
新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況

例目
（県内）

居住地 年代 性別 職業等 発症日 主な症状 症状の程度 現在の状況 発症等２日前からの行動歴等
特記事項

（濃厚接触者の状況等）

57
（6202）

川棚町 20代 女性 非公表 1月6日 発熱、鼻汁、倦怠感 軽症・中等症 入所等
１/４～６　仕事
１/６　病院受診し陽性判明

濃厚接触者４名、接触
者2名を特定し、検査実
施予定。
他、調査中。

56
（6083）

川棚町 60代 男性 会社員 10月15日 － 軽症・中等症 入所等

10/13～15　仕事
10/16～17　自宅等
10/18　接触者として検査実施し、陽性
判明。
　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者3名を特定
し、検査実施予定

55
（6079）

川棚町 30代 男性 会社員 10月14日 鼻づまり 軽症・中等症 入所等

10/12～16　仕事
10/16　接触者として検査実施
10/17　陽性判明
　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者6名を特定
し、検査実施予定

54
（6074）

川棚町 10歳未満 男性 非公表 ー ー 無症状 入所等

10/14～15　自宅等
10/16　濃厚接触者として検査実施し、
陽性判明。
　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者3名、接触
者1名を特定し検査実
施予定。

53
（6073）

川棚町 30代 女性 会社員 10月15日 息苦しさ 軽症・中等症 入所等

10/13～15　仕事
10/16　濃厚接触者として検査実施し、
陽性判明。
　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

接触者1名を特定し、検
査実施予定。



新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況

例目
（県内）

居住地 年代 性別 職業等 発症日 主な症状 症状の程度 現在の状況 発症等２日前からの行動歴等
特記事項

（濃厚接触者の状況等）

52
（6066）

川棚町 60代 女性 非公表 10月15日 微熱 軽症・中等症 入院

10/13～　仕事
10/15　濃厚接触者として検査実施し、
陽性判明。
　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

なし

51
（6065）

川棚町 60代 男性 非公表 ー ー 無症状 入院

10/13～　仕事
10/15　濃厚接触者として検査実施し、
陽性判明。
　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者3名、接触
者8名を特定し検査実
施予定。

50
（6056）

川棚町 50代 女性 非公表 10月6日 ー 軽症・中等症 入所等

10/4～6、10/10　 仕事
10/7～9、10/11～ 自宅
10/13　 濃厚接触者として医療機関で検
査実施し、陽性判明
　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

なし

49
（6055）

川棚町 50代 男性 非公開 10月4日 ー 軽症・中等症 入所等

10/2～8、10/10　仕事
10/9、10/11～　 自宅
10/13　濃厚接触者として医療機関で検
査実施し、陽性判明
　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者1名、接触
者1名を特定し検査予
定

48
（5995）

川棚町 非公表 非公表 非公表 10月1日 微熱 軽症・中等症 入所等

9/29、30 仕事
10/1 濃厚接触者として医療機関で検査
実施し、陽性判明
　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

接触者2名を特定し、検
査実施予定。



新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況

例目
（県内）

居住地 年代 性別 職業等 発症日 主な症状 症状の程度 現在の状況 発症等２日前からの行動歴等
特記事項

（濃厚接触者の状況等）

47
（5986）

川棚町 40代 男性 団体職員 9月30日 発熱 軽症・中等症 入所等

9/28 、29 仕事
9/30 医療機関で検査実施し、陽性判
明。
　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者、接触者調
査中

46
（5980）

川棚町 40代 男性 非公表 9月27日 咳、頭痛 軽症・中等症 入院
9/25～ 自宅等
9/28 　医療機関受診し、検査実施
9/29　 陽性判明

濃厚接触者、接触者調
査中

45
（5289）

川棚町 60代 男性 会社員 8月28日 咳 軽症・中等症 入所等

8/26～　健康観察中
8/31　医療機関受診し検査実施、陽性
判明
　　　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者２名特定し
検査実施予定。

44
（4877）

川棚町 40代 女性 会社員 8月23日
発熱、咳

咽頭痛、関節痛
全身倦怠感

軽症・中等症 入所等

8/21～　自宅等
8/24　濃厚接触者として検査し
　　　　陽性判明
　　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

なし

43
（4876）

川棚町 10代 女性 無職 8月24日
発熱、鼻水

頭痛、関節痛
味覚障害

軽症・中等症 入所等

8/22～　自宅等
8/24　濃厚接触者として検査実施し陽性
判明。
　　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者1名特定し
検査実施予定。



新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況

例目
（県内）

居住地 年代 性別 職業等 発症日 主な症状 症状の程度 現在の状況 発症等２日前からの行動歴等
特記事項

（濃厚接触者の状況等）

42
（4806）

川棚町 10歳未満 女性 学生 ー ー 無症状 入所等

8/20～　自宅等
8/22　濃厚接触者とりて検査実施し陽性
判明。
　　　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

なし

41
（4674）

川棚町 30代 女性 会社員 8月20日
喉の違和感、
頭痛・関節痛

軽症・中等症 入所等

8/18～19　仕事
8/20　自宅等
8/21　医療機関で検査実施し陽性判
明。

濃厚接触者3名を特定
し検査実施予定。

40
（4605）

県外
（川棚町）

20代 男性 会社員 8月20日
発熱・めまい・倦怠

感
軽症・中等症 入所等

8/18～19　仕事。
8/19　濃厚接触者として検査実施し陽性
判明。
　　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

なし

39
（4604）

県外
（川棚町）

50代 男性 会社員 8月19日 咳・倦怠感 軽症・中等症 入所等

8/17～19　仕事。
8/20　濃厚接触者として検査実施し陽性
判明。
　　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

なし

38
（4603）

県外
（川棚町）

50代 男性 会社員 8月19日 咳 軽症・中等症 入院
8/17～19　仕事。
8/20　医療機関受診し検査実施、陽性
判明。

濃厚接触者6名、接触
者1名特定し検査実施
予定



新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況

例目
（県内）

居住地 年代 性別 職業等 発症日 主な症状 症状の程度 現在の状況 発症等２日前からの行動歴等
特記事項

（濃厚接触者の状況等）

37
（4498）

川棚町 非公表 女性 非公表 8月19日
発熱・咽頭痛・倦怠

感・頭痛
軽症・中等症 入所等

8/17～18　自宅等。
8/19　濃厚接触者として　近医受診し陽
性判明。
　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者3名、接触
者4名を特定し検査実
施予定

36
（4392）

川棚町 非公表 男性 無職 8月18日 咽頭痛 軽症・中等症 入所等
8/16～8/17　自宅等。
8/18　発熱・全身倦怠感出現。近医受
診し陽性判明。

濃厚接触者7名、接触
者１名特定し検査実施
予定。

35
（4391）

川棚町 40代 女性 会社員 8月18日 発熱・全身倦怠感 軽症・中等症 入所等

8/16～17　自宅等。
8/18　濃厚接触者として検査実施し陽性
判明。
　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者５名特定し
検査実施

34
（4390）

川棚町 10代 男性 非公表 8月1７日 ー 軽症・中等症 入所等

8/15～8/16　自宅等。
8/17　咳・頭痛・全身倦怠感・筋肉痛出
現。
8/18　濃厚接触者として検査実施し陽性
判明。
　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

なし

33
（4389）

川棚町 10代 女性 非公表 8月17日
発熱、咳、咽頭痛、
関節筋肉痛

軽症・中等症 入所等

8/15～8/16　自宅等。
8/16　仕事
8/17　仕事。発熱・咽頭痛・頭痛・筋肉
痛・嘔気あり。
8/18　濃厚接触者として検査実施し陽性
判明。
　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

調査中



新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況

例目
（県内）

居住地 年代 性別 職業等 発症日 主な症状 症状の程度 現在の状況 発症等２日前からの行動歴等
特記事項

（濃厚接触者の状況等）

32
（4304）

川棚町 40代 男性 会社員 8月15日 頭痛、咽頭痛、鼻閉 軽症・中等症 入所等

8/13～8/16　自宅等。
8/15　発熱・咽頭痛出現。
8/16　症状継続。
8/17　濃厚接触者として検査実施し陽性
判明。
　　　　　　　　　　　　　（県外陽性者関連）

なし

31
（4191）

川棚町 60代 女性 非公表 8月14日
発熱・頭痛・全身倦
怠感・咳・下痢

軽症・中等症 入所等

8/12　自宅等。
8/13　濃厚接触者として検査実施し陰性。
8/14　発熱・頭痛・全身倦怠感・関節筋肉
痛出現。
8/15　症状継続。
8/16　医療機関受診し検査実施、陽性判
明。
　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

なし

30
（4190）

川棚町 60代 男性 会社員 8月14日
発熱・頭痛・全身倦
怠感・関節筋肉痛・
下痢

軽症・中等症 入所等

8/12　自宅等。
8/13　濃厚接触者として検査実施し陰性。
8/14　発熱・頭痛・全身倦怠感・関節筋肉
痛出現。
8/15　症状継続。
8/16　医療機関受診し検査実施、陽性判
明。
　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

なし

29
（4189）

川棚町 50代 女性 非公表 8月15日 発熱・頭痛・咳 軽症・中等症 入所等

8/13、8/14　自宅等。濃厚接触者として
健康観察。
8/15　発熱・頭痛あり。
8/16　医療機関受診し検査実施、陽性
判明。
　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

なし

28
（4188）

川棚町 10代 男性 会社員 8月16日
発熱・頭痛・咽頭痛・
倦怠感

軽症・中等症 調整中

8/14、8/15　自宅等。
8/16　発熱・腰痛・嘔気・悪寒・腹痛出
現。濃厚接触者として検査実施し、陽性
判明。
　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

接触者３名特定し、検査
実施予定。



新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況

例目
（県内）

居住地 年代 性別 職業等 発症日 主な症状 症状の程度 現在の状況 発症等２日前からの行動歴等
特記事項

（濃厚接触者の状況等）

27
（3970）

川棚町 20代 男性 会社員 8月10日
発熱・頭痛・倦怠感・

関節痛
軽症・中等症 調整中

8/8～8/11　自宅
8/10 発熱
8/11 発熱・頭痛・全身倦怠感出現。
8/12 症状継続、近医受診し陽性判明。

濃厚接触者３名特定し
検査実施予定

26
（3969）

川棚町 50代 男性 会社員 8月9日
咳・痰・鼻汁・倦

怠感
軽症・中等症 入所等

8/7～8/11 自宅等
8/9 咳出現
8/12 濃厚接触者として検査実施し陽性
判明。
　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

なし

25
（3846）

川棚町 10代 男性 会社員 8月9日
発熱・倦怠感・頭痛・

関節痛・悪寒
軽症・中等症 調整中

8/7、8/8　自宅等
8/9　発熱、頭痛・全身倦怠感出現。
8/10　関節筋肉痛・嘔気・悪寒出現。 濃
厚接触者として検査実施し、陽性判明。
　　　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者1名、接触
者6名を特定し検査実
施予定

24
（3780）

川棚町 90代 女性 無職 8月7日 発熱 軽症・中等症 入院

8/3　濃厚接触者として検査実施し、陰
性。
8/4～6　健康観察、自宅等
8/7　発熱
8/8　医療機関受診し陽性判明。
　　　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者3名を特定
し検査実施予定。

23
（3694）

川棚町 90代 女性 無職 8月6日 発熱 軽症・中等症 入院

8/4　自宅等
8/5　食欲低下、医療機関受診し検査実
施、陰性。
8/6　発熱あり。濃厚接触者として再度検
査実施し、陽性判明。
　　　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者1名、接触
者13名特定し検査実施
予定。



新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況

例目
（県内）

居住地 年代 性別 職業等 発症日 主な症状 症状の程度 現在の状況 発症等２日前からの行動歴等
特記事項

（濃厚接触者の状況等）

22
（3648）

川棚町 20代 男性 非公表 8月3日 咳・咽頭痛 軽症・中等症 調整中

8/1～8/2　県外
8/3　県外、咽頭痛出現
8/4　帰崎し夜、発熱・鼻汁・頭痛・全身
倦怠感出現
8/5　症状継続のため近医受診し検査実
施、陽性判明。

濃厚接触者1名特定し
検査実施予定。

21
（3589）

川棚町 非公表 男性 無職 8月3日 発熱 軽症・中等症 入院

8/1～8/３　自宅等
8/3　咳・咽頭痛出現
8/4　濃厚接触者として検査実施し、陽性
判明。
　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

なし

20
（3588）

川棚町 非公表 女性 非公表 8月3日 喉の違和感・咳 軽症・中等症 調整中

8/1　自宅等
8/２　仕事
8/3　自宅等。PM頭痛・咽頭痛出現。
8/4　濃厚接触者として検査実施し,陽性
判明。
　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

接触者３名を特定し、検
査実施予定。

19
（3565）

川棚町 20代 男性
公務員
（警察職

員）
8月2日 咽頭痛 軽症・中等症 調整中

7/31～8/2　自宅等
8/2　発熱・咽頭痛・全身倦怠感出現
8/3　濃厚接触者として検査実施し陽性
判明。

　　　　　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者4名特定し
検査実施予定。

18
（3419）

川棚町 非公表 男性 無職 7月28日 咳少し 軽症・中等症 調整中

7/26～27　自宅等
7/28　発熱・咳・全身倦怠感・関節筋肉
痛出現
7/29　解熱、症状緩和したが、近医受診
し検査実施、陽性判明。

濃厚接触者1名特定し
検査実施予定。



新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況

例目
（県内）

居住地 年代 性別 職業等 発症日 主な症状 症状の程度 現在の状況 発症等２日前からの行動歴等
特記事項

（濃厚接触者の状況等）

17
（3389）

川棚町 非公表 男性 非公表 7月27日
発熱、鼻閉、頭痛、

倦怠感 軽症・中等症 調整中

7/25～27　自宅等
7/27　嘔気出現。
7/28　下痢出現。近医受診し検査実施、
陽性判明。

濃厚接触者２名特定し
検査実施予定。その他
調査中。

16
（3219）

川棚町 10代 女性 会社員 7月3日 発熱、咳、咽頭痛 軽症・中等症 調整中

7/1～7/2　出勤
7/3　昼から咽頭痛出現、自宅等
7/4　発熱、咳、痰、頭痛、全身倦怠感、
嘔気出現、市販薬を服用、自宅で過ご
す。
7/5　症状改善しないため、近医受診、検
査実施。
7/6　陽性判明

濃厚接触者5名、接触
者19名を特定し検査実
施予定

15
（3156）

川棚町 20代 男性
公務員
（自衛隊

員）
6月26日 発熱、咳 軽症・中等症 調整中

6/24　自宅等
6/25　AM自宅等、PM勤務
6/26　発熱、下肢のしびれあり　近医受
診、検査実施し陽性判明。

調査中

14
（3019）

川棚町 非公表 女性 非公表 6月4日 無症状 軽症・中等症 入所等

6/2～6/7　自宅等
6/4　嘔吐、鼻閉、背部痛、味覚・嗅覚障
害あり。
6/7　症状改善せず、近医受診し検査を
実施したところ、陽性判明
6/8　再検査したところ、陰性
6/9　確認検査を実施し陽性判明

接触者3名特定し検査
実施し、陰性。
他、接触者調査中。

13
（2687）

川棚町 20代 女性 会社員 5月13日 － 無症状 調整中

5/11、5/12　勤務。
5/13　職場で自主的に検査実施し陽性。
5/14　近医受診し、再検査の結果陽性
確定。

濃厚接触者２名特定し
検査調整中。



新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況

例目
（県内）

居住地 年代 性別 職業等 発症日 主な症状 症状の程度 現在の状況 発症等２日前からの行動歴等
特記事項

（濃厚接触者の状況等）

12
（1867）

川棚町 非公表 女性 非公表 ー ー 無症状 調整中

4/20、21　自宅等
4/22　濃厚接触者として検査を実施し、
陽性判明。
　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

なし

11
（1866）

川棚町 非公表 男性 非公表 － － 無症状 調整中

4/20、21自宅等
4/22　濃厚接触者として検査を実施し、
陽性判明。
　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

接触者14名を特定し、
検査実施予定

10
（1774）

川棚町 70代 女性 無職 － － 無症状 調整中

4/15、16　自宅等
4/17　濃厚接触者として検査実施
4/18　陽性判明
　　　　　　　　　（県内1767例目関連）

なし

9
（1773）

川棚町 非公表 男性 非公表 4月17日 咳・痰 軽症・中等症 調整中

4/15、16　自宅等
4/17　濃厚接触者として検査実施
4/18　陽性判明
　　　　　　　　　（県内1767例目関連）

調査中

8
（1772）

川棚町 40代 男性 会社員 － － 無症状 調整中

4/15、16　勤務
4/17　濃厚接触者として検査実施
4/18　陽性判明
　　　　　　　　　（県内1767例目関連）

なし



新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況

例目
（県内）

居住地 年代 性別 職業等 発症日 主な症状 症状の程度 現在の状況 発症等２日前からの行動歴等
特記事項

（濃厚接触者の状況等）

7
（1767）

川棚町 40代 女性 会社員 4月14日
頭痛、鼻づまり、

痰
軽症・中等症 調整中

4/12～15勤務
4/14　頭痛
4/16　休み（頭痛あり）
4/17　接触者等として検査を実施し、陽
性判明。
　　　　　　　　　（1748例目関連）

調査中

6
（1610）

川棚町 60代 男性 非公表 2月19日 発熱、味覚障害 軽症・中等症 入院中

2/17　仕事
2/18、19　自宅等
2/19夕　発熱（37.2℃）
2/20　解熱し、仕事
2/21　自宅等
2/22～24　仕事
2/25　発熱、味覚障害出現。
2/26　医療機関受診し、PCR検査受け陽
性判明。
2/26　感染症指定医療機関等受信。
　　　　　　　　　（県外陽性者関連）

濃厚接触者2名、接触
者2名を特定し、2/27
検査予定。他接触者等
調査中。

5
（1372）

川棚町 20代 男性
公務員

（警察官）
－ 無症状 無症状 調整中

1/19-20　自宅
1/21　濃厚接触者としてPCR検査実施
し、陽性判明。
1/22　感染症指定医療機関等受信予
定。
　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

接触者等調査中

4
（1344）

川棚町 非公表 男性 非公表 1月20日 発熱、倦怠感 軽症・中等症 調整中

1/18　出勤
1/19　自宅
1/20　濃厚接触者としてPCR検査受け、
陽性判明。
1/21　発熱、倦怠感出現。感染症指定
医療機関等受診
　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者4名を特定
し、1/20　PCR検査実
施し、　全員陰性。



新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況

例目
（県内）

居住地 年代 性別 職業等 発症日 主な症状 症状の程度 現在の状況 発症等２日前からの行動歴等
特記事項

（濃厚接触者の状況等）

3
（1314）

川棚町 非公表 女性 非公表 1月18日 咳、鼻閉、咽頭痛 軽症・中等症 入所等

1/16-17　自宅等
1/18夕　咳出現、接触者として抗原検査
受け、陽性判明。
1/19　　感染症指定医療機関等受診し、
PCR検査を実施。結果陽性判明。
　　　　　　　　　（県内陽性者関連）

濃厚接触者7名を特定
し、1/20，22　PCR検査
予定。

2
（586）

川棚町 20代 男性 自衛隊員 12月23日 無症状 軽症・中等症 入所等

12/21～24　仕事
12/23　仕事　喉の違和感
12/24　仕事、鼻水、発熱38.6℃
12/25～28　休み
12/27　県内548例目の濃厚接触者とし
てPCR検査実施。
12/28　陽性判明し、感染症指定医療機
関等受診。

濃厚接触者2名、接触
者2名を特定し、検査実
施予定。うち接触者1名
は陰性確認済み。

1
（264）

川棚町 非公表 男性 会社員 － 無し 無症状 調整中

11/23　佐世保市より県内261例目の濃
厚接触者として、検査依頼あり。
11/24　感染症指定医療機関等を受信
し、PCR検査にて陽性判明。
11/25　感染症指定医療機関等受診予
定。

県内261例目の濃厚接
触者。

濃厚接触者3名を特定
し、本日PCR検査予定。


