
 

 

令和３年１月１３日発表 

別紙 

【県内延べ１６１４例目】（延べ１５８３例目の濃厚接触者） 
 

（１）年代  ４０代 

（２）性別  女性 

（３）居住地 亀山市 

（４）職業  無職 

（５）発症日 令和３年１月９日 

（６）症状・経過 

  １月 ９日  咳、頭痛 

１１日  濃厚接触者として検体採取 

    １２日  検査の結果、陽性判明 

    １３日  入院等調整中 

        ＜現在の症状＞ 

         無症状 

 

（７）行動歴等 

 ・陽性患者との接触状況 １５８３例目が自宅を訪問（１月４日） 

 ・行動歴        別居親族等が自宅を訪問（１月７日）                        

・公共交通機関の利用  なし 

・マスクの着用     あり 

 

（８）接触者調査（１月１３日時点） 

 ・濃厚接触者 同居家族１名、別居親族３名 

・接触者   なし 

 

 

  

   



 

 

令和３年１月１３日発表 

別紙 

【県内延べ１６１５例目】（延べ１５８３例目の濃厚接触者） 
 

（１）年代  ３０代 

（２）性別  男性 

（３）居住地 亀山市 

（４）職業  会社員 

（５）発症日 令和３年１月８日 

（６）症状・経過 

  １月 ８日  咽頭痛、全身倦怠感 

     ９日  発熱（３７℃台） 

１１日  濃厚接触者として検体採取 

    １２日  検査の結果、陽性判明 

    １３日  入院等調整中 

        ＜現在の症状＞ 

         無症状 

 

（７）行動歴等 

 ・陽性患者との接触状況 １５８３例目が自宅を訪問（１月４日） 

 ・行動歴        出勤            

・公共交通機関の利用  なし 

・マスクの着用     あり 

 

（８）接触者調査（１月１３日時点） 

 ・濃厚接触者 なし 

・接触者   調査中 

 

 

  

   



 

 

令和３年１月１３日発表 

別紙 

【県内延べ１６１６例目】（延べ１５８３例目の接触者） 
 

（１）年代  １０代 

（２）性別  男性 

（３）居住地 亀山市 

（４）職業  高校生 

（５）発症日 令和３年１月９日 

（６）症状・経過 

  １月 ９日  頭痛 

１１日  接触者として検体採取 

    １２日  検査の結果、陽性判明 

    １３日  入院等調整中 

        ＜現在の症状＞ 

         無症状 

 

（７）行動歴等 

 ・陽性患者との接触状況 １５８３例目が自宅を訪問（１月４日） 

 ・行動歴        登校 

             学校活動                     

・公共交通機関の利用  なし 

・マスクの着用     あり 

 

（８）接触者調査（１月１３日時点） 

 ・濃厚接触者 学校関係調査中 

・接触者   学校関係調査中 

 

 

  

   



 

 

令和３年１月１３日発表 

別紙 

【県内延べ１６１７例目】（延べ１５８３例目の接触者） 
 

（１）年代  １０歳未満 

（２）性別  男性 

（３）居住地 亀山市 

（４）職業  小学生 

（５）発症日 無症状 

（６）症状・経過 

  １月１１日  接触者として検体採取 

    １２日  検査の結果、陽性判明 

    １３日  入院等調整中 

        ＜現在の症状＞ 

         無症状 

 

（７）行動歴等 

 ・陽性患者との接触状況 １５８３例目が自宅を訪問（１月４日） 

 ・行動歴        なし                       

・公共交通機関の利用  なし 

・マスクの着用     あり 

 

（８）接触者調査（１月１３日時点） 

 ・濃厚接触者 なし 

・接触者   なし 

 

 

  

   



 

 

令和３年１月１４日発表 

別紙 

【県内延べ１６５４例目】（愛知県感染者の濃厚接触者） 
 

（１）年代  ３０代 

（２）性別  男性 

（３）居住地 亀山市 

（４）職業  会社員 

（５）発症日 令和３年１月１０日 

（６）症状・経過 

  １月１０日  発熱（３７℃台） 

    １２日  濃厚接触者として検体採取 

１３日  検査の結果、陽性判明 

    １４日  入院等調整中 

        ＜現在の症状＞ 

         軽症～中等症 

 

（７）行動歴等 

 ・陽性患者との接触状況 愛知県感染者の職場同僚 

 ・行動歴        なし                           

・公共交通機関の利用  なし 

・マスクの着用     あり 

 

（８）接触者調査（１月１４日時点） 

 ・濃厚接触者 なし 

・接触者   なし 

 

 

  

   



 

 

令和３年１月１４日発表 

別紙 

【県内延べ１６５５例目】（延べ１６１４例目の濃厚接触者） 
 

（１）年代  １０代 

（２）性別  女性 

（３）居住地 亀山市 

（４）職業  中学生 

（５）発症日 無症状 

（６）症状・経過 

  １月１２日  濃厚接触者として検体採取 

    １３日  検査の結果、陽性判明 

    １４日  入院等調整中 

        ＜現在の症状＞ 

         無症状 

 

（７）行動歴等 

 ・陽性患者との接触状況 １６１４例目の同居家族 

 ・行動歴        なし 

                           

・公共交通機関の利用  なし 

・マスクの着用     あり 

 

（８）接触者調査（１月１４日時点） 

 ・濃厚接触者 なし 

・接触者   なし 

 

 

  

   



 

 

令和３年１月１７日発表 

別紙 

【県内延べ１７６４～１７６７例目】（クラスター３０事例目） 
 

 三重県内で家族・親族等が自宅に集まって実施した会食等の参加者について検査した結

果、下表のとおり４名の陽性が確認されました。 

例目 年代 性別 居住地 職業 発症日及び現在の症状 

１７６４ １０代 女性 亀山市 中学生 
・ 発症日 無症状 

・ 現在  無症状 

１７６５ ３０代 女性 亀山市 会社員 
・ 発症日 令和３年１月１４日 

・ 現在  軽症～中等症 

１７６６ １０代 女性 亀山市 小学生 
・ 発症日 令和３年１月１１日 

・ 現在  軽症～中等症 

１７６７ ３０代 女性 亀山市 会社員 
・ 発症日 令和３年１月１３日 

・ 現在  軽症～中等症 

※検体採取日：１月１４日、陽性判明日：１月１６日 

  入院等  ：入院等調整中 

 

・行動歴について 

  １７６５例目：出勤 

  １７６７例目：出勤 

 

・接触者調査について 

 １７６５例目：濃厚接触者 職場関係１名 

 

上記以外については、クラスター３０事例目として別途報告していきます。 

 



 

 

令和３年１月１７日 

 

新型コロナウイルス感染症クラスター（３０事例目）について 
 

三重県内で発生した３０事例目のクラスターについて、１月１７日時点の調

査状況を報告します。 

 

１ 県内３０事例目のクラスターの概要 

令和３年１月、三重県内の家族・親族等の集まりにより実施した会食等から

端を発したクラスターで、三重県内では３０事例目のクラスターとなります。 

会食等に参加した方から陽性者が複数判明していることから、参加者の中で

感染が拡がった可能性が考えられます。 

 

２ 調査状況 

この会食に参加した方２名（１６６７例目、１６６８例目）の陽性が１月  

１３日に確認され、その接触者調査を進め、検査を行ってきました。 

調査を進める中で１月９日、１０日に、それぞれ同日に２つの会場    

（１６６７例目、１７６７例目の自宅）で実施した会食等の参加者の中から、

１０名（１６６７例目、１６６８例目、１７１９例目、１７２０例目、     

１７２１例目、１７５６例目、１７６４例目～１７６７例目）の陽性が確認さ

れています。 

 

現在の検査状況は下表のとおりです。 

カテゴリー 

検査

対象

者 

   

検査済数 陽性数 陰性数 未検査 

家族・親族等 ２４ ２４ １０ １４ ０ 

合計 ２４ ２４ １０ １４ ０ 

※上記は人数であり、検査を行い陽性となった際は陽性数に計上しています。 

  

【参考】クラスター対象外の接触者調査状況    

カテゴリー 検査済数 陽性 陰性 

友人等 ２２ １ ２１ 

 

３ 今後について 

接触者については保健所が調査を進め、随時検査を実施するとともに、健康

観察を行っていきます。 

 

※報道機関の皆様へ 

 本患者様およびその他ご関係者様の人権の尊重および個人情報保護、勤務先

等の風評被害防止について、ご理解とご配慮をお願いいたします。 


