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事例１：高校生事例（千葉花子さん）
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１． 基本情報
１）基礎情報
氏名：千葉花子（ちばはなこ）、年齢：16 歳、性別：女性、国籍：日本
住所：千代田区霞が関 9999、接触確認アプリ（COCOA）の利用：なし
療養状況：自宅で療養中
２）所属情報


東京都立霞が関高校（千代田区内）１年 B 組に所属。



基礎疾患なし、妊娠していない、未成年のため飲酒・喫煙なし



8:40～15：30 が授業時間。授業はクラス単位で受講する形態で音楽・体育以外はクラスの教室で受
講する。常にマスクは着用していた。音楽・体育でも常にマスクは着用しており、大きな声を出す活
動や、生徒同士が屋内で密になる活動は避けている。昼休みは食事は個人の机で会話はせず全員が前
を向いてとる。高校の教室は常に換気のために対面の窓を開けていた。



学校では体温、症状を記録する健康観察票を記載するように言われており、月末に１回担任に提出し
ている。



放課後は、所属している合唱部の活動を行っている（16 時～18 時）。部活動は、普段学生のみで行っ
ている。練習の時は、口を大きくあけるため、マスクをしていると動かしにくいということで、学生
たちはマスクはつけずに、フェイスシールドをつけて、練習をしている。合唱する時は、１人１人の
間隔をあけるようにしているが、部員が２０人いるため、音楽室の中では、学生同士２ｍ間隔を保持
するのは難しく、離れられても１ｍ程度である。換気は、音楽室の対面の窓をあけている。

３）既往歴・現病歴


既往歴なし



妊娠なし



喫煙なし

４）家族構成・家屋状況


同居家族
父（千葉太郎：47 歳会社員

X-1 日から、会社を休んでいる。症状なし、既往無）

母（千葉幸子：45 歳会社員

X-1 日から、会社を休んでいる。本日から咳が出現、既往無）

弟（千葉良介：14 歳中学生

X-1 日から、学校を休んでいる。症状なし、既往無）

※両親、弟とは食事は X-3 日からは、別々にとっている。
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２． 症状及び対応の経過（ロールプレイ当日を X 日とする）
日付

症状

行動歴

X-18 日



朝検温し、36.3℃



休み

（金）



無



家族と家で過ごす。食事を買いに夕方近所のスーパーに
車で行く（マスクをしている）

X-17 日



昼過ぎに検温し、36.4℃



休み

（土）



無



友達と一緒に午後ショッピングモールに買い物に行く。
帰りにカフェによって、１時間近く話をする。コーヒー
とケーキを頼んだため、食べたり飲んだりしはじめる
と、マスクをつけるのを忘れてしまう。その後帰宅。

X-16 日



検温忘れ



休み

（日）



無



家族は明日から仕事なので、家でお寿司を頼んで、家族
で食べる

X-15 日



朝検温し、36.4℃



休み

（月）



無



高校の友人４人と遊ぶ。友人宅に行って、ある友人の部
屋で、お菓子を食べながら過ごす（１３時～１６時）。お
菓子を食べ始めるとマスクをつけるのを忘れてしまう

X-14 日



朝検温し、36.3℃



休み

（火）



無



家で、課題を仕上げる。

X-13 日



朝検温し忘れ、帰宅後に



高校に通学（電車に２０分ほど乗って通学）

検温し、36.2℃無



放課後は部活動に参加し、同じ部活で駅も同じ赤坂厚子

（水）

さんと帰宅
X-12 日



検温し忘れ



高校に通学（電車に２０分ほど乗って通学）

（木）



無



放課後は部活動に参加し、同じ部活で駅も同じ赤坂厚子
さんと帰宅

X-11 日



検温し忘れ



高校に通学（電車に２０分ほど乗って通学）

（金）



無



放課後は部活動に参加し、同じ部活で駅も同じ赤坂厚子
さんと帰宅

X-10 日



昼過ぎに検温し、36.6℃

（土）



無

X-9 日



検温し忘れ

（日）



無



学校が休みのため、家族と映画館に出かける。帰りにレ
ストランで食事をする



学校が休みのため、中学の同じクラスだった友人と５人
でショッピングに出かける。お昼はファミレスに入り、
５人で食べる。食べ始めるとマスクをつけるのを忘れて
しまう。友人の中で、１人たまに咳をしている子がいた
（大門圭子：16 歳高校生、中野区の本人とは別の高校に
通学している）
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（続き）
日付

症状

行動歴

X-8 日



朝検温し、36.5℃



高校に通学（電車に２０分ほど乗って通学）

（月）



無



放課後は部活動に参加し、同じ部活で駅も同じ赤坂厚子
さんと帰宅

X-7 日



検温し忘れ



高校に通学（電車に２０分ほど乗って通学）

（火）



無



放課後は部活動に参加し、同じ部活で駅も同じ赤坂厚子
さんと帰宅

X-6 日



朝検温し、36.6℃



高校に通学（電車に２０分ほど乗って通学）

（水）



無



放課後は部活動に参加し、同じ部活で駅も同じ赤坂厚子
さんと帰宅

X-5 日



検温し忘れ



高校に通学（電車に２０分ほど乗って通学）

（木）



無



放課後は部活動に参加し、同じ部活で駅も同じ赤坂厚子
さんと帰宅



帰宅後に喉の痛みを感じたが、寝たら治るだろうと思っ
て早めに寝た

X-4 日



朝の検温忘れ



（金）



16：00 頃より咳が出始

長から指示されて、保健室に行き、体温を測ると 37.5℃

め、体温計測したところ

であった。

部活動をしている時（16：00 頃）に、咳が出始めた。部

37.5℃
X-3 日



（土）



朝起きて検温したところ



９時過ぎに自治体の帰国者・接触者相談センターに電話

（7 時時点）、38.0℃の熱

をした。

が続いている。今朝から、 

帰国者・接触者相談センターで、医療機関への受診を勧

咽頭痛も出始めた

められ、その日のうちに、指定された医療機関を受診し

医 療 機 関 受 診 時 は

た。

38.2℃



医療機関では、新型コロナウイルス感染症の疑いありと
診断され、ＰＣＲ検査センターで、X-2 日の９時に検査
を受けるよう伝えられた。医療機関では、高熱で眠れな
い場合、もしくは、咽頭痛のために食事や水分が接種で
きない場合に、服用するようにと、解熱鎮痛剤が頓服で
６回分処方された。
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（続き）
日付

症状

行動歴

X-2 日





９時に PCR 検査センターで検査を受けた。



高校の担任（港ふなお）には日曜日に検査を受けたこと

（日）

検査受診時点では、
37.8℃の発熱あり、咽頭
痛、咳も続いている。睡
眠・食事・水分はとれて
いたため、解熱鎮痛剤は
服用していない。

X-1 日



（月）

X日
（火）



熱は 36.8℃。咽頭痛はや
や軽快。睡眠・食事・水分

を報告。担任からは検査結果がわかり次第報告するよう

はとれていた

にと伝えられている

体温 36.5℃、咽頭痛は消



自宅安静



かかりつけ医に「新型コロナウイルス感染症陽性」であ

失、食事・水分は問題な

る連絡が入り、かかりつけ医から、患者本人にその旨が

くとれている。しかし、

伝えられた。

味覚・嗅覚障害が X-1 日



より出現している。

高校の担任（港ふなお）には、検査結果を報告した。高
校は、陽性者が出たため、臨時休校としたと聞いた。

３． 登場人物について
〇赤坂厚子


16 歳、本人と同じ学校だが、違うクラス（1 年 D 組）の学生、



本人と同じ合唱部



実家（千代田区）から通学している



本日、熱が出て受診したと聞いている。

〇合唱部員（本人、赤坂さんを除く 18 名）


最終登校日の X-4 日時点では、体調不良者はいなかったと思われるが、その後の状況はわからない。

〇大門圭子


16 歳、本人の中学校の同級生。



現在は、中野区の高校に通学。



X-9 日（日）以降は、会っていないため、その後の症状などはわからない

※

赤坂厚子には、新型コロナウイルス感染症陽性になったことを伝えている。
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４． 患者役を演じる上でお願いしたいこと
今回の事例は自身が陽性であったことに対して、非常にショックを受けている事例として演じてくだ
さい。具体的には、電話がかかってきた冒頭で、元気なさげに、言葉数少なく対応し、心情や体調を気遣
う言葉が調査役から掛けられたら「さっき陽性って言われたばかりなので…（混乱しています）」などと
答えてください。
５． ロールプレイでのポイント


導入
今回の患者は、陽性であることがわかり、とてもショックを受けている事例として演じてもらっていま

した。患者の心情・体調を確認した上で、調査に要する時間を伝え、調査が実施可能であることを患者と
共に確認しましょう。短い調査の間での信頼関係構築のカギとなります。


発症日の特定
今回の事例では、発症日を X-5 日として設定しています。
発生届と症状が出現した日が異なる場合もあります。その場合、どちらが発症日であるかを決定する必

要があります。症状の出現した日にちや症状などを確認した上で、保健所職員に相談し決定しましょう。


濃厚接触者の特定
今回の事例では、濃厚接触者は赤坂厚子さんと他の合唱部員 18 名、両親、弟として設定しています。
今回のように学校である場合には、学校での 1 日の流れ、昼食の状況、部活動・サークルの所属の有

無、授業や部活動サークルで過ごしている場所の広さ・一緒に過ごす人の人数・換気状況・マスクの着用
状況、学校での体調不良者の有無、学校で行動を共にすることが多かった人の有無などを確認する必要
があります。濃厚接触者の特定で判断に迷う場合は、その都度、保健所職員に相談することが必要です。
今回は、濃厚接触者の中に体調不良者がいました。今後クラスターが発生する可能性も考えられます
ので、速やかに保健所職員に事実を伝えて、今後の対応を相談しましょう。すでに同じ学校で患者が発生
していることを保健所が把握している可能性もあります。そのためにも、学校名の確認が重要です。


濃厚接触者への対応
今回のように、合唱部員 20 名のように濃厚接触者が多数存在しそうな場合には、クラスターが発生す

る可能性もあります。部活の顧問や副校長など、保健所が連絡を取れそうな人を患者本人から聞き取っ
たうえで、保健所からその担当者に連絡し、濃厚接触者のリストを作成してもらい、そのリストをもとに
対応していくことがあります。


クラスターの探知
今回は、事例の設定では、X-9 日に会った大門圭子さんからの感染であるとして作成しました。そのた

め、この高校では千葉花子さんが初発患者である可能性が高く、千葉花子さんとの濃厚接触者に対して
確実に対応していくことがクラスター発生の予防に効果的であると考えられます。
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