【記者レク】1 月 13 日
健康増進課参事／現時点で 9 人の陽性を確認。
⚫

641 例目、20 代男性、佐賀市

⚫

642 例目、20 代男性、佐賀市

⚫

643 例目、30 代男性、鳥栖市

⚫

644 例目、10 代女性、東京都

⚫

645 例目、50 代女性、佐賀市

⚫

646 例目、20 代女性、佐賀市

⚫

647 例目、40 代男性、佐賀市

⚫

648 例目、80 代女性、唐津市

⚫

649 例目、50 代男性、みやき町

昨日、報告した 32 人の追加情報。
⚫

609 例目、30 代女性、佐賀市

⚫

610 例目、40 代男性、佐賀市

⚫

611 例目、20 代女性、佐賀市

⚫

612 例目、20 代男性、佐賀市

⚫

613 例目、50 代女性、神埼市

⚫

616 例目、60 代男性、鳥栖市

⚫

617 例目、50 代女性、鳥栖市

⚫

618 例目、50 代女性、鳥栖市

⚫

619 例目、20 代男性、鳥栖市
9 人は、597 例目の接触者。597 例目と 537 例目は同僚。
障害者福祉作業所で利用者と職員、計 11 人のクラスターが発生した。

⚫

614 例目、40 代女性、鳥栖市
9 日から発熱などの症状が続き、12 日に医療機関で検査。
家族、勤務先を調査中。

⚫

615 例目、80 代女性、鳥栖市
594 例目の家族。
接触者は調査中。

⚫

620 例目、50 代男性、基山町
429 例目の接触者で、25 日の検査は陰性。
6 日に咳などの症状があり、11 日に医療機関で検査。
行動自粛期間中だったが、念のため家族の検査を予定。

⚫

621 例目、50 代男性、佐賀市
10 日に発熱などの症状があり、12 日に医療機関で検査。
本日報告した 645 例目、646 例目は家族、647 例目は同僚。

⚫

622 例目、70 代女性、小城市
11 日に倦怠感、12 日に発熱、味覚障害があり、医療機関で検査。
家族や勤務先を調査中。

⚫

623 例目、60 歳男性、武雄市

⚫

632 例目、30 代女性、武雄市
632 例目は 570 例目の同僚。623 例目との関係性は不明。
クラスターと考えられる。

⚫

624 例目、20 代男性、鳥栖市

⚫

625 例目、50 代女性、鳥栖市
2 人は親子。
624 例目が 7 日に倦怠感、その後、発熱などの症状が続いた。
625 例目は 8 日に発熱し、症状が続いた。
ともに、12 日に医療機関で検査。

⚫

626 例目、30 代女性、佐賀市
7 日に発熱があり、症状が改善せず、12 日に医療機関で検査。
家族、勤務先を調査中。

⚫

627 例目、30 代女性、伊万里市
9 日に頭痛、その後、咳などの症状が続いた。
12 日に発熱し、医療機関を受診。
家族を検査予定。

⚫

628 例目、60 代男性、有田町
28 日に咳症状、その後、食欲低下や倦怠感があり、7 日に発熱。
7 日と 9 日に医療機関Ａを受診し、紹介された医療機関Ｂでの検査は陰性。
12 日に再検査し、陽性を確認。
家族、勤務先を調査中。

⚫

629 例目、30 代男性、鳥栖市
福岡県の陽性確認者の接触者で、6 日の検査は陰性。
行動自粛要請期間中の 11 日に発熱、倦怠感、頭痛の症状があり再検査。
家族は調査済みで、追加調査はない。

⚫

630 例目、50 代男性、みやき町
7 日発熱し、9 日に医療機関Ａを受診。
症状が改善せず、12 日に医療機関Ｂで検査。
勤務はしていない。家族を検査予定。

⚫

631 例目、10 代男性、唐津市
503 例目の接触者。
503 例目の関連で検査済みのため、追加調査はない。

⚫

633 例目、10 歳未満女性、鳥栖市
584 例目の接触者で、9 日の検査は陰性。
12 日の再検査で陽性を確認。

⚫

634 例目、20 代女性、福岡県
福岡県の陽性確認者の接触者で、7 日の検査は陰性。
検査が早すぎたとの保健所の判断で、12 日に再検査。
入院等は、福岡県に依頼済み。

⚫

635 例目、50 代女性、白石町
福岡県の陽性確認者の接触者で、8 日の検査は陰性。
一緒に検査を受けた、家族の 547 例目は、陽性を確認。
行動自粛要請期間中に発熱の症状があり、12 日に再検査。
家族は調査済みで、追加の調査はない。

⚫

636 例目、60 代男性、上峰町
8 日から発熱、咳などの症状が続き、12 日に検査。
接触者を調査中。

⚫

637 例目、30 代男性、唐津市

⚫

638 例目、30 代女性、唐津市

⚫

639 例目、60 代男性、唐津市

⚫

640 例目、10 歳未満女性、唐津市
637 例目、638 例目は、11 日に症状があり、12 日医療機関で検査。
639 例目は 7 日、640 例目は 11 日に症状があったため、12 日に検査。
本日報告した、648 例目は家族。

県民の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症に感染された方や、その家族、濃厚接触者に対して、不当な差別や
偏見があっています。
佐賀県は慈しみ合う県。情報の詮索、不当な差別、偏見、いじめがないようお願いします。

