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新型コロナウイルス感染者（市内２例目、３例目）のその後の対応について

４月２０日に公表しました標記２例目、３例目の感染者の対応について、学校

関係者のＰＣＲ検査の結果、全員陰性であったことを報告します。

１ ＰＣＲ検査状況（４月２３日公表分）

・市対応の市内居住の学校関係者：３３名（市内居住の同級生２７名、教職

員６名）

→ 全員陰性

  ・県対応の市外居住の学校関係者：８名（同級生５名、教職員３名）

→ 全員陰性

  ・県対応の薩摩川内市の親族：１０名

→ 全員陰性

記 者 発 表 資 料

令和２年４月２３日



2

新型コロナウイルス感染者の行動歴等について（本市２例目、県内９例目）

※ 下線は記者レク(4/21)以降の追加内容

４月２０日、新型コロナウイルスの検査により、下記のとおり、市内２例目（県

内で９例目）となる新型コロナウイルス感染者が確認されました。

記

１ 患者の概要（４月１９日県発表の友人Ａ）

（１）年 代：２０代 女性

（２）職 業：専門学校生

（３）居住地：鹿児島市

２ 患者の現在の症状（４月２３日時点）

（１）体温：３６．８℃

（２）症状：なし

３ 行動歴及び経過（本人からの聞き取り）

日 付 時 刻 経 路・行 動

３／３１ 終日 県内８例目の感染者（姶良市の友人）と高速

バスにて福岡へ

友人Ｂがレンタカーで博多駅に出迎え、姶良

市の友人、友人Ｂと宿泊先のホテルまで一緒

に行動（Ｂはその後別行動）

その後、ホテルで友人Ｃと合流、本人及び姶

良市の友人と友人Ｃは、同じホテルに宿泊

※全員マスク着用

４／１ 終日 ホテル

４人合流して福岡市で散策

※全員マスク着用

４／２ 終日 ＪＲでホテルに帰る

姶良市の友人、友人Ｃとホテルからレンタカ

ーで糸島市に移動し、ホテルに帰る

※全員マスク着用
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４／３ 終日 ホテル

姶良市の友人と高速バスにて鹿児島へ

※マスク着用

４／４ 終日 自宅

４／５ 終日 自宅

４／６ 終日 自宅

４／７ 終日 自宅

４／８ 午前 学校（徒歩）

４／９ 終日 自宅

４／１０ 午前

午後

学校（徒歩）

自宅

４／１１ 午前

午後

自宅

・鹿児島中央駅まで徒歩

・１５時台発のＪＲに乗車、１６時頃に川内

駅へ到着

・親族の車で薩摩川内市内の親族宅へ

親族宅にて１１人で２時間ほど会食をし、１

泊

４／１２ 午後 ・親族の車で親族宅から川内駅へ

・１７時半頃発のＪＲに乗車、１８時頃に鹿

児島中央駅へ到着

・徒歩で帰宅

４／１３ 午前 学校（徒歩）

友人Ｄ宅訪問

４／１４ 終日 学校（徒歩）

４／１５ 終日 学校（徒歩）

４／１６ 終日 学校（徒歩）

４／１７ 午前

午後

学校（徒歩）

友人Ｄ宅で姶良市の友人・友人Ｂ・Ｄと食事

４／１８ 終日 自宅

４／１９ 終日 自宅

４／２０ ＰＣＲ検査にて、陽性が判明

県内の感染症指定医療機関に入院
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４ 接触者（計５２名） ※４２名はＢと共通

（１）関係：薩摩川内市で会食した親族１０名

    症状：なし

  

（２）関係：学校の同学年の生徒３３名 ※Ｂと共通

    症状：１名に４月２０日発熱の症状、その他３２名はなし

（３）関係：学校の教員９名 ※Ｂと共通

    症状：なし

５ ＰＣＲ検査状況

（１）親族１０名

    ・鹿児島市外の居住者のため、鹿児島県において検査を実施し、結

果は陰性

（２）学校の同学年の生徒３３名 ※Ｂと共通

    ・４月２１日、発熱の症状のあった生徒１名の検査を実施し、結果

は陰性

    ・４月２２日、本市居住の２７名の生徒の検査を実施し、結果は

陰性

    ・その他、５名は鹿児島市外の居住者のため、鹿児島県において検

査を実施し、結果は陰性

（３）学校の教員９名 ※Ｂと共通

    ・４月２２日、本市居住の６名の検査を実施し、結果は陰性

    ・その他、３名は鹿児島市外の居住者のため、鹿児島県において検

査を実施し、結果は陰性
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新型コロナウイルス感染者の行動歴等について（本市３例目、県内１０例目）

※ 下線は記者レク(4/21)以降の追加内容

４月２０日、新型コロナウイルスの検査により、下記のとおり、市内３例目（県

内で１０例目）となる新型コロナウイルス感染者が確認されました。

記

１ 患者の概要（４月１９日県発表の友人Ｂ）

（４）年 代：２０代 女性

（５）職 業：専門学校生

（６）居住地：鹿児島市

２ 患者の現在の症状（４月２３日時点）

（１）体温：３６．３℃

（２）症状：なし

３ 行動歴及び経過（本人からの聞き取り）

日 付 時 刻 経 路・行 動

３／２９ 午前 ６時１５分鹿児島中央駅発の高速バスにて福

岡へ

※マスク着用

３／３０ 終日 レンタカーで糸島市へ

３／３１ 終日 レンタカーで友人Ａと県内８例目の感染者

（姶良市の友人）を博多駅に出迎え、宿泊先ホ

テルまで送り、その後、別行動

４／ １ 午後 友人と合流して福岡を散策

１８時HEARTSバスステーション発の高速バス

に乗り、２２時に鹿児島中央駅に到着後、市電

で帰宅

※マスク着用

４／ ２ 終日 自宅

４／ ３ 終日 自宅

４／ ４ 終日 自宅

４／ ５ 終日 自宅
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４／ ６ 終日 自宅

４／ ７ 終日 自宅

４／ ８ 午前 学校（自転車で通学）

４／ ９ 終日 自宅

４／１０ 終日 学校（自転車で通学）

４／１１ 終日 自宅

４／１２ 終日 自宅

４／１３ 終日 学校（自転車で通学）

４／１４ 終日 学校（自転車で通学）

４／１５ 終日 学校（自転車で通学）

４／１６ 終日 学校（自転車で通学）

４／１７ 午前

午後

登校

友人Ｄ宅で姶良市の友人・友人Ａ・Ｄと食事

４／１８ 終日 自宅

４／１９ 終日 自宅

４／２０ ＰＣＲ検査にて、陽性が判明

県内の感染症指定医療機関に入院

４ 接触者（計４４名） ※４２名はＡと共通

（１）関係：同居している親族２名

症状：なし

（２）関係：学校の同学年の生徒３３名 ※Ａと共通

   症状：１名に４月２０日発熱の症状、その他３２名はなし

（３）関係：学校の教員９名 ※Ａと共通

症状：なし

５ ＰＣＲ検査状況

（１）親族２名

    ４月２１日、検査を実施し、結果は陰性

（２）学校の同学年の生徒３３名 ※Ａと共通

    ・４月２１日、発熱の症状のある生徒１名の検査を実施し、結果は

陰性

    ・４月２２日、本市居住の２７名の生徒の検査を実施し、結果は
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陰性

    ・その他、５名は鹿児島市外の居住者のため、鹿児島県において検

査を実施し、結果は陰性

（３）学校の教員９名 ※Ａと共通

    ・４月２２日、本市居住の６名の検査を実施し、結果は陰性

   ・その他、３名は鹿児島市外の居住者のため、鹿児島県において検

査を実施し、結果は陰性


