
　新型コロナウイルス感染症患者が、新たに807名確認されました。 （48598～ 49404例目）

【区別・年代別発生状況】 単位：人

年代 江南区 秋葉区 西蒲区 西区 中央区 東区 南区 北区 滞在中 調査中 総計

10歳未満 18 15 12 40 30 27 3 25 170
10歳代 13 4 2 20 15 14 3 17 88
20歳代 7 4 2 17 21 16 2 6 75
30歳代 10 10 2 28 28 30 3 15 2 128
40歳代 22 4 2 22 26 27 6 14 3 126
50歳代 13 7 1 11 34 13 5 6 2 92
60歳代 6 5 2 9 8 13 5 6 54
70歳代 5 3 1 10 11 5 2 2 39
80歳代 4 4 4 7 1 3 23
90歳以上 2 1 1 3 2 1 10
調査中 2 2
総計 96 57 24 162 180 154 30 95 7 2 807

【感染経路】
無症状 32 濃厚接触 173
軽症 773 県外往来 11
中等症 0 不明 621
重症 0 調査中 2
調査中 2 総計 807
総計 807
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令 和 4 年 8 月 2 日

新 潟 市 保 健 衛 生 部

新型コロナウイルス感染症患者について

　詳細については調査中ですが、引き続き感染拡大の防止に努めてまいります。

【症状】

次ページあり



(特記事項）

■　主な集団感染の状況について

学校関連73 1名増加 合計126名 保育施設関連76 2名増加 合計16名
学校関連74 17名増加 合計274名 学校関連109 増減なし 合計13名
学校関連76 3名増加 合計63名 会社関連7 1名増加 合計13名
学校関連77 増減なし 合計44名 高齢者施設関連30 増減なし 合計51名
会社関連４ 増減なし 合計28名 学校関連110 増減なし 合計25名
学校関連78 5名増加 合計60名 会社関連9 増減なし 合計21名
学校関連79 2名増加 合計30名 保育施設関連78 1名増加 合計13名
学校関連80 増減なし 合計40名 学校関連111 8名増加 合計31名
学校関連81 増減なし 合計35名 学校関連112 2名増加 合計15名
保育施設関連67 増減なし 合計37名 学校関連114 3名増加 合計28名
学校関連82 1名増加 合計68名 学校関連115 7名増加 合計20名
医療機関関連7 1名増加 合計29名 学校関連116 1名増加 合計15名
学校関連87 1名増加 合計17名 学校関連117 2名増加 合計13名
高齢者施設関連25 1名増加 合計15名 学校関連118 2名増加 合計14名
学校関連89 3名増加 合計57名 学校関連119 1名増加 合計13名
医療機関関連9 2名増加 合計54名 高齢者施設関連31 増減なし 合計10名
学校関連90 2名増加 合計71名 学校関連120 8名増加 合計23名
学校関連91 増減なし 合計41名 保育施設関連79 1名増加 合計15名
保育施設関連69 増減なし 合計23名 学校関連121 2名増加 合計16名
学校関連92 増減なし 合計26名 保育施設関連80 6名増加 合計18名
学校関連93 3名増加 合計33名 保育施設関連81 3名増加 合計15名
学校関連94 増減なし 合計35名 保育施設関連82 増減なし 合計11名
学校関連96 1名増加 合計34名 保育施設関連83 1名増加 合計12名
学校関連97 増減なし 合計51名 学校関連122 7名増加 合計18名
高齢者施設関連26 増減なし 合計22名 学校関連123 1名増加 合計12名
学校関連99 1名増加 合計77名 会社関連10 1名増加 合計12名
学校関連100 1名増加 合計26名 学校関連124 新規 合計10名
学校関連101 増減なし 合計26名 保育施設関連84 新規 合計13名
高齢者施設関連28 2名増加 合計26名 高齢者施設関連32 新規 合計10名
医療機関関連10 2名増加 合計15名 高齢者施設関連33 新規 合計11名
保育施設関連72 増減なし 合計29名
学校関連102 1名増加 合計29名
学校関連103 増減なし 合計31名
保育施設関連73 増減なし 合計27名
学校関連104 1名増加 合計17名
高齢者施設関連29 増減なし 合計44名
学校関連105 3名増加 合計20名
会社関連5 増減なし 合計29名
学校関連106 増減なし 合計24名
学校関連107 増減なし 合計14名
保育施設関連75 2名増加 合計22名
会社関連6 1名増加 合計14名

＜お問い合わせ先＞
　 新潟市保健所保健管理課

　 電話： 025-212-8180　 山賀

◎　この件についてのお問い合わせは、午後5時30分までにお願いします。

　 報道各位におかれまし ては、 患者等の個人に係る情報について、 プラ イ バシー保護の観点から 、 本人等が特定さ れるこ
と がないよう 格段のご配慮を お願いいたし ます。

■ 7月24日・28日　死亡者2名
　 お亡くなりになられた方及びご遺族に対し、お悔やみ申し上げます。

■本日、報道資料２において陽性判明数の遡及あり
　　　重複のため取消　1件（7/30公表分）



※再陽性分含まない

※速報値と し て公表し ているため、 後日修正する場合があり ます。

※検査結果ベースで集計 ・ 括弧内は公表日

※再陽性分含まない ・ 下線は本日遡及分

※取り 下げ　

※重複のため取消

※欠番

※調整中は判明直後のため、 療養先が未定のも のを計上

※人数ベースで集計。 再陽性分含まず、 取り 下げ分を除く

+807 -3 +206

療養中( 予定含む)

入院 宿泊療養等

陽性者数
( 累計) 退院等

（ う ち死亡退院）

合　 計
市検査分

２ 　 患者数の状況

130 8, 35949, 360 0 ( 35)

+604 ( +2)

736

累計 49, 360 8, 466 40, 894

調整中

±0

前回公表以降
判明分

807

１  Ｐ Ｃ Ｒ 検査の状況（ 新潟市行政検査分）

令和4年8月2日現在

累計 386件 ( う ち他保健所分 1件)
※他に退院に向けた検査数 0件

145

63, 427

71

8, 466

74

累計

前回公表以降
判明分

３  入退院の状況

71

令和4年8月2日現在

( 24)

( 936)

陰性
合計

陽性

1061、3618、4462、4691、10691、12626、16601、17720、31615、35323
38255、40810、43137、45704、46348、47413、47725、48013、48014、
48143、48201例目

40, 871

市検査以外分

令和4年8月2日現在

※()内は疑似症内数
 濃厚接触者で医師の判断によ
り検査を行わず、臨床症状等で
診断したもの

累計

前日比

54, 961

4142(1/14)、4661(1/18)、 4921(1/19)、4960(1/19)、4961(1/19)、
4969(1/19)、6587(1/26)、40946（7/25）、43002(7/28)、43295(7/28)、
43854(7/28)、44229（7/29）、46268（7/30）、45816(7/30)例目

173(2020/11/20)、508(2021/3/19)、5009(1/19)、5298(1/20)、6284(1/25)、
8456(2/3)、19554(4/3)、19478（4/3）、26030（5/4）
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