
健康危機管理課

○　検査件数（※）

3 月 20 日 の検査件数 3 月 20 日 までの合計

※2　検査件数は行政検査によるもの（医療機関の検査において陽性となった件数も含む）。

※3　本日修正分については別紙のとおり。

○　３月日計（県分のみ）

○　累計（県分のみ）
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27,556 32,822陽性 60,378
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※1　県から熊本市への検査依頼分は、県分に含む。
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新型コロナウイルス感染症に係る検査件数について
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3月21日
・令和4年3月19日の県検査分で追加報告のあった陽性2件について合計に反映
・令和4年3月19日の市検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映

修正履歴 　（別紙）

日付 修正内容

3月14日
・令和4年3月12日の県検査分で追加報告があった陽性4件について合計に反映
・令和4年3月12日の市検査分で追加報告のあった陽性2件について合計に反映

3月10日
・令和4年3月7日の県検査分で追加報告があった陽性3件について合計に反映
・令和4年3月8日の県検査分で追加報告があった陽性11件及び陰性2件について合計に反映
・令和4年1月26日の市検査分で発生届が取り下げられた1件について合計に反映

3月11日

・令和4年3月8日の県検査分で追加報告があった陽性4件について合計に反映
・令和4年3月9日の県検査分で追加報告のあった陽性12件及び欠番となった陽性1件について合計に反映
・令和4年3月8日の市検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年3月9日の市検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映

3月8日

・令和4年3月2日の県検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年3月3日の県検査分で追加報告があった陽性2件について合計に反映
・令和4年3月4日の県検査分で追加報告のあった陽性1件及び市検査分1件について合計に反映
・令和4年3月5日の県検査分で追加報告のあった陽性8件及び市検査分2件について合計に反映
・令和4年3月6日の県検査分で追加報告のあった陽性6件について合計に反映

3月9日

・令和4年3月4日の県検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年3月6日の県検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年3月7日の県検査分で追加報告のあった陽性30件及び発生届が取り下げられた1件について合計に
反映
・令和4年3月7日の市検査分で追加報告のあった陽性2件について合計に反映

3月13日
・令和4年3月11日の県検査分で追加報告があった陽性20件について合計に反映
・令和4年3月11日の市検査分で追加報告のあった陽性6件について合計に反映

3月12日

・令和4年3月5日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年3月10日の県検査分で追加報告のあった陽性28件について合計に反映
・令和4年2月25日の市検査分で発生届が取り下げられた陽性1件について合計に反映
・令和4年3月5日の市検査分で追加報告のあった陽性3件について合計に反映
・令和4年3月7日の市検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年3月10日の市検査分で追加報告のあった陽性6件について合計に反映

3月17日
・令和4年3月14日の県検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年3月15日の県検査分で追加報告のあった陽性20件について合計に反映

3月18日
・令和4年3月15日の県検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年3月16日の県検査分で追加報告のあった陽性15件について合計に反映

3月19日
・令和4年3月16日の県検査分で追加報告があった陽性2件について合計に反映
・令和4年3月17日の県検査分で追加報告のあった陽性15件、取下げ1件及び市検査分で追加報告のあった2
件について合計に反映

3月20日
・令和4年3月18日の県検査分で追加報告のあった陽性11件について合計に反映
・令和4年3月18日の市検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映

3月16日
・令和4年3月14日の県検査分で追加報告があった陽性35件について合計に反映
・令和4年3月14日の市検査分で追加報告のあった陽性4件について合計に反映

3月15日
・令和4年3月11日の県検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年3月12日の県検査分で追加報告があった陽性6件について合計に反映
・令和4年3月13日で追加報告があった県検査分の陽性8件及び市検査分の陽性1件について合計に反映



修正履歴 　（別紙）

日付 修正内容

3月5日
・令和4年3月3日の県検査分で追加報告があった陽性41件について合計に反映
・令和4年3月2日の市検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年3月3日の市検査分で追加報告のあった陽性3件について合計に反映

3月4日

2月28日 ・令和4年2月26日の県検査分で追加報告があった陽性11件について合計に反映

2月19日

・令和4年2月26日の県検査分で追加報告のあった陽性2件について合計に反映
・令和4年3月1日の県検査分で追加報告のあった陽性19件について合計に反映
・令和4年3月1日の市検査分で追加報告のあった陽性2件について合計に反映

・令和4年1月18日の市検査分で欠番となった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月21日の市検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月22日の県検査分で追加報告のあった陽性25件及び市検査分で追加報告のあった陽性1件につ
いて合計に反映

・令和4年2月19日の県検査分で追加報告のあった陽性13件について合計に反映
・令和4年2月19日の市検査分で追加報告のあった陽性1件

2月22日

2月23日
・令和4年2月21日の県検査分で追加報告のあった陽性48件について合計に反映
・令和4年2月18日の市検査分で欠番となった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月21日の市検査分で追加報告のあった陽性2件について合計に反映

2月24日

2月21日

・令和4年2月19日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月20日の県検査分で追加報告のあった陽性6件、12件及び欠番となった陽性１件について合計に
反映

3月6日
・令和4年3月4日の県検査分で追加報告があった陽性14件について合計に反映
・令和4年3月3日の県検査分で欠番となった陽性1件について合計に反映
・令和4年3月4日の市検査分で追加報告のあった陽性4件について合計に反映

・令和4年2月28日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年3月2日の県検査分で追加報告のあった陽性10件及び市検査分で追加報告のあった陽性5件につい
て合計に反映

3月1日
・令和4年2月25日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月26日の県検査分で追加報告のあった陽性3件について合計に反映
・令和4年2月27日の県検査分で追加報告のあった陽性4件について合計に反映

3月7日

・令和4年3月5日の県検査分で追加報告があった陽性4件について合計に反映
・令和4年2月12日の県検査分陽性3件について合計に反映
・令和4年2月14日の県検査分陽性5件について合計に反映　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
令和4年3月5日の市検査分陽性3件について合計に反映

2月25日

2月26日

2月27日
・令和4年2月24日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月25日の県検査分で追加報告のあった陽性22件について合計に反映
・令和4年2月25日の市検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映

・令和4年2月22日の県検査分で追加報告のあった陽性13件について合計に反映
・令和4年2月23日の県検査分で追加報告のあった陽性2件及び市検査分で取下げとなった陽性1件について
合計に反映

・令和4年2月24日の県検査分で追加報告のあった陽性10件について合計に反映
・令和4年2月24日の市検査分で追加報告のあった陽性4件ついて合計に反映

・令和4年2月15日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月17日の県検査分で追加報告のあった陽性36件について合計に反映

2月20日 ・令和4年2月18日の県検査分で追加報告のあった陽性27件について合計に反映

3月2日

・令和4年2月15日の県検査分で取り下げのあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月24日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月27日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
令和4年2月28日の県検査分で追加報告のあった陽性27件について合計に反映

3月3日



修正履歴 　（別紙）

日付 修正内容

2月7日

・令和4年2月3日の県検査分で追加報告のあった陽性1を追加して合計に反映
・令和4年2月4日の県検査分で追加報告のあった陽性3件、取下げのあった1件及び市検査分で追加報告の
あった1件について合計に反映
・令和4年2月5日の県検査分で追加報告のあった陽性25及び市検査分で追加報告分の2件を追加して合計に
反映

・令和4年2月9日の県検査分で追加報告のあった陽性5件について合計に反映
・令和4年2月10日の県検査分で追加報告のあった陽性4件、市検査分で追加報告のあった4件について合計
に反映
・令和4年2月11日の県検査分で追加報告のあった陽性11件について合計に反映

・令和4年2月9日の県検査分で追加報告のあった陽性56件について合計に反映
・令和4年2月9日の市検査分で追加報告のあった陽性5件について合計に反映

・令和4年2月4日の県検査分で追加報告のあった陽性7、管轄保健所変更分1件及び市検査分で追加報告の
あった1件について合計に反映

2月13日

2月11日

2月8日
・令和4年2月5日の市検査分で追加報告のあった陽性2件と重複による欠番となった陽性1件について合計に
反映
・令和4年2月6日の県検査分で追加報告のあった陽性18件について合計に反映

2月18日

・令和4年2月12日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月15日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月16日の県検査分で追加報告のあった陽性40件について合計に反映
・令和4年1月25日の市検査分で欠番となった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月16日の市検査分で追加報告のあった陽性4件について合計に反映

2月15日

2月14日
・令和4年2月11日の県検査分で追加報告のあった陽性2件について合計に反映
・令和4年2月12日の県検査分で追加報告のあった陽性19件について合計に反映

2月10日

・令和4年2月5日の県検査分で追加報告のあった陽性4件について合計に反映
・令和4年2月6日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月8日の県検査分で追加報告のあった陽性61件について合計に反映
・令和4年2月8日の市検査分で追加報告のあった陽性7件について合計に反映

2月9日
・令和4年2月6日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月7日の県検査分で追加報告のあった陽性24件について合計に反映
・令和4年2月7日の市検査分で追加報告のあった陽性5件について合計に反映

2月6日

2月16日

・令和4年2月12日の県検査分で取り下げのあった陽性1件及びみなし陽性であった陽性3について合計に反映
・令和4年2月13日の県検査分で追加報告のあった陽性32件について合計に反映
・令和4年2月14日の県検査分でみなし陽性であった5件について合計に反映
・令和4年2月14日の市検査分で追加報告のあった陽性4件について合計に反映

2月17日

・令和4年2月10日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月13日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月14日の県検査分で追加報告のあった陽性3件について合計に反映
・令和4年2月15日の県検査分で追加報告のあった陽性48件及び市検査分で追加報告のあった陽性3件につ
いて合計に反映

2月12日

・令和4年2月5日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月9日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月10日の県検査分で追加報告のあった陽性36件及び欠番となった陽性1件について合計に
　反映
・令和4年1月19日の市検査分で欠番となった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月7日の市検査分で欠番となった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月10日の市検査分で追加で報告のあった陽性2件について合計に反映

・令和4年2月7日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月8日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月9日の市検査分で追加報告のあった陽性2件について合計に反映
・令和4年2月12日の県検査分で追加報告のあった陽性8件について合計に反映
・令和4年2月13日の県検査分で追加報告のあった陽性4件、市検査分で追加報告のあった2件について合計
に反映



修正履歴 　（別紙）

日付 修正内容

・令和4年1月19日の県検査分で重複のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月22日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月23日の市検査分で追加報告のあった陽性4件について合計に反映
・令和4年1月24日の県検査分で追加報告のあった陽性25件及び市検査分で追加報告のあった陽性3件につ
いて合計に反映
・令和4年1月25日の県検査分で追加報告のあった陽性31件及び市検査分で追加報告のあった陽性9件につ
いて合計に反映

・令和4年1月22日の県検査分で追加報告があった陰性121件について合計に反映
・令和4年1月23日の県検査分で追加報告のあった陽性2件及び陰性79件について合計に反映
・令和4年1月24日の県検査分で追加報告があった陽性32件について合計に反映
・令和4年1月23日の市検査分で追加報告があった陽性1件及び発生届の取り下げがあった1件について合計
に反映
・令和4年1月24日の市検査分で追加報告のあった陽性12件について合計に反映

1月27日

2月2日
・令和4年1月31日の県検査分で追加報告のあった陽性68件について合計に反映
・令和4年1月31日の市検査分で追加報告のあった陽性2件について合計に反映

2月3日

2月4日

・令和4年1月31日の県検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月1日の県検査分で追加報告のあった陽性5件について合計に反映
・令和4年2月2日の県検査分で追加報告のあった陽性19件、重複により欠番になった1件について合計に反映
・令和4年2月2日の市検査分で追加報告のあった陽性3件について合計に反映

2月5日

1月29日

・令和4年1月29日の県検査分で追加報告のあった陽性4件及び管轄保健所の変更により欠番となった陽性2
件について合計に反映
・令和4年1月30日の県検査分で追加報告のあった陽性31件について合計に反映

・令和4年1月28日の市検査分で重複により欠番となった1件について合計に反映
・令和4年2月1日の市検査分で重複により欠番となった1件、県検査分で追加報告のあった陽性35件について
合計に反映

・令和4年1月31日の県検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年2月3日の県検査分で追加報告のあった陽性13件について合計に反映
・令和4年2月3日の市検査分で追加報告のあった陽性1件

2月1日

1月31日

・令和4年1月25日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月26日の県検査分で取下げのあった1件について合計に反映
・令和4年1月27日の県検査分で追加報告のあった陽性1件及び取下げのあった3件について合計に反映
・令和4年1月28日の県検査分で追加報告のあった陽性4件について合計に反映
・令和4年1月29日の県検査分で追加報告のあった陽性51件及び市検査分で取下げ1件、管轄保健所変更1件
について合計に反映

1月26日

・令和4年1月26日の県検査分で追加報告のあった陽性1件及び陰性128件について合計に反映
・令和4年1月27日の県検査分で追加報告のあった陽性67件及び陰性117件について合計に反映
・令和4年1月19日の市検査分で重複のあった陽性1件について合計に反映　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
令和4年1月26日の市検査分陽性1件が陽性1件が他保健所管轄であったため修正して合計に反映
・令和4年1月27日の市検査分で発生届が取り下げになった陽性1件について合計に反映

1月30日
・令和4年1月28日の県検査分で追加報告のあった陽性53件について合計に反映
・令和4年1月28日の市検査分で重複による欠番となった陽性1件について合計に反映

1月28日

・令和4年1月22日の県検査分で重複のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月24日の県検査分で追加報告のあった陰性130件、、市検査分で追加報告のあった陽性1件につ
いて合計に反映
・令和4年1月25日の県検査分で追加報告のあった陽性1件、陰性124件、市検査分で追加報告のあった陽性7
件について合計に反映
・令和4年1月26日の県検査分で他保健所管轄であった陽性5件、市検査分で追加報告のあった陽性9件につ
いて合計に反映



修正履歴 　（別紙）

日付 修正内容

・令和4年1月13日の県検査分で追加報告があった陽性4件について合計に反映
・令和4年1月13日の市検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月14日の県検査分で追加報告があった陽性5件及び陰性15件について合計に反映
・令和4年1月14日の市検査分の陽性1件が他保健所管轄分であたっため、修正して合計に反映

1月19日
・令和4年1月17日の県検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月17日の市検査分で追加報告のあった陽性8件について合計に反映

1月16日

1月23日

・令和4年1月20日の県検査分で追加報告があった陽性11件について合計に反映
・令和4年1月21日の県検査分で追加報告のあった陽性6件について合計に反映
・令和4年1月21日の市検査分で追加報告のあった陽性12件について合計に反映
・令和4年1月21日の市検査分で重複により欠番となった陽性1件について合計に反映

1月17日

1月22日

1月24日

1月15日

11月8日 令和3年11月5日の市検査分で発生届が取り下げられた1件ついて合計に反映

10月23日 令和3年10月20日の市検査分で発生届が取り下げられた2件ついて合計に反映

1月11日
・令和4年1月8日の県検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月8日の市検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映

1月13日
・令和4年1月10日の市検査分で追加報告があった陽性2件について合計に反映
・令和4年1月11日の市検査分で追加報告があった陽性5件について合計に反映

1月14日 ・令和4年1月12日の市検査分で追加報告であった陽性1件について合計に反映

1月9日 令和4年1月7日の県検査分で追加報告があった陽性１件について合計に反映

・令和4年1月18日の県検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月19日の県検査分で追加報告のあった陰性97件について合計に反映
・令和4年1月20日の県検査分で追加報告のあった陽性13件、陰性94件について合計に反映
・令和4年1月20日の市検査分で追加報告のあった陽性4件、誤りがあった2件について合計に反映

・令和4年1月18日の県検査分で追加報告があった陽性3件、本日取下げのあった3件について合計に反映
・令和4年1月17日の市検査分で追加報告のあった陽性1件、同年１月18日に追加報告のあった陽性4件につ
いて合計に反映
・令和4年1月17日の市検査分の陽性1件、同年1月18日市検査分の2件が誤りであったため修正して合計に反
映

・令和4年1月15日の県検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月18日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月21日の県検査分で追加報告があった陽性2件について合計に反映
・令和4年1月22日の県検査分で追加報告があった陽性2件について合計に反映
・令和4年1月23日の県検査分で追加報告のあった陽性21件について合計に反映
・令和4年1月23日の市検査分で追加報告のあった陽性4件、他保健所管轄であった1件を修正して合計に反
映

・令和4年1月14日の県検査分で発生届が取り下げられた1件ついて合計に反映
・令和4年1月12日の市検査分で追加報告であった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月13日の市検査分で追加報告があった陽性3件について合計に反映

・令和4年1月15日の県検査分で追加報告があった陽性6件及び陰性85件について合計に反映
・令和4年1月14日の市検査分で追加報告があった陽性3件について合計に反映
・令和4年1月15日の市検査分の陽性1件が誤りであったため修正して合計に反映

1月20日

1月18日

･令和4年1月15日の県検査分で追加報告があった陽性4件について合計に反映
・令和4年1月15日の市検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月16日の県検査分で追加報告があった陽性4件及び陰性208件について合計に反映
・令和4年1月16日の市検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映

・令和4年1月21日の県検査分で追加報告があった陰性146件について合計に反映
・令和4年1月22日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月21日の市検査分で追加報告があった陽性1件、また陽性1件が他保健所管轄であったため修正
して合計に反映
・令和4年1月22日の市検査分で追加報告のあった陽性4件について合計に反映

1月25日

1月21日
・令和4年1月17日の県検査分で追加報告があった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月19日の県検査分で追加報告のあった陽性1件について合計に反映
・令和4年1月19日の市検査分で追加報告のあった陽性6件について合計に反映



修正履歴 　（別紙）

日付 修正内容

9月10日

令和3年10月14日の県検査分で追加報告があった陽性１件について合計に反映

令和3年10月15日の県検査分で追加報告があった陰性76件について合計に反映

9月28日

10月17日

10月16日

令和3年9月25日に掲載した修正内容について
「県検査分」が「市検査分」の誤りであったため、修正して合計に反映

9月14日 令和３年9月11日の市検査分で発生届が取り下げられた１件について合計に反映

令和３年８月２３日の県検査分で追加報告があった陽性１件及び８月２４日の県検査分で修正のあった陽性１
件について合計に反映

令和３年９月３日の県検査分で追加報告があった陽性１件及び９月４日の県検査分で追加報告があった陽性1
件について合計に反映

令和３年９月8日の県検査分で追加報告があった陽性１件について合計に反映

9月22日 令和3年9月20日の市検査分で追加報告があった陽性2件について合計に反映

9月24日

9月30日

10月18日

令和３年８月２０日の県検査分で追加報告があった陰性２９２件について合計に反映

9月26日

10月6日

令和3年9月25日の県検査分で追加報告があった陽性１件について合計に反映

令和3年10月1日の市検査分で発生届が取り下げられた1件について合計に反映

8月31日
令和３年８月２６日の県検査分で追加報告があった陽性１件及び８月２９日の県検査分で追加報告があった陽
性1件について合計に反映

8月30日

令和3年9月27日の県検査分で発生届が取り下げられた1件について合計に反映

9月25日

令和3年9月22日の市検査分で追加報告があった陰性11件について合計に反映

令和3年9月23日の県検査分で発生届が取り下げられた1件について合計に反映

令和3年9月1日の県検査分で修正のあった陽性１件について合計に反映

8月17日 令和３年８月１５日の県検査分で追加報告があった陽性１件について合計に反映

令和３年９月７日の県検査分で追加報告があった陽性１件について合計に反映

8月21日

8月27日 令和３年８月２５日の市検査分で追加報告があった陽性１件について合計に反映

8月25日 令和３年８月２３日の市検査分で発生届が取り下げられた１件について合計に反映

令和３年８月３１日の県検査分で追加報告があった陽性１件について合計に反映

9月1日

9月5日

8月25日

8月26日

8月29日

・令和3年8月28日の県検査分で追加報告があった陰性8件について合計に反映
・令和3年8月29日の県検査分で追加報告があった陰性184件について合計に反映
・令和3年8月30日の県検査分で追加報告があった陽性2件及び陰性88件について合計に反映

9月6日

・令和3年9月1日の市検査分で追加報告があった陽性１件について合計に反映
・令和3年9月3日の県検査分で追加報告があった陽性１件について合計に反映

令和３年８月２７日の県検査分で追加報告があった陽性３件について合計に反映

令和３年８月２８日の県検査分で追加報告があった陽性１件について合計に反映

8月20日
令和３年８月１８日の県検査分で追加で報告のあった陽性１件、修正となった陽性１件及び追加で報告のあっ
た陰性８３件について合計に反映。
令和３年８月１８日の市検査分で発生届が取り下げられた１件について合計に反映。

9月3日

令和3年10月16日の市検査分で発生届が取り下げられた1件ついて合計に反映

9月2日

8月28日 令和３年８月２６日の県検査分で追加報告があった陽性４件について合計に反映

令和３年８月２３日の県検査分で追加報告があった陽性１件について合計に反映

8月22日

8月26日

令和３年８月２４日の市検査分で発生届が取り下げられた１件について合計に反映

令和３年８月１９日の県検査分で追加で報告のあった陽性２件、修正となった陽性１件について合計に反映

令和３年８月２１日の県検査分で追加報告があった陽性３件及び陰性７件について合計に反映8月23日

9月7日 令和３年９月５日の県検査分で発生届が取り下げられた１件について合計に反映

9月9日



修正履歴 　（別紙）

日付 修正内容

令和３年８月3日の県検査分で修正のあった陰性１件及び追加報告のあった陽性1件について合計に反映

8月14日

令和３年７月１９日の市検査分で発生届が取り下げられた１件について合計に反映7月22日

7月28日 令和３年７月２１日の県検査分で修正のあった陰性８件について合計に反映

7月28日 令和３年７月２２日の県検査分で修正のあった陰性１件について合計に反映

7月28日 令和３年７月２３日の県検査分で追加報告があった陽性１件及び修正のあった陰性１件について合計に反映

7月28日 令和３年７月２４日の県検査分で追加報告があった陰性４件について合計に反映

7月28日 令和３年７月２６日の県検査分で追加報告があった陽性１件及び陰性２９件について合計に反映

8月2日 令和３年７月３０日の県検査分で発生届が取り下げられた１件について合計に反映

8月16日 令和３年８月１３日の市検査分で発生届が取り下げられた１件について合計に反映

令和３年８月６日の市検査分で発生届が取り下げられた１件について合計に反映8月12日

8月4日 令和３年８月１日の県検査分で修正のあった陰性１件について合計に反映

8月5日

8月16日 令和３年８月１４日の県検査分で追加報告があった陽性２件について合計に反映

令和３年８月１２日の県検査分で追加報告があった陽性４件及び陰性１４３件について合計に反映

7月13日 令和３年７月９日の県検査分で発生届が取り下げられた１件について合計に反映


