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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２報］ 

 

 

昨日（令和２年１２月２３日）、佐世保市において、本市７６～８５例目（県内 458～467 例目）

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。 

なお、本市６０・７４例目、本市７９～８３例目で、計 7 名のクラスターが発生しております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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 

教育委員会 

学校教育課 

担当者名 尾崎、御厨 

電話番号 直通（報道対応用）

0956-25-9769 

直通（報道対応用） 

0956-25-9644 



 

 

【別紙１】新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況（１２月２４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 

76 

(458) 
40 歳代 男性 

公務員 

（自衛隊員） 
佐世保市 なし 

73 例目の濃厚接触者等 

※発症日（12/22）より過去 2 週間の県外移動あり。 

12/21  勤務。 

12/22  自宅で過ごす。73 例目の濃厚接触者等として検体採取。 

12/23  症状なし。検査を実施した結果、陽性を確認。 

 

調査中 

77 

(459) 
70 歳代 女性 無職 佐世保市 なし 

67 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   自宅で過ごす。発熱（37.4 度）。 

      67 例目の濃厚接触者等として検査を実施した結果、陰性を確認。 

12/22   自宅で過ごす。 

12/23   検査を実施した結果、陽性を確認。 

 

調査中 

78 

（460） 
50 歳代 女性 看護師 佐世保市 なし 

※発症日（12/21）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/19  午前中、勤務。市内店舗を利用。 

12/20  勤務。県内陽性者の濃厚接触者として、勤務先で検体を採取し、 

検査で陰性を確認。 

12/21  休暇。夜、咳が出現。 

12/22  発熱（37.4 度）。勤務先の医療機関を受診・検体採取。 

12/23  発熱（38.0 度）。背部痛、咳、倦怠感あり、食欲低下。 

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 

79 

（461） 
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。 

調査中 

80 

（462） 
50 歳代 男性 漁業 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   外出。知人と会う。 

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。 

調査中 

81 

（463） 
50 歳代 男性 自営業 佐世保市 なし 

60 例目の濃厚接触者等 

※発症日（12/20）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。 

12/18   勤務。 

12/19   夜、個人宅で会食。 

12/20   地域活動に従事。関節痛あり。 

12/21   自宅で過ごす。 

12/22   勤務。 

12/23   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 

82 

（464） 
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。 

調査中 

83 

（465） 
60 歳代 女性 非公表 佐世保市 なし 

60 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。 

12/15   休暇。市内店舗を利用。夜、個人宅で会食。 

12/18・19 勤務。 

12/20   休暇。自宅で過ごす。 

12/21   勤務。喉の違和感あり。 

12/22   休暇。自宅で過ごす。 

12/23   検査を実施した結果、陽性を確認。 

調査中 

84 

（466） 
90 歳代 女性 

高齢者福祉 

施設入所者 
佐世保市 なし 

※発症日（12/22）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/20・21 施設内で過ごす。 

12/22   発熱（38.6 度）。 

12/23   発熱（38.1 度）。市内医療機関を受診。 

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 

85 

（467） 
20 歳代 女性 非公表 佐世保市 なし 

※発症日（12/13）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/11・12 勤務。 

12/13   休暇。自宅で過ごす。咽頭痛。 

12/14   休暇。自宅で過ごす。発熱（37.3 度）、倦怠感。 

12/15・16 勤務。症状なし。 

12/17   発熱（38.2 度）、咽頭痛、咳。 

      市内医療機関を受診。検査を実施した結果、 

陰性を確認。薬の処方を受ける。 

12/18   休暇。自宅で過ごす。解熱したが咳は継続。   

12/19・21 休暇。自宅で過ごす。咳。 

12/22   咳が続くため、市内医療機関を受診。 

      検査を実施した結果、陽性判明。 

   別の市内医療機関にて再度検査を実施した結果、陽性を確認。 

１人 

 ・１人陰性 

 

 


