
感染者一覧表（本日公表分） 令和２年（２０２０年）１２月２５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 1573 679 12/23 12/25 16:00 玉名市 20歳代 女性 無職

・１２月２２日に咳等の症状あり
・１２月２３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
・１２月２４日に診察の結果、入院の必要なし
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

不明

2 1574 680 12/24 12/25 16:00 芦北町 60歳代 女性
医療従
事者

・１２月１９日まで水俣保健所管内の職場に出勤
・１２月２０日に宮崎県内に滞在、同日咽頭痛等の症状あり
・１２月２３日に水俣保健所管内の医療機関を受診、検体採取
・１２月２４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
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

調査中

3 1575 681 12/24 12/25 16:00 菊陽町 40歳代 女性
医療機
関職員

・県内１４４７例目（菊陽町・会社員）の家族（濃厚接触者）
・１２月１９日に熊本市内の医療機関を受診、検査の結果、陰性を確認
・１２月２０日に県内１４４７例目の陽性を確認
・１２月２２日に発熱等の症状あり
・１２月２３日に検体採取
・１２月２４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調整中
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

有

4 1576 682 12/24 12/25 16:00 益城町 50歳代 女性 自営業

・１２月２０日に悪寒の症状あり
・１２月２２日まで熊本市内の職場等で勤務
・１２月２３日に御船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調整中
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

調査中

公表日時
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5 1577 683 12/24 12/25 16:00 宇城市 20歳代 男性 自営業

・県内１４９７例目（市８３８例目）の知人（濃厚接触者）
・１２月１４日から１８日まで県内１４９７例目と愛媛県に出張
・１２月２２日まで熊本市内の職場に出勤
・１２月２２日に県内１４９７例目の陽性を確認、同日咽頭痛等の症状あ
り
・１２月２３日に検体採取
・１２月２４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
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

有

6 1578 684 12/24 12/25 16:00 芦北町 60歳代 男性
会社役
員

・県内１５２８例目（芦北町・会社員）の家族（濃厚接触者）
・１２月２３日まで水俣保健所管内の職場に出勤
・１２月２３日に県内１５２８例目の陽性を確認、同日検体採取
・１２月２４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
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

有

7 1579 685 12/24 12/25 16:00 芦北町 30歳代 女性
施設職
員

・県内１５２８例目（芦北町・会社員）の家族（濃厚接触者）
・１２月２３日まで水俣保健所管内の職場に出勤
・１２月２３日に県内１５２８例目の陽性を確認、同日検体採取
・１２月２４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
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

有

8 1580 686 12/24 12/25 16:00 大津町 20歳代 女性 無職

・鹿児島県８３９例目の知人（濃厚接触者）
・１２月１１日、１２日に鹿児島県８３９例目と熊本市内で接触
・１２月１４日に鹿児島県８３９例目の陽性を確認
・１２月１６日に検査の結果、陰性を確認
・１２月２３日に発熱等の症状あり
・１２月２４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、県内の入院協力医療機関に入院中
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

有
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9 1581 687 12/24 12/25 16:00 御船町 10歳代 女性 学生

・御船保健所管内の大学Ａクラスターの学生
・１２月１４日に熊本市内の公共施設（屋内）で学外活動に参加
・１２月２１日まで御船保健所管内の学校に登校
・１２月２３日に検体採取
・１２月２４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調整中
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

有

10 1582 688 12/24 12/25 16:00 和水町 90歳代 男性 無職

・県内１５２５例目（熊本市８５７例目）の家族（濃厚接触者）
・１２月２０日に県内１５２５例目と有明保健所管内の自宅で会食
・１２月２３日に他疾患の治療のため有明保健所管内の医療機関を受
診、同日県内１５２５例目の陽性を確認
・１２月２４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調整中
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

有

11 1583 689 12/24 12/25 16:00 八代市 80歳代 男性 無職

・県内１５３２例目（八代市・熊本県警察職員）の家族（濃厚接触者）
・１２月２２日に八代保健所管内の福祉施設を利用
・１２月２３日に県内１５３２例目の陽性を確認、同日検体採取
・１２月２４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
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

有

12 1584 690 12/24 12/25 16:00 八代市 50歳代 男性 会社員

・県内１５３７例目（八代市・会社員）の同僚（接触者）
・１２月２３日まで八代保健所管内の職場に出勤
・１２月２３日に県内１５３７例目の陽性を確認、同日発熱等の症状あり
・１２月２４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
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

調査中
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13 1585 691 12/24 12/25 16:00 氷川町 30歳代 男性
団体職
員

・県内１４３９例目（氷川町・無職）の家族（濃厚接触者）
・１２月９日まで八代保健所管内の職場に出勤
・１２月１９日に県内１４３９例目の陽性を確認、同日検体採取
・１２月２０日に検査の結果、陰性を確認、同日咽頭痛等の症状あり
・１２月２４日に症状が続くため、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
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

有

14 1586 692 12/24 12/25 16:00 氷川町
10歳未
満

女性 園児

・県内１４３９例目（氷川町・無職）の家族（濃厚接触者）
・１２月１１日まで八代保健所管内の保育施設に登園
・１２月１９日に県内１４３９例目の陽性を確認、同日検体採取
・１２月２０日に検査の結果、陰性を確認
・１２月２１日に咳等の症状あり
・１２月２４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
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

有

15 1587 693 12/24 12/25 16:00 宇土市 40歳代 女性
施設職
員

・県内１５５３例目（熊本市８７５例目）の接触者
・１２月２４日まで熊本市内の職場に出勤
・１２月２４日に咽頭痛等の症状あり、同日県内１５５３例目の陽性を確
認、検査の結果、陽性を確認
・現在、県内の入院協力医療機関に入院中
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

有

16 1588 694 12/25 12/25 16:00 芦北町 60歳代 男性
アルバイ

ト

・県内１５７４例目（芦北町・医療従事者）の家族（濃厚接触者）
・１２月２２日に発熱等の症状あり
・１２月２３日まで水俣保健所管内の職場に出勤
・１２月２４日に県内１５７４例目の陽性を確認、同日検体採取
・１２月２５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調整中
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

調査中
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17 1589 695 12/25 12/25 16:00 水俣市 70歳代 女性 無職

・県内１５７４例目（芦北町・医療従事者）の知人（濃厚接触者）
・１２月２０日に県内１５７４例目と宮崎県内に滞在
・１２月２４日に県内１５７４例目の陽性を確認、同日検体採取
・１２月２５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調整中
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

調査中

18 1590 696 12/25 12/25 16:00 芦北町 40歳代 男性 無職

・県内１５７４例目（芦北町・医療従事者）の職場関係者（接触者）
・１２月２４日に県内１５７４例目の陽性を確認、同日検体採取
・１２月２５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調整中
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

調査中

19 1591 697 12/25 12/25 16:00 芦北町 60歳代 女性 無職

・県内１５７４例目（芦北町・医療従事者）の職場関係者（接触者）
・１２月２４日に県内１５７４例目の陽性を確認、同日検体採取
・１２月２５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調整中
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

調査中

他県確認分

No.
陽性
確定

居住地
(所在地)

年代 性別 職業 備考 リンク

1 12/24 12/25 16:00 錦町 30歳代 男性 会社員

・１２月１８日から２４日まで大阪府に出張
・１２月２３日に咽頭痛等の症状あり
・１２月２４日に大阪府内の医療機関を受診、検査の結果、陽性を確認
・１２月２５日に人吉保健所管内に帰宅
・現在、県内の感染症指定医療機関に入院調整中
・濃厚接触者等その他詳細は調査中

―

※県内1538～1572例目は熊本市公表

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。
※所在地は、必ずしも住民登録がなされている市町村とは一致しない場合があることを念のためお知らせします。

公表日時
自治体
（例目）

堺市

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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