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記 者 発 表  

 

 

新型コロナウイルス感染症発生報告・第１７１報 

 
 
新型コロナウイルスの検査により、新たに県内で８名が陽性であることが判明しました。 

 
 
１ 患者の状況  
 
（１）別添資料の５１の濃厚接触者（別添資料の５１－２） 
  ① 患者の住所等 
    住 所 和歌山県 
    性別等 男性／２０代 
 

② 経過 
７月２５日 濃厚接触者として保健所で検体採取 
７月２６日 新型コロナウイルス検査陽性が判明 

    ７月２７日 医療機関Ａに入院 
 

③ 現在の病状 
    医療機関Ａに入院中、無症状 
  
  ④ 対応 
    保健所が調査中 

 

 
（２）別添資料の５７の濃厚接触者（別添資料の５７－１） 
  ① 患者の住所等 
    住 所 和歌山県 
    性別等 女性／４０代 
 

② 経過 
７月２５日 濃厚接触者として医療機関Ｂで検体採取 
７月２６日 新型コロナウイルス検査陽性が判明 
７月２７日 医療機関Ａに入院 

 
③ 現在の病状 

    医療機関Ａに入院中、無症状 
  
  ④ 対応 

    保健所が調査中 

 

 

（３）別添資料の５７の濃厚接触者（別添資料の５７－２） 

  ①患者の住所等 

    住 所 和歌山県和歌山市 

    性別等 男性／１０代 

 

  ②経過７月２５日 濃厚接触者として和歌山市保健所で検体採取 

     ７月２６日 新型コロナウイルス検査陽性が判明 

７月２７日 医療機関Ｃに入院 

 

  ③ 現在の病状 

    医療機関Ｃに入院中、無症状 

  



  ④ 対応 

    和歌山市保健所が調査中 

 

 
（４）別添資料の６２ 
  ① 患者の住所等 
    住 所 和歌山県 
    性別等 女性／２０代 
 

② 経過 
７月２２日 発熱（３８．８度）、頭痛、全身倦怠感 
７月２３日 発熱（３７度台後半）、全身倦怠感 
７月２４日 解熱 
７月２５日 咽頭痛、胸痛、 

医療機関Ｄ受診、検体採取 
７月２６日 咽頭痛 

新型コロナウイルス検査陽性が判明 
７月２７日 医療機関Ｂに入院 

 
③ 現在の病状 

    医療機関Ｂに入院中、病状は安定 
  
  ④ 対応 
    保健所が調査中 
 
 
（５）別添資料の６３ 
  ① 患者の住所等 
    住 所 和歌山県和歌山市 
    性別等 男性／３０代 
 

② 経過 
７月２２日 発熱（３８．７度）、全身倦怠感 
７月２４日 嗅覚異常 
７月２５日 発熱(３７．９度)、嗅覚異常 

医療機関Ｅを受診、検体採取 
７月２６日 解熱、嗅覚異常 

新型コロナウイルス検査陽性が判明 
７月２７日 医療機関Ｅに入院 

 
③ 現在の病状 

    医療機関Ｅに入院中、病状は安定 
  
  ④ 対応 
    和歌山市保健所が調査中 

 

 
（６）別添資料の６４ 
  ① 患者の住所等 
    住 所 和歌山県和歌山市 
    性別等 女性／１０代 
 

② 経過 
   ７月１６日 発熱（４０．４度）、頭痛、全身倦怠感 

７月１７日 発熱（３８度） 
医療機関Ｅを受診 
検体採取、マイコプラズマ(＋)、新型コロナウイルス検査陰性 

７月１８日 発熱（３７．０度） 
７月１９日 解熱 
７月２０日 医療機関Ｅ受診 

   ７月２３日 発熱（３９度） 
７月２４日 発熱（３８度） 
７月２５日 発熱（３７度台） 

医療機関Ｅ受診、検体採取 



   ７月２６日 発熱（３７．２度）、新型コロナウイルス検査陽性が判明 
    ７月２７日 医療機関Ｅに入院 
 

③ 現在の病状 
    医療機関Ｅに入院中、病状は安定 
  
  ④ 対応 

    和歌山市保健所が調査中 
 
 
（７）別添資料の６５ 
  ① 患者の住所等 
    住 所 和歌山県和歌山市 
    性別等 男性／２０代 
 

② 経過 
７月２３日 発熱（３８度台後半）、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、喀痰 
７月２４日 発熱（３８度以上）、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛 
７月２５日 解熱、嘔吐、頭痛、下痢、嗅覚異常 

 濃厚接触者として医療機関Ｃを受診、検体採取 
７月２６日 嘔気、頭痛、下痢、味覚低下、嗅覚異常 

新型コロナウイルス検査陽性が判明 
    ７月２７日 医療機関Ｃに入院 
 

③ 現在の病状 
    医療機関Ｃに入院中、病状は安定 
  
  ④ 対応 

    和歌山市保健所が調査中 

 

 
（８）別添資料の６５の濃厚接触者（別添資料の６５－１） 
  ① 患者の住所等 
    住 所 和歌山県和歌山市 
    性別等 男性／２０代 
 

② 経過 
７月２３日 咳 
７月２４日 咳 
７月２５日 発熱（３７．９度）、咳、全身倦怠感 
      濃厚接触者として医療機関Ｆを受診後、医療機関Ｅで検体採取 
７月２６日 発熱（３８．５度）、全身倦怠感 

新型コロナウイルス検査陽性が判明 
７月２７日 医療機関Ｇに入院 

 
③ 現在の病状 

    医療機関Ｇに入院中、病状は安定 
  
  ④ 対応 

    和歌山市保健所が調査中 

 

 

２ これまでの発表情報に関する追加情報 

 

（１）別添資料の４６ 

    退院基準を満たしたため、本日退院 

 

 

 

 

 



 ◇ 県内の状況 

 

 
 
 
３ 重要なお知らせ 
 
・ 感染者が確認されている県外に行かれてから、２週間以内に発熱や咳などが続く場合は、最寄 
りの保健所やかかりつけ医にご相談ください。 
 

・ 感染予防対策がされているところで飲食されるようにお願いします。飲食をともにされた方で 
発熱などの体調不良が見られた場合は、保健所やかかりつけ医にご相談ください。 
 

・ 発熱や咳などの体調不良がある場合は、通勤、通学をしないようにお願いします。また、前日 
に同様の症状があった場合、当日に症状が消失していても、通勤、通学は無理をしないように 
お願いします。 
 
 

★プライバシーの保護については、十分な御配慮をお願いいたします。 
施設等での取材はご遠慮ください。 

 
 担 当 課  和歌山県健康推進課 

 担 当 者  並川・花光 

 電話(直通)  073-441-2643 

 

現在感染者数（令和２年７月２７日　１３時時点） 感染者数累計

うち
新規感染

うち
入院治療中

うち
健康観察中

うち
社会復帰

38 8 30 88 27 61 3 8 130

＊ＮＯ．６１の方については、本県で入院しないため、「入院中の方」には含めません。

累　計

A＋B＋C

入院中の方
（予定を含む）

A

退院済の方
（予定を含む）

B

亡くなられた方

C

新規感染



新型コロナウイルス　県内の状況
１．現在感染者数 （令和２年７月27日 13時時点） 感染者数累計

うち
新規感染

うち
入院治療中

うち
健康観察中

うち
社会復帰

38 8 30 88 27 61 3 8 130

※No.61の方については、本県で入院しないため、「入院中の方」には含めません。

入院中の方
（予定を含む）

A

退院済の方
（予定を含む）

B

亡くなられた方

C

新規感染 累　計

A＋B＋C

前回 今回 累計 検査結果（累計）

陽性：１３０名

陰性：５，５９５名
全体 5,725名5,662名 63名

２．県内検査実施状況（2/13～7/26） ３．県庁健康推進課　専用電話相談窓口の相談件数

　　（2/14～7/26） 8,808件

４．陽性者の状況（詳細）

検査実施日
・結果

7/26

４０） 　県内在住者 女 ４０代 7/17 7/24 退院 あり
40)-1 濃厚接触者（同居家族） 女 ２０代 7/18 7/25 退院 あり

40)-3 濃厚接触者（40-1の友人） 女 １０代 7/20 7/25 退院
40)-4 濃厚接触者（40-1の友人） 女 １０代 7/20 入院中 無症状

40)-2 濃厚接触者（利用者） 女 ８０代 7/20 入院中 状態安定
４４） 　県内在住者 男 ６０代 7/20 入院中 状態安定

44)-1 濃厚接触者（友人） 男 ６０代 7/21 入院中 状態安定
44)-2 濃厚接触者（友人） 男 ５０代 7/23 入院中 状態安定
44)-3 濃厚接触者（友人） 男 ５０代 7/23 入院中 無症状

４５） 　県内在住者 男 １０代 7/21 入院中 状態安定 あり
４６） 　県内在住者 女 ３０代 7/21 7/27 退院
４７） 　県内在住者 男 ５０代 7/22 入院中 重症 あり
４８） 　県内在住者 女 ２０代 7/22 入院中 状態安定

48)-1 濃厚接触者（同居者） 女 ２０代 7/23 入院中 状態安定
48)-2 濃厚接触者（同居者） 女 ２０代 7/23 入院中 無症状
48)-3 濃厚接触者（同居者） 女 ２０代 7/23 入院中 状態安定
48)-4 濃厚接触者（同僚） 女 ４０代 7/24 入院中 状態安定 あり

４９） 　県内在住者 男 ２０代 7/22 入院中 状態安定
５０） 　県内在住者 男 ５０代 7/22 入院中 状態安定 あり
５１） 　県内在住者 男 ２０代 7/23 入院中 状態安定

51)-1 濃厚接触者（友人） 男 ２０代 7/26 入院中 状態安定
51)-2 濃厚接触者（友人） 男 ２０代 （＋） 7/27 7/27 入院 無症状

５２） 　県外在住者 男 ２０代 7/23 入院中 状態安定
５３） 　県内在住者 男 ５０代 7/23 入院中 重症 あり

53)-1 濃厚接触者（友人） 男 ６０代 7/24 入院中 無症状
53)-2 濃厚接触者（関係者） 男 ５０代 7/26 入院中 状態安定

５４） 　県内在住者 男 ７０代 7/23 入院中 無症状
５５） 　県外在住者 男 １０代 7/24 入院中 状態安定
５６） 　県内在住者 女 ５０代 7/25 入院中 状態安定 あり
５７） 　県内在住者 男 １０代 7/25 入院中 状態安定

57)-1 濃厚接触者（同居家族） 女 ４０代 （＋） 7/27 7/27 入院 無症状
57)-2 濃厚接触者（友人） 男 １０代 （＋） 7/27 7/27 入院 無症状

５８） 　県内在住者 女 ６０代 7/25 入院中 状態安定 あり
58)-1 濃厚接触者（同居家族） 男 ７０代 7/26 入院中 無症状

５９） 　県内在住者 男 ６０代 7/25 入院中 状態安定 あり
59)-1 濃厚接触者（関係者） 男 ４０代 7/26 入院中 状態安定 あり

６０） 　県内在住者 男 ２０代 7/26 入院中 状態安定
６１） 　県外在住者 女 ５０代 7/26 県外の自宅へ

６２） 　県内在住者 女 ２０代 （＋） 7/27 7/27 入院 状態安定
６３） 　県内在住者 男 ３０代 （＋） 7/27 7/27 入院 状態安定
６４） 　県内在住者 女 １０代 （＋） 7/27 7/27 入院 状態安定
６５） 　県内在住者 男 ２０代 （＋） 7/27 7/27 入院 状態安定

65)-1 濃厚接触者（同僚） 男 ２０代 （＋） 7/27 7/27 入院 状態安定
※特記事項欄の「重症」には酸素投与を含む

特記事項 肺炎像
（過去も含む）

性別 年代 発表日 状態

★プライバシーの保護については、十分な御配慮をお願いいたします。施設等での取材は御遠慮ください。


