
 日時：令和４年６月２５日（土）

 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２０６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

166 ライブ演奏のある飲食店 ― 米子市 8名 6/22〜24

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、6/2４（⾦）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

2

２ 患者対応
陽性者は、入院またはメディカルチェックの上、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（166例目）
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ライブ演奏のある飲食店
陽性者数 所在地

来場者及び従業員８名 米子市
まん延防止のための措置（第６条）

・施設管理者は、来場者及び従業員名簿を保健所に提出し、来場者に対して検査勧奨中である。
・県は条例に基づき、施設管理者に調査への協⼒と感染拡⼤防⽌措置の実施を求め、感染防⽌措置の実施徹底について指導を
継続しており、施設管理者は誠実に対応を⾏っている。

・施設管理者は6/24（⾦）から感染場所と推定されるライブで使⽤するホール等を閉鎖している。

公表について（第７条）

施設管理者は全ての関係者に速やかに連絡していることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、
公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第８条）

今後、感染拡⼤防⽌措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を⾏うよう勧告する。

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。



陽性
確認日

陽性
公表日

管轄
保健所

事例 発症日・症状 検査実施

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6629例目
（県内15976例目）

6/19 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6630例目
（県内15977例目）

無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6631例目
（県内15978例目）

無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6632例目
（県内15979例目）

6/20 喉の違和感 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6633例目
（県内15980例目）

6/19 発熱 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）

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6634例目
（県内15981例目）

6/19 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）

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6635例目
（県内15982例目）

6/18 発熱、咳、鼻水、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6636例目
（県内15983例目）

無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6637例目
（県内15984例目）

6/16 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6638例目
（県内15985例目）

6/20 咳、頭痛、咽頭痛、めまい、関節痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6639例目
（県内15986例目）

6/19 咽頭違和感
医療機関を受診しPCR検査（県内陽性者の接触者として）（1回陰
性後再検査）

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6640例目
（県内15987例目）

6/20 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6641例目
（県内15988例目）

6/20 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6642例目
（県内15989例目）

6/19 発熱、咳、咽頭痛、倦怠感 医療機関を受診しPCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6643例目
（県内15990例目）

6/20 喉イガイガ 県の無料PCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6644例目
（県内15991例目）

6/20 咽頭痛、咳 県の無料PCR検査 5

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（6/22）以降公表事例）

＜鳥取市保健所管内6629～6714例目（県内15976～16008,16037,16063～16091,16116～16138例目）＞

陽性
確認日

陽性
公表日

管轄
保健所

事例 発症日・症状 検査実施

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6645例目
（県内15992例目）

6/19 発熱 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6646例目
（県内15993例目）

6/18 咳 医療機関を受診しPCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6647例目
（県内15994例目）

無症状 医療機関でPCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6648例目
（県内15995例目）

6/19 発熱、咽頭痛、頭痛、痰 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6649例目
（県内15996例目）

無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6650例目
（県内15997例目）

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）

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6651例目
（県内15998例目）

6/19 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6652例目
（県内15999例目）

6/17 咽頭痛、咳 医療機関を受診し抗原定性検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6653例目
（県内16000例目）

6/16 咳、喉の痛み 医療機関を受診し抗原定性検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6654例目
（県内16001例目）

6/20 発熱、咳、倦怠感 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6655例目
（県内16002例目）

6/20 発熱、咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6656例目
（県内16003例目）

6/19 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6657例目
（県内16004例目）

6/20 発熱、倦怠感 県内陽性者の接触者としてPCR検査（１回陰性後再検査）

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6658例目
（県内16005例目）

6/21 発熱、咳、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）

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6659例目
（県内16006例目）

6/19 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）

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6660例目
（県内16007例目）

6/17 咳、喉の痛み 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）
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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（6/22）以降公表事例）



陽性
確認日

陽性
公表日

管轄
保健所

事例 発症日・症状 検査実施

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6661例目
（県内16008例目）

6/20 鼻閉、喉イガイガ 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）

6月21日 6月22日 鳥取市
管内6662例目
（県内16037例目）

6/21 発熱、嘔吐、頭痛
医療機関を受診し抗原定性検査（県内陽性者の濃厚接触者とし
て）（１回陰性後再検査）

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6663例目
（県内16063例目）

6/21 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）

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6664例目
（県内16064例目）

無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6665例目
（県内16065例目）

無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6666例目
（県内16066例目）

無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6667例目
（県内16067例目）

6/17 咳 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6668例目
（県内16068例目）

6/18 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6669例目
（県内16069例目）

6/18 咳、痰 医療機関を受診し抗原定量検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6670例目
（県内16070例目）

6/22 痰が絡む 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6671例目
（県内16071例目）

6/19 発熱、倦怠感 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）

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6672例目
（県内16072例目）

無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6673例目
（県内16073例目）

6/21 発熱、頭痛、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）

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6674例目
（県内16074例目）

6/21 発熱、食欲なし、頭痛 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6675例目
（県内16075例目）

6/22 発熱 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6676例目
（県内16076例目）

6/21 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）
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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（6/22）以降公表事例）

陽性
確認日

陽性
公表日

管轄
保健所

事例 発症日・症状 検査実施

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6677例目
（県内16077例目）

6/19 咳、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）

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6678例目
（県内16078例目）

6/20 咳 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）

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6679例目
（県内16079例目）

6/21 発熱、下痢 医療機関を受診し抗原定性検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6680例目
（県内16080例目）

無症状 医療機関を受診しPCR検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6681例目
（県内16081例目）

6/22 発熱、倦怠感、咳、咽頭痛 県の無料PCR検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6682例目
（県内16082例目）

6/20 喉違和感 医療機関を受診し抗原定性検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6683例目
（県内16083例目）

6/21 発熱、咽頭痛、全身倦怠感 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）

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6684例目
（県内16084例目）

6/21 発熱、咳、鼻水 自主抗原定性検査、PCR検査

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6685例目
（県内16085例目）

6/21 発熱、咽頭痛、咳、頭痛、全身倦怠感 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）

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6686例目
（県内16086例目）

6/21 喉の痛み、胸の痛み、節々が痛い 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）

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6687例目
（県内16087例目）

6/22 発熱、頭痛、全身倦怠感 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）

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6688例目
（県内16088例目）

無症状
自主抗原定性検査、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）

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6689例目
（県内16089例目）

6/22 発熱、咳 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）

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6690例目
（県内16090例目）

6/22 声が低い、喉に違和感 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）

6月22日 6月23日 鳥取市
管内6691例目
（県内16091例目）

6/22 発熱、咳、顔色が悪い 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6692例目
（県内16116例目）

6/21 咽頭痛、脇下リンパ痛 県の無料PCR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（6/22）以降公表事例）



陽性
確認日

陽性
公表日

管轄
保健所

事例 発症日・症状 検査実施

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6693例目
（県内16117例目）

6/21 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6694例目
（県内16118例目）

6/22 咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6695例目
（県内16119例目）

無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6696例目
（県内16120例目）

無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6697例目
（県内16121例目）

6/21 発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感
医療機関を受診し抗原定量検査（県内陽性者の濃厚接触者とし
て）（１回目陰性後再検査）

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6698例目
（県内16122例目）

6/21 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）

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6699例目
（県内16123例目）

無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6700例目
（県内16124例目）

6/17 倦怠感 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6701例目
（県内16125例目）

無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6702例目
（県内16126例目）

無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6703例目
（県内16127例目）

6/21 咽頭痛、咳、頭痛、背中の痛み 医療機関を受診しPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6704例目
（県内16128例目）

6/22 発熱 医療機関を受診しPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6705例目
（県内16129例目）

6/22 発熱、咳 医療機関を受診しPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6706例目
（県内16130例目）

6/22 発熱、咽頭痛、倦怠感、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）

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6707例目
（県内16131例目）

6/22 ムカムカ 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6708例目
（県内16132例目）

6/20 咳 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR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（6/22）以降公表事例）

陽性
確認日

陽性
公表日

管轄
保健所

事例 発症日・症状 検査実施

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6709例目
（県内16133例目）

6/23 発熱、倦怠感、頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6710例目
（県内16134例目）

無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6711例目
（県内16135例目）

6/23 喉の違和感 県内陽性者の接触者としてPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6712例目
（県内16136例目）

6/22 喉イガイガ 県内陽性者の接触者としてPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6713例目
（県内16137例目）

無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査

6月23日 6月24日 鳥取市
管内6714例目
（県内16138例目）

6/22 関節痛、筋肉痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR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（6/22）以降公表事例）

※6月24日陽性確認22件分（鳥取市保健所管内6175～6196例目（県内16180～16201例目））の詳細については調査中



陽性
確認日

陽性
公表日

管轄
保健所

事例 発症日・症状 検査実施

6月21日 6月22日 倉吉 県内16009例目 6/20 発熱 医療機関を受診し検査

6月21日 6月22日 倉吉 県内16010例目 6/16 悪寒、発熱、扁桃痛、咳 医療機関を受診し検査

6月21日 6月22日 倉吉 県内16011例目 6/16 倦怠感、発熱 医療機関を受診し検査

6月21日 6月22日 倉吉 県内16012例目 6/18 咽頭痛、咳、鼻水 医療機関を受診し検査

6月21日 6月22日 倉吉 県内16013例目 6/19 咽頭痛、咳、痰 医療機関を受診し検査

6月21日 6月22日 倉吉 県内16014例目 6/20 咽頭痛、倦怠感、発熱、鼻水 医療機関を受診し検査

6月21日 6月22日 倉吉 県内16015例目 6/17 咽頭痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

6月21日 6月22日 倉吉 県内16016例目 6/20 倦怠感、発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

6月21日 6月22日 倉吉 県内16017例目 無症状 疫学調査として検査

6月21日 6月22日 倉吉 県内16018例目 無症状 疫学調査として検査

6月21日 6月22日 倉吉 県内16019例目 無症状 疫学調査として検査

6月21日 6月22日 倉吉 県内16020例目 6/21 咽頭痛、肺の痛み、息苦しさ 疫学調査として検査

6月21日 6月22日 倉吉 県内16021例目 6/21 発熱、喉の違和感 疫学調査として検査

6月21日 6月22日 米子 県内16022例目 6/18 喉のいがいが 医療機関を受診し検査

6月21日 6月22日 米子 県内16023例目 確認中 発熱、咳、痰 医療機関を受診し検査

6月21日 6月22日 米子 県内16024例目 6/20 喉のいがいが 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（6/22）以降公表事例）

＜県設置保健所管内：県内16009～16036、16038～16062、16092～16115例目＞

陽性
確認日

陽性
公表日

管轄
保健所

事例 発症日・症状 検査実施

6月21日 6月22日 米子 県内16025例目 6/20 咽頭痛、発熱 医療機関を受診し検査

6月21日 6月22日 米子 県内16026例目 6/20 咽頭痛 疫学調査として検査

6月21日 6月22日 米子 県内16027例目 無症状 疫学調査として検査

6月21日 6月22日 米子 県内16028例目 6/17 咽頭痛 医療機関を受診し検査

6月21日 6月22日 米子 県内16029例目 6/20 頭痛 疫学調査として検査

6月21日 6月22日 米子 県内16030例目 無症状 疫学調査として検査

6月21日 6月22日 米子 県内16031例目 6/21 発熱 疫学調査として検査

6月21日 6月22日 米子 県内16032例目 6/19 鼻閉 疫学調査として検査

6月21日 6月22日 米子 県内16033例目 6/20 発熱、頭痛 医療機関を受診し検査

6月21日 6月22日 米子 県内16034例目 6/19 頭痛、めまい、発熱 医療機関を受診し検査

6月21日 6月22日 米子 県内16035例目 6/19 寒気、発熱 疫学調査として検査

6月21日 6月22日 米子 県内16036例目 6/20 咽頭痛、倦怠感 疫学調査として検査

6月22日 6月23日 倉吉 県内16038例目 6/22 倦怠感 疫学調査として検査

6月22日 6月23日 倉吉 県内16039例目 6/21 発熱、咽頭痛、咳 疫学調査として検査

6月22日 6月23日 米子 県内16040例目 6/21 発熱、咽頭痛、痰、倦怠感 医療機関を受診し検査

6月22日 6月23日 米子 県内16041例目 6/20 発熱、寒気、頭痛、倦怠感、咳 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（6/22）以降公表事例）



陽性
確認日

陽性
公表日

管轄
保健所

事例 発症日・症状 検査実施

6月22日 6月23日 米子 県内16042例目 6/18 咽頭痛 無料検査を受検

6月22日 6月23日 米子 県内16043例目 6/21 咽頭痛、倦怠感、発熱 医療機関を受診し検査

6月22日 6月23日 米子 県内16044例目 6/21 咽頭痛、発熱、頭痛 医療機関を受診し検査

6月22日 6月23日 米子 県内16045例目 無症状 医療機関を受診し検査

6月22日 6月23日 米子 県内16046例目 6/21 発熱、咽頭痛、倦怠感 医療機関を受診し検査

6月22日 6月23日 米子 県内16047例目 6/22 痰 疫学調査として検査

6月22日 6月23日 米子 県内16048例目 6/21 発熱、頭痛 医療機関を受診し検査

6月22日 6月23日 米子 県内16049例目 6/21 発熱、関節痛 医療機関を受診し検査

6月22日 6月23日 米子 県内16050例目 無症状 医療機関を受診し検査

6月22日 6月23日 米子 県内16051例目 無症状 疫学調査として検査

6月22日 6月23日 米子 県内16052例目 6/22 発熱、倦怠感 医療機関を受診し検査

6月22日 6月23日 米子 県内16053例目 6/22 発熱、頭痛、咳、咽頭痛、下痢 医療機関を受診し検査

6月22日 6月23日 米子 県内16054例目 6/21 発熱、咽頭痛、頭痛、咳 医療機関を受診し検査

6月22日 6月23日 米子 県内16055例目 6/21 倦怠感、咽頭痛 医療機関を受診し検査

6月22日 6月23日 米子 県内16056例目 6/21 咽頭痛 医療機関を受診し検査

6月22日 6月23日 米子 県内16057例目 6/22 鼻づまり 医療機関を受診し検査

13

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（6/22）以降公表事例）

陽性
確認日

陽性
公表日

管轄
保健所

事例 発症日・症状 検査実施

6月22日 6月23日 米子 県内16058例目 6/22 発熱、頭痛、咳 疫学調査として検査

6月22日 6月23日 米子 県内16059例目 6/22 喉の違和感 疫学調査として検査

6月22日 6月23日 米子 県内16060例目 6/20 鼻水、声枯れ 疫学調査として検査

6月22日 6月23日 米子 県内16061例目 6/21 喉の違和感、咳 医療機関を受診し検査

6月22日 6月23日 米子 県内16062例目 6/21 咳、咽頭痛 医療機関を受診し検査

6月23日 6月24日 倉吉 県内16092例目 6/22 発熱 疫学調査として検査

6月23日 6月24日 倉吉 県内16093例目 6/21 咽頭痛、倦怠感 疫学調査として検査

6月23日 6月24日 倉吉 県内16094例目 6/21 咳 疫学調査として検査

6月23日 6月24日 倉吉 県内16095例目 無症状 疫学調査として検査

6月23日 6月24日 倉吉 県内16096例目 6/18 発熱、鼻水、くしゃみ 疫学調査として検査

6月23日 6月24日 倉吉 県内16097例目 無症状 濃厚接触者として健康観察中に検査

6月23日 6月24日 米子 県内16098例目 6/22 発熱、倦怠感 無料検査を受検

6月23日 6月24日 米子 県内16099例目 無症状 無料検査を受検

6月23日 6月24日 米子 県内16100例目 6/23 発熱、咳、咽頭痛 医療機関を受診し検査

6月23日 6月24日 米子 県内16101例目 6/21 咽頭痛 医療機関を受診し検査

6月23日 6月24日 米子 県内16102例目 6/20 発熱、倦怠感、咳 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（6/22）以降公表事例）



陽性
確認日

陽性
公表日

管轄
保健所

事例 発症日・症状 検査実施

6月23日 6月24日 米子 県内16103例目 6/22 咽頭痛、咳 医療機関を受診し検査

6月23日 6月24日 米子 県内16104例目 6/22 発熱、めまい 医療機関を受診し検査

6月23日 6月24日 米子 県内16105例目 6/20 発熱、倦怠感 医療機関を受診し検査

6月23日 6月24日 米子 県内16106例目 6/23 発熱 医療機関を受診し検査

6月23日 6月24日 米子 県内16107例目 6/22 喉の違和感 医療機関を受診し検査

6月23日 6月24日 米子 県内16108例目 6/21 発熱、咽頭痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

6月23日 6月24日 米子 県内16109例目 6/22 発熱、痰、咳 疫学調査として検査

6月23日 6月24日 米子 県内16110例目 6/23 発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

6月23日 6月24日 米子 県内16111例目 6/22 倦怠感、咳 濃厚接触者として健康観察中に検査

6月23日 6月24日 米子 県内16112例目 6/22 喉の違和感 濃厚接触者として健康観察中に検査

6月23日 6月24日 米子 県内16113例目 6/22 発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

6月23日 6月24日 米子 県内16114例目 6/22 咳 濃厚接触者として健康観察中に検査

6月23日 6月24日 米子 県内16115例目 6/22 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（6/22）以降公表事例）

＜既陽性者との接触＞

・接触あり ５０名 ・接触なし ２７名 （管轄保健所別 【倉吉】接触あり１８名、接触なし３名 【米子】接触あり３２名、接触なし８名）

（接触ありの内訳）

・ 県内15723例目 1名 ・ 県内15749例目 1名 ・ 県内15835例目 1名 ・ 県内15857例目 1名 ・ 県内15891例目 1名

・ 県内15895例目 4名 ・ 県内15899例目 1名 ・ 県内15928例目 3名 ・ 県内15929例目 3名 ・ 県内15930例目 2名

・ 県内15933例目 4名 ・ 県内15936例目 1名 ・ 県内15942例目 3名 ・ 県内16009例目 1名 ・ 県内16010例目 2名

・ 県内16011例目 1名 ・ 県内16014例目 2名 ・ 県内16019例目 3名 ・ 県内16031例目 2名 ・ 県内16032例目 1名

・ 県内16035例目 1名 ・ 県内16041例目 1名 ・ 県内16044例目 1名 ・ 県内16054例目 1名 ・ 県内16056例目 1名

・ 県外陽性者 1名

※6月24日陽性確認41件分（県内16139～16179例目）の詳細については調査中


