
 
 
新型コロナウイルス感染症による新たな患者の確認(399～435 例目)及び 

本市職員の感染確認について 

 

 本市内において、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が確認されました

ので、お知らせします。 

 このことで、本市では、合計４３４例(うち市内在住者３８８例)の感染が確認

されたことになります。 

 引き続き、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を

確実に行います。 

  

【患者概要①】(３９９例目) 

 １ 年代：８０代 

 ２ 性別：女性 

 ３ 職業：無職  

 ４ 居住地：神奈川県相模原市  

 ５ 症状、経過 

１０月１９日 呼吸苦、倦怠感 

１０月２１日 市内医療機関を受診し、ＰＣＲ検査を実施 

１０月２２日 ＰＣＲ検査の結果、陽性であることが判明（軽症） 

 ６ 行動歴 

感染経路は不明 

詳細は、現在調査中（渡航歴は無し) 

 

【患者概要②】(４００例目) 

 １ 年代：１０代 

 ２ 性別：女性 

 ３ 職業：学生（神奈川県内） 

 ４ 居住地：神奈川県相模原市  

 ５ 症状、経過 

１０月２０日 発熱、咽頭痛 

       市内医療機関を受診 

１０月２１日 帰国者・接触者外来を受診し、ＰＣＲ検査を実施 

１０月２２日 ＰＣＲ検査の結果、陽性であることが判明（軽症） 

 ６ 行動歴 

感染経路は不明 

詳細は、現在調査中（渡航歴は無し) 

 

【患者概要③】(４０１例目) 

 １ 年代：８０代 

 ２ 性別：男性 

 ３ 職業：無職  

 ４ 居住地：神奈川県相模原市  
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 ５ 症状、経過 

１０月１４日 発熱、咳 

１０月２１日 味覚障害、頭痛 

       市内医療機関を受診し、ＰＣＲ検査を実施 

１０月２２日 ＰＣＲ検査の結果、陽性であることが判明（軽症） 

 ６ 行動歴 

感染経路は不明 

詳細は、現在調査中（渡航歴は無し) 

 

【患者概要④～⑪】（４０２～４０９例目） 

※ 国立病院機構相模原病院に係る陽性者 

 職員に陽性者が確認（本市発表３９０、３９３、３９４例目）されたことから、

関係する職員及び入院患者にＰＣＲ検査を実施しており、職員５人、入院患者３

人の陽性が確認されました。 

現在のところ、当該病院から１１人の陽性が確認されています。 

（１）職員５人の内訳 

症例№ 年代 性別 居住地 症状 陽性判明日 

４０２ ３０代 女性 川崎市 軽症 １０月２２日 

４０３ ２０代 女性 相模原市 軽症 １０月２２日 

４０４ ４０代 女性 相模原市 軽症 １０月２２日 

４０５ ２０代 女性 相模原市 軽症 １０月２２日 

４０６ ２０代 女性 相模原市 無症状 １０月２２日 

（２）入院患者３人の内訳 

症例№ 年代 性別 症状 陽性判明日 

４０７ ８０代 男性 軽症 １０月２２日 

４０８ ８０代 女性 軽症 １０月２２日 

４０９ ９０代 男性 軽症 １０月２２日 

※ 入院患者の居住地の内訳：相模原市２人、市外１人 

 

【患者概要⑫～㉛】（４１０～４２９例目）※ ふじの温泉病院に係る陽性者 

職員に陽性者が確認（市外公表）されたことから、関係する職員及び入院患者

にＰＣＲ検査を実施しており、昨日公表した入院患者４人に加え、新たに職員６

人、入院患者１４人の陽性が確認されました。 

現在のところ、市外公表分を含めると、当該病院から２７人の陽性が確認され

ています。 

（１）職員６人の内訳 

症例№ 年代 性別 居住地 症状 陽性判明日 

４１０ ６０代 女性 相模原市 無症状 １０月２２日 

４１１ ２０代 女性 相模原市 無症状 １０月２２日 

４１２ ５０代 男性 東京都 無症状 １０月２２日 

４１３ ６０代 女性 山梨県 無症状 １０月２２日 

４１４ １０代 女性 東京都 軽症 １０月２２日 

４１５ ６０代 女性 相模原市 無症状 １０月２２日 



（２）入院患者１４人の内訳 

症例№ 年代 性別 症状 陽性判明日 

４１６ ５０代 男性 軽症 １０月２２日 

４１７ ６０代 女性 軽症 １０月２２日 

４１８ ４０代 男性 軽症 １０月２２日 

４１９ ８０代 女性 軽症 １０月２２日 

４２０ ５０代 男性 軽症 １０月２２日 

４２１ ６０代 男性 中等症 １０月２２日 

４２２ ７０代 男性 軽症 １０月２２日 

４２３ ８０代 男性 軽症 １０月２２日 

４２４ ８０代 女性 軽症 １０月２２日 

４２５ ４０代 男性 軽症 １０月２２日 

４２６ ７０代 女性 軽症 １０月２２日 

４２７ ７０代 女性 軽症 １０月２２日 

４２８ ７０代 男性 軽症 １０月２２日 

４２９ ６０代 男性 軽症 １０月２２日 

※ 入院患者の居住地の内訳：相模原市１人、市外１３人 

 

【患者概要32～37】（４３０～４３５例目）※ 相模原市消防局職員に係る陽性者 

 職員に陽性者が確認（市外公表）されたことから、関係する職員（南消防署警

備課相武台分署消防隊員及び救急隊員並びに麻溝台分署消防隊員）にＰＣＲ検査

を実施しており、６人の陽性が確認されました。 

現在のところ、市外公表分を含め、消防局から７人の陽性が確認されています。 

職員６人の内訳 

症例№ 年代 性別 居住地 症状 陽性判明日 

４３０ ２０代 男性 相模原市 無症状 １０月２２日 

４３１ ２０代 男性 相模原市 無症状 １０月２２日 

４３２ ３０代 男性 相模原市 無症状 １０月２２日 

４３３ ３０代 男性 相模原市 無症状 １０月２２日 

４３４ ３０代 男性 相模原市 無症状 １０月２２日 

４３５ ２０代 男性 相模原市 無症状 １０月２２日 

 

 

※ 患者・ご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。 

※ 発生届の取下げがあったため、患者合計数と患者概要の症例番号とは一致 

しません。 

問合せ先 

担当 疾病対策課 

電話 042-769-8260 

〔本市職員感染事案〕 

担当 消防総務課  

電話 042-751-9111（代表） 


