
感染者一覧表（追加情報） 令和２年（２０２０年）１１月１６日

No. 県内
(例目)

熊本市除く
(例目)

陽性
確定

居住地
(所在地) 年代 性別 職業 備考 リンク

1 799 384 10/31 11/1 15:00 宇城市 40歳代 男性 自営業

・１０月２４日、２７日に陽性者が確認された熊本市内の飲食店を利用
・１０月３０日まで宇城市内の職場に出勤
・１０月３１日に宇城保健所を通じて帰国者・接触者外来を受診、検査の結果、
陽性を確認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・濃厚接触者　家族１人陰性、知人等１２人陰性
・接触者　知人等７人陰性

有

2 828 394 11/4 11/5 15:00 宇城市 20歳代 女性
熊本県警
察職員

・１０月２５日から１０月３１日まで鹿児島県に滞在
・１１月１日に咽頭痛等の症状あり
・１１月２日まで宇城保健所管内の職場に出勤
・１１月４日に宇城保健所管内の医療機関Aを受診、検査の結果、陽性を確認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・濃厚接触者　家族２人陰性、同僚等８人陰性
・接触者　同僚等７人陰性

不明

3 829 395 11/4 11/5 15:00
愛知県
(八代市)

60歳代 女性 無職

・１０月２７日に咳等の症状あり
・１０月２７日、３１日に愛知県で友人と会食
・１１月１日から八代保健所管内に滞在
・１１月４日に八代保健所管内の医療機関Aを受診、検査の結果、陽性を確認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・濃厚接触者　友人２人陰性

不明

4 852 404 11/8 11/8 15:00 山都町
10歳
未満

女性 園児

・県内８４６例目（山都町・山都町職員）の子（濃厚接触者）
・１１月６日まで御船保健所管内の保育施設に登園
・１１月６日に県内８４６例目の陽性を確認
・１１月７日に検体採取
・１１月８日に検査の結果、陽性を確認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・濃厚接触者　保育施設関係者１６人陰性
・接触者　保育施設関係者６人陰性

有

公表日時
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感染者一覧表（追加情報） 令和２年（２０２０年）１１月１６日

No. 県内
(例目)

熊本市除く
(例目)

陽性
確定

居住地
(所在地) 年代 性別 職業 備考 リンク公表日時

5 862 407 11/10 11/11 15:00 玉名市
10歳
未満

男性 園児

・県内８５９例目（玉名市・会社役員）の孫（濃厚接触者）
・１１月６日から７日まで県内８５９例目の自宅に滞在
・１１月９日まで有明保健所管内の保育施設に登園
・１１月９日に県内８５９例目の陽性を確認
・１１月１０日に検査の結果、陽性を確認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・濃厚接触者　親族等３人陰性、保育施設関係者２８人陰性
・接触者　保育施設関係者1人陰性

有

6 872 413 11/11 11/12 15:00 玉名市 20歳代 女性 団体職員

・県内８６９例目の配偶者（濃厚接触者）
・１１月７日に全身倦怠感等の症状あり、同日有明保健所管内の医療機関を
受診
・１１月１１日まで有明保健所管内の職場に出勤
・１１月１１日に県内８６９例目の陽性を確認、同日検査の結果、陽性を確認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・接触者　同僚２人陽性（県内８７８、８８２例目）、家族等２人陰性、同僚２３人
陰性

有

7 881 419 11/12 11/13 15:00 玉名市 50歳代 女性
アルバイ

ト

・１１月７日に福岡県に滞在
・１１月８日に発熱の症状あり
・１１月１１日まで有明保健所管内の職場に出勤
・１１月１２日に有明保健所管内の医療機関を受診、検査の結果、陽性を確認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・濃厚接触者　同僚１人陽性（県内８９３例目）、家族１人陰性

不明

8 882 420 11/12 11/13 15:00 玉名市 50歳代 女性 団体職員

・県内８７２例目（玉名市・団体職員）の同僚（接触者）
・１１月４日に発熱等の症状あり
・１１月５日に有明保健所管内の医療機関を受診
・１１月１１日に県内８７２例目の陽性を確認
・１１月１２日まで有明保健所管内の職場に出勤、同日検査の結果、陽性を確
認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・濃厚接触者　家族３人陽性（県内８８４、８９４、８９５例目）　１人陰性

有
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感染者一覧表（追加情報） 令和２年（２０２０年）１１月１６日

No. 県内
(例目)

熊本市除く
(例目)

陽性
確定

居住地
(所在地) 年代 性別 職業 備考 リンク公表日時

9 886 424 11/13 11/13 15:00 玉名市 60歳代 男性 無職

・県内８７５例目の知人（濃厚接触者）
・１１月１２日に県内８７５例目の陽性を確認
・１１月１３日に検査の結果、陽性を確認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・濃厚接触者　親族１人陽性（県内９１２例目）　２人陰性、友人３人陰性

有

10 890 426 11/13 11/14 15:00 菊陽町 60歳代 女性 自営業

・１１月１２日まで菊池保健所管内の職場に出勤
・１１月１２日に発熱等の症状あり
・１１月１３日に菊池保健所管内の医療機関を受診、検査の結果、陽性を確認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・濃厚接触者　家族等１人陽性（県内９０１例目）　８人陰性、同僚１人陰性

不明

11 891 427 11/13 11/14 15:00 八代市 50歳代 男性 会社員

・１１月８日に咳等の症状あり
・１１月１３日に八代保健所管内の医療機関を受診、検査の結果、陽性を確認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・濃厚接触者　家族１人陰性

不明

12 893 429 11/13 11/14 15:00 長洲町 50歳代 女性
アルバイ

ト

・県内８８１例目（玉名市・アルバイト）の同僚（濃厚接触者）
・１１月９日に発熱等の症状あり
・１１月１２日に県内８８１例目の陽性を確認
・１１月１３日に検査の結果、陽性を確認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・濃厚接触者　家族２人陰性、知人１人陰性

有
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感染者一覧表（追加情報） 令和２年（２０２０年）１１月１６日

No. 県内
(例目)

熊本市除く
(例目)

陽性
確定

居住地
(所在地) 年代 性別 職業 備考 リンク公表日時

13 897 433 11/13 11/14 15:00 和水町 50歳代 男性 会社員

・県内８８０例目（玉名市・会社員）の親族（接触者）
・１１月９日、１０日に有明保健所管内で会食
・１１月１２日まで有明保健所管内の職場に出勤
・１１月１２日に県内８８０例目の陽性を確認
・１１月１３日に検査の結果、陽性を確認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・濃厚接触者　家族１人陰性
・接触者　同僚３人陰性

有

14 898 434 11/13 11/14 15:00 玉名市 70歳代 男性
アルバイ

ト

・県内８７９例目（玉名市・飲食店経営）の友人（濃厚接触者）
・１１月７日に有明保健所管内の県内８７９例目の飲食店で会食
・１１月１１日まで有明保健所管内の職場に出勤
・１１月１２日に県内８７９例目の陽性を確認
・１１月１３日に検査の結果、陽性を確認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・濃厚接触者　家族１人陰性

有

15 900 436 11/13 11/14 15:00 玉東町 50歳代 男性 無職

・県内８７９例目（玉名市・飲食店経営）の友人（濃厚接触者）
・１１月７日に有明保健所管内の県内８７９例目の飲食店で会食
・１１月１２日に県内８７９例目の陽性を確認
・１１月１３日に検査の結果、陽性を確認
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院中
・濃厚接触者　家族１人陰性、知人等４人陰性
・接触者　知人等３人陰性

有

今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、感染者、御家族のプライバシーに格段の御配慮をお願いします。 熊本県健康福祉部健康危機管理課

問合せ先：上野、山田、楠田

電話：096-333-2630（内線5935）
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