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新型コロナウイルス感染症患者の発生について［第１報］ 

 

 

昨日（令和３年１月８日）、佐世保市において、本市１５１～１６７例目（県内 971～987 例目）

計 17 件となる新型コロナウイルス感染症の患者を確認いたしました。内容については別紙のとお

りです。 

また、本日の発表分をもちまして、本市５例（本市 142・143・159・166・167 例目）及び県

外陽性者 2 名の計 7 名が、個人宅の会食によるクラスターとなっております。 

なお、当該 FAX をもって公表とさせていただきますので、記者会見は予定しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※濃厚接触者等の詳細については、プライバシー保護の観点から原則非公表とします。 

※勤務先などの個別名称は、不特定多数が利用するなど、感染拡大防止対策のため必要な 

場合を除き、原則非公表とします。 

 

これからも正確な情報提供に努めてまいりますので、患者及びご家族等の人権尊重とプライバシー

の保護については、ご理解とご配慮をお願いいたします。また、医療機関等への取材についても、

円滑な医療体制に支障が生じることのないよう、お控えくださいますようお願いします。 

 

担当課 新型コロナウイルス

感染症特別対策室 

担当者名 尾崎、御厨 

電話番号 直通（報道対応用）

0956-25-9769 



 

 

【別紙】新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況（１月９日公表分） 

本市 

(県内) 
年齢 性別  職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

151 

(971) 
30 歳代 男性 

公務員 

（自衛隊員） 
佐世保市 なし 

150 例目の濃厚接触者 

※発症日（1/5）より過去 2 週間の県外移動なし。 

1/3   自宅で過ごす。 

1/4   勤務。 

1/5   休暇。咳あり。 

1/6   午前勤務。午後休暇。咳あり。 

1/7   休暇。倦怠感、咳あり。 

1/8   市内医療機関等を受診し、検査を実施した結果、 

陽性を確認。 

2 人 

・陰性 2 人 

152 

(972) 
20 歳代 男性 

公務員 

（自衛隊員） 
佐世保市 なし 

※発症日（1/7）より過去 2 週間の県外移動なし。 

1/5   休暇。市内店舗を利用。 

1/6    休暇。自宅で過ごす。 

1/7    発熱（37.7 度）、味覚症状あり。市内医療機関を受診。 

1/8   味覚異常、嗅覚異常あり。 

     検査を実施した結果、陽性を確認。 

7 人 

153 

(973) 
10 歳代 男性 

公務員 

（自衛隊員） 
佐世保市 なし 

※発症日（1/3）より過去 2 週間の県外移動あり。 

1/1   市外へ外出後、市内飲食店を利用。 

1/2   当直勤務。 

1/3   当直明け。味覚障害、嗅覚障害、咳あり。 

     県外に帰省。 

1/4～6  県外で過ごす。 

1/7   市内に帰宅。市内医療機関を受診。 

1/8   検査を実施した結果、陽性を確認。 

19 人 



 

 

本市 

(県内) 
年齢 性別  職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

154 

(974) 
40 歳代 男性 会社員 佐世保市 なし 

128 例目の濃厚接触者 

※発症日（1/8）より過去 2 週間の県外移動なし。 

1/4   128 例目の濃厚接触者として検査を実施した結果、 

     陰性を確認。 

1/6・7  自宅で過ごす。 

1/8   発熱（38.9 度）。市内医療機関等を受診し、 

検査を実施した結果、陽性を確認。 

0 人 

155 

(975) 
20 歳代 男性 介護職員 佐世保市 なし 

県外陽性者の濃厚接触者 

※発症日（1/8）より過去 2 週間の県外移動なし。 

1/6    勤務。 

1/7    勤務。県外陽性者の濃厚接触者であることが判明。 

1/8    市内医療機関を受診し、検査を実施した結果、 

     陽性を確認。 

調査中 

156 

(976) 
20 歳代 女性 非公表 佐世保市 なし 

県外陽性者の濃厚接触者 

※発症日（1/8）より過去 2 週間の県外移動なし。 

1/6    休暇。自宅で過ごす。 

1/7    休暇。自宅で過ごす。県外陽性者の濃厚接触者であ

ることが判明。 

1/8   県外陽性者の濃厚接触者として市内医療機関等を 

受診し、検査を実施した結果、陽性を確認。 

調査中 



 

 

本市 

(県内) 
年齢 性別  職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

157 

(977) 
非公表 非公表 非公表 佐世保市 なし 

県外陽性者の濃厚接触者 

※発症日（1/8）より過去 2 週間の県外移動なし。 

1/6    休暇。自宅で過ごす。 

1/7    休暇。自宅で過ごす。県外陽性者の濃厚接触者であ

ることが判明。 

1/8   発熱（39.0 度）、咳あり。県外陽性者の濃厚接触者 

     として市内医療機関等を受診し、検査を実施した結果、 

陽性を確認。 

調査中 

158 

（978） 
非公表 非公表 非公表 佐世保市 なし 

県外陽性者の濃厚接触者 

※発症日（1/8）より過去 2 週間の県外移動なし。 

1/6    休暇。自宅で過ごす。 

1/7    休暇。自宅で過ごす。県外陽性者の濃厚接触者であ

ることが判明。 

1/8    咳あり。県外陽性者の濃厚接触者として市内医療 

機関等を受診し、検査を実施した結果、陽性を確認。 

調査中 

159 

（979） 
70 歳代 女性 無職 佐世保市 なし 

142 例目の濃厚接触者 

※発症日（1/8）より過去 2 週間の県外移動なし。 

1/1   本市 142 例目を含め個人宅で会食。 

1/6・7  自宅で過ごす。 

1/8   症状なし。 

検査を実施した結果、陽性を確認。 

0 人 



 

 

本市 

(県内) 
年齢 性別  職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

160 

（980） 
20 歳代 男性 会社員 佐世保市 なし 

※発症日（1/7）より過去 2 週間の県外移動あり。 

1/5・6  勤務。 

1/7   勤務。発熱（38.4 度）、喉の違和感。 

     市内医療機関等を受診。 

1/8   発熱（39.0 度）。検査を実施した結果、陽性を確認。 

1 人 

・陰性 1 人 

161 

（981） 
20 歳代 女性 学生 佐世保市 なし 

※発症日（1/8）より過去 2 週間の県外移動なし。 

1/6   自宅で過ごす。 

1/7   市内で知人と会う。 

1/8   市内医療機関等を受診し、検査を実施した結果、 

     陽性を確認。 

52 人 

・陰性 2 人 

162 

（982） 
非公表 非公表 非公表 佐世保市 なし 

※発症日（1/7）より過去 2 週間の県外移動なし。 

1/5   勤務 

1/6   勤務 

1/7   風邪気味の症状のため、市販薬を服用。 

1/8   発熱（38.3 度）。市販薬を服用。 

     市内医療機関を受診し、検査を実施した結果、 

     陽性を確認。 

調査中 

・陽性１人 

（本市 163 例目） 

163 

（983） 
60 歳代 男性 無職 佐世保市 なし 

162 例目の濃厚接触者 

※発症日（1/8）より過去 2 週間の県外移動なし。 

1/6   自宅で過ごす。 

1/7   自宅で過ごす。 

1/8   162 例目の濃厚接触者として検査を実施した結果、 

陽性を確認。 

0 人 



 

 

本市 

(県内) 
年齢 性別  職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

164 

（984） 
70 歳代 女性 無職 市外 なし 

※発症日（1/2）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/31～  市内医療機関に入院中。 

1/2   発熱（37 度台）、咳あり。 

1/8   院内検査を実施した結果、陽性を確認。 

0 人 

165 

（985） 
非公表 男性 自営業   市外 なし 

※発症日（1/8）より過去 2 週間の県外移動なし。 

1/6～  市内医療機関に入院中。 

1/8   院内検査を実施した結果、陽性を確認。 

0 人 

166 

（986） 
非公表 男性 非公表 佐世保市 なし 

142 例目の濃厚接触者 

※発症日（1/8）より過去 2 週間の県外移動なし。 

1/1   本市 142 例目を含め個人宅で会食。 

1/6・7  自宅で過ごす。    

1/8   症状なし。 

検査を実施した結果、陽性を確認。 

0 人 

167 

（987） 
非公表 女性 非公表 佐世保市 なし 

142 例目の濃厚接触者 

※発症日（1/8）より過去 2 週間の県外移動なし。 

1/1   本市 142 例目を含め個人宅で会食。 

1/6・7   自宅で過ごす。 

1/8   症状なし。 

検査を実施した結果、陽性を確認。 

0 人 

 


