【記者レク】 1 月 16 日
健康増進課参事／現時点で、12 人の陽性を確認。


734 例目、50 代男性、唐津市



735 例目、30 代女性、唐津市



736 例目、40 代男性、鳥栖市



737 例目、60 代男性、みやき町



738 例目、60 代男性、江北町



739 例目、10 代男性、唐津市、



740 例目、40 代男性、江北町



741 例目、20 代女性、佐賀市



742 例目、10 代男性、佐賀市



743 例目、50 代男性、鳥栖市



744 例目、50 代男性、鳥栖市



745 例目、80 代男性、久留米市

昨日の第一報で、719 例目を 80 代と報告していたが、入院手続きで 70 代と判明。
昨日、報告した 35 人の追加情報。


699 例目、30 代女性、鳥栖市
633 例目の接触者として検査した 14 日は陰性。
14 日に咳、15 日に発熱の症状があり、再検査。



700 例目、20 代男性、鳥栖市
477 例目の接触者として検査した 3 日は陰性。
行動自粛要請中の 13 日に発熱し、再検査。
接触者は調査中。



701 例目、40 代男性、唐津市



702 例目、30 代男性、唐津市
639 例目の同僚 6 人を検査し、2 人の陽性を確認。
さらに 5 人の検査を予定。



703 例目、70 代女性、鳥栖市
657 例目の別居の家族。鳥栖市保育所関連。
引き続き家族など調査中。



704 例目、60 代男性、鳥栖市
667 例目の配偶者。鳥栖市保育所関連。
勤務先を調査中。



705 例目、20 代男性、小城市
684 例目の接触者。
家族、勤務先を調査中。



706 例目、60 代女性、佐賀市
8 日に鼻汁、咽頭痛、咳、発熱の症状。
いったん解熱するも、14 日に再び発熱。
15 日に医療機関Ａを受診。感染が疑われ、紹介された医療機関 B で検査。
家族、勤務先の検査を予定。



707 例目、60 代男性、唐津市



708 例目、60 代女性、唐津市
707 例目が 10 日に咽頭痛、11 日に咳、痰の症状。
15 日に医療機関で検査。同行した 708 例目も検査し、陽性を確認。
接触者を調査中。



709 例目、40 代女性、佐賀市
陽性確認者との接触があったとの申告により、医療機関で検査。
同居家族など聞き取り中。
陽性確認者との接触があったと判断し、確認中。



710 例目、30 代男性、佐賀市
8 日に咽頭痛と鼻閉の症状があった。
その後、味覚・嗅覚障害があり、15 日に医療機関で検査。
家族と勤務先を調査中。



711 例目、70 代女性、唐津市
582 例目の接触者。
接触者の調査中。



712 例目、50 代女性、江北町
674 例目の家族。本日陽性が判明した 741 例目も家族。
勤務先を調査中。



713 例目、10 代男性、江北町



714 例目、10 代男性、江北町
679 例目の接触者。
中学校関係者 30 人を検査し、2 人の陽性を確認。
それぞれの家族を調査中。



715 例目、10 歳未満女性、佐賀市
686 例目の家族。



716 例目、50 代女性、唐津市
687 例目の接触者。
検査前の 13 日に発熱の症状があり、接触者を調査中。



717 例目、40 代男性、神埼市



718 例目、10 代女性、神埼市



719 例目、70 代女性、神埼市
717 例目と 718 例目は、695 例目の同居の家族。719 例目は、別居の家族。



720 例目、20 代男性、鳥栖市
福岡市の陽性確認者との接触を保健所に相談し検査。
家族を調査中。



721 例目、20 代男性、唐津市
福岡市の陽性確認者の接触者。
検査前に発熱などの症状があり、勤務先を調査中。
720 例目と 721 例目が接触した陽性確認者は、別人。



722 例目、80 代男性、有田町



733 例目、70 代女性、有田町
722 例目は 8 日に発熱し、9 日に医療機関 A を受診。
15 日、紹介された医療機関 B で検査。
733 例目は 6 日に発熱。
15 日、722 例目の検査に同行。検査結果を受け、733 例目も検査。
家族を調査中。



723 例目、70 代女性、鳥栖市
597 例目の同僚。11 日の検査では陰性。
12 日に咽頭痛などの症状があり再検査。
家族を調査中。



724 例目、30 代男性、鳥栖市
689 例目の家族。鳥栖市保育所関連。
勤務先を調査中。



725 例目、50 代女性、鳥栖市
691 例目の家族。もう 1 人の家族は陰性。
勤務先を調査中。



726 例目、40 代男性、鳥栖市
693 例目の家族。鳥栖市保育所関連。
勤務先を調査中。



727 例目、40 代女性、唐津市
13 日に発熱などの症状があり、14 日に医療機関 A を受診。
感染が疑われ、紹介された医療機関 B で検査。



728 例目、70 代男性、佐賀市



729 例目、70 代女性、佐賀市
728 例目は、12 日に発熱と倦怠感があり、医療機関 A を受診。
感染が疑われ、医療機関 B で検査。
729 例目は、受診に同行。13 日から関節痛などの症状があったため、一緒に検査。
家族を調査中。



730 例目、30 代男性、佐賀市
13 日に鼻閉、14 日に味覚、嗅覚障害があり、医療機関 A を受診。
感染が疑われ、医療機関 B を受診。
15 日に再診し、検査。



731 例目、10 代男性、鳥栖市



732 例目、20 代男性、鳥栖市
サガン鳥栖所属。チームの定期検査で、陽性を確認。
接触者を調査中。

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。

