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刑務所における新型コロナウイルス感染者の集団発生について 

 

千葉刑務所に関係する感染者（千葉市1969、2177、2389、無症状395、396、398、413例目）につい

て調査を進めていたところ、１月２１日までに同刑務所内において新たに３９名の感染者が判明し、

計４６名（職員７名、受刑者３９名）の感染者が確認されましたので、お知らせします。 

千葉市保健所では当該施設への調査及び感染防止に向けた指導等を行っています。 

 

 

１ 施設の名称 

 千葉刑務所 

 所在地：若葉区貝塚町１９２ 

 

２ 新たな感染者の状況 

（１）患者（７名） 

№ 種 別 年 代 性 別 居住地 
現在の

状 況 
発症日 判明日 

２８５０ 受刑者 ２０代 男性 千葉市 軽症 調査中 1月 20日 

２８５１ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 軽症 1月 18日 1月 20日 

２８５２ 受刑者 ２０代 男性 千葉市 軽症 調査中 1月 20日 

２８５３ 受刑者 ２０代 男性 千葉市 軽症 調査中 1月 20日 

２８５４ 受刑者 ５０代 男性 千葉市 軽症 調査中 1月 21日 

２８５５ 受刑者 ７０代 男性 千葉市 軽症 調査中 1月 21日 

２８５６ 受刑者 ６０代 男性 千葉市 軽症 1月 21日 1月 21日 

 

（２）無症状病原体保有者（３２名） 

№ 種 別 年 代 性 別 居住地 判明日 

無４３６ 受刑者 ５０代 男性 千葉市 1月 20日 

無４３７ 受刑者 ６０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４３８ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４３９ 受刑者 ５０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４４０ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４４１ 受刑者 ７０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４４２ 受刑者 ３０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４４３ 受刑者 ２０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４４４ 受刑者 ２０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４４５ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 
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№ 種 別 年 代 性 別 居住地 判明日 

無４４６ 受刑者 ６０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４４７ 受刑者 ３０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４４８ 受刑者 ３０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４４９ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４５０ 受刑者 ５０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４５１ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４５２ 受刑者 ３０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４５３ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４５４ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４５５ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４５６ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４５７ 受刑者 ５０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４５８ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４５９ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４６０ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４６１ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４６２ 受刑者 ３０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４６３ 受刑者 ５０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４６４ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４６５ 受刑者 ６０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４６６ 受刑者 ４０代 男性 千葉市 1月 21日 

無４６７ 受刑者 ３０代 男性 千葉市 1月 21日 

 

 

 

 
 

無症状病原体保有者（表上では「無」と記載）とは、症状はないが、検査結果が陽性であったもの。 

 

本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。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、提供資料の範囲内での報道に格段の
ご配慮をお願いします。 


