
 日時：令和４年４月７日（木）

 議題：

（１）新規クラスターの発生について

（２）その他

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第１６２回）

（持ち回り開催）
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発生施設等 特定
施設 所在地等 陽性者数 陽性者

確認日

106 県⽴岩美⾼等学校の寮及び部活動（学校間
交流を含む） ○ 岩美町 24名 4/3〜5

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利⽤していた施設及び参加してい
た催物で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（５人以上の
患者集団）が以下のとおり発生したことが、4/6（水）に確認されたため、条
例に基づき対応する。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況
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２ 患者対応
陽性者は、在宅療養または宿泊療養を⾏う。

１ クラスターと認められた施設・催物及び陽性者数

※発⽣要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を⾏う。



クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（106例目）
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県⽴岩美⾼等学校の寮及び部活動（学校間交流を含む）
陽性者数 所在地等

24名（寮及び部活動の関係者） 岩美町
まん延防止のための措置（第６条）
・学校は、保健所の指⽰に基づき感染拡⼤防⽌に協⼒している。
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての関係者に連絡の上、名簿を保健所に提出し、保

健所はその名簿に基づき全ての者の検査を実施した。
・県は条例に基づき、学校に調査への協⼒と感染拡⼤防⽌措置の実施を求めた。
→ 部活動については、４/２（⼟）以降、活動を⾏っていない。
→ 寮については、「学校寮における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を順守

するよう指導を⾏った。また、施設の性質を考慮し、保健所の指導に基づき消毒及び感
染防⽌対策を⾏い、施設運営を継続している。

公表について（第７条）

・県教育委員会は、当該⾼等学校で陽性者が発生したことを公表済み。

必要な措置の勧告及び県の対応（第８条）
今後、「学校寮における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を参酌し、クラス

ター対策特命チーム及び⿃取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの⽴ち⼊りを⾏い、
感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。



鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）
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（まん延防⽌のための措置）
第６条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使⽤人その他の従業者⼜はその利
⽤者若しくは当該施設を使⽤して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、
所有者、若しくは管理者⼜は当該施設を使⽤して催物を開催する者（以下「施設使⽤者」という。）は、直ちに、感染
症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部⼜は一部の使⽤を停⽌する
とともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協⼒（全ての従業者、利⽤者⼜は参加者に対する連絡を含む。）し、
及び当該施設⼜は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を防⽌するための適切な措置を講じなければなら
ない。
２ 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使⽤人その他
の従業者⼜はその利⽤者若しくは当該施設を使⽤して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、
施設使⽤者は、県と協議の上、直ちに当該施設⼜は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を防⽌するため
の適切な措置を講ずるものとする。

（公表）
第７条 知事は、県内の施設において、施設使⽤者若しくはこれらの使⽤人その他の従業者⼜はその利⽤者若しくは当
該施設を使⽤して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のま
ん延を防⽌するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設⼜は催物の名称その他のクラスターが発生した
施設⼜は催物を特定するために必要な事項及び当該施設⼜は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。
ただし、施設使⽤者の協⼒によりクラスターが発生した施設⼜は催物の全ての従業者、利⽤者⼜は参加者に対して直ち
に個別に連絡を⾏った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）
第８条 知事は、第６条第１項に規定する場合において、施設使⽤者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切
な措置をとらないときは、当該施設使⽤者に対し、期間を定めて当該施設の全部⼜は一部の使⽤の停⽌その他の当該施
設⼜は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を防⽌するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよ
う勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設⼜は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染
拡⼤を防⽌するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中⽌しなけれ
ばならない。
3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協⼒⾦の給付、前条第1項⼜は第
4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中⽌をするときは、業種⼜は施設の種別ご
とに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を予防するための対策に関する指針で
あって知事が別に指定するものを参酌するものとする。



新年度を迎える今こそ
体調管理、換気や消毒の徹底をお願いします！

福祉施設（保育所・高齢者施設）や寮で……

 体調不良者の通所や勤務

 歯ブラシ、コップを密接して保管

 共有スペースでの適切な距離の確保やパーティションの設置がない

 手指消毒、施設内消毒の頻度が低い、濃度が適切でない消毒液の使用など、消毒方法が不

十分 （例：濃度50%のアルコール消毒液→７０％以上のものが適切）

最近の集団感染事例で見られた感染リスクの高い行動等

スポーツジム・スポーツイベント・部活で……

 換気が不十分な更衣室を同一のタイミングで多くの利用者が使用

 声を出す場面や集合する場面での適切な距離の不足、マスク着用の不徹底
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飲食店で……

 パーティションなど感染対策備品の使用方法の誤り

 利用客のマスク着用の不徹底

 飛沫対策や換気が不十分な環境でのカラオケの利用や喫煙



人権配慮に係る県民へのメッセージ

感染者自身のほか、関係先や立ち寄り先などに対する誹謗中傷や、不確かな情報を基にした情報の発
信・拡散や詮索などの不当な行為は、人権を侵害する行為です。このような行為は絶対に行わず、地域
全体で感染者等を温かく包み込むように支えましょう。

感染者や関係先に対する、心ない言動や誹謗中傷、いじめ、詮索などの行為は、
絶対にしないようにしましょう。

私たちはウイルスと闘っています。皆が思いやりの気持ちを持ち、お
互い「ただいま」「おかえり」と笑顔で言い合える人の輪を「地域」「家
庭」「職場・学校」に広げていきましょう。

本県では、インターネットによる誹謗中傷等のサーベイランスを行っています。

確認された誹謗中傷等の画像や文章は、保存し、被害者の訴訟時の証拠として本人の求めに応じて提
供します。また、県と弁護士会、県警、法務局の４者連携による「新型コロナ関連誹謗中傷等に関する相
談支援連絡会」で事例発生時等に支援を行います。

ワクチン接種をしていない方に対する、差別的行為は絶対にしないようにしましょう。

ワクチン接種をしていない方への差別的行為も人権を侵害する行為です。ワクチン接種は本人の意思に
基づくものであり、病気など様々な理由でワクチン接種をできない方もいらっしゃいます。接種の強制はし
ないようにしましょう。

今回のクラスター事案の陽性者を特定するような詮索などの行
為は絶対にやめましょう。
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日・症状 検査実施

4月1日 4月2日 管内3854例目
（県内9436例目） 鳥取市 3/30 咳 医療機関を受診し抗原定量検査

4月1日 4月2日 管内3855例目
（県内9437例目） 鳥取市 3/30 発熱、咽頭痛 医療機関を受診しPCR検査

4月1日 4月2日 管内3856例目
（県内9438例目） 鳥取市 3/30 咳 医療機関を受診しPCR検査

4月1日 4月2日 管内3857例目
（県内9439例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者として抗原定量検査

4月1日 4月2日 管内3858例目
（県内9440例目） 鳥取市 3/31 嘔吐、喉イガイガ 医療機関を受診しPCR検査

4月1日 4月2日 管内3859例目
（県内9441例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3860例目
（県内9442例目） 鳥取市 3/30 倦怠感、咽頭痛 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3861例目
（県内9443例目） 鳥取市 4/1

発熱、悪寒、咽頭痛、頭
痛 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3862例目
（県内9444例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3863例目
（県内9445例目） 鳥取市 3/27 咽頭痛、咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3864例目
（県内9446例目） 鳥取市 3/24 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3865例目
（県内9447例目） 鳥取市 3/30 鼻水 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3866例目
（県内9448例目） 鳥取市 3/31 発熱、咽頭痛、関節痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月1日 4月2日 管内3867例目
（県内9449例目） 鳥取市 3/31

発熱、体の痛み、頭痛、
鼻水、喉の違和感 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3868例目
（県内9450例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3869例目
（県内9451例目） 鳥取市 3/30 発熱、目が潤んでいて

顔が赤い
医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月1日 4月2日 管内3870例目
（県内9452例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3871例目
（県内9453例目） 鳥取市 3/31 咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

＜鳥取市保健所管内：管内3854～4074例目（県内9436～9846例目）＞

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日・症状 検査実施

4月1日 4月2日 管内3872例目
（県内9454例目）

鳥取市 3/31 発熱、咳、咽頭痛、倦怠
感

医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月1日 4月2日 管内3873例目
（県内9455例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3874例目
（県内9456例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3875例目
（県内9457例目） 鳥取市 3/31 発熱、頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月1日 4月2日 管内3876例目
（県内9458例目） 鳥取市 4/1 咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3877例目
（県内9459例目） 鳥取市 3/30 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月1日 4月2日 管内3878例目
（県内9460例目） 鳥取市 3/31 倦怠感、発熱、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月1日 4月2日 管内3879例目
（県内9461例目）

鳥取市 3/31 発熱、倦怠感、体の痛
み

県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3880例目
（県内9462例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3881例目
（県内9463例目）

鳥取市 3/31 発熱、喉の痛み 医療機関を受診しPCR検査

4月1日 4月2日 管内3882例目
（県内9464例目） 鳥取市 無症状 県の無料PCR検査（県内陽性者の濃厚接触者）

4月1日 4月2日 管内3883例目
（県内9465例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3884例目
（県内9466例目）

鳥取市 4/1 発熱、痰、喉の違和感 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3885例目
（県内9467例目） 鳥取市 3/31 喉の痛み 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3886例目
（県内9468例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3887例目
（県内9469例目） 鳥取市 3/31 筋肉痛、咽頭痛 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3888例目
（県内9470例目） 鳥取市 3/31 咽頭痛 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3889例目
（県内9471例目） 鳥取市 3/29 咳、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日・症状 検査実施

4月1日 4月2日 管内3890例目
（県内9472例目）

鳥取市 3/31 発熱、咽頭痛、倦怠感 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月1日 4月2日 管内3891例目
（県内9473例目） 鳥取市 3/31

発熱、咳、喉の痛み、頭
痛

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月1日 4月2日 管内3892例目
（県内9474例目）

鳥取市 3/29 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月1日 4月2日 管内3893例目
（県内9475例目） 鳥取市 3/31 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3894例目
（県内9476例目） 鳥取市 3/30 発熱、咳、喉の違和感 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3895例目
（県内9477例目） 鳥取市 3/30 鼻水、鼻閉、くしゃみ

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月1日 4月2日 管内3896例目
（県内9478例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3897例目
（県内9479例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3898例目
（県内9480例目） 鳥取市 3/31 咽頭痛 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3899例目
（県内9481例目）

鳥取市 3/31 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月1日 4月2日 管内3900例目
（県内9482例目） 鳥取市 3/31 頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3901例目
（県内9483例目） 鳥取市 3/29 鼻水 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3902例目
（県内9484例目） 鳥取市 3/31

発熱、咽頭痛、倦怠感、
食欲低下 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月1日 4月2日 管内3903例目
（県内9485例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3904例目
（県内9486例目）

鳥取市 3/31 喉違和感、悪寒、発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月1日 4月2日 管内3905例目
（県内9487例目） 鳥取市 3/30 咳、鼻水 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3906例目
（県内9488例目）

鳥取市 3/25 頭痛、咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3907例目
（県内9489例目） 鳥取市 3/28 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日・症状 検査実施

4月1日 4月2日 管内3908例目
（県内9490例目）

鳥取市 3/27 咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3909例目
（県内9491例目） 鳥取市 3/27 咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3910例目
（県内9492例目）

鳥取市 3/27 咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月1日 4月2日 管内3911例目
（県内9493例目） 鳥取市 3/31 咳 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月1日 4月2日 管内3912例目
（県内9541例目） 鳥取市 3/31 咳 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月2日 4月3日 管内3913例目
（県内9571例目） 鳥取市 4/1 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月2日 4月3日 管内3914例目
（県内9572例目） 鳥取市 3/29 咽頭痛、鼻水 県の無料PCR検査

4月2日 4月3日 管内3915例目
（県内9573例目）

鳥取市 無症状 県の無料PCR検査

4月2日 4月3日 管内3916例目
（県内9574例目） 鳥取市 3/30 倦怠感、鼻水 医療機関を受診しPCR検査

4月2日 4月3日 管内3917例目
（県内9575例目）

鳥取市 3/29 喉イガイガ 医療機関を受診しPCR検査

4月2日 4月3日 管内3918例目
（県内9576例目） 鳥取市 無症状 県の無料PCR検査

4月2日 4月3日 管内3919例目
（県内9577例目） 鳥取市 無症状 県の無料PCR検査

4月2日 4月3日 管内3920例目
（県内9578例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3921例目
（県内9579例目） 鳥取市 3/31 咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月2日 4月3日 管内3922例目
（県内9580例目）

鳥取市 3/31 咳 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月2日 4月3日 管内3923例目
（県内9581例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3924例目
（県内9582例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3925例目
（県内9583例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日・症状 検査実施

4月2日 4月3日 管内3926例目
（県内9584例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3927例目
（県内9585例目） 鳥取市 3/27 咽頭痛、咳 医療機関を受診しPCR検査

4月2日 4月3日 管内3928例目
（県内9586例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3929例目
（県内9587例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3930例目
（県内9588例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3931例目
（県内9589例目） 鳥取市 4/1 発熱、咽頭痛、寒気

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月2日 4月3日 管内3932例目
（県内9590例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3933例目
（県内9591例目）

鳥取市 4/1 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3934例目
（県内9592例目） 鳥取市 4/1 発熱 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3935例目
（県内9593例目）

鳥取市 4/2 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3936例目
（県内9594例目） 鳥取市 ― 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3937例目
（県内9595例目） 鳥取市 4/1 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3938例目
（県内9596例目） 鳥取市 3/25 喉の痛み 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3939例目
（県内9597例目） 鳥取市 4/2 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3940例目
（県内9598例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3941例目
（県内9599例目） 鳥取市 4/2 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3942例目
（県内9600例目）

鳥取市 3/18 発熱、咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3943例目
（県内9601例目） 鳥取市 4/2 喘息 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日・症状 検査実施

4月2日 4月3日 管内3944例目
（県内9602例目） 鳥取市 3/31 咽頭痛

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月2日 4月3日 管内3945例目
（県内9603例目）

鳥取市 4/1 下痢 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月2日 4月3日 管内3946例目
（県内9604例目）

鳥取市 4/1 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月2日 4月3日 管内3947例目
（県内9605例目） 鳥取市 4/1 発熱、関節痛

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月2日 4月3日 管内3948例目
（県内9606例目） 鳥取市 4/1 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月2日 4月3日 管内3949例目
（県内9607例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3950例目
（県内9608例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3951例目
（県内9609例目）

鳥取市 3/31 痰 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3952例目
（県内9610例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3953例目
（県内9611例目）

鳥取市 4/1 咽頭痛、頭痛、倦怠感 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3954例目
（県内9612例目） 鳥取市 4/2 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3955例目
（県内9613例目）

鳥取市 4/2 発熱、咳、倦怠感 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月2日 4月3日 管内3956例目
（県内9614例目） 鳥取市 4/2 咽頭痛、鼻水 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3957例目
（県内9615例目）

鳥取市 4/2 咳、咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3958例目
（県内9616例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月2日 4月3日 管内3959例目
（県内9617例目） 鳥取市 無症状 県の無料PCR検査

4月2日 4月3日 管内3960例目
（県内9618例目）

鳥取市 無症状 県の無料PCR検査

4月2日 4月3日 管内3961例目
（県内9619例目） 鳥取市 3/29 咽頭痛 医療機関を受診しPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）



13

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日・症状 検査実施

4月2日 4月3日 管内3962例目
（県内9620例目）

鳥取市 4/2 発熱、倦怠感、息苦しい、
関節痛

医療機関を受診しPCR検査

4月3日 4月4日 管内3963例目
（県内9621例目） 鳥取市 4/3

発熱、頭痛、嘔気、関節
痛 医療機関を受診し抗原定性検査

4月3日 4月4日 管内3964例目
（県内9622例目）

鳥取市 4/3 咽頭痛、声のかすれ 医療機関を受診し抗原定量検査

4月3日 4月4日 管内3965例目
（県内9623例目） 鳥取市 4/2 咽頭痛 医療機関を受診しPCR検査

4月3日 4月4日 管内3966例目
（県内9624例目） 鳥取市 4/2 咽頭痛 医療機関を受診し抗原定量検査

4月3日 4月4日 管内3967例目
（県内9625例目） 鳥取市 4/2 発熱、咳、頭痛

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月3日 4月4日 管内3968例目
（県内9626例目） 鳥取市 4/2 発熱、咳、頭痛

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月3日 4月4日 管内3969例目
（県内9627例目）

鳥取市 4/2 発熱、咽頭痛、倦怠感、
咳

医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月3日 4月4日 管内3970例目
（県内9628例目） 鳥取市 4/1 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月3日 4月4日 管内3971例目
（県内9629例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月3日 4月4日 管内3972例目
（県内9630例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月3日 4月4日 管内3973例目
（県内9631例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月3日 4月4日 管内3974例目
（県内9632例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月3日 4月4日 管内3975例目
（県内9633例目） 鳥取市 4/2 発熱、頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月3日 4月4日 管内3976例目
（県内9634例目）

鳥取市 4/3 喉の違和感 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月3日 4月4日 管内3977例目
（県内9635例目） 鳥取市 4/2 咳、痰のからみ

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月3日 4月4日 管内3978例目
（県内9636例目）

鳥取市 3/30 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月3日 4月4日 管内3979例目
（県内9637例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日・症状 検査実施

4月3日 4月4日 管内3980例目
（県内9638例目）

鳥取市 4/2 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月3日 4月4日 管内3981例目
（県内9639例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月3日 4月4日 管内3982例目
（県内9640例目）

鳥取市 3/31 鼻水 県の無料PCR検査

4月3日 4月4日 管内3983例目
（県内9641例目） 鳥取市 3/31 発熱

医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査（1回
陰性後再検査）

4月3日 4月4日 管内3984例目
（県内9672例目） 鳥取市 4/3 発熱、鼻水、脱力感 医療機関を受診しPCR検査（１回陰性後再検査）

4月4日 4月5日 管内3985例目
（県内9673例目） 鳥取市 4/1 発熱、寒気、声の不調

医療機関を受診し抗原定性検査、抗原定量検査
（１回陰性後再検査）

4月4日 4月5日 管内3986例目
（県内9674例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内3987例目
（県内9675例目）

鳥取市 4/3 発熱、目と鼻の周りの
違和感

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（１回陰
性後再検査）

4月4日 4月5日 管内3988例目
（県内9676例目） 鳥取市 4/1 咽頭痛 医療機関を受診し抗原定量検査

4月4日 4月5日 管内3989例目
（県内9677例目）

鳥取市 4/3 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内3990例目
（県内9678例目） 鳥取市 4/3 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内3991例目
（県内9679例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内3992例目
（県内9680例目） 鳥取市 4/4 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内3993例目
（県内9681例目） 鳥取市 4/4 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内3994例目
（県内9682例目）

鳥取市 4/4 頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内3995例目
（県内9683例目） 鳥取市 4/3 咽頭痛

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月4日 4月5日 管内3996例目
（県内9684例目）

鳥取市 4/3 発熱、頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内3997例目
（県内9685例目） 鳥取市 4/3 悪寒、倦怠感

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日・症状 検査実施

4月4日 4月5日 管内3998例目
（県内9686例目）

鳥取市 4/3 咳、息苦しさ、咽頭痛、
声出しづらい

県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内3999例目
（県内9687例目） 鳥取市 無症状

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月4日 4月5日 管内4000例目
（県内9688例目）

鳥取市 4/3 咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月4日 4月5日 管内4001例目
（県内9689例目） 鳥取市 4/4 咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内4002例目
（県内9690例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内4003例目
（県内9691例目） 鳥取市 4/3 発熱、咽頭痛、倦怠感 県外陽性者の接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内4004例目
（県内9692例目） 鳥取市 4/3 発熱、咽頭痛、咳 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月4日 4月5日 管内4005例目
（県内9693例目）

鳥取市 4/2 発熱、咳 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月4日 4月5日 管内4006例目
（県内9694例目） 鳥取市 3/31

寒気、倦怠感、咳、声の
かすれ 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内4007例目
（県内9695例目）

鳥取市 4/3 発熱、倦怠感、悪寒、咽
頭痛、咳、痰

医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月4日 4月5日 管内4008例目
（県内9696例目） 鳥取市 無症状

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（2回陰
性後再検査）

4月4日 4月5日 管内4009例目
（県内9697例目） 鳥取市 4/3 発熱、頭痛

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月4日 4月5日 管内4010例目
（県内9698例目） 鳥取市 4/2 咳、喉の痛み

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月4日 4月5日 管内4011例目
（県内9699例目） 鳥取市 4/1 喉の違和感 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月4日 4月5日 管内4012例目
（県内9700例目）

鳥取市 4/3 咳、喉の違和感 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内4013例目
（県内9701例目） 鳥取市 4/3 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月4日 4月5日 管内4014例目
（県内9702例目）

鳥取市 4/3 発熱、喉の痛み 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月4日 4月5日 管内4015例目
（県内9703例目） 鳥取市 4/4 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日・症状 検査実施

4月4日 4月5日 管内4016例目
（県内9704例目）

鳥取市 4/3 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内4017例目
（県内9705例目） 鳥取市 4/4 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内4018例目
（県内9706例目）

鳥取市 4/3 発熱、倦怠感 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月4日 4月5日 管内4019例目
（県内9707例目） 鳥取市 4/4 発熱、嘔吐

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月4日 4月5日 管内4020例目
（県内9708例目） 鳥取市 4/4 咳、喉の違和感 県の無料PCR検査

4月4日 4月5日 管内4021例目
（県内9709例目） 鳥取市 4/2 咳 医療機関を受診しPCR検査

4月5日 4月6日 管内4022例目
（県内9794例目）

鳥取市 4/4 鼻閉、鼻水
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月5日 4月6日 管内4023例目
（県内9795例目）

鳥取市 4/4 発熱、咳、咽頭痛 医療機関を受診しPCR検査

4月5日 4月6日 管内4024例目
（県内9796例目）

鳥取市 4/5 発熱、咽頭痛、頭痛
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月5日 4月6日 管内4025例目
（県内9797例目） 鳥取市 4/4

発熱、咳、咽頭痛、下痢、
体の痛み

県の無料PCR検査

4月5日 4月6日 管内4026例目
（県内9798例目） 鳥取市 4/3 鼻水 県の無料PCR検査

4月5日 4月6日 管内4027例目
（県内9799例目）

鳥取市 4/4 味覚障害 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4028例目
（県内9800例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4029例目
（県内9801例目） 鳥取市 4/4 咳、咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4030例目
（県内9802例目） 鳥取市 4/3 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4031例目
（県内9803例目） 鳥取市 4/1 発熱、頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4032例目
（県内9804例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4033例目
（県内9805例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日・症状 検査実施

4月5日 4月6日 管内4034例目
（県内9806例目） 鳥取市 4/4 味覚障害 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4035例目
（県内9807例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4036例目
（県内9808例目） 鳥取市 4/2 喉イガイガ、倦怠感

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月5日 4月6日 管内4037例目
（県内9809例目）

鳥取市 4/3 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月5日 4月6日 管内4038例目
（県内9810例目） 鳥取市 4/2 咳、喉の痛み

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月5日 4月6日 管内4039例目
（県内9811例目）

鳥取市 3/31 悪寒 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月5日 4月6日 管内4040例目
（県内9812例目） 鳥取市 4/4 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月5日 4月6日 管内4041例目
（県内9813例目） 鳥取市 4/2 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4042例目
（県内9814例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4043例目
（県内9815例目） 鳥取市 4/4 発熱、目の奥の痛み 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4044例目
（県内9816例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4045例目
（県内9817例目） 鳥取市 4/4 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月5日 4月6日 管内4046例目
（県内9818例目）

鳥取市 4/5 発熱、頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4047例目
（県内9819例目） 鳥取市 4/3 喉の違和感 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月5日 4月6日 管内4048例目
（県内9820例目） 鳥取市 4/5 発熱、頭痛 県の無料PCR検査

4月5日 4月6日 管内4049例目
（県内9821例目）

鳥取市 3/30 発熱、頭痛、咳 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4050例目
（県内9822例目） 鳥取市 3/30 発熱、咳 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4051例目
（県内9823例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日・症状 検査実施

4月5日 4月6日 管内4052例目
（県内9824例目） 鳥取市 3/30 発熱

県内陽性者の接触者としてPCR検査
（1回陰性後再検査）

4月5日 4月6日 管内4053例目
（県内9825例目） 鳥取市 3/30 関節痛 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4054例目
（県内9826例目） 鳥取市 3/30 咳

県内陽性者の接触者としてPCR検査（1回陰性後
再検査）

4月5日 4月6日 管内4055例目
（県内9827例目）

鳥取市 4/5 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月5日 4月6日 管内4056例目
（県内9828例目） 鳥取市 4/5 発熱

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月5日 4月6日 管内4057例目
（県内9829例目）

鳥取市 4/4 発熱、倦怠感 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月5日 4月6日 管内4058例目
（県内9830例目） 鳥取市 4/5 咳、咽頭痛 県内陽性者の接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4059例目
（県内9831例目） 鳥取市 4/4 発熱

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月5日 4月6日 管内4060例目
（県内9832例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4061例目
（県内9833例目） 鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4062例目
（県内9834例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4063例目
（県内9835例目） 鳥取市 4/4 咽頭痛、頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月5日 4月6日 管内4064例目
（県内9836例目）

鳥取市 4/4 咽頭痛、倦怠感 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4065例目
（県内9837例目） 鳥取市 4/3 咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

4月5日 4月6日 管内4066例目
（県内9838例目） 鳥取市 4/3 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4067例目
（県内9839例目）

鳥取市 4/1 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

4月5日 4月6日 管内4068例目
（県内9840例目） 鳥取市 4/4 発熱、咽頭痛

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月5日 4月6日 管内4069例目
（県内9841例目）

鳥取市 4/4 喉の違和感 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日・症状 検査実施

4月5日 4月6日 管内4070例目
（県内9842例目） 鳥取市 4/4 発熱、咽頭痛、下痢

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月5日 4月6日 管内4071例目
（県内9843例目） 鳥取市 4/5 発熱、鼻水

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰
性後再検査）

4月5日 4月6日 管内4072例目
（県内9844例目） 鳥取市 4/4 発熱、喉イガイガ 医療機関を受診しPCR検査

4月5日 4月6日 管内4073例目
（県内9845例目）

鳥取市 4/5 副鼻腔炎 県の無料PCR検査

4月5日 4月6日 管内4074例目
（県内9846例目） 鳥取市 4/5 倦怠感 県の無料PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）

※4月6日陽性確認分25件（鳥取市保健所管内4075～4099（県内9847～9871例目））の詳細については調査中



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日・症状 検査実施

4月1日 4月2日 県内9494例目 倉吉 3/30 咽頭痛 無料検査を受検

4月1日 4月2日 県内9495例目 倉吉 3/31 喉の違和感、悪寒、発熱 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9496例目 倉吉 3/29 鼻汁、喉の違和感、発熱 無料検査を受検

4月1日 4月2日 県内9497例目 倉吉 3/30 咳 無料検査を受検

4月1日 4月2日 県内9499例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月1日 4月2日 県内9500例目 倉吉 無症状 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月1日 4月2日 県内9501例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月1日 4月2日 県内9502例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月1日 4月2日 県内9503例目 倉吉 3/31 倦怠感、発熱、咽頭痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月1日 4月2日 県内9504例目 倉吉 3/29 下痢 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9505例目 倉吉 4/1 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9506例目 倉吉 3/31 咽頭痛 無料検査を受検

4月1日 4月2日 県内9507例目 倉吉 4/1 発熱 無料検査を受検

4月1日 4月2日 県内9508例目 倉吉 3/29 喉の違和感 無料検査を受検

4月1日 4月2日 県内9509例目 倉吉 3/31 喉の違和感 無料検査を受検

4月1日 4月2日 県内9510例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月1日 4月2日 県内9511例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月1日 4月2日 県内9512例目 倉吉 3/31 発熱 疫学調査として検査

4月1日 4月2日 県内9513例目 倉吉 4/1 鼻汁 疫学調査として検査
20

＜県設置保健所管内： 県内9494~9497、9499~9540、9542~9570、9642~9671、9710~9722、9724~9793例目＞



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日・症状 検査実施

4月1日 4月2日 県内9514例目 米子 3/28 発熱 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9515例目 米子 無症状 無料検査を受検

4月1日 4月2日 県内9516例目 米子 3/31 痰 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9517例目 米子 3/30 関節痛 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9518例目 米子 3/31 身体痛、咳、咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9519例目 米子 4/1 発熱 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9520例目 米子 3/31 咽頭痛、倦怠感、咳、関節痛 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9521例目 米子 3/31 鼻汁、くしゃみ 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9522例目 米子 無症状 無料検査を受検

4月1日 4月2日 県内9523例目 米子 無症状 疫学調査として検査

4月1日 4月2日 県内9524例目 米子 3/25 咳 無料検査を受検

4月1日 4月2日 県内9525例目 米子 無症状 無料検査を受検

4月1日 4月2日 県内9526例目 米子 無症状 無料検査を受検

4月1日 4月2日 県内9527例目 米子 無症状 無料検査を受検

4月1日 4月2日 県内9528例目 米子 3/30 咳、鼻汁 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9529例目 米子 3/31 咽頭痛、発熱 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9530例目 米子 4/1 発熱 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9531例目 米子 4/1 発熱 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9532例目 米子 3/30 頭痛 医療機関を受診し検査
21



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日・症状 検査実施

4月1日 4月2日 県内9533例目 米子 3/31
発熱、頭痛、鼻汁、倦怠感、関節

痛
医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9534例目 米子 3/31 咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9535例目 米子 無症状 無料検査を受検

4月1日 4月2日 県内9536例目 米子 3/31 発熱 疫学調査として検査

4月1日 4月2日 県内9537例目 米子 3/31 悪寒、発熱、喉の違和感 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9538例目 米子 4/1 悪寒、発熱 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9539例目 米子 3/17 咳 医療機関を受診し検査

4月1日 4月2日 県内9540例目 米子 4/1 発熱、鼻汁、目の痒み 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9542例目 倉吉 3/26 咽頭痛 無料検査を受検

4月2日 4月3日 県内9543例目 倉吉 3/29 倦怠感 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9544例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月2日 4月3日 県内9545例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月2日 4月3日 県内9546例目 倉吉 3/31 咳 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9547例目 倉吉 無症状 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月2日 4月3日 県内9548例目 倉吉 4/1 発熱、喉の違和感 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9549例目 倉吉 4/1 発熱 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9550例目 倉吉 4/2 発熱 疫学調査として検査

4月2日 4月3日 県内9551例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月2日 4月3日 県内9552例目 倉吉 4/2 発熱、腹痛 医療機関を受診し検査
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日・症状 検査実施

4月2日 4月3日 県内9553例目 倉吉 4/2 発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月2日 4月3日 県内9554例目 米子 3/31 咳、頭痛 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9555例目 米子 4/1 発熱 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9556例目 米子 4/1 発熱 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9557例目 米子 3/31 咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9558例目 米子 4/1 発熱、咽頭痛、鼻閉、倦怠感 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9559例目 米子 4/1 発熱、頭痛、痰 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9560例目 米子 4/1
発熱、頭痛、ふらつき、咽頭痛、
倦怠感、咳

医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9561例目 米子 4/1 発熱、鼻水、痰、頭痛 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9562例目 米子 4/2 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9563例目 米子 無症状 疫学調査として検査

4月2日 4月3日 県内9564例目 米子 無症状 疫学調査として検査

4月2日 4月3日 県内9565例目 米子 無症状 疫学調査として検査

4月2日 4月3日 県内9566例目 米子 4/2 喉の違和感 疫学調査として検査

4月2日 4月3日 県内9567例目 米子 4/1 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9568例目 米子 無症状 疫学調査として検査

4月2日 4月3日 県内9569例目 米子 3/31 咳、発熱 医療機関を受診し検査

4月2日 4月3日 県内9570例目 米子 3/30 頭痛 医療機関を受診し検査

4月3日 4月4日 県内9642例目 倉吉 4/2 発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日・症状 検査実施

4月3日 4月4日 県内9643例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月3日 4月4日 県内9644例目 倉吉 3/31 発熱 疫学調査として検査

4月3日 4月4日 県内9645例目 倉吉 4/1 咳 医療機関を受診し検査

4月3日 4月4日 県内9646例目 倉吉 4/1 微熱、咳、くしゃみ 疫学調査として検査

4月3日 4月4日 県内9647例目 倉吉 4/3 咽頭痛 無料検査を受検

4月3日 4月4日 県内9648例目 倉吉 4/3 発熱 無料検査を受検

4月3日 4月4日 県内9649例目 米子 3/30 咽頭痛、咳、くしゃみ 医療機関を受診し検査

4月3日 4月4日 県内9650例目 米子 4/2 咳、くしゃみ 医療機関を受診し検査

4月3日 4月4日 県内9651例目 米子 4/1 鼻閉、倦怠感 医療機関を受診し検査

4月3日 4月4日 県内9652例目 米子 3/31 咳 医療機関を受診し検査

4月3日 4月4日 県内9653例目 米子 3/26 咳、嗄声 医療機関を受診し検査

4月3日 4月4日 県内9654例目 米子 4/1 喉の違和感、嗄声 医療機関を受診し検査

4月3日 4月4日 県内9655例目 米子 3/30 咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月3日 4月4日 県内9656例目 米子 無症状 疫学調査として検査

4月3日 4月4日 県内9657例目 米子 無症状 疫学調査として検査

4月3日 4月4日 県内9658例目 米子 4/1 発熱 疫学調査として検査

4月3日 4月4日 県内9659例目 米子 3/31 咽頭痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月3日 4月4日 県内9660例目 米子 4/1 発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月3日 4月4日 県内9661例目 米子 4/1 発熱 疫学調査として検査
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日・症状 検査実施

4月3日 4月4日 県内9662例目 米子 4/2 発熱、関節痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月3日 4月4日 県内9663例目 米子 4/2 関節痛 医療機関を受診し検査

4月3日 4月4日 県内9664例目 米子 4/3 喉の違和感 疫学調査として検査

4月3日 4月4日 県内9665例目 米子 4/3 咽頭痛 疫学調査として検査

4月3日 4月4日 県内9666例目 米子 4/3
悪寒、倦怠感、喉の違和感、脱
力感

疫学調査として検査

4月3日 4月4日 県内9667例目 米子 4/1 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月3日 4月4日 県内9668例目 米子 4/2 発熱、咽頭痛、寒気 疫学調査として検査

4月3日 4月4日 県内9669例目 米子 4/3 発熱、咽頭痛 疫学調査として検査

4月3日 4月4日 県内9670例目 米子 4/3 発熱、鼻水 疫学調査として検査

4月3日 4月4日 県内9671例目 米子 4/3 喉の違和感、関節痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月4日 4月5日 県内9710例目 倉吉 4/1 咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9711例目 倉吉 4/4 発熱、寒気 疫学調査として検査

4月4日 4月5日 県内9712例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月4日 4月5日 県内9713例目 倉吉 4/3 咽頭痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月4日 4月5日 県内9714例目 倉吉 4/3 発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月4日 4月5日 県内9715例目 倉吉 4/4 発熱 疫学調査として検査

4月4日 4月5日 県内9716例目 倉吉 4/3
喉の違和感、倦怠感、寒気、発
熱

疫学調査として検査

4月4日 4月5日 県内9717例目 倉吉 3/31 発熱、咳 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9718例目 倉吉 4/3 発熱 疫学調査として検査
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日・症状 検査実施

4月4日 4月5日 県内9719例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月4日 4月5日 県内9720例目 米子 無症状 無料検査を受検

4月4日 4月5日 県内9721例目 米子 4/3 発熱、咽頭痛、咳 無料検査を受検

4月4日 4月5日 県内9722例目 米子 4/1 発熱 無料検査を受検

4月4日 4月5日 県内9724例目 米子 4/3 胸痛、息苦しさ 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9725例目 米子 4/1 発熱、倦怠感 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9726例目 米子 4/3 頭痛、寒気 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9727例目 米子 4/2 発熱、寒気 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9728例目 米子 4/3 発熱、鼻閉 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9729例目 米子 4/2 咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9730例目 米子 4/3 倦怠感 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9731例目 米子 4/3 寒気 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9732例目 米子 無症状 疫学調査として検査

4月4日 4月5日 県内9733例目 米子 4/2 咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9734例目 米子 4/2 咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9735例目 米子 4/4 咽頭痛、倦怠感、発熱 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9736例目 米子 無症状 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9737例目 米子 4/1 咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9738例目 米子 4/3 下痢 医療機関を受診し検査
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日・症状 検査実施

4月4日 4月5日 県内9739例目 米子 4/3 発熱、倦怠感、咽頭痛、咳 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9740例目 米子 4/4 発熱、関節痛 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9741例目 米子 無症状 疫学調査として検査

4月4日 4月5日 県内9742例目 米子 4/2 喉の違和感、息苦しさ、咳 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月4日 4月5日 県内9743例目 米子 3/31 鼻水 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月4日 4月5日 県内9744例目 米子 4/4 咽頭痛、頭痛、発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月4日 4月5日 県内9745例目 米子 4/3 発熱、鼻水、嗄声 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月4日 4月5日 県内9746例目 米子 無症状 無料検査を受検

4月4日 4月5日 県内9747例目 米子 4/3 発熱 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9748例目 米子 4/3 発熱、寒気 無料検査を受検

4月4日 4月5日 県内9749例目 米子 4/4 発熱 無料検査を受検

4月4日 4月5日 県内9750例目 米子 4/4 発熱、咽頭痛、痰、咳 医療機関を受診し検査

4月4日 4月5日 県内9751例目 米子 4/4
頭痛、発熱、倦怠感、咳、胸痛、
嘔吐、喉の違和感、

医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9752例目 倉吉 無症状 無料検査を受検

4月5日 4月6日 県内9753例目 倉吉 無症状 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9754例目 倉吉 4/4咳、咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9755例目 倉吉 無症状 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月5日 4月6日 県内9756例目 倉吉 無症状 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月5日 4月6日 県内9757例目 倉吉 4/5喉の違和感 疫学調査として検査
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日・症状 検査実施

4月5日 4月6日 県内9758例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月5日 4月6日 県内9759例目 倉吉 4/2喉のイガイガ 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9760例目 倉吉 4/4発熱 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9761例目 倉吉 無症状 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9762例目 倉吉 4/3咳 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9763例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月5日 4月6日 県内9764例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月5日 4月6日 県内9765例目 倉吉 4/2発熱 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9766例目 倉吉 4/1痰 疫学調査として検査

4月5日 4月6日 県内9767例目 倉吉 4/2喉のイガイガ 疫学調査として検査

4月5日 4月6日 県内9768例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

4月5日 4月6日 県内9769例目 米子 4/4発熱、咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9770例目 米子 無症状 無料検査を受検

4月5日 4月6日 県内9771例目 米子 4/4発熱 無料検査を受検

4月5日 4月6日 県内9772例目 米子 4/3発熱 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9773例目 米子 無症状 無料検査を受検

4月5日 4月6日 県内9774例目 米子 4/4発熱 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9775例目 米子 4/4発熱 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9776例目 米子 4/4発熱、咳、咽頭痛 医療機関を受診し検査
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日・症状 検査実施

4月5日 4月6日 県内9777例目 米子 4/3喉の違和感 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9778例目 米子 4/4発熱、咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9779例目 米子 3/30発熱 疫学調査として検査

4月5日 4月6日 県内9780例目 米子 4/3咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9781例目 米子 4/5頭痛、嘔吐 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9782例目 米子 無症状 疫学調査として検査

4月5日 4月6日 県内9783例目 米子 無症状 疫学調査として検査

4月5日 4月6日 県内9784例目 米子 4/4咽頭痛、鼻の奥の痛み 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9785例目 米子 4/4発熱、咽頭痛 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9786例目 米子 4/4発熱、咳、咽頭痛、倦怠感 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9787例目 米子 4/4発熱、体の痛み 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9788例目 米子 4/3咽頭痛、発熱 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9789例目 米子 4/3発熱 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9790例目 米子 4/4喉の痛み、倦怠感、咳、悪寒 医療機関を受診し検査

4月5日 4月6日 県内9791例目 米子 4/5発熱、咽頭痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

4月5日 4月6日 県内9792例目 米子 4/5無症状 疫学調査として検査

4月5日 4月6日 県内9793例目 米子 無症状 疫学調査として検査
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/2）以降公表事例）

30

＜既陽性者との接触＞

・ 接触あり １２８名 ・ 接触なし ６０名

（接触ありの内訳）

※4月6日陽性確認分45件（県内9872～9916例目）の詳細については調査中

・ 県内8327例目 1名 ・ 県内8687例目 2名 ・ 県内8850例目 1名 ・ 県内8970例目 1名 ・ 県内9044例目 1名 ・ 県内9048例目 1名

・ 県内9062例目 1名 ・ 県内9180例目 1名 ・ 県内9272例目 1名 ・ 県内9274例目 1名 ・ 県内9277例目 1名 ・ 県内9280例目 1名

・ 県内9291例目 1名 ・ 県内9298例目 1名 ・ 県内9305例目 1名 ・ 県内9306例目 1名 ・ 県内9321例目 1名 ・ 県内9327例目 2名

・ 県内9329例目 1名 ・ 県内9331例目 1名 ・ 県内9332例目 1名 ・ 県内9386例目 1名 ・ 県内9387例目 1名 ・ 県内9388例目 3名

・ 県内9394例目 4名 ・ 県内9397例目 4名 ・ 県内9398例目 1名 ・ 県内9399例目 1名 ・ 県内9400例目 3名 ・ 県内9484例目 1名

・ 県内9496例目 5名 ・ 県内9497例目 1名 ・ 県内9499例目 1名 ・ 県内9504例目 3名 ・ 県内9505例目 1名 ・ 県内9515例目 1名

・ 県内9517例目 1名 ・ 県内9519例目 3名 ・ 県内9520例目 1名 ・ 県内9526例目 2名 ・ 県内9529例目 2名 ・ 県内9533例目 2名

・ 県内9537例目 1名 ・ 県内9548例目 3名 ・ 県内9549例目 1名 ・ 県内9552例目 3名 ・ 県内9554例目 1名 ・ 県内9555例目 1名

・ 県内9558例目 3名 ・ 県内9560例目 2名 ・ 県内9567例目 1名 ・ 県内9573例目 1名 ・ 県内9645例目 1名 ・ 県内9646例目 3名

・ 県内9648例目 1名 ・ 県内9655例目 1名 ・ 県内9661例目 1名 ・ 県内9663例目 1名 ・ 県内9712例目 1名 ・ 県内9716例目 2名

・ 県内9721例目 2名 ・ 県内9724例目 2名 ・ 県内9726例目 1名 ・ 県内9727例目 1名 ・ 県内9730例目 1名 ・ 県内9733例目 1名

・ 県内9734例目 1名 ・ 県内9736例目 1名 ・ 県内9737例目 1名 ・ 県内9752例目 2名 ・ 県内9760例目 2名 ・ 県内9765例目 2名

・ 県内9787例目 2名 ・ 県外陽性者 16名


