報道資料
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県内における新型コロナウイルス感染症患者（３４３～３６０例目）の発生について
【ＰＣＲ検査等】
行政検査 169 人 委託検査 425 人 計 594 人

うち

18 人陽性（343～360 例目）

【概要】
１ 患者
（３４３例目）
（１）年 代：６０代
（２）性 別：男性
（３）居住地：大分市
（４）職 業：パート従業員
（５）経 過：１１月２５日 兵庫県の陽性者と会食
１２月 ２日 最終出勤日
１２月 ３日 兵庫県より調査依頼あり、ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
現在の症状
味覚異常
（３４４例目）
（１）年 代：７０代
（２）性 別：男性
（３）居住地：大分市
（４）職 業：無職
（５）経 過：２８６例目（11 月 30 日発表）、３０１例目（12 月 1 日発表）の接触者
１１月２４日 ２８６例目、３０１例目と接触
１１月２７日 悪寒、鼻汁あり、A 医療機関受診
１２月 １日 B 医療機関受診
１２月 ３日 ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
現在の症状
３７．３℃
（３４５例目）
（１）年 代：２０代
（２）性 別：女性
（３）居住地：大分市
（４）職 業：会社員
（５）経 過：３１６例目（12 月 2 日発表）の濃厚接触者
１２月 １日 最終出勤日
１２月 ２日 C 医療機関受診
１２月 ３日 ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
現在の症状
味覚異常、鼻汁
（３４６例目）
（１）年 代：５０代
（２）性 別：男性
（３）居住地：大分市
（４）職 業：会社員
（５）経 過：１１月１９日
１１月２４日
１２月 ２日
１２月 ３日
現在の症状

最終出勤日
咳あり、D 医療機関受診
症状継続するため、D 医療機関受診
ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
なし

（３４７例目）
（１）年 代：２０代
（２）性 別：男性
（３）居住地：別府市
（４）職 業：会社員
（５）経 過：１１月３０日
１２月 １日
１２月 ２日
１２月 ３日
現在の症状
（３４８例目）
（１）年 代：６０代
（２）性 別：女性
（３）居住地：別府市
（４）職 業：無職
（５）経 過：１２月 １日
１２月 ２日
１２月 ３日
現在の症状

最終出勤日
３７．１℃、のどの違和感
３８℃あり、E 医療機関受診
ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
なし

３７℃、咳、のどの痛み、全身の痛み
３８℃、咳、のどの痛み、頭痛、倦怠感、関節痛あり
F 医療機関受診
３７．１℃、鼻汁あり、F 医療機関受診
ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
３７．５℃

（３４９例目）
（１）年 代：６０代
（２）性 別：男性
（３）居住地：日出町
（４）職 業：会社員
（５）経 過：１１月３０日

帰宅後３７．７℃、咳、頭痛、倦怠感、関節痛、背部痛
（最終出勤日）
１２月 １日 ３７℃、その他症状継続するため、G 医療機関受診
１２月 ２日 ３９℃、その他症状継続
１２月 ３日 咳、鼻汁、頭痛あり、H 医療機関受診
ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
現在の症状
３８．１℃、咳、頭痛、悪寒、筋肉痛、手先のしびれ

（３５０例目）
（１）年 代：４０代
（２）性 別：男性
（３）居住地：別府市
（４）職 業：会社員
（５）経 過：１２月 １日
１２月 ２日
１２月 ３日
現在の症状
（３５１例目）
（１）年 代：６０代
（２）性 別：女性
（３）居住地：別府市
（４）職 業：無職
（５）経 過：１１月２７日
１２月 ２日
１２月 ３日
現在の症状

倦怠感
３９℃、倦怠感あり、I 医療機関受診（最終出勤日）
ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
胸痛

風邪症状あり、J 医療機関受診
３８．４℃
３７℃、のどの痛みあり、J 医療機関受診
ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
のどの痛み、咳

（３５２例目）
（１）年 代：２０代
（２）性 別：女性
（３）居住地：別府市
（４）職 業：パート従業員
（５）経 過：１２月 ２日
１２月 ３日
現在の症状

最終出勤日
３７．７℃、咳、悪寒、関節痛あり、K 医療機関受診
ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
３７℃、関節痛、頭痛

（３５３例目）
（１）年 代：３０代
（２）性 別：男性
（３）居住地：別府市
（４）職 業：自営業
（５）経 過：１１月２８日 ３８℃、咳、痰、のどの痛み、鼻汁、嗅覚異常
１１月２９日～１２月２日 咳、痰、鼻汁、のどの痛み、嗅覚異常
１２月 ２日 最終出勤日
１２月 ３日 ３７℃あり、L 医療機関受診
ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
現在の症状
咳、痰、のどの痛み、嗅覚異常
（３５４例目）
（１）年 代：１０代
（２）性 別：男性
（３）居住地：津久見市
（４）職 業：生徒
（５）経 過：３３０例目（12 月 3 日発表）の濃厚接触者（同居家族）
１２月 ２日 ＰＣＲ検査を実施し、陰性
１２月 ３日 午後から３７．６℃あり、M 医療機関受診
ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
現在の症状
鼻汁
（３５５例目）
（１）年 代：４０代
（２）性 別：女性
（３）居住地：別府市
（４）職 業：無職
（５）経 過：１２月 ２日
１２月 ３日
１２月 ４日
現在の症状

咳、倦怠感、悪寒
３７．４℃、咳、のどの痛み、倦怠感、悪寒
咳、のどの痛み、倦怠感、関節痛、悪寒あり、
N 医療機関受診、ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
咳、のどの痛み、倦怠感、関節痛、悪寒

（３５６例目）
（１）年 代：６０代
（２）性 別：女性
（３）居住地：大分市
（４）職 業：自営業
（５）経 過：３３６例目（12 月 3 日発表）の濃厚接触者
１１月２８日 最終出勤日
１２月 ４日 ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
現在の症状
なし

（３５７例目）
（１）年 代：５０代
（２）性 別：男性
（３）居住地：大分市
（４）職 業：会社員
（５）経 過：１２月 １日 最終出勤日
１２月 ２日 ３９．４℃、O 医療機関受診
１２月 ４日 ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
現在の症状
３７．０℃、咳
（３５８例目）
（１）年 代：７０代
（２）性 別：女性
（３）居住地：大分市
（４）職 業：無職
（５）経 過：３００例目（12 月 1 日発表）の濃厚接触者（同居家族）
１２月 ４日 ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
現在の症状
なし
（３５９例目）
（１）年 代：５０代
（２）性 別：男性
（３）居住地：別府市
（４）職 業：会社員
（５）経 過：３４８例目の濃厚接触者（同居家族）
１２月 ３日 ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
現在の症状
なし
（３６０例目）
（１）年 代：４０代
（２）性 別：男性
（３）居住地：別府市
（４）職 業：無職
（５）経 過：３４８例目の濃厚接触者（同居家族）
１２月 ３日 ＰＣＲ検査を実施し、陽性反応
現在の症状
なし
※ １２月４日１４時時点の調査情報です。今後の調査により内容が変わる場合があります。
２

保健所の対応
（１）判明した濃厚接触者について、自宅待機を要請するとともに、１４日間の健康調査を
行う。（毎日、体温測定と呼吸器症状の有無について電話確認）
（２）感染経路についての調査を継続

感染の拡大防止、説明責任、風評被害防止、個人情報保護等の観点から必要と判断した範囲
で、迅速かつ適時に情報提供するよう努めますので、報道各社においては、患者及び関係者の
プライバシーに格別の御配慮をお願いします。
また、医療機関への取材についても、円滑な医療提供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。

