
※ 1月14日 14時時点の調査情報です。

公表の大分県内における新型コロナウイルス感染状況

【PCR検査等】　　 253 件 委託検査 1,167 件 件

　うち　陽性件数 92 件

【陽性者の概要】 （ 例目～ 8,553 例目）

8462 20代 従業員

8463 40代 従業員

8464 30代 従業員

8465 20代 学生

8466 20代 学生

8467 10代 学生

8468 20代 学生

8469 20代 学生

8470 10歳未満 乳幼児

8471 10代 児童

8472 80歳以上 無職

8473 40代 従業員

大分市

男性 大分市 なし 県外

男性 中津市 1月12日 会食

女性 別府市 1月12日 知人

女性 別府市 1月10日

1,420

想定される感染経路
接触状況

発症日

1月11日 不明（調査中）

職業等

男性 県外 なし 県外

女性

男性 中津市 1月11日 不明（調査中）

男性 県外 1月12日 県外

報道発表資料

1月14日

県内
例目

年代

行政検査

8,462

性別 居住地

合計

県外

男性 宇佐市 1月13日 家族

男性 別府市 なし 家族

女性 別府市 なし 会食

男性 別府市 なし 家族



想定される感染経路
接触状況

発症日職業等
県内
例目

年代 性別 居住地

8474 20代 学生

8475 50代 従業員

8476 50代 従業員

8477 50代 従業員

8478 20代 医療スタッフ

8479 40代 従業員

8480 40代 会社経営

8481 20代 学生

8482 40代 会社経営

8483 20代 学生

8484 20代 従業員

8485 10代 生徒

8486 10代 児童

8487 30代 従業員

8488 50代 会社経営

男性 別府市 1月11日 会食

女性 由布市 1月9日 家族

男性 由布市 1月10日 家族

女性 由布市 1月12日 家族

男性 中津市 1月13日 会食

男性 大分市 1月11日 県外

男性 大分市 1月9日 不明（調査中）

男性 大分市 1月12日 不明（調査中）

男性 大分市 1月11日 不明（調査中）

男性 大分市 1月12日 不明（調査中）

男性 大分市 1月10日 会食

女性 大分市 1月12日 不明（調査中）

女性 大分市 1月11日 知人

男性 大分市 1月12日 知人

男性 県外 1月12日 会食



想定される感染経路
接触状況

発症日職業等
県内
例目

年代 性別 居住地

8489 50代 従業員

8490 10代 生徒

8491 50代 従業員

8492 30代 無職

8493 10歳未満 乳幼児

8494 30代 無職

8495 10歳未満 児童

8496 50代 従業員

8497 20代 学生

8498 40代 自営業

8499 60代 従業員

8500 60代 従業員

8501 10代 生徒

8502 70代 無職

8503 10代 従業員

男性 県外 1月13日 会食

女性 大分市 1月12日 家族

男性 大分市 1月12日 知人

女性 大分市 1月10日 家族

男性 大分市 1月10日 家族

女性 大分市 1月11日 家族

男性 大分市 1月11日 家族

男性 大分市 なし 職場

男性 大分市 1月13日 会食

男性 日田市 1月12日 不明（調査中）

女性 別府市 1月10日 職場

女性 別府市 1月10日 職場

女性 臼杵市 1月11日 不明（調査中）

男性 臼杵市 1月12日 家族

男性 中津市 1月12日 会食



想定される感染経路
接触状況

発症日職業等
県内
例目

年代 性別 居住地

8504 20代 従業員

8505 20代 学生

8506 10代 医療スタッフ

8507 20代 従業員

8508 20代 学生

8509 20代 従業員

8510 20代 学生

8511 20代 施設職員

8512 10代 医療スタッフ

8513 10代 生徒

8514 50代 従業員

男性 中津市 1月12日 会食

男性 臼杵市 1月12日 不明（調査中）

女性 日田市 1月12日 会食

男性 日田市 1月12日 家族

女性 中津市 1月11日 不明（調査中）

男性 中津市 1月11日 会食

女性 中津市 1月12日 会食

女性 大分市 1月11日 不明（調査中）

女性 大分市 1月12日 不明（調査中）

男性 国東市 1月13日 家族

女性 別府市 1月13日 不明（調査中）



想定される感染経路
接触状況

発症日職業等
県内
例目

年代 性別 居住地

8515 20代 学生

8516 10代 従業員

8517 20代 従業員

8518 20代 学生

8519 10代 学生

8520 10代 生徒

8521 20代 学生

8522 20代 学生

8523 20代 学生男性 大分市 1月9日 知人

男性 大分市 1月12日 会食

女性 大分市 1月13日 不明（調査中）

男性 大分市 1月12日 県外

女性 大分市 1月7日 知人

男性 大分市 1月13日 不明（調査中）

男性 大分市 1月11日 不明（調査中）

男性 別府市 1月12日 不明（調査中）

女性 大分市 1月12日 不明（調査中）



想定される感染経路
接触状況

発症日職業等
県内
例目

年代 性別 居住地

8524 20代 学生

8525 30代 従業員

8526 50代 従業員

8527 20代 従業員

8528 50代 自営業

8529 30代 会社経営

8530 40代 自営業

8531 10代 児童

8532 80歳以上 自営業

8533 10代 従業員

8534 20代 従業員

8535 20代 無職

8536 20代 従業員

8537 10代 学生

8538 60代 従業員

女性 大分市 1月9日 不明（調査中）

女性 大分市 1月11日 会食

女性 大分市 1月11日 県外

男性 大分市 1月12日 不明（調査中）

女性 大分市 1月12日 県外

男性 大分市 1月12日 会食

男性 中津市 1月12日 会食

男性 中津市 1月13日 会食

男性 中津市 1月11日 不明（調査中）

男性 別府市 1月12日 会食

男性 大分市 1月13日 不明（調査中）

男性 県外 1月12日 県外

男性 大分市 1月13日 知人

女性 別府市 1月12日 不明（調査中）

男性 中津市 1月12日 会食



想定される感染経路
接触状況

発症日職業等
県内
例目

年代 性別 居住地

8539 10歳未満 児童

8540 10代 学生

8541 20代 学生

8542 20代 従業員

8543 20代 学生

8544 20代 学生

8545 10代 公務員

8546 20代 従業員

8547 70代 無職

8548 30代 従業員

8549 50代 医療スタッフ

8550 50代 自営業

8551 40代 従業員

8552 20代 学生

8553 20代 従業員

男性 日田市 なし 会食

男性 別府市 1月12日 職場

男性 別府市 なし 家族

男性 別府市 なし 会食

男性 臼杵市 1月13日 会食

男性 別府市 1月12日 不明（調査中）

女性 中津市 1月12日 会食

女性 大分市 1月12日 不明（調査中）

女性 別府市 1月11日 不明（調査中）

女性 中津市 1月12日 会食

女性 大分市 1月13日 不明（調査中）

男性 別府市 なし 家族

男性 別府市 1月12日 県外

女性 別府市 1月8日 職場

女性 別府市 1月12日 不明（調査中）


