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別紙１のとおり

２　退院及び入院勧告解除の状況

　　別紙２のとおり

厚生労働省の基準に合致したため、退院及び入院勧告解除

【参考】退院に関する基準（厚生労働省通知抜粋）
（１）人工呼吸器等による治療を行わなかった場合

①発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
②発症日から10日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した

後に核酸増幅法又は抗原定量検査の検査を行い、陰性が確認され，その検査の
検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合

（２）人工呼吸器等による治療を行った場合
③発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合

核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に
再度検体採取を行い、陰性が確認された場合

３　オミクロン株患者の発生

　　変異株解析の結果、これまでの陽性者のうち、新たに12名がオミクロン株であることが

　確認されましのたでお知らせします。

　　現在までのオミクロン株患者数（累計）は104名です。

　　結果については、府ホームページに（http://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/hassei-heni.html）

　掲載します。

療養者の状況（1月10日）　

高度重症病床 その他 ※２

969名 2名 0名

※１ 人工呼吸器管理又は体外式心肺補助（ECMO）による管理が必要な者

※２ 重症病床に入院後に人工呼吸器管理が必要になり、引き続き重症病床で療養している者

件数 新規陽性者数 陽性率（７日間平均）

647件 126名 11.1%

PCR検査の状況（1月10日）

報道に当たっては、個人情報の保護に御配慮いただくとともに、医療機関や関連施設の

取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

療養者数
うち重症者数 ※１

④発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に

　 ※これまでに3名の陽性が判明しているスポーツ活動で、新たに8名（府37294～
　　 37297例目、府37299～37302例目）の陽性が判明

１　陽性が判明した方の概要

府政記者クラブ、各広域振興局同時資料配付

新型コロナウイルス感染症患者の発生について

　以下のとおり、57名の陽性者が判明しましたのでお知らせします。

引き続き、患者の濃厚接触者の把握など積極的疫学調査を確実に行い、感染拡大防止に取り組ん
でまいります。また、7名の方が退院及び入院勧告解除されましたので併せてお知らせします。

　併せて、新型コロナウイルスの新たなオミクロン株患者の発生についてお知らせします。

～ 京 都 府 報 道 発 表 資 料 ～ 



別紙１

陽性が判明した方の概要

府番号 在住地域等 年代 性別 現在の症状程度 判明している概要 感染経路

37251 乙訓 20 男性 軽症 学生 判明

37252 山城北 20 男性 軽症 会社員 判明

37253 山城北 80 女性 軽症 判明

37254 山城北 50 男性 軽症 会社員 不明

37255 山城北 40 男性 軽症 自営業 判明

37256 山城北 70 女性 軽症 自営業 判明

37257 山城北 40 女性 軽症 パート 判明

37258 山城北 50 女性 軽症 判明

37259 山城北 50 男性 軽症 会社員 判明

37260 山城北 40 男性 軽症 会社員 不明

37261 山城北 30 男性 軽症 会社員 判明

37262 山城北 30 男性 軽症 会社員 不明

37263 山城北 20 女性 調査中 不明

37264 山城北 10 男性 軽症 不明

37265 山城北 40 女性 軽症 判明

37266 山城北 10未満 男性 無症状 判明

37267 山城北 50 男性 軽症 会社員 不明

37268 山城北 50 男性 軽症 会社員 不明

37269 山城北 30 女性 調査中 不明

37270 山城北 30 男性 軽症 会社員 判明

37271 京都市 70 女性 調査中 不明

37272 京都市 20 女性 調査中 不明

37273 山城南 20 女性 軽症 学生 判明

37274 山城南 50 男性 軽症 判明

37275 山城南 10 男性 軽症 学生 不明

37276 山城南 20 女性 軽症 学生 判明

37277 山城北 10 女性 調査中 不明

37278 南丹 10 男性 軽症 不明

37279 南丹 40 女性 軽症 判明

37280 南丹 70 女性 軽症 判明

37281 中丹西 40 女性 軽症 不明

37282 中丹西 20 男性 軽症 会社員 不明

37283 中丹西 10未満 女性 軽症 不明

37284 中丹西 30 男性 軽症 公務員 不明

37285 他府県 10 女性 軽症 不明

37286 中丹西 40 女性 軽症 パート 不明

37287 中丹西 40 女性 軽症 不明

37288 中丹西 60 男性 軽症 不明

37289 中丹西 40 男性 軽症 会社員 不明

37290 中丹西 20 女性 軽症 会社員 不明

37291 中丹東 10 男性 軽症 不明

37292 中丹東 50 女性 軽症 不明



府番号 在住地域等 年代 性別 現在の症状程度 判明している概要 感染経路

37293 中丹東 30 男性 軽症 会社員 不明

37294 中丹東 10 男性 軽症 判明

37295 中丹東 10 男性 軽症 判明

37296 中丹東 10 男性 軽症 判明

37297 中丹東 10 男性 軽症 判明

37298 中丹東 10 女性 軽症 不明

37299 中丹東 10 男性 軽症 判明

37300 中丹東 20 男性 軽症 判明

37301 中丹東 10 男性 軽症 判明

37302 中丹東 10 男性 軽症 判明

37303 中丹東 40 女性 軽症 不明

37304 中丹東 10 男性 軽症 不明

37305 中丹東 50 男性 軽症 不明

37306 中丹東 10 男性 軽症 不明

37307 丹後 20 女性 軽症 施設職員 判明



別紙２

退院及び入院勧告解除の状況

府番号 解除日

36214 R4.1.10

36284 R4.1.10

36291 R4.1.10

36292 R4.1.10

36304 R4.1.10

36326 R4.1.10

36461 R4.1.10


