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4月3日の検査により、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が7例確認されました。
市内における患者は17例となります。

患者の概要（船橋市内11例目）

年代 40歳代

性別 男性

職業 会社員

居住地 船橋市内

渡航歴 無し

接触歴 無し

発症日 3月30日

療養場所 入院調整中（自宅）

重症度 軽

濃厚接触者の数 1人

その他 本患者と接触が特定できている方については、連絡している

患者の概要（船橋市内12例目）

年代 20歳代

性別 男性

職業 会社員

居住地 船橋市内

渡航歴 無し

接触歴 無し

発症日 3月30日

療養場所 入院調整中（自宅）

重症度 軽

濃厚接触者の数 2人
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市内で新型コロナウイルス感染症患者（4月3日:市内11～17例
目）が発生しました

新型コロナウイルス感染症患
者の発生について（市内2例目
その2）
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その他 本患者と接触が特定できている方については、連絡している

患者の概要（船橋市内13例目）

年代 60歳代

性別 男性

職業 会社員

居住地 船橋市内

渡航歴 無し

接触歴 無し

発症日 3月27日

療養場所 市内医療機関

重症度 中

濃厚接触者の数 1人

その他 本患者と接触が特定できている方については、連絡している

患者の概要（船橋市内14例目）

年代 30歳代

性別 男性

職業 会社員

居住地 船橋市内

渡航歴 無し

接触歴 無し

発症日 3月27日

療養場所 市内医療機関

重症度 軽

濃厚接触者の数 1人

その他 本患者と接触が特定できている方については、連絡している

患者の概要（船橋市内15例目）

年代 40歳代

性別 女性

職業 会社員

居住地 船橋市内

渡航歴 無し

接触歴 有り（市内8例目患者の濃厚接触者）

最近見たページ

市内で新型コロナウイルス感
染症患者（3月19日:市内2例
目）が発生しました

手作りマスクの作り方をご紹
介します

新型コロナウイルスのPCR検
査を実施します

新型コロナウイルス感染症患
者の発生について（市内1例目
その2）

市内で新型コロナウイルス感
染症患者（3月1日:市内1例
目）が発生しました

新型コロナウイルス感染症患
者の発生状況（船橋市）4月4
日更新
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発症日 3月29日

療養場所 入院調整中（自宅）

重症度 軽

濃厚接触者の数 2人

その他 本患者と接触が特定できている方については、連絡している

患者の概要（船橋市内16例目）

年代 20歳代

性別 男性

職業 会社員

居住地 船橋市内

渡航歴 無し

接触歴 無し

発症日 3月23日

療養場所 入院調整中（自宅）

重症度 軽

濃厚接触者の数 3人

その他 本患者と接触が特定できている方については、連絡している

患者の概要（船橋市内17例目）

年代 60歳代

性別 男性

職業 会社員

居住地 船橋市内

渡航歴 無し

接触歴 無し

発症日 3月27日

療養場所 入院調整中（自宅）

重症度 軽

濃厚接触者の数 4人

その他 本患者と接触が特定できている方については、連絡している

この記事についてのお問い合わせ

船橋市新型コロナウイルス感染症対策 保健所本部 発生時対応班
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お問い合わせ

電話:047-409-1898
メールアドレス:ho-somu@city.funabashi.lg.jp
なお、メールでのお問い合わせへの回答は1～2週間程度お時間をいただく場合があります。
健康相談などの至急回答を必要とするお問い合わせは直接お電話にて「船橋市新型コロナウイルス感
染症相談センター」へお願いします。
電話:047-409-3127

受付時間

午前9時から午後5時まで

休業日

土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

聴覚障害などにより電話での相談が難しい方は、FAXでお問い合わせください。

FAX:047-409-2952

アンケートにご協力ください
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船橋市役所 〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25（地図・ご案内）
代表電話 047-436-2111 ｜お問い合わせ
開庁時間 月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで（祝休日・年末年始を除く）
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