
 

 

令和３年１月１９日発表 

別紙 

【県内延べ１８１１例目】 
 

（１）年代  ２０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１７日 

（６）症状・経過 

  １月１７日  発熱（３７℃台）、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛 

         医療機関Ａ受診、検体採取 

    １８日  検査の結果、陽性判明 

    １９日  入院等調整中 

        ＜現在の症状＞ 

         軽症～中等症 

 

（７）行動歴等 

 ・県外訪問歴      なし 

 ・県外の方との接触歴  調査中 

 ・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１９日時点） 

 ・濃厚接触者 同居家族１名 

・接触者   なし 

 

 

  

   



 

 

令和３年１月２０日発表 

別紙 

【県内延べ１８２５、１８２６、１８３３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３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 

１８２５ ４０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 

１８２６ ４０代 男性 亀山市 会社員 
・ 発症日 令和３年１月１７日 

・ 現在  軽症～中等症 

１８３３ １０代 女性 津市 中学生 
・ 発症日 令和３年１月１６日 

・ 現在  軽症～中等症 

※検体採取日：１月１８日（１８２５例目、１８２６例目） 

       １月１９日（１８３３例目） 

陽性判明日：１月１９日（１８２５例目、１８２６例目、１８３３例目） 

  入院等  ：入院等調整中 

 ※１８２５例目は１月１２日に一度陰性が確認されています。 

１８２６例目は１月１５日に一度陰性が確認されています。 

１８３３例目は１月１４日に一度陰性が確認されています。 

 

・行動歴について 

  １８２５例目：出勤 

  １８２６例目：なし 

  １８３３例目：なし 

 

・接触者調査について 

 １８２５例目：なし 

 １８２６例目：なし 

 １８３３例目：なし 

 

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２０日発表 

別紙 

【県内延べ１８２９例目】（延べ１８２７例目の濃厚接触者） 
 

（１）年代  ２０代 

（２）性別  女性 

（３）居住地 亀山市 

（４）職業  看護師 

（５）発症日 令和３年１月１８日 

（６）症状・経過 

  １月１８日  全身倦怠感 

    １９日  発熱（３７℃台） 

         濃厚接触者として検体採取 

         検査の結果、陽性判明 

    ２０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 １８２７例目の職場同僚 

 ・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２０日時点） 

 ・濃厚接触者 同居家族３名、職場関係調査中 

・接触者   職場関係調査中 

 

 

  

   



 

 

令和３年１月２１日発表 

別紙 

【県内延べ１８５３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１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 

１８５３ ５０代 女性 亀山市 無職 
・ 発症日 令和３年１月１７日 

・ 現在  軽症～中等症 

※検体採取日：１月１９日、陽性判明日：１月２０日 

  入院等  ：入院等実施済 

 ※１８５３例目については、１月１５日に一度陰性が確認されています。 

   

 

・行動歴について 

  なし 

   

・接触者調査について 

 なし 

  

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２１日発表 

別紙 

【県内延べ１８７５例目】 
 

（１）年代  ７０代 

（２）性別  男性 

（３）居住地 亀山市 

（４）職業  無職 

（５）発症日 令和３年１月１０日 

（６）症状・経過 

  １月１０日  咳、痰、咽頭痛 

    １２日  医療機関Ａ受診 

    １９日  発熱（３８℃台）、肺炎 

         医療機関Ａを受診し検体採取 

    ２０日  検査の結果、陽性判明 

    ２１日  入院等実施済 

        ＜現在の症状＞ 

         軽症～中等症 

 

（７）行動歴等 

 ・県外訪問歴      なし 

 ・県外の方との接触歴  調査中 

 ・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２１日時点） 

 ・濃厚接触者 同居家族１名 

・接触者   なし 

 

 

  

   



 

 

令和３年１月２１日発表 

別紙 

※東京都内の保健所に届け出があり、東京都の感染者として発表されますが、

三重県内居住者であり、三重県内での行動歴もあることから、三重県からも発

表します。（三重県の●●例目には含まれません。） 

 

【県外発表３９例目】（県外感染者の接触者） 

（１）年代  ４０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１３日 

（６）症状・経過 

   １月１３日  熱感 

１５日  咳、咽頭痛 

     １８日  検体を採取し、県外の医療機関に送付 

２０日  検査の結果、陽性判明 

     ２１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 職場同僚（県外）に陽性が判明 

 ・行動歴        出張（県外） 

・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２１日時点） 

  ・濃厚接触者 なし 

  ・接触者   なし 



令和３年１月２２日発表

別紙

【県内延べ１９００～１９３６例目】（クラスター３３事例目）

　下表以外については、クラスター３３事例目として別途報告していきます。

例目 年代 性別 居住地 職業 発症日 現在の症状 行動歴及び接触者調査

1900 ５０代 女性 鈴鹿市 看護師 1月16日 軽症～中等症
・行動歴　　　出勤
・接触者調査　同居家族１名

1901 ４０代 女性 鈴鹿市 看護師 1月19日 軽症～中等症
・行動歴　　　出勤
・接触者調査  同居家族２名

1902 ２０代 男性 鈴鹿市 看護師 1月17日 軽症～中等症
・行動歴　　  出勤、別居家族と飲食（1月16日）
・接触者調査  別居家族２名

1903 ２０代 女性 亀山市 看護師 1月16日 軽症～中等症
・行動歴　　  出勤、別居家族宅を訪問（1月15日）
・接触者調査  同居家族３名、別居家族２名

1904 ５０代 女性 鈴鹿市 看護師 1月20日 軽症～中等症
・行動歴　　　出勤、
　　　　　　　別居家族が自宅を訪問（1月17日、19日）
・接触者調査  別居家族３名

1905 ４０代 女性 鈴鹿市 看護師 1月20日 軽症～中等症
・行動歴　　　出勤
・接触者調査  同居家族３名

1906 ２０代 女性 鈴鹿市 看護師 1月15日 軽症～中等症
・行動歴　　　出勤、県内の飲食店で友人と飲食（1月13日）
　　　　　　　別居家族宅を訪問（1月14日）
・接触者調査  別居家族２名、友人３名

1907 ３０代 女性 津市 看護師 1月17日 軽症～中等症
・行動歴　　　出勤、自宅で別居家族と飲食（1月20日）
・接触者調査  同居家族６名、別居家族１名

1908 ６０代 女性 鈴鹿市 看護師 1月18日 軽症～中等症
・行動歴　　　出勤
・接触者調査  同居家族２名

1909 ２０代 女性 鈴鹿市 看護師 1月20日 軽症～中等症
・行動歴　　　出勤、別居家族が自宅を訪問（1月19日、20日）
・接触者調査  同居家族５名、別居家族２名

1910 ２０代 女性 鈴鹿市 看護師 1月19日 無症状
・行動歴　　　出勤、友人が自宅を訪問（1月18日）
・接触者調査  友人１名

1911 ４０代 女性 鈴鹿市 看護助手 1月21日 軽症～中等症
・行動歴　　　出勤
・接触者調査  同居家族５名

1912 ５０代 女性 鈴鹿市 看護助手 1月20日 軽症～中等症
・行動歴　　　出勤
・接触者調査  同居家族１名

1913 ５０代 女性 鈴鹿市 看護助手 無症状 無症状
・行動歴　　　出勤
・接触者調査  同居家族２名

1914 ４０代 女性 鈴鹿市 看護助手 1月18日 軽症～中等症
・行動歴　　　出勤
・接触者調査  同居家族１名、別居家族１名

1915 ２０代 女性 鈴鹿市 社会福祉士 1月16日 軽症～中等症
・行動歴　　　出勤
・接触者調査  同居家族２名

1916 ５０代 女性 鈴鹿市 会社員 無症状 無症状
・行動歴　　　出勤
・接触者調査  同居家族３名

　鈴鹿市内の鈴鹿中央総合病院の関係者について検査した結果、下表のとおり３７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 現在の症状 行動歴及び接触者調査

1917 ６０代 女性 鈴鹿市 入院患者 1月18日 軽症～中等症
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1918 ８０代 男性 鈴鹿市 入院患者 1月19日 軽症～中等症
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1919 ９０代 男性 鈴鹿市 入院患者 1月21日 軽症～中等症
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1920 ６０代 男性 亀山市 入院患者 1月18日 軽症～中等症
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1921 ７０代 女性 鈴鹿市 入院患者 1月20日 軽症～中等症
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1922 ８０代 女性 鈴鹿市 入院患者 1月16日 軽症～中等症
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1923 ８０代 女性 鈴鹿市 入院患者 無症状 無症状
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1924 ９０代 女性 伊勢市 入院患者 無症状 無症状
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1925 ８０代 女性 鈴鹿市 入院患者 無症状 無症状
・行動歴　　　退院
・接触者調査  同居家族２名

1926 ８０代 女性 鈴鹿市 入院患者 1月16日 軽症～中等症
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1927 ７０代 男性 鈴鹿市 入院患者 無症状 無症状
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1928 ５０代 男性 鈴鹿市 入院患者 1月17日 無症状
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1929 ７０代 男性 鈴鹿市 入院患者 無症状 無症状
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1930 ８０代 女性 鈴鹿市 入院患者 1月18日 軽症～中等症
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1931 ８０代 女性 鈴鹿市 入院患者 1月17日 無症状
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1932 ９０代 女性 鈴鹿市 入院患者 1月16日 軽症～中等症
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1933 ８０代 女性 鈴鹿市 入院患者 1月16日 無症状
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1934 ８０代 女性 鈴鹿市 入院患者 1月20日 軽症～中等症
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1935 ９０代 女性 鈴鹿市 入院患者 1月19日 軽症～中等症
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

1936 ６０代 女性 鈴鹿市 入院患者 1月20日 無症状
・行動歴　　　入院中
・接触者調査  なし

※検体採取日は、1900例目が１月18日、1909及び1925例目が1月21日、それ以外は全て1月20日です。

　陽性判明日は、1900例目が1月20日、それ以外は全て1月21日です。

※症状がない方、発症日の特定が困難な方については、検体採取日を発症日としています。

　入院等は、1900～1916例目までは調整中、1917～1936例目までは調整済です。



 

 

令和３年１月２３日発表 

別紙 

【県内延べ１９７２～１９７５例目】（クラスター３３事例目） 
 

 鈴鹿市内の鈴鹿中央総合病院の関係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 

１９７２ ８０代 男性 亀山市 無職 
・ 発症日 １月２０日 

・ 現在  軽症～中等症 

１９７３ ８０代 女性 鈴鹿市 無職 
・ 発症日 １月１７日 

・ 現在  軽症～中等症 

１９７４ ５０代 男性 鈴鹿市 会社員 
・ 発症日 １月２２日 

・ 現在  軽症～中等症 

１９７５ ８０代 女性 鈴鹿市 入院患者 
・ 発症日 １月２２日 

・ 現在  軽症～中等症 

※検体採取日：１月２２日   陽性判明日：１月２２日 

 入院等  ：入院等調整中（１９７２～１９７４例目）、入院等実施済（１９７５例目） 

※症状がない方、発症日の特定が困難な方については、検体採取日を発症日としていま 

す。 

 ※１９７５例目の方については、１月２１日に一度陰性が確認されていますが、症状が

現れたため検査したところ、陽性が判明しました。 

 

・行動歴について 

  １９７２例目：なし 

  １９７３例目：友人が自宅を訪問（１月１７、２１日） 

１９７４例目：出勤 

         別居家族が自宅を訪問（１月２０日） 

  １９７５例目：なし 

   

・接触者調査について 

 １９７２例目：濃厚接触者 同居家族１名、別居家族１名 

 １９７３例目：濃厚接触者 同居家族３名、別居家族４名、友人３名 

 １９７４例目：濃厚接触者 同居家族１名、別居家族３名 接触者 職場関係３名 

 １９７５例目：濃厚接触者及び接触者 なし 

  

上記以外については、クラスター３３事例目として別途報告していきます。 

 


