
新型コロナウイルス感染症の発生について

昨日（４月２０日）、県内で３６例（９６５～１０００例目）の「新型コロナウ
イルス」感染者が確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

１ 陽性が判明した方の概要

例目 年代 性別 職業 居住地
（保健所管内）

症状の程度
発症２日前からの
主な行動歴

965 40代 男性 会社員 徳島 軽症
・４／１２　仕事に従事
・４／１３、１９　医療機関を受診

966 10代 男性 中学生 吉野川 軽症
・４／１７　屋内施設を利用
・４／１８　別居の家族宅を訪問

967 10代 男性 中学生 吉野川 軽症
・４／１６　学校に登校
・４／１７　屋内施設を利用

968 10代 女性 中学生 吉野川 軽症 ・４／１７　屋内施設を利用

969 40代 女性
医療機関
職員

徳島 無症状 調査中

970 40代 男性 自営業 徳島 軽症
・４／１７、１９　仕事に従事
・４／２０　医療機関を受診

971 50代 男性 会社員

香川県
（徳島保健
所管内に
滞在中）

調査中 調査中

972 50代 男性 会社役員 徳島 軽症
・４／１３～１７　仕事に従事
・４／１９　医療機関を受診



例目 年代 性別 職業 居住地
（保健所管内）

症状の程度
発症２日前からの
主な行動歴

973 60代 男性 団体職員 徳島 無症状
・４／１６　仕事に従事
・４／１７　屋内施設を利用

974 60代 男性 団体職員 徳島 軽症
・４／１８　仕事に従事
・４／１９　医療機関を受診

975 20代 女性 会社員 徳島 軽症
・４／１６　仕事に従事
・４／１８　医療機関を受診

976 50代 男性 会社員 徳島 軽症
・４／１１～１３、１５、１６　仕事に従事
・４／１８　医療機関を受診

977 60代 男性 団体職員 吉野川 軽症
・４／１４～１６　仕事に従事
・４／１７、１９　医療機関を受診

978 20代 女性
医療機関
職員

徳島 軽症 ・４／１６～１８　仕事に従事

979 70代 女性 調査中 徳島 調査中 調査中

980 50代 女性 無職 徳島 軽症 ・４／１６　友人が自宅を訪問

981 30代 男性 自営業 徳島 軽症 －

982 30代 男性 会社員 徳島 軽症 －

983 20代 女性 無職 徳島 無症状 －



例目 年代 性別 職業 居住地
（保健所管内）

症状の程度
発症２日前からの
主な行動歴

984 40代 男性 会社員 徳島 無症状 －

985 60代 男性 自営業 徳島 軽症 ・４／１４、１５　仕事に従事

986 50代 女性 団体職員 徳島 軽症 ・４／１８～２０　仕事に従事

987 60代 男性 会社員 徳島 軽症
・４／１４～１６　仕事に従事
・４／１９　医療機関を受診

988 30代 男性 会社員 徳島 軽症
・４／１７　屋内施設を利用
・４／１９、２０　仕事に従事
・４／１９　医療機関を受診

989 40代 男性 会社員 徳島 軽症 ・４／１４　仕事に従事

990 20代 男性 会社員 徳島 軽症
・４／１３～１５、１７～１９　仕事に従事
・４／１９　医療機関を受診

991 40代 男性 会社員 阿南 軽症 調査中

992 30代 男性 調査中 徳島 調査中 調査中

993 40代 男性 調査中 徳島 調査中 調査中

994 60代 女性 調査中 徳島 調査中 調査中



２ 県民の皆様へ

県民の皆様の不安にお答えするため、県ではフリーダイヤルによる「コール

センター」を設置しております。

なお、発熱等の症状が生じた場合には、まず身近な「かかりつけ医」に電話

相談し、受診や検査の指示を受けるようにしてください。

「かかりつけ医」がなく、相談できる医療機関もない場合には、「受診・相談セ

ンター」に御相談いただくようお願いします。
●一般電話相談窓口（コールセンター・２４時間）

０１２０－１０９－４１０（フリーダイヤル）

（トーク、しっとー）
●受診・相談センター（２４時間）
０５７０－２００－２１８

３ その他
本情報提供は、感染症拡大防止対策のために行うものです。
患者等個人に係る情報についてプライバシー保護の観点から、提供資料の

範囲内での報道に格段の御配慮をお願いします。

例目 年代 性別 職業 居住地
（保健所管内）

症状の程度
発症２日前からの
主な行動歴

995 70代 男性 調査中 徳島 調査中 調査中

996 50代 男性 会社員 吉野川 軽症 調査中

997 40代 男性 団体職員 徳島 軽症 －

998 30代 女性 アルバイト 徳島 軽症 調査中

999 70代 男性 無職 徳島 中等症 ・４／２０　医療機関を受診

1000 70代 女性 調査中 徳島 調査中 －


