
※ 1月18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】　　 734 件 委託検査 1,922 件 件

　うち　陽性件数 152 件

【陽性者の概要】 （ 例目～ 9,095 例目）

8944 10歳未満 児童

8945 20代 施設職員

8946 50代 公務員

8947 20代 公務員

8948 50代 無職

8949 20代 無職

8950 10代 児童

8951 50代 医療スタッフ

8952 10代 生徒

8953 40代 従業員

8954 10代 生徒

8955 70代 無職

女性 中津市 1月14日 家族

男性 別府市 1月16日 家族

家族

女性 日田市 1月11日 家族

女性 中津市 1月13日 家族

報道発表資料

1月18日

県内
例目

年代

行政検査

8,944

性別 居住地

合計 2,656

想定される感染経路
接触状況

発症日

1月16日 不明（調査中）

職業等

男性 別府市 1月15日 職場

男性

男性 別府市 なし 職場

女性 中津市 1月14日 施設

宇佐市

男性 日田市 1月12日 不明（調査中）

女性 日田市 1月15日 家族

男性 日田市 1月17日 家族

女性 日田市 1月14日



県内
例目

年代 性別 居住地
想定される感染経路

接触状況
発症日職業等

8956 20代 学生

8957 10歳未満 乳幼児

8958 30代 無職

8959 20代 無職

8960 40代 従業員

8961 10代 生徒

8962 10代 生徒

8963 10代 学生

8964 20代 学生

8965 20代 学生

8966 10代 学生

8967 10代 学生

8968 20代 自営業

8969 30代 従業員

8970 10代 従業員

男性 大分市 1月14日 職場

男性 大分市 1月14日 県外

男性 別府市 1月14日 学校

男性 別府市 1月15日 学校

男性 別府市 1月16日 知人

男性 別府市 なし 学校

男性 別府市 1月16日 学校

男性 別府市 なし 学校

男性 大分市 1月15日 不明（調査中）

女性 日田市 1月16日 学校

女性 津久見市 1月16日 知人

女性 大分市 1月16日 知人

女性 大分市 1月16日 家族

女性 大分市 1月15日 不明（調査中）

女性 日出町 1月15日 不明（調査中）



県内
例目

年代 性別 居住地
想定される感染経路

接触状況
発症日職業等

8971 40代 従業員

8972 20代 学生

8973 20代 施設職員

8974 30代 従業員

8975 20代 公務員

8976 60代 従業員

8977 30代 従業員

8978 30代 自営業

8979 30代 自営業

8980 50代 無職

8981 20代 学生

8982 30代 施設職員

8983 20代 従業員

8984 10代 学生

8985 70代 無職

男性 大分市 1月14日 知人

男性 大分市 なし 家族

男性 大分市 1月14日 家族

男性 大分市 1月15日 施設

男性 大分市 なし 施設

男性 大分市 1月15日 職場

男性 大分市 1月13日 職場

女性 大分市 1月16日 家族

男性 大分市 1月15日 不明（調査中）

女性 大分市 1月16日 不明（調査中）

男性 大分市 1月15日 県外

男性 大分市 1月16日 県外

女性 由布市 1月15日 不明（調査中）

女性 大分市 1月16日 不明（調査中）

男性 国東市 1月14日 県外



県内
例目

年代 性別 居住地
想定される感染経路

接触状況
発症日職業等

8986 40代 従業員

8987 20代 従業員

8988 50代 施設職員

8989 40代 施設職員

8990 10歳未満 乳幼児

8991 60代 従業員

8992 30代 無職

8993 40代 従業員

8994 20代 従業員

8995 10歳未満 乳幼児

8996 20代 学生

8997 50代 医療スタッフ

8998 10歳未満 児童

8999 50代 従業員

9000 30代 従業員

女性 中津市 1月17日 職場

女性 中津市 1月13日 不明（調査中）

男性 別府市 1月16日 知人

女性 別府市 1月16日 家族

女性 別府市 1月15日 家族

女性 大分市 なし 職場

女性 別府市 1月14日 知人

男性 別府市 1月15日 知人

女性 大分市 なし 家族

男性 大分市 1月16日 家族

女性 大分市 1月16日 家族

女性 大分市 1月15日 家族

女性 大分市 1月16日 職場

女性 大分市 1月17日 職場

女性 大分市 1月16日 家族



県内
例目

年代 性別 居住地
想定される感染経路

接触状況
発症日職業等

9001 20代 従業員

9002 40代 従業員

9003 30代 従業員

9004 20代 従業員

9005 10代 生徒

9006 10歳未満 児童

9007 10代 公務員

9008 20代 学生

9009 40代 従業員

9010 50代 会社経営

9011 30代 従業員

9012 10代 生徒

9013 10代 児童

9014 10代 児童

9015 10代 児童

男性 大分市 1月15日 学校

男性 大分市 なし 知人

男性 大分市 1月17日 知人

女性 大分市 1月16日 知人

男性 別府市 1月16日 不明（調査中）

男性 大分市 1月15日 不明（調査中）

男性 大分市 1月14日 不明（調査中）

女性 別府市 1月15日 職場

男性 別府市 1月16日 県外

男性 中津市 1月14日 職場

男性 大分市 1月14日 不明（調査中）

女性 大分市 1月16日 不明（調査中）

男性 中津市 1月15日 不明（調査中）

女性 日田市 1月16日 学校

男性 宇佐市 1月16日 学校



県内
例目

年代 性別 居住地
想定される感染経路

接触状況
発症日職業等

9016 20代 従業員

9017 40代 従業員

9018 20代 無職

9019 20代 学生

9020 10歳未満 児童

9021 10代 生徒

9022 10代 生徒

9023 10歳未満 児童

9024 10代 生徒

9025 10歳未満 乳幼児

9026 10歳未満 乳幼児

9027 10歳未満 乳幼児

9028 10代 生徒

9029 20代 従業員

9030 30代 従業員男性 別府市 1月17日 家族

女性 由布市 1月15日 不明（調査中）

男性 臼杵市 1月16日 学校

女性 臼杵市 1月16日 知人

女性 別府市 1月14日 県外

女性 宇佐市 1月17日 不明（調査中）

女性 大分市 1月17日 知人

男性 臼杵市 なし 学校

男性 臼杵市 1月16日 学校

男性 大分市 1月15日 知人

女性 大分市 1月17日 知人

男性 別府市 1月16日 不明（調査中）

女性 臼杵市 1月17日 家族

女性 大分市 1月17日 職場

女性 大分市 1月16日 不明（調査中）



県内
例目

年代 性別 居住地
想定される感染経路

接触状況
発症日職業等

9031 40代 従業員

9032 10代 生徒

9033 10代 生徒

9034 10代 生徒

9035 30代 教職員

9036 10代 生徒

9037 10代 生徒

9038 10歳未満 児童

9039 60代 従業員

9040 70代 自営業

9041 40代 無職

9042 40代 自営業

9043 20代 学生

9044 20代 学生

9045 20代 学生男性 別府市 1月15日 不明（調査中）

男性 別府市 1月17日 不明（調査中）

女性 別府市 1月15日 不明（調査中）

男性 大分市 1月15日 不明（調査中）

男性 大分市 1月14日 不明（調査中）

女性 大分市 1月16日 不明（調査中）

男性 大分市 1月14日 職場

男性 宇佐市 1月16日 学校

女性 臼杵市 1月16日 学校

男性 宇佐市 1月16日 学校

男性 宇佐市 1月14日 不明（調査中）

男性 宇佐市 1月16日 学校

男性 宇佐市 1月16日 学校

男性 宇佐市 1月16日 学校

女性 宇佐市 1月17日 学校



県内
例目

年代 性別 居住地
想定される感染経路

接触状況
発症日職業等

9046 70代 無職

9047 10代 従業員

9048 40代 自営業

9049 10歳未満 乳幼児

9050 20代 従業員

9051 30代 公務員

9052 30代 公務員

9053 50代 従業員

9054 50代 施設職員

9055 20代 従業員

9056 10代 生徒

9057 70代 無職

9058 20代 学生

9059 30代 従業員

9060 10代 児童

男性 国東市 1月17日 職場

男性 国東市 1月15日 不明（調査中）

男性 大分市 1月16日 不明（調査中）

男性 大分市 1月16日 不明（調査中）

男性 国東市 1月16日 県外

女性 別府市 1月16日 不明（調査中）

男性 大分市 1月17日 知人

女性 日出町 なし 家族

男性 由布市 なし 家族

男性 日出町 1月16日 不明（調査中）

男性 国東市 なし 家族

男性 別府市 1月17日 知人

男性 由布市 1月16日 知人

男性 由布市 1月14日 不明（調査中）

女性 由布市 なし 家族



県内
例目

年代 性別 居住地
想定される感染経路

接触状況
発症日職業等

9061 40代 施設職員

9062 40代 医療スタッフ

9063 30代 従業員

9064 10代 生徒

9065 30代 公務員

9066 50代 自営業

9067 50代 会社経営

9068 10歳未満 乳幼児

9069 50代 公務員

9070 20代 従業員

9071 40代 従業員

9072 10代 生徒

9073 30代 従業員

9074 40代 従業員

9075 50代 従業員

男性 大分市 1月16日 不明（調査中）

女性 由布市 1月15日 不明（調査中）

女性 大分市 1月16日 知人

男性 大分市 1月14日 不明（調査中）

女性 大分市 1月17日 知人

男性 大分市 1月15日 家族

女性 大分市 1月15日 家族

女性 大分市 1月14日 知人

男性 大分市 1月15日 不明（調査中）

男性 大分市 1月16日 不明（調査中）

男性 大分市 1月13日 家族

男性 大分市 1月16日 職場

女性 大分市 1月16日 家族

男性 臼杵市 1月15日 家族

女性 臼杵市 なし 家族



県内
例目

年代 性別 居住地
想定される感染経路

接触状況
発症日職業等

9076 20代 学生

9077 20代 学生

9078 40代 従業員

9079 10歳未満 乳幼児

9080 10歳未満 乳幼児

9081 40代 会社経営

9082 50代 無職

9083 30代 従業員

9084 20代 従業員

9085 80歳以上 無職

9086 60代 公務員

9087 10代 生徒

9088 10代 生徒

9089 40代 従業員

9090 40代 無職

女性 臼杵市 なし 学校

男性 玖珠町 なし 家族

男性 日田市 1月9日 家族

男性 別府市 1月16日 不明（調査中）

男性 別府市 なし 家族

女性 臼杵市 なし 学校

女性 大分市 1月15日 家族

男性 大分市 1月16日 家族

男性 大分市 1月17日 家族

女性 大分市 なし 施設

男性 大分市 1月17日 施設

女性 大分市 1月15日 家族

女性 大分市 1月14日 不明（調査中）

女性 大分市 1月15日 不明（調査中）

女性 大分市 1月15日 不明（調査中）



県内
例目

年代 性別 居住地
想定される感染経路

接触状況
発症日職業等

9091 30代 公務員

9092 10歳未満 児童

9093 30代 従業員

9094 30代 教職員

9095 10代 生徒

女性 中津市 1月16日 不明（調査中）

女性 中津市 1月14日 知人

男性 豊後高田市 1月16日 職場

男性 豊後高田市 1月16日 家族

男性 中津市 1月15日 職場


