
令和３年１月２６日

報 道 発 表 資 料

新型コロナウイルス感染症患者の発生等について

川崎市内において、新型コロナウイルスに感染した患者が確認されました。本件について、

関係自治体と連携し、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査、健康観察等を実施してま

いります。 

１ 新規陽性者 

  本日の陽性者は、７３名です。 

２ 陽性者の属性及び内訳

  別紙のとおり 

３ 新型コロナウイルス感染症患者の死亡について 

  新型コロナウイルス感染症の患者が死亡しましたのでお知らせします。御遺族の皆様に

謹んでお悔やみを申し上げます。 

症例番号 年 代 性 別 居住地 死亡日 

６１１１例目 ７０代 女性 川崎市川崎区 １月２５日 

６６５５例目 ８０代 女性 川崎市川崎区 １月２４日 

本市において新型コロナウイルス感染症関連で死亡した方は、８９例となります。 

以上 

 ※報道発表資料の様式を一部変更しております。 

担

当

川崎市健康福祉局保健所感染症対策課 吉岩

電話：044-200-2962 

ご遺族の方の意向により最小限の公表とさせていただきます。報道にあたりましては、

お亡くなりになった方及びご遺族のプライバシーに十分配慮していただきますよう、格

段の御配慮をお願いします。また、患者及び患者家族等については、本人等が特定され

ることがないよう、格段の御配慮をお願いします。 



別紙

＜本日発表分の陽性者の属性＞

総数 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上

73 3 2 12 9 8 15 11 6 5 2 0

総数 男性 女性

73 43 30

総数 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 市外

73 23 10 5 14 4 3 4 10

総数 陽性者と接触 家庭内 不明

73 13 22 38

総数 無症状 軽症 中等症 重症

73 7 62 3 1

年代

性別

居住地

感染経路

症状



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

7323例目 (1) 80代 女性 川崎市川崎区 無職 1/24 中等症 1/24 不明

7324例目 (2) 50代 男性 川崎市川崎区 無職 1/19 軽症 1/24 不明

7325例目 (3) 70代 男性 川崎市高津区 会社員 1/20 軽症 1/24 不明

7326例目 (4) 20代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/24 軽症 1/24 陽性者と接触

7327例目 (5) 30代 男性 市外（都内） 調査中 調査中 軽症 1/24 不明

7328例目 (6) 50代 女性 市外（都内） 施設職員 1/22 軽症 1/24 陽性者と接触

7329例目 (7) 20代 女性 川崎市麻生区 会社員 1/21 軽症 1/23 不明

7330例目 (8) 20代 女性 川崎市宮前区 美容師 1/22 軽症 1/24 家庭内

7331例目 (9) 20代 男性 川崎市宮前区 接客業 1/18 軽症 1/24 不明

7332例目 (10) 40代 男性 川崎市宮前区 会社員 1/24 軽症 1/25 不明

7333例目 (11) 40代 男性 川崎市中原区 会社員 - 無症状 1/24 家庭内

7334例目 (12) 30代 女性 市外（県内） 主婦 1/24 軽症 1/24 不明

7335例目 (13) 50代 男性 川崎市中原区 会社員 1/21 軽症 1/24 不明

7336例目 (14) 60代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/20 軽症 1/24 不明

7337例目 (15) 60代 女性 川崎市麻生区 介護職 1/22 軽症 1/24 家庭内

7338例目 (16) 40代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/23 軽症 1/25 不明

7339例目 (17) 70代 男性 川崎市中原区 無職 1/17 軽症 1/25 不明

7340例目 (18) 50代 男性 川崎市幸区 会社員 1/25 軽症 1/25 不明

7341例目 (19) 90代 女性 市外（都内） 無職 調査中 重症 1/23 家庭内

＜内訳＞
番号



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

7342例目 (20) 30代 女性 川崎市宮前区 介護職 1/22 軽症 1/25 陽性者と接触

7343例目 (21) 60代 男性 川崎市中原区 無職 1/18 軽症 1/25 不明

7344例目 (22) 30代 男性 川崎市幸区 会社員 1/12 軽症 1/25 不明

7345例目 (23) 30代 女性 川崎市幸区 会社員 1/19 軽症 1/25 不明

7346例目 (24) 10代 男性 川崎市多摩区 学生 1/24 軽症 1/25 不明

7347例目 (25) 50代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/25 軽症 1/25 不明

7348例目 (26) 50代 男性 市外（県内） 会社員 1/22 軽症 1/25 不明

7349例目 (27) 20代 女性 川崎市中原区 無職 1/18 軽症 1/25 不明

7350例目 (28) 20代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/24 軽症 1/25 不明

7351例目 (29) 50代 男性 川崎市麻生区 会社員 1/23 軽症 1/25 不明

7352例目 (30) 50代 女性 川崎市高津区 パートタイマー 1/22 軽症 1/25 不明

7353例目 (31) 30代 女性 市外（県内） 個人事業主 1/23 軽症 1/25 不明

7354例目 (32) 50代 男性 市外（都内） 会社員 1/21 軽症 1/25 不明

7355例目 (33) 30代 男性 川崎市幸区 会社員 1/17 軽症 1/25 不明

7356例目 (34) 40代 男性 川崎市川崎区 公務員 1/23 軽症 1/25 不明

7357例目 (35) 70代 男性 川崎市高津区 調査中 不明 中等症 1/25 不明

7358例目 (36) 60代 女性 市外（県内） 主婦 1/19 軽症 1/25 家庭内

7359例目 (37) 40代 男性 市外（県内） 個人事業主 - 無症状 1/25 陽性者と接触

7360例目 (38) 40代 女性 川崎市川崎区 無職 1/23 軽症 1/25 不明



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

7361例目 (39) 20代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/22 軽症 1/25 不明

7362例目 (40) 20代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/16 軽症 1/25 不明

7363例目 (41) 80代 男性 市外（都内） 無職 1/18 中等症 1/25 不明

7364例目 (42) 70代 男性 川崎市幸区 団体職員 1/19 軽症 1/25 不明

7365例目 (43) 60代 女性 川崎市高津区 会社員 1/20 軽症 1/25 家庭内

7366例目 (44) 30代 女性 川崎市高津区 会社員 1/22 軽症 1/25 家庭内

7367例目 (45) 20代 女性 川崎市高津区 会社員 1/16 軽症 1/25 不明

7368例目 (46) 30代 男性 川崎市高津区 会社員 1/24 軽症 1/25 不明

7369例目 (47) 50代 男性 川崎市高津区 調査中 1/18 軽症 1/25 不明

7370例目 (48) 70代 男性 川崎市川崎区 パートタイマー 1/22 軽症 1/25 不明

7371例目 (49) 50代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/22 軽症 1/25 家庭内

7372例目 (50) 40代 女性 川崎市川崎区 主婦 1/23 軽症 1/25 家庭内

7373例目 (51) 10代 女性 川崎市高津区 学生 1/22 軽症 1/25 家庭内

7374例目 (52) 20代 男性 川崎市麻生区 会社員 1/23 軽症 1/25 家庭内

7375例目 (53) 40代 女性 川崎市高津区 会社員 1/20 軽症 1/25 家庭内

7376例目 (54) 10歳未満 男性 川崎市高津区 - 無症状 1/25 家庭内

7377例目 (55) 10歳未満 女性 川崎市高津区 1/25 軽症 1/25 家庭内

7378例目 (56) 60代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/20 軽症 1/25 家庭内

7379例目 (57) 50代 女性 川崎市川崎区 会社員 1/23 軽症 1/25 家庭内



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

7380例目 (58) 50代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/21 軽症 1/25 家庭内

7381例目 (59) 20代 女性 川崎市川崎区 会社員 1/23 軽症 1/25 家庭内

7382例目 (60) 60代 男性 川崎市川崎区 無職 - 無症状 1/25 陽性者と接触

7383例目 (61) 80代 女性 川崎市幸区 無職 1/22 軽症 1/25 陽性者と接触

7384例目 (62) 20代 男性 川崎市幸区 施設職員 1/23 軽症 1/25 陽性者と接触

7385例目 (63) 70代 男性 川崎市幸区 施設職員 1/23 軽症 1/25 陽性者と接触

7386例目 (64) 80代 女性 川崎市高津区 無職 - 無症状 1/25 不明

7387例目 (65) 50代 男性 川崎市高津区 無職 - 無症状 1/25 陽性者と接触

7388例目 (66) 60代 男性 川崎市幸区 自営業 1/12 軽症 1/25 家庭内

7389例目 (67) 60代 女性 川崎市幸区 主婦 1/20 軽症 1/25 家庭内

7390例目 (68) 50代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/20 軽症 1/23 家庭内

7391例目 (69) 90代 女性 川崎市川崎区 無職 1/24 軽症 1/25 陽性者と接触

7392例目 (70) 60代 女性 川崎市川崎区 介護職 1/22 軽症 1/25 陽性者と接触

7393例目 (71) 60代 女性 川崎市川崎区 介護職 - 無症状 1/25 陽性者と接触

7394例目 (72) 10歳未満 女性 川崎市川崎区 1/24 軽症 1/25 家庭内

7395例目 (73) 80代 男性 川崎市川崎区 無職 1/19 軽症 1/25 陽性者と接触



1月26日現在

7,395人

166人

1,672人

275人

636人

4,027人

89人

530人

検査検体数 検査人数

累計 25,377件 25,281人

(1月25日実施分） 142件 142人

累計
※４ 77,954件 77,937人

（前日公表比※４） +766件 +766人

※1 令和3年1月26日現在累計

※2 令和3年1月26日現在速報値

新型コロナウイルス感染症　川崎市内発生状況

＜陽性者の状況＞

陽性者総数
※1

内
訳

入院者数※２

自宅療養者数
※２

宿泊施設療養者数
※２

退院者数
※１

療養終了者数
※１

死亡者数
※１

その他
※１ ※３

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116827.html

※本発表資料に添付していた「陽性者一覧」については、様式を一部変更し、本市ホーム
ページ上にて公表することといたしました。
　つきましては、本市ホームページ上の【緊急情報】新型コロナウイルス感染症総合ページ
「市内の感染状況　（２）新型コロナウイルス感染症発生状況データ」の添付ファイル「陽性者
一覧」をご覧ください。

※3 市外居住等で市外で療養となった者など

検査機関

川崎市
健康安全研究所

民間検査機関等

※4 民間検査機関等の検査実績は報告までにタイムラグがあり、公表時点までに報告があっ
た検査数の累計を速報値として掲載しております。

＜検査実施状況＞ 1月25日実施分まで



新型コロナウイルス感染症の対策について、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に
お一人お一人の咳エチケットや手洗いの実施がとても重要です。感染症対策に努めていた
だくようお願いいたします。 

●新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザの感染が疑われる場合、
まずは「かかりつけ医」に相談・受診しましょう。 

●風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえて、咳エチケットや
手洗い等、通常の感染対策を行うことが重要です。 

●現時点においては、症状のない方の検査を行うことは出来ません。 

１ かかりつけ医での受診ができない場合で、発熱・咳・咽頭痛のいずれかの
症状のある方（新型コロナウイルス、インフルエンザを疑う場合など） 

発熱等診療予約センター（医療機関案内）【神奈川県運営】 
電話番号 ０５７０－０４８９１４
受付時間 9 00 21 00（土・日曜、祝日も実施） 

２ 新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談のある方 

川崎市新型コロナウイルス感染症コールセンター 
電話番号 ０４４－２００－０７３０
受付時間 24 時間対応（土・日曜、祝日も実施） 

3 その他（国など）の相談窓口 
●厚生労働省の電話相談窓口（コールセンター） 
電話番号 0120-565653（フリーダイヤル） 
受付時間 9 時 00分 21 時 00分（土・日曜・祝日） 

●神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル 
電話番号 0570-056774 （IP 電話等つながらない場合は 045-285-0536） 
受付時間 感染の不安のある方、健康・医療に関すること、COCOA・濃厚接触に関することは 

２４時間対応、その他は平日9時 00 分 17時 00分 

令和３年１月２１日 川崎市健康福祉局保健所 更新 

市民の皆様へ


