
 日時：令和４年５月３０日（月）

 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１９６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

153 事業所 ○ 米子市 19名 5/20〜29

154 医療機関 ○ 米子保健所管内 8名 5/27〜28

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、5/29（日）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（153例目）
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事業所
陽性者数 所在地
従業員19名 米子市

まん延防止のための措置（第６条）

・施設管理者は、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従業員の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、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た。
→ 施設の性質を考慮し、陽性者が使⽤していた箇所の消毒及び感染防⽌対策を⾏い、営業を継続している。

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、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、再発防⽌に向
けて、感染防⽌対策の点検調査及び指導を実施していく。



クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（154例目）
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医療機関
陽性者数 所在地

職員及び患者8名 米子保健所管内
まん延防止のための措置（第６条）

・施設管理者は、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職員及び患者の名簿を保健所に提出し、保健所は全ての職員の検査を実施した。

患者に対しては、施設管理者を通じ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た。
→ 当該施設は、5/27（⾦）から診療を休⽌している。

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、クラスター対策特命チーム、⿃取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チーム及び院内感染緊急対策チームの⽴ち
⼊りを⾏い、特定施設であることから、早急な再開と再発防⽌に向けて、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。



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

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5888例目

（県内14862例目）
5/26 発熱、頭痛、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5889例目

（県内14863例目）
5/25 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）

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5890例目

（県内14864例目）
5/25 鼻の奥に違和感 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）

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5891例目

（県内14865例目）
5/25 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）

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5892例目

（県内14866例目）
5/24 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）

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5893例目

（県内14867例目）
5/25 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）

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5894例目

（県内14868例目）
5/25 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5895例目

（県内14869例目）
5/25 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）

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5896例目

（県内14870例目）
無症状 県の無料PCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5897例目

（県内14871例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5898例目

（県内14872例目）
5/25 咽頭痛、頭痛 医療機関を受診しPCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5899例目

（県内14873例目）
― 医療機関を受診し抗原定量検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5900例目

（県内14874例目）
5/26 発熱、咽頭痛、倦怠感 医療機関を受診しPCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5901例目

（県内14875例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5902例目

（県内14876例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5903例目

（県内14877例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者として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（5/2７）以降公表事例）

＜鳥取市保健所管内５８８８～６００１例目（県内１４８６２～１４８９９例目、１４９２８～１４９７３例目、１５００１～１５０３０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

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5904例目

（県内14878例目）
5/25 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5905例目

（県内14879例目）
5/24 咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5906例目

（県内14880例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5907例目

（県内14881例目）
5/25 咳、頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5908例目

（県内14882例目）
5/25 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）

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5909例目

（県内14883例目）
5/23 発熱、咽頭痛、頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5910例目

（県内14884例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5911例目

（県内14885例目）
5/25 倦怠感、悪寒、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）

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5912例目

（県内14886例目）
5/26 発熱、吐気 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5913例目

（県内14887例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5914例目

（県内14888例目）
5/25 発熱、嘔吐 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5915例目

（県内14889例目）
5/25 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5916例目

（県内14890例目）
5/23 発熱、痰、関節痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5917例目

（県内14891例目）
5/24 咳、鼻水 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5918例目

（県内14892例目）
5/25 咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5919例目

（県内14893例目）
5/26 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）

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5920例目

（県内14894例目）
5/26 咽頭痛、頭痛、倦怠感 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 7

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（5/27）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

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5921例目

（県内14895例目）
5/26 倦怠感、発熱 医療機関を受診し抗原定性検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5922例目

（県内14896例目）
5/24 咽頭痛 医療機関を受診しPCR検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5923例目

（県内14897例目）
5/25 喉の違和感 医療機関を受診し抗原定性検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5924例目

（県内14898例目）
5/25 咽頭痛 医療機関を受診し抗原定量検査

5月26日 5月27日 鳥取市
管内5925例目

（県内14899例目）
5/25 発熱

医療機関を受診し抗原定性検査（県内陽性者の接触者として）（１
回陰性後再検査）

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5926例目

（県内14928例目）
5/26 発熱、咽頭痛 医療機関を受診しPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5927例目

（県内14929例目）
5/24

咽頭痛
咳、鼻水

医療機関を受診しPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5928例目

（県内14930例目）
5/26 発熱、頭痛、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）

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5929例目

（県内14931例目）
5/25 咽頭痛、倦怠感 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5930例目

（県内14932例目）
5/25 下痢、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5931例目

（県内14933例目）
5/26 咽頭痛、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）

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5932例目

（県内14934例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5933例目

（県内14935例目）
5/26 腹痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5934例目

（県内14936例目）
5/25 咽頭痛 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）

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5935例目

（県内14937例目）
5/26 発熱、咳、痰、咽頭痛、鼻水 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5936例目

（県内14938例目）
5/26 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5937例目

（県内14939例目）
5/21 喉の痛み 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 8

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（5/27）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

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5938例目

（県内14940例目）
5/25 咳、咽頭痛 医療機関を受診しPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5939例目

（県内14941例目）
5/25 頭痛、体の痛み 医療機関を受診し抗原定量検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5940例目

（県内14942例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5941例目

（県内14943例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5942例目

（県内14944例目）
5/27 鼻水 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5943例目

（県内14945例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5944例目

（県内14946例目）
5/26 発熱

医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査（県内陽性者の接触者
として）（１回陰性後再検査）

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5945例目

（県内14947例目）
5/27 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5946例目

（県内14948例目）
5/26 頭痛 県外陽性者の接触者としてPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5947例目

（県内14949例目）
5/25 咳、鼻水 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）

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5948例目

（県内14950例目）
5/26 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5949例目

（県内14951例目）
5/27 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）

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5950例目

（県内14952例目）
5/26 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）

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5951例目

（県内14953例目）
5/27 発熱、頭痛、足痛、喉かゆい 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）

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5952例目

（県内14954例目）
5/27 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）

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5953例目

（県内14955例目）
5/27 発熱、嘔吐、咳、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）

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5954例目

（県内14956例目）
5/26 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） 9

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（5/27）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

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5955例目

（県内14957例目）
5/26 咳、咽頭痛 医療機関を受診し、PCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5956例目

（県内14958例目）
5/25 喉に違和感 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5957例目

（県内14959例目）
5/26 発熱、咽頭痛、倦怠感、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）

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5958例目

（県内14960例目）
5/26 発熱、咽頭痛、倦怠感、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）

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5959例目

（県内14961例目）
5/25 発熱、咳、頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5960例目

（県内14962例目）
5/25 体調不良 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5961例目

（県内14963例目）
5/24 咽頭痛 県の無料PCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5962例目

（県内14964例目）
無症状 県の無料PCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5963例目

（県内14965例目）
5/23 咳、痰 県の無料PCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5964例目

（県内14966例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5965例目

（県内14967例目）
5/27 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5966例目

（県内14968例目）
5/26 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5967例目

（県内14969例目）
5/25 咽頭痛 医療機関を受診しPCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5968例目

（県内14970例目）
5/26 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5969例目

（県内14971例目）
5/27 咳

医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査（県内陽性者の接触者
として）（１回陰性後再検査）

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5970例目

（県内14972例目）
無症状 県の無料PCR検査

5月27日 5月28日 鳥取市
管内5971例目

（県内14973例目）
5/22 熱感 県の無料PCR検査 10

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（5/27）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

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5972例目

（県内15001例目）
5/26 咽頭違和感、倦怠感 自主抗原定性検査、医療機関を受診し抗原定性検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5973例目

（県内15002例目）
5/28 喉の違和感、痰 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5974例目

（県内15003例目）
5/24 咳、痰 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）

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5975例目

（県内15004例目）
5/26 咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5976例目

（県内15005例目）
5/27 咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5977例目

（県内15006例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5978例目

（県内15007例目）
5/27 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5979例目

（県内15008例目）
5/27 発熱、咳、頭痛、鼻水 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5980例目

（県内15009例目）
5/25 咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5981例目

（県内15010例目）
5/27 咽頭の違和感 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5982例目

（県内15011例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5983例目

（県内15012例目）
5/26 鼻水、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）

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5984例目

（県内15013例目）
5/27 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）

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5985例目

（県内15014例目）
5/26 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）

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5986例目

（県内15015例目）
5/28 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）

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5987例目

（県内15016例目）
5/26 発熱、咽頭痛、倦怠感 医療機関を受診しPCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5988例目

（県内15017例目）
5/28 発熱、咳、鼻水 医療機関を受診し抗原定量検査 11

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（5/27）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

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5989例目

（県内15018例目）
5/26 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）

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5990例目

（県内15019例目）
5/27 発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、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）

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5991例目

（県内15020例目）
5/27 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）

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5992例目

（県内15021例目）
5/27 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5993例目

（県内15022例目）
5/27 喉の違和感 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5994例目

（県内15023例目）
無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5995例目

（県内15024例目）
5/28 発熱、食欲低下 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）

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5996例目

（県内15025例目）
5/28 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）

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5997例目

（県内15026例目）
5/27 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）

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5998例目

（県内15027例目）
無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）

5月28日 5月29日 鳥取市
管内5999例目

（県内15028例目）
5/28 咽頭痛、倦怠感、眠気 医療機関を受診しPCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内6000例目

（県内15029例目）
5/26 喉の違和感 医療機関を受診しPCR検査

5月28日 5月29日 鳥取市
管内6001例目

（県内15030例目）
5/28 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査
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※５月２９日陽性確認３３件分（鳥取市保健所管内6002～6034例目（県内15057 ～ 15089例目））の詳細については調査中



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

5月26日 5月27日 県内14833例目 倉吉 5/24 鼻水、咳 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月26日 5月27日 県内14834例目 倉吉 5/25 発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月26日 5月27日 県内14835例目 倉吉 5/26 頭痛、発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月26日 5月27日 県内14836例目 倉吉 5/25 発熱 無料検査を受検

5月26日 5月27日 県内14837例目 米子 5/25 発熱 疫学調査として検査

5月26日 5月27日 県内14838例目 米子 5/25 倦怠感、発熱 医療機関を受診し検査

5月26日 5月27日 県内14839例目 米子 5/26 倦怠感、咳、発熱 医療機関を受診し検査

5月26日 5月27日 県内14840例目 米子 5/25 発熱、頭痛、咽頭痛 医療機関を受診し検査

5月26日 5月27日 県内14841例目 米子 5/21 発熱 医療機関を受診し検査

5月26日 5月27日 県内14842例目 米子 5/21 咳、咽頭痛 無料検査を受検

5月26日 5月27日 県内14843例目 米子 5/25 咽頭痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月26日 5月27日 県内14844例目 米子 5/26 発熱、喉の違和感 医療機関を受診し検査

5月26日 5月27日 県内14845例目 米子 5/23 喉の違和感 医療機関を受診し検査

5月26日 5月27日 県内14846例目 米子 5/26 発熱 医療機関を受診し検査

5月26日 5月27日 県内14847例目 米子 5/26 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し検査

5月26日 5月27日 県内14848例目 米子 5/21 発熱 疫学調査として検査

5月26日 5月27日 県内14849例目 米子 無症状 疫学調査として検査

5月26日 5月27日 県内14850例目 米子 無症状 疫学調査として検査

5月26日 5月27日 県内14851例目 米子 5/24 咳、倦怠感 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月26日 5月27日 県内14852例目 米子 5/25 発熱、咳、咽頭痛 医療機関を受診し検査

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（5/27）以降公表事例）
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＜県設置保健所管内：県内１４８３３～１４８６１例目、１４９００～１４９２７例目、１４９７４～１５０００例目＞



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

5月26日 5月27日 県内14853例目 米子 5/23 喉の違和感 医療機関を受診し検査

5月26日 5月27日 県内14854例目 米子 5/22 咳 医療機関を受診し検査

5月26日 5月27日 県内14855例目 米子 5/25 発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月26日 5月27日 県内14856例目 米子 5/25 咽頭痛、頭痛、下痢 疫学調査として検査

5月26日 5月27日 県内14857例目 米子 無症状 疫学調査として検査

5月26日 5月27日 県内14858例目 米子 5/25 発熱、全身痛、倦怠感 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月26日 5月27日 県内14859例目 米子 無症状 疫学調査として検査

5月26日 5月27日 県内14860例目 米子 無症状 疫学調査として検査

5月26日 5月27日 県内14861例目 米子 5/25 発熱、倦怠感 疫学調査として検査

5月27日 5月28日 県内14900例目 倉吉 5/24 倦怠感 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月27日 5月28日 県内14901例目 倉吉 5/27 発熱、体の痛み、喉の違和感、鼻水 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月27日 5月28日 県内14902例目 倉吉 5/27 咳、鼻水 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月27日 5月28日 県内14903例目 倉吉 5/26 咽頭痛 医療機関を受診し検査

5月27日 5月28日 県内14904例目 倉吉 5/24 発熱、咳、咽頭痛、倦怠感 医療機関を受診し検査

5月27日 5月28日 県内14905例目 倉吉 5/25 咽頭痛、鼻水、咳 医療機関を受診し検査

5月27日 5月28日 県内14906例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

5月27日 5月28日 県内14907例目 米子 5/26 発熱、関節痛、倦怠感 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月27日 5月28日 県内14908例目 米子 5/26 発熱、咳、咽頭痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月27日 5月28日 県内14909例目 米子 5/26 発熱、頭がぼうっとする 医療機関を受診し検査

5月27日 5月28日 県内14910例目 米子 5/26 発熱 自主検査を受検

5月27日 5月28日 県内14911例目 米子 5/26 喉の違和感、発熱 医療機関を受診し検査

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（5/27）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

5月27日 5月28日 県内14912例目 米子 5/26 発熱、咳、咽頭痛、肩痛 医療機関を受診し検査

5月27日 5月28日 県内14913例目 米子 無症状 無料検査を受検

5月27日 5月28日 県内14914例目 米子 無症状 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月27日 5月28日 県内14915例目 米子 5/22 咽頭痛 医療機関を受診し検査

5月27日 5月28日 県内14916例目 米子 5/26 倦怠感、関節痛、咳 医療機関を受診し検査

5月27日 5月28日 県内14917例目 米子 5/26 咽頭痛 医療機関を受診し検査

5月27日 5月28日 県内14918例目 米子 5/26 発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月27日 5月28日 県内14919例目 米子 5/25 頭痛 医療機関を受診し検査

5月27日 5月28日 県内14920例目 米子 5/27 吐き気、咳 医療機関を受診し検査

5月27日 5月28日 県内14921例目 米子 5/19 咽頭痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月27日 5月28日 県内14922例目 米子 5/25 咽頭痛、咳 自主検査を受検

5月27日 5月28日 県内14923例目 米子 無症状 疫学調査として検査

5月27日 5月28日 県内14924例目 米子 5/25 咽頭痛 疫学調査として検査

5月27日 5月28日 県内14925例目 米子 5/26 発熱、頭痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月27日 5月28日 県内14926例目 米子 5/25 喉の違和感 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月27日 5月28日 県内14927例目 米子 5/25 咽頭痛、腹の違和感 医療機関を受診し検査

5月28日 5月29日 県内14974例目 倉吉 5/25 喉の違和感 自主検査を受検

5月28日 5月29日 県内14975例目 倉吉 5/26 倦怠感、咳 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月28日 5月29日 県内14976例目 倉吉 5/27 発熱、鼻水、咳、痰 医療機関を受診し検査

5月28日 5月29日 県内14977例目 倉吉 5/26 悪寒 医療機関を受診し検査

5月28日 5月29日 県内14978例目 米子 5/27 発熱 医療機関を受診し検査

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（5/27）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

5月28日 5月29日 県内14979例目 米子 5/26 喉の違和感 無料検査を受検

5月28日 5月29日 県内14980例目 米子 無症状 無料検査を受検

5月28日 5月29日 県内14981例目 米子 5/26 吐き気、嘔吐、腹痛 医療機関を受診し検査

5月28日 5月29日 県内14982例目 米子 5/27 咽頭痛、咳 医療機関を受診し検査

5月28日 5月29日 県内14983例目 米子 無症状 疫学調査として検査

5月28日 5月29日 県内14984例目 米子 無症状 疫学調査として検査

5月28日 5月29日 県内14985例目 米子 5/27 咽頭痛 医療機関を受診し検査

5月28日 5月29日 県内14986例目 米子 無症状 疫学調査として検査

5月28日 5月29日 県内14987例目 米子 無症状 疫学調査として検査

5月28日 5月29日 県内14988例目 米子 5/27 喉の違和感、鼻水 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月28日 5月29日 県内14989例目 米子 5/27 発熱、倦怠感 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月28日 5月29日 県内14990例目 米子 5/26 咽頭痛、嗄声 疫学調査として検査

5月28日 5月29日 県内14991例目 米子 5/26 咽頭痛 疫学調査として検査

5月28日 5月29日 県内14992例目 米子 無症状 疫学調査として検査

5月28日 5月29日 県内14993例目 米子 5/24 咳、倦怠感、関節痛、食欲不振 疫学調査として検査

5月28日 5月29日 県内14994例目 米子 5/28 発熱、頭痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

5月28日 5月29日 県内14995例目 米子 5/26 倦怠感 医療機関を受診し検査

5月28日 5月29日 県内14996例目 米子 無症状 疫学調査として検査

5月28日 5月29日 県内14997例目 米子 5/26 発熱、頭痛 医療機関を受診し検査

5月28日 5月29日 県内14998例目 米子 5/28 咽頭痛 医療機関を受診し検査

5月28日 5月29日 県内14999例目 米子 5/28 発熱 医療機関を受診し検査

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（5/27）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

5月28日 5月29日 県内15000例目 米子 5/28 吐き気 医療機関を受診し検査

17

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（5/27）以降公表事例）

＜既陽性者との接触＞

・接触あり ６５名 ・接触なし １９名 （管轄保健所別 【倉吉】接触あり１０名、接触なし５名 【米子】接触あり５５名、接触なし１４名）

（接触ありの内訳）

・ 県内14000例目 1名 ・ 県内14014例目 1名 ・ 県内14364例目 2名 ・ 県内14366例目 1名 ・ 県内14376例目 1名 ・ 県内14419例目 1名

・ 県内14430例目 4名 ・ 県内14468例目 1名 ・ 県内14535例目 1名 ・ 県内14537例目 2名 ・ 県内14559例目 1名 ・ 県内14569例目 3名

・ 県内14571例目 2名 ・ 県内14673例目 2名 ・ 県内14680例目 4名 ・ 県内14689例目 2名 ・ 県内14772例目 1名 ・ 県内14776例目 1名

・ 県内14777例目 2名 ・ 県内14778例目 6名 ・ 県内14781例目 2名 ・ 県内14785例目 1名 ・ 県内14839例目 2名 ・ 県内14848例目 1名

・ 県内14849例目 2名 ・ 県内14852例目 4名 ・ 県内14904例目 2名 ・ 県内14909例目 2名 ・ 県内14911例目 5名 ・ 県内14912例目 1名

・ 県内14913例目 2名 ・ 県内14995例目 1名 ・ 県内陽性者 1名

※５月２９日陽性確認２６件分（県内15031～15056例目）の詳細については調査中


