
 日時：令和３年３月２９日（月） 午後５時から

 場所：鳥取県庁災害対策本部室（第２庁舎３階）

 出席：知事、副知事
令和新時代創造本部、危機管理局、 総務部、福祉保健部
東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター
鳥取市保健所
アドバイザー（鳥大医学部 千酌教授）

 議題：

（１）症例報告について

（２）その他
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鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第６８回）



事例
対応空港検疫
（到着日）

年齢 性別 居所 行動歴 症状

2313 関空（3/21) 20代 女性 鳥取県

１ 陽性者の概要

２ 経過等

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

＜空港検疫＞
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

＜県内211、212例目(鳥取市保健所管内80、81例目)・第2報＞

１ 患者の概要（3月29日15時現在）

年 代 性 別 居住地 職 業 経過等（発症２日前以降）
国外、県外
の移動歴

備 考

県内211例目
（鳥取市保健所

管内80例目）

非公表 非公表 鳥取市

県内212例目
（鳥取市保健所

管内81例目）

非公表 非公表 非公表

※上記２事例について、県衛生環境研究所での変異株スクリーニング検査は陰性
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

＜県内213、214、215 (鳥取市保健所管内82、83、84例目)・第１報＞

年 代 性 別 居住地 陽性確認日 備 考

県内213例目
（鳥取市保健所

管内82例目）

非公表 非公表 鳥取市

県内214例目
（鳥取市保健所

管内83例目）

非公表 非公表 非公表

県内215例目
（鳥取市保健所
管内84例目）

非公表 非公表 非公表



１．患者の対応

感染症指定医療機関又は入院協力医療機関に入院

２．濃厚接触者等への対応

• 積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者を特定
→ 最終接触日より２週間の健康観察及び外出自粛要請

• 濃厚接触者や検査を希望する方等に対し、幅広くPCR検査を実施

• 感染源特定のため、発症前２週間の行動歴を調査

３．変異株スクリーニング検査

• 全陽性者の検体について県衛生環境研究所において変異株スクリー
ニング検査を実施

県内211~215例目(鳥取市保健所管内80~84例目)の対応方針
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医療提供体制

１．入院体制（３月２９日 １２：００現在）

２．宿泊療養体制（３月２９日 １２：００現在）

確保病床（A） 入院者（C） C/A C/B現時点確保病床（B）

317床 198床 ５人 2% 3%

対象者：入院加療後、主治医が宿泊療養可能と判断した者
運営体制：看護師の２４時間常駐による健康サポート

医師の毎日の往診とオンライン診療

地区 部屋数 入所者 備考

東部 66室 0人 8月13日開設

西部 40室 0人 1月12日開設



鳥取県版新型コロナ警報（３月２９日現在）

※クラスター発生などで特定の市町村内で感染拡大が特に懸念される場合、専門家の意見を伺った上で当該市町
村に限定して警報を発令し、警戒を呼びかけます。

地域 発令区分 備考

東部地区 注意報 3/24～

中部地区 - 2/5解除

西部地区 - 2/12 解除
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＜感染防止対策の徹底、検査・医療体制の強化＞
 手洗い、マスク着用、換気等の感染防止対策の呼びかけ強化
 保健所機能の強化（積極的疫学調査、相談対応）
 医療提供体制に関する各種データの積極的公開

 医療・福祉施設の感染防止対策の確認

＜保健所支援に向け総勢４０名の応援態勢を継続＞
リエゾン派遣、疫学調査への応援のほか、検体搬送、ドライブスルー検体採取、

その他の応援を行うための態勢を継続



指標 鳥取県
3月29日 12:00現在

ステージⅢ
の指標目安

医療提供体
制等の負荷

① 病床の
ひっ迫具合

病床全体 現時点確保
病床占有率

3%
(5/198床)

25%以上

最大確保
病床占有率

2%
(5/317床)

20%以上

うち重症者用病床 現時点確保
病床占有率

0%
(0/42床)

25%以上

最大確保
病床占有率

0%
(0/47床)

20%以上

② 療養者数(対人口10万人) 
※県人口55.6万人で計算

0.9人
(実数5人 )

15人以上

監視体制 ③ 検査陽性率(直近1週間) ※3/22～3/28発表分 0.2%
(2/1,156人)

10%以上

感染状況 ④ 陽性者数(対人口10万人/週) 
※以下、直近１週間は3/23～3/29発表分で集計

0.9人
(実数5人)

15人以上

⑤ 陽性者数の直近1週間と前週の比較 多い
(5人/0人)

多い

⑥ 感染経路不明割合(直近1週間) 40%
(2/5人)

50%以上

分科会提言の指標と鳥取県の状況

⑤の指標はステージⅢの目安を上回っているが、その他の指標は大幅に下回っており、本県
はステージⅢに達していないと考えられる。 8



全国で感染が急拡大しています。

〇感染が急拡大している地域との往来による県内感染
が続いています。

〇変異株など感染力が高いウイルスが広がっていると
考えられます。

〇県外との往来など注意レベルをあげましょう。

ご注意ください！！



県外との往来について
◆「感染流行厳重警戒地域（Ⅴ）」 との往来 ⇒今一度予定を見直して、不要不急の往来は控えてく

ださい。
◆「感染流行警戒地域(Ⅳ)」との往来 ⇒不要不急の往来については慎重にご判断ください。

「感染流行厳重警戒地域（Ⅴ）」：宮城県、山形県、東京都、大阪府、沖縄県
「感染流行警戒地域(Ⅳ)」 ：埼玉県、千葉県、兵庫県、奈良県、愛媛県

※Ｒ3.3.29現在 変更は鳥取県ホームページで随時掲示します。

⇒これらの地域に往かれた場合

〇会食される際は、次のことに気をつけてください。

・食事は短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用。
・できれば同居家族などいつも近くにいる人のみで少人数で。
・換気が良く、座席間の距離も十分で適切な大きさのアクリル板が設置され、混雑していないといっ

た安心な店を選択。

⇒これらの地域から本県に来県、帰県された場合

〇本県内で２週間は会食など飛沫が飛んで感染のおそれが高い行動は控えるようにしてください。

〇倦怠感やのどの違和感、発熱、味覚・嗅覚など少しでも違和感を自覚した場合には出歩かず、ま
ず「受診相談センター」や 「接触者等相談センター」にご相談ください。
【受診相談センター】
受付時間：9:00～17:15 ０１２０－５６７－４９２(コロナ・至急に)

聴覚に障がいがある方はFAX 0857-50-1033
上記以外：[東部] TEL0857-22-8111 [中部] TEL0858-23-3135 [西部] TEL0859-31-0029
【接触者等相談センター】

[東部] TEL0857-22-5625 [中部] TEL0858-23-3135 [西部] TEL0859-31-0029

◆体調に不安があるときは往来を控えてください。



◆倦怠感やのどの違和感、発熱、味覚・嗅覚など少しでも違和感を自覚した場合には出歩かず、まず、事
前にかかりつけ医に連絡しましょう。相談先に迷う場合は「受診相談ｾﾝﾀｰ」にご相談ください。

受付時間：9:00～17:15 ０１２０－５６７－４９２(コロナ・至急に)
聴覚に障がいがある方はFAX 0857-50-1033

上記以外 [東部] TEL0857-22-8111 [中部] TEL0858-23-3135 [西部] TEL0859-31-0029

◆接触がご心配な方は、「接触者等相談センター」にご相談ください。
[東部] TEL0857-22-5625 [中部] TEL0858-23-3135 [西部] TEL0859-31-0029 

◆誰もがどこでも感染する可能性があります。患者、医療従事者やその家族などに対し、誤解や偏見に基
づく差別を行うことは決して許されません。自分もいつ感染してもおかしくないと考え、新型コロナウイルス
感染症に立ち向かっている患者、医療従事者の皆さまを思いやり、支えあいの気持ちでみんなで応援しま
しょう。

◆親しい間柄であっても、マスクを外す瞬間をウイルスが狙っています。引き続き｢三つの密(密閉、密集、
密接)｣を避ける、人と人との感染防止距離(概ね2メートル)を取る、距離が取れない場合のマスクの着用、
こまめな手洗い、こまめな換気などの感染予防に十分注意を払っていただきますようお願いします。リスク
の高い高齢者、基礎疾患のある方や妊婦と会われる際は、特に注意しましょう。

①帰宅後や何かを口に入れる前後(喫煙も含めて)の手洗いを徹底してください。
②人と会話する際や距離が近い場合のマスクの着用を徹底していただきますようお願いします。
③体調に違和感がある場合は、親しい人であっても会食はさけていただくようお願いします。

感染予防が大切です



医療環境の整備・充実 104億円 保健衛生・検査体制の強化 19億円

○新型コロナウイルス感染症
検査体制整備事業

○保健所機能等体制強化事業
○感染症対策人材強化事業
〇新型コロナウイルス

入院患者家族支援事業
○新型コロナウイルスワクチン

接種体制整備事業 等

○障がい者施設の
新型コロナ対策支援事業

○高齢者施設の
新型コロナ対策支援事業

○社会福祉施設等に係る
ＰＣＲ検査等支援事業

16,270千円

20,000千円

50,000千円 等

716,551千円

７4,199千円
47,200千円

７,000千円

3,000千円

○新型コロナウイルス感染症医療環境整備等事業

・医療機関の設備整備
・入院病床確保
・医療従事者等の宿泊施設の確保
・個人防護具等の整備

○新型コロナウイルス感染症対策事業
（宿泊療養運営等事業）

○児童福祉施設等における
新型コロナウイルス感染症拡大防止事業

○徹底した感染拡大予防対策
による安心創出事業

141,453千円

100,000千円

感染防止対策の強化 8億円

9,515,049千円

1,434,269千円
7,575,575千円

117,714千円
200,000千円

895,625千円

等

鳥取県令和３年度当初予算（新型コロナとたたかう：131億円）

●令和２年度１月補正予算で予算化した新型コロナウイルス対策（医療提供体制の強化と感染防止対策：１３億円）
と併せて、機動的に対応
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