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1 

 

本市 

(県内) 
公表日 年齢 性別 職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

57 

(394) 
12/21 40 歳代 女性 

学校 

関係者 
佐世保市 なし 

※発症日（12/10）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/ 8～11 勤務。10 日より咳あり。 

12/12・13 休暇。咳、痰あり。 

12/14・15 勤務。 

12/16   勤務先にて体調悪化し、市内医療機関を受診。 

熱（37.8 度）、倦怠感、めまい、寒気あり。 

12/17   休暇。 

12/18   午前のみ勤務。午後から市内医療機関を受診。 

12/19   熱（37.1 度）、咳、鼻水あり。 

検査を実施した結果、陽性を確認。 

53 人 

・陽性  4 人 

（58、59、60、72 例目） 

・陰性  49 人  

58 

(395) 
12/21 非公表 非公表 

学校 

関係者 
佐世保市 なし 

57 例目の濃厚接触者 

※発症日（12/19）より過去 2 週間の県外移動なし。 

※下記以外は非公表。    

12/19   症状なし。 

検査を実施した結果、陽性を確認。 

50 人 

・陰性  50 人 

59 

(396) 
12/21 非公表 非公表 

学校 

関係者 
佐世保市 なし 

57 例目の濃厚接触者 

※発症日（12/18）より過去 2 週間の県外移動なし。 

※下記以外は非公表。 

12/18   熱（38 度）あり。市内医療機関を受診。 

12/19   検査を実施した結果、陽性を確認。 

45 人 

・陰性  45 人 
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本市 

(県内) 
公表日 年齢 性別 職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

60 

(397) 
12/21 40 歳代 男性 

学校 

関係者 
佐世保市 なし 

57 例目の濃厚接触者 

※発症日（12/17）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/15   勤務。夜、個人宅で会食。 

12/16   勤務。県内出張。 

12/17   休暇。発熱（38.0 度）。 

12/18   勤務。 

12/19   検査を実施した結果、陽性を確認。 

50 人 

・陽性  6 人 

（74、79～83 例目） 

・陰性 44 人 

72 

(428) 
12/22 非公表 非公表 

学校 

関係者 
佐世保市 なし 

57 例目の濃厚接触者等 

※発症日（12/21）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/19・20 自宅で過ごす。 

12/21   症状なし。 

検査を実施した結果、陽性を確認。 

4 人 

・陰性 ４人 

74 

(446) 
12/23 非公表 非公表 

学校 

関係者 
佐世保市 なし 

60 例目の濃厚接触者 

※発症日（12/18）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/16・17  勤務。 

12/18  勤務。夜、悪寒、発熱（39.0 度）。 

12/19  休暇。咽頭痛あり。市内医療機関を受診。 

12/20  休暇。発熱（37.4 度）、咳。 

12/21  休暇。発熱（37.1 度）。 

12/22  検査を実施した結果、陽性を確認。 

2 人 

 ・陰性 2 人 
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本市 

(県内) 
公表日 年齢 性別 職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

79 

(461) 
12/24 40 歳代 男性 

学校 

関係者 
佐世保市 なし 

60 例目の濃厚接触者等 

※発症日（12/22）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/15   勤務。夜、個人宅で会食。 

12/20   外出。 

12/21・22 自宅で過ごす。 

12/23   症状なし。検査を実施した結果、陽性を確認。 

4 人 

・陰性  1 人 

・検査調整中  3 人 

82 

（464） 
12/24 50 歳代 女性 

学校関

係者 
佐世保市 なし 

60 例目の濃厚接触者等 

※発症日（12/22）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/15   夜、個人宅で会食。 

12/20   市内店舗利用。 

12/21・22 自宅で過ごす。 

12/23   検査を実施した結果、陽性を確認。 

3 人 

・陰性  3 人 

※下線部が、更新追加した情報になります。  

 

 

 

          
検査対象者数 陽性 陰性 未検査 

学校関係者 171 人 8 人 163 人 

3 人 その他 41 人 3 人 38 人 

合計 212 人 11 人 201 人 

 


