1488例目 8月11日 濃厚 70歳代 男性 無職 福島県 8月8日

1489例目 8月11日 濃厚 30歳代 女性 アルバイト 水戸市 8月10日

1490例目 8月11日 濃厚 20歳代 男性 会社員 水戸市 8月10日

1491例目 8月11日 濃厚 10歳代 女子 生徒 水戸市 8月9日

1492例目 8月11日 濃厚 未就学児 男子 ― 水戸市 症状なし

1493例目 8月11日 濃厚 未就学児 女子 ― 水戸市 症状なし

1494例目 8月11日 濃厚 40歳代 女性 パート 水戸市 8月9日

1495例目 8月11日 濃厚 80歳代 男性 無職 水戸市 症状なし

1496例目 8月11日 濃厚 30歳代 女性 無職 水戸市 症状なし

1497例目 8月11日 濃厚 60歳代 男性 会社員 水戸市 症状なし

1498例目 8月11日 濃厚 90歳代 男性 無職 水戸市 症状なし

1499例目 8月11日 濃厚 60歳代 女性 非公表 水戸市 8月8日

1500例目 8月11日 新規 50歳代 女性 非公表 笠間市 ―

1501例目 8月11日 新規 20歳代 女性 アルバイト 水戸市 8月9日

1502例目 8月11日 新規 20歳代 女性 非公表 小美玉市 ―

令和３年８月12日（木） 新規：13名　　濃厚：20名　　合計：33名
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1503例目 8月11日 新規 30歳代 男性 会社員 水戸市 8月10日

1504例目 8月11日 新規 40歳代 男性 会社員 水戸市 8月7日

1505例目 8月11日 新規 20歳代 男性 会社員 千葉県 8月9日

1506例目 8月11日 濃厚 10歳代 男子 生徒 水戸市 8月7日

1507例目 8月11日 新規 20歳代 男性 会社員 東京都 8月8日

1508例目 8月11日 新規 20歳代 男性 学生 水戸市 8月7日

1509例目 8月11日 濃厚 40歳代 男性 非公表 ひたちなか市 ―

1510例目 8月11日 濃厚 30歳代 女性 非公表 ひたちなか市 ―

※　1482例目，1484例目，1500例目，1502例目，1509例目及び1510例目は，茨城県へ移管



 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症患者の退院等について 

 

昨日までに，国の定める「退院に関する基準」に基づき，新型コロナウイルス感染症患

者２名の方（うち１名は，茨城県において既に発表済み）が退院しましたので，お知らせ

します。 

また，昨日までに，１名の方（茨城県において既に発表済み）が軽症者等宿泊療養施設

を退所し，13 名の方が自宅療養を終了しましたので，あわせてお知らせします。 

 

 

（参考） 

項 目 報告数 累 計 

退院等 ２名 233 名 

退 所 １名 374 名 

自宅療養終了 13 名 728 名 

合 計 16 名 1,335 名 

 ※「退院等」には，別疾患により，引き続き入院が必要であるが，国の定める「退院に

関する基準」を満たした患者を含みます。 
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