
～5/2 ～4/30 5/5

5/3 5/1 5/6

5/5 5/4

5/5

市内267例目（県内1715例目）の関連 市内267例目（県内1715例目）の関連 市内267例目（県内1715例目）の関連

感染者（市内２７４～２８７例目）の概要

市内２７４例目（県内１７５０例目） 市内２７５例目（県内１７５１例目） 市内２７６例目（県内１７５２例目）

女性

年　代 ８０歳代 年　代 ７０歳代 年　代 ９０歳以上

性　別 男性 性　別 男性 性　別

無症状

居住地 唐津市 居住地 唐津市 居住地 唐津市

主な症状 発熱 主な症状 発熱、痰、咽頭痛 主な症状

5/5

発症日 5/3 発症日 5/1 発症日 ー

陽性確認日 5/5 陽性確認日 5/5 陽性確認日

ウイルス検査の結果、陽性を確認

発熱 痰 県内の感染症指定医療機関等に入院

ウイルス検査の結果、陽性を確認 咽頭痛行

動

歴

県内の医療機関に入院

行

動

歴

県内の医療機関に入院

行

動

歴

県内の感染症指定医療機関等に入院 発熱

調査中

入院・療養先調整中

ウイルス検査の結果、陽性を確認

備考 備考 備考

濃厚接触者等 調査中 濃厚接触者等 調査中 濃厚接触者等



5/5 5/4 5/5

5/6 5/5

県内の感染症指定医療機関等に入院

市内267例目（県内1715例目）の関連

感染者（市内２７４～２８７例目）の概要

市内２７７例目（県内１７５３例目） 市内２７８例目（県内１７５４例目） 市内２７９例目（県内１７５６例目）

女性

年　代 ８０歳代 年　代 ７０歳代 年　代 ８０歳代

性　別 女性 性　別 女性 性　別

発熱

居住地 唐津市 居住地 唐津市 居住地 唐津市

主な症状 無症状 主な症状 発熱 主な症状

5/5

発症日 ー 発症日 5/4 発症日 5/5

陽性確認日 5/5 陽性確認日 5/5 陽性確認日

県内の感染症指定医療機関等に入院 ウイルス検査の結果、陽性を確認 県内の医療機関を受診

ウイルス検査の結果、陽性を確認

備考 市内267例目（県内1715例目）の関連 備考 備考

行

動

歴

ウイルス検査の結果、陽性を確認

行

動

歴

発熱37.4℃

行

動

歴

入院・療養先調整中

発熱

調査中濃厚接触者等 調査中 濃厚接触者等 調査中 濃厚接触者等



5/2 4/30 4/30

5/3 5/2 5/2

5/5 5/5 5/5

5/6 5/6

市職員 市内281例目（県内1762例目）の関連

感染者（市内２７４～２８７例目）の概要

市内２８０例目（県内１７５７例目） 市内２８１例目（県内１７６２例目） 市内２８２例目（県内１７６３例目）

女性

年　代 ８０歳代 年　代 ６０歳代 年　代 ８０歳代

性　別 男性 性　別 女性 性　別

咳、倦怠感

居住地 唐津市 居住地 唐津市 居住地 唐津市

主な症状 発熱 主な症状 咳、咽頭痛 主な症状

5/5

発症日 5/2 発症日 5/2 発症日 5/2

陽性確認日 5/5 陽性確認日 5/5 陽性確認日

施設利用

親族と接触 咳、咽頭痛 咳、倦怠感

ウイルス検査の結果、陽性を確認 ウイルス検査の結果、陽性を確認 ウイルス検査の結果、陽性を確認行

動

歴

発熱

行

動

歴

出勤

行

動

歴

県内の感染症指定医療機関等に入院 県内の宿泊療養施設で療養 県内の感染症指定医療機関等に入院

調査中

備考 備考 備考

濃厚接触者等 調査中 濃厚接触者等 調査中 濃厚接触者等



5/5 4/29 5/3

5/1 5/4

5/6 5/5

5/6 県内の宿泊療養施設で療養

市内280例目（県内1757例目）の関連

感染者（市内２７４～２８７例目）の概要

市内２８３例目（県内１７６４例目） 市内２８４例目（県内１７６５例目） 市内２８５例目（県内１７７１例目）

女性

年　代 ９０歳以上 年　代 ６０歳代 年　代 ２０歳代

性　別 女性 性　別 男性 性　別

嗅覚障害

居住地 唐津市 居住地 唐津市 居住地 唐津市

主な症状 無症状 主な症状 発熱、咳 主な症状

5/5

発症日 ー 発症日 5/1 発症日 5/5

陽性確認日 5/5 陽性確認日 5/6 陽性確認日

知人と接触

県内の感染症指定医療機関等に入院 発熱、咳 親族と接触

県内の医療機関を受診 嗅覚障害行

動

歴

ウイルス検査の結果、陽性を確認

行

動

歴

知人と接触

行

動

歴

ウイルス検査の結果、陽性を確認 県内の医療機関を受診

県内の感染症指定医療機関等に入院 ウイルス検査の結果、陽性を確認

調査中

備考 市内267例目（県内1715例目）の関連 備考 備考

濃厚接触者等 調査中 濃厚接触者等 ー 濃厚接触者等



4/30 5/2

5/1 5/3

5/4 5/6

5/6

5/7

5/7

備考 市内268例目（県内1721例目）の関連 備考

県内の宿泊療養施設で療養 ウイルス検査の結果、陽性を確認

県内の宿泊療養施設で療養

濃厚接触者等 調査中 濃厚接触者等 ー

行

動

歴

出勤

発熱38℃

咽頭違和感 咽頭痛

ウイルス検査の結果、陽性を確認 県内の医療機関を受診

行

動

歴

親族と接触

出勤 友人と接触

発熱38.0℃、倦怠感、頭痛

陽性確認日 5/6 陽性確認日 5/6

発症日 5/1 発症日 5/3

主な症状 発熱、倦怠感、頭痛、咽頭違和感 主な症状 発熱、咽頭痛

居住地 唐津市 居住地 唐津市

性　別 女性 性　別 男性

年　代 ５０歳代 年　代 ３０歳代

感染者（市内２７４～２８７例目）の概要

市内２８６例目（県内１７７３例目） 市内２８７例目（県内１７７４例目）


