
【裏面あり】 

令和２年（２０２０年）７月２８日  

健康危機管理課  

 

新型コロナウイルス感染者の状況と検査件数について 

 

1 感染者の状況 

  別紙のとおり 

 

 

2 検査件数（医師からの発生届等に基づく検査件数） 

 
 

7月日計（県分のみ）  

累計（県分のみ） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 27 7 月 27

県分 熊本市分 県分 熊本市分

85 46 1,886 3,166

陽性 32 6 119 62 57

陰性 53 40 4,933 1,824 3,109
結果

38 (2%)

93 (98%)

検査件数 131 5,052

日の検査件数 日までの合計

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日

5 8 7 6 4 10 4 10 2 5 6 2 3 12 10 9

17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 合計

4 2 4 9 8 17 15 31 21 73 85 372

7月 合計

1 75 287 704 292 155 372 1,886

1月 2月 3月 4月 5月 6月



 

 

〇県独自検査件数(※1) 

※1 陽性者の接触者等として

県独自で弾力的に検査を実施

したもの(7月 27日時点)。 

 

※2 熊本県から熊本市への検

査依頼分は、熊本県分に含む。 

 

【問い合わせ先】 

健康危機管理課 

 上野、堀江（内線５９３７） 

電話：０９６－３３３－２６３０ 

※２ 

関係事例 検査期間 検査件数

県内6例目関係
（熊本市を除くと2例目）

3/5～3/9 185

県内8～10例目関係
（熊本市6～8例目）

3/26～4/8 45

県内12例目関係
（熊本市10例目）

3/31～4/3 5

県内19、20、22例目関係
（熊本市を除くと3、4、5例目）

4/6～4/23 50

県内25、28例目関係
（熊本市20、22例目）

4/12～4/16 150

県内27例目関係
（熊本市を除くと6例目）

4/14～4/18 89

県内31,33例目関係
（熊本市を除くと7、8例目）

4/15～4/19 18

県内32例目関係
（熊本市25例目）

4/16 1

県内49例目関係
（熊本市を除くと9例目）

6/23 24

横浜市577例目関係 7/1～7/2 2

香川県30例目関係 7/14～7/15 383

県内50例目関係
（熊本市を除くと10例目）

7/18～7/20 8

福岡市566例目関係 7/22 4

県内54例目関係
（熊本市を除くと11例目）

7/23～7/25 189

県内62例目関係
（熊本市を除くと31例目）

7/27 59

1212合計



別紙

患者の状況（７月２８日 午前１１時現在　医療機関から報告）

管轄保健所 年代・性別 症状等

県11例目

（県内54例目）

県12例目 軽症者

（県内55例目） 体温36.8℃、動作時軽度の呼吸苦あり、味覚・嗅
覚障害あり、倦怠感あり

県13例目 軽症者

（県内58例目）

県14例目 軽症者

（県内60例目）

県15例目 入院中

(県内62例目） 症状は確認中

県16例目 軽症者

(県内64例目） 体温37.1℃、咳あり

県17例目 軽症者

(県内65例目） 体温36.5℃、頭痛あり

県18例目 軽症者

(県内66例目） 体温36.8℃

県19例目 軽症者

(県内67例目） 体温36.3℃、鼻水あり

県20例目 軽症者

(県内68例目） 体温36.5℃、頭痛あり

県21例目 軽症者

(県内69例目） 体温36.4℃

県22例目 中等症

(県内70例目） 体温37.3℃、酸素投与あり

　県１０例目（県内５０例目）について、国が示す退院基準を満たし、昨日（７月２７
日）退院されました。なお、４週間は経過観察を実施し、なんらかの症状が現れた場合に
は、すぐに保健所へ連絡いただくことにしております。

有明保健所 40代 男性

有明保健所 20代 男性

天草保健所 20代 男性
中等症

有明保健所 20代 女性

有明保健所 40代 男性

有明保健所 40代 男性

山鹿保健所 20代 男性

有明保健所 50代 男性

有明保健所 30代 男性

有明保健所

有明保健所 30代 男性

有明保健所 30代 男性

40代 男性

【留意事項１】４月４日から、症状の重症度については、次のように変更されています。

・無症状

・軽症者：症状はあるが、中等症及び重症に該当しない患者

・中等症：持続的な酸素投与が必要な肺炎を有する患者

又は入院治療が必要な合併症を有する患者

・重症者：集中治療室（ＩＣＵ）等での管理又は人工呼吸器管理が必要な患者

【留意事項２】症状の公表は、本人又はご家族が公表に同意された項目に限られます。



管轄保健所 年代・性別 症状等

県23例目 入院中

(県内71例目） 症状は確認中

県24例目 入院中

(県内74例目） 症状は確認中

県25例目 入院中

(県内75例目） 症状は確認中

県26例目 入院中

(県内76例目） 症状は確認中

県27例目 入院中

(県内77例目） 症状は確認中

県28例目 入院中

(県内78例目） 症状は確認中

県29例目 入院中

(県内79例目） 症状は確認中

県30例目 入院中

(県内80例目） 症状は確認中

県31例目 入院中

(県内82例目） 症状は確認中

県32例目 入院中

(県内83例目） 症状は確認中

県33例目 軽症者

(県内84例目）

県34例目 軽症者

(県内85例目） 体温37.8℃、動作時軽度の呼吸苦あり

県35例目 入院調整中

(県内87例目）

県36例目 入院調整中

(県内88例目）

県37例目 入院調整中

(県内89例目）

県38例目 入院調整中

(県内90例目）

県39例目 入院調整中

(県内92例目）

県40例目 入院調整中

(県内93例目）

県41例目 入院調整中

(県内94例目）

県42例目 入院調整中

(県内95例目）

県43例目 入院調整中

(県内101例目）

県44例目 入院調整中

(県内102例目）

40代 男性

有明保健所 60代 男性

有明保健所 30代 男性

有明保健所 30代 男性

有明保健所 40代 男性

有明保健所 30代 男性

有明保健所 30代 男性

有明保健所

山鹿保健所 20代 男性

有明保健所 20代 男性

有明保健所 40代 男性

有明保健所 40代 男性

山鹿保健所 80代 女性

山鹿保健所 70代 女性

有明保健所 30代 女性

山鹿保健所 90代 女性

菊池保健所 40代 男性

山鹿保健所 90代 女性

山鹿保健所 80代 女性

山鹿保健所 80代 女性

山鹿保健所 90代 女性

山鹿保健所 80代 女性

山鹿保健所 90代 女性



管轄保健所 年代・性別 症状等

県45例目 入院調整中

(県内103例目）

県46例目 入院調整中

(県内104例目）

県47例目 入院調整中

(県内105例目）

県48例目 入院調整中

(県内106例目）

県49例目 入院調整中

(県内107例目）

県50例目 入院調整中

(県内108例目）

県51例目 入院調整中

(県内109例目）

県52例目 入院調整中

(県内110例目）

県53例目 入院調整中

(県内111例目）

県54例目 入院調整中

(県内112例目）

県55例目 入院調整中

(県内113例目）

県56例目 入院調整中

(県内114例目）

県57例目 入院中

(県内115例目） 症状は確認中

県58例目 入院中

(県内116例目） 症状は確認中

県59例目 入院調整中

(県内117例目）

県60例目 入院調整中

(県内118例目）

県61例目 入院調整中

(県内119例目）

https://www.city.kumamoto.jp/corona/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=27681

※熊本市内の感染者の状況については、熊本市ホームページをご覧ください。

＜熊本市新型コロナウイルス感染症情報サイト（熊本市での発生状況）＞

山鹿保健所 80代 女性

山鹿保健所 80代 男性

山鹿保健所 80代 女性

山鹿保健所 90代 女性

山鹿保健所 70代 女性

山鹿保健所 80代 女性

菊池保健所 40代 女性

※表に記載のない方は既に退院済み。

※前回公表分からの変更箇所は、アンダーラインを記載。

山鹿保健所 90代 女性

菊池保健所 50代 男性

八代保健所 50代 男性

八代保健所 70代 女性

有明保健所 40代 女性

山鹿保健所 40代 女性

菊池保健所 60代 女性

山鹿保健所 40代 男性

山鹿保健所 90代 女性

山鹿保健所 40代 女性

https://www.city.kumamoto.jp/corona/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=27681

