
 

 

令和３年１月２８日発表 

別紙 

【２１２１例目】（クラスター３４事例目） 
 伊賀市内の企業の従業員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 

２１２１ ４０代 男性 亀山市 会社員 
・発症日 令和３年１月１５日 

・現在  軽症～中等症 

※検体採取日：１月２７日 

陽性判明日：１月２７日 

  入院等  ：入院等調整中 

 

・行動歴について 

  出勤 

 

・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３４事例目として別途報告していきます。 

 

 



 

 

 

令和３年１月３０日発表 

別紙 

【県内延べ２１５６例目】 
 

（１）年代  ３０代 

（２）性別  女性 

（３）居住地 亀山市 

（４）職業  医療関係従事者 

（５）発症日 令和３年１月２７日 

（６）症状・経過 

  １月２７日  鼻閉、頭痛 

      夜間 発熱（３９℃台） 

    ２８日  解熱 

医療機関Ａを受診し検体採取 

    ２９日  検査の結果、陽性判明 

    ３０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  なし 

 ・行動歴        出勤 

             県内施設で友人と会話（１月２６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３０日時点） 

 ・濃厚接触者 同居家族３名、別居家族４名、友人１名 

・接触者   職場関係５名 

 

 

  

   



 

 

令和３年１月３０日発表 

別紙 

【県内延べ２１５７例目】 
 

（１）年代  ２０代 

（２）性別  女性 

（３）居住地 亀山市 

（４）職業  会社員 

（５）発症日 令和３年１月２６日 

（６）症状・経過 

  １月２６日  咽頭痛 

    ２８日  咳 

         医療機関Ａを受診し検体採取 

    ２９日  検査の結果、陽性判明 

    ３０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      調査中 

 ・県外の方との接触歴  調査中 

 ・行動歴        出勤 

 ・公共交通機関の利用  調査中 

・マスクの着用     あり 

 

（８）接触者調査（１月３０日時点） 

 ・濃厚接触者 同居家族３名 

・接触者   職場関係３名 

 

 

  

   



 

 

令和３年１月３０日発表 

別紙 

【県内延べ２１５９例目、２１６０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２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 

２１５９ ７０代 男性 亀山市 入院患者 
・ 発症日 無症状 

・ 現在  無症状 

２１６０ ７０代 男性 鈴鹿市 入院患者 
・ 発症日 １月２９日 

・ 現在  軽症～中等症 

※検体採取日：１月２８日（２１５９例目）、１月２９日（２１６０例目） 

陽性判明日：１月２８日（２１５９例目）、１月２９日（２１６０例目） 

 入院等  ：入院等実施済 

 ※２名の方については、一度陰性が確認されていますが、症状が現れたこと等のため検

査したところ、陽性が判明しました。 

陰性確認日：１月２１日（２１５９例目） 

      １月２６日（２１６０例目） 

       

・行動歴について 

  ２１５９例目、２１６０例目ともになし 

    

・接触者調査について 

  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。 



 

 

令和３年１月３１日発表 

別紙 

【県内延べ２１８１例目】 
 

（１）年代  ６０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２２日 

（６）症状・経過 

  １月２２日  頭痛、全身倦怠感 

    ２５日  発熱（３８℃台）、全身倦怠感 

    ２６日  発熱（３９℃台）、頭痛、全身倦怠感 

医療機関Ａ受診、検体採取 

    ２９日  検査の結果、陽性判明 

    ３１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        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３１日時点） 

 ・濃厚接触者 同居家族２名 

・接触者   なし 

 

 

  

   



 

 

令和３年２月１日発表 

別紙 

【県内延べ２１９１、２１９２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２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 

２１９１ ６０代 男性 鈴鹿市 入院患者 
・ 発症日 無症状 

・ 現在  無症状 

２１９２ ５０代 男性 亀山市 入院患者 
・ 発症日 無症状 

・ 現在  無症状 

※検体採取日：１月３０日 

陽性判明日：１月３０日 

 入院等  ：入院等実施済 

  

※２名の方については、一度陰性が確認されていますが、健康観察期間中に接触のあった

方の陽性が判明したため改めて検査したところ、陽性が判明したものです。 

陰性確認日：１月２６日 

       

・行動歴について 

  なし 

    

・接触者調査について 

  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。 
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【県内延べ２２１３例目～２２１６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 

２２１３ ４０代 女性 亀山市 看護師 
・ 発症日 １月２９日 

・ 現在  軽症～中等症 

２２１４ ８０代 男性 鈴鹿市 入院患者 
・ 発症日 １月３０日 

・ 現在  軽症～中等症 

２２１５ ６０代 男性 四日市市 入院患者 
・ 発症日 無症状 

・ 現在  無症状 

２２１６ ８０代 女性 鈴鹿市 入院患者 
・ 発症日 無症状 

・ 現在  無症状 

※検体採取日：１月３１日  陽性判明日：１月３１日 

 入院等  ：入院等調整中（２２１３例目） 

入院等実施済（２２１４～２２１６例目） 

※２２１４～２２１６例目の方については、１月２６日に検査の結果、一度陰性が確認

されていますが、改めて検査の結果、陽性が判明したものです。 

             

・行動歴について 

  ２２１３例目：出勤 

  ２２１４～２２１６例目：なし 

    

・接触者調査について 

  ２２１３例目：濃厚接触者 同居家族１名 

  ２２１４～２２１６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。 



 

 

令和３年２月３日発表 

別紙 

【県内延べ２２３９例目～２２４５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７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 

２２３９ ３０代 女性 鈴鹿市 看護師 
・ 発症日 １月２０日 

・ 現在  軽症～中等症 

２２４０ ４０代 女性 鈴鹿市 看護師 
・ 発症日 ２月１日 

・ 現在  軽症～中等症 

２２４１ ３０代 女性 鈴鹿市 看護師 
・ 発症日 無症状 

・ 現在  無症状 

２２４２ ４０代 女性 鈴鹿市 看護師 
・ 発症日 １月３１日 

・ 現在  軽症～中等症 

２２４３ ３０代 男性 鈴鹿市 看護師 
・ 発症日 １月３０日 

・ 現在  軽症～中等症 

２２４４ ６０代 女性 鈴鹿市 看護助手 
・ 発症日 無症状 

・ 現在  無症状 

２２４５ ８０代 女性 亀山市 入院患者 
・ 発症日 １月３０日 

・ 現在  軽症～中等症 

※検体採取日：２月１日    陽性判明日：２月１日 

 入院等  ：２２３９～２２４４例目 入院等調整中 

２２４５例目 入院等実施済 

※２２３９～２２４２例目、２２４４、２２４５例目の方については、下記のとおり陰

性が確認されていましたが、改めて検査を行った結果陽性が判明しました。 

陰性確認日：２２３９例目 １月２２日 

      ２２４０例目 １月２５日 

２２４１、２２４２、２２４４例目 １月２６日 

２２４５例目 １月３１日             

 

・行動歴について 

  ２２３９～２２４３例目：出勤 

  ２２４４、２２４５例目：なし 

    

・接触者調査について 

  ２２３９例目：濃厚接触者 同居家族２名、別居家族１名 

  ２２４０例目：濃厚接触者 同居家族４名、別居家族１名 

２２４１例目：濃厚接触者 同居家族１名 

２２４２例目：濃厚接触者 同居家族３名 

２２４４例目：濃厚接触者 同居家族１名 

  ２２４３、２２４５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。 
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【県内延べ２２８０例目】 
 

（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２月１日 

（６）症状・経過 

  ２月 １日  発熱（３８℃台）、咽頭痛、全身倦怠感 

     ２日  医療機関Ａを受診し検体採取 

     ３日  検査の結果、陽性判明 

     ４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        出勤 

             別居家族宅を訪問（１月３１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（２月４日時点） 

 ・濃厚接触者 同居家族３名、別居家族３名、職場関係１名 

・接触者   職場関係調査中 

 

 

  

   



 

 

令和３年２月４日 

 

新型コロナウイルス感染症クラスター（３３事例目）について 
（第 13報） 

 

三重県内で発生した３３事例目のクラスターについて、２月４日時点の調査

状況を報告します。 

 

１ 県内３３事例目のクラスターの概要 

令和３年１月、鈴鹿市内の三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病

院で発生したクラスターで、三重県内では３３事例目のクラスターとなります。 

当病院の職員及び入院患者等から陽性者が複数判明していることから、この

病院内で感染が拡がった可能性が考えられます。 

 

２ 調査状況 

病院職員１名（１９００例目）の陽性が１月２０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。 

２月３日時点で、この職員が勤務している病院関係者８４名（職員等３４名

（１９００例目～１９１６例目、２００３例目、２０１７例目、２０１８例目、

２０５０例目、２０５１例目、２０７２例目～２０７５例目、２２１３例目、 

２２３９例目～２２４４例目、２２６７例目）、入院患者等５０名（１９１７例

目～１９３６例目、１９７２例目～１９７５例目、１９９４例目～１９９８例

目、２０５２例目～２０５５例目、２０７６例目～２０７９例目、２１２２例

目～２１２４例目、２１４２例目、２１４３例目、２１５９例目、２１６０例

目、２１９１例目、２１９２例目、２２１４例目～２２１６例目、２２４５例

目））の陽性者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 

病院職員等 ３９０ ３９０ ３４ ３５６ ０ 

入院患者等 １９０ １９０ ５０ １４０ ０ 

合計 ５８０ ５８０ ８４ ４９６ 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。 

※検査対象者については、現在特定している人数を計上しています。 

  

【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 

家族関係等 ７１ ８ ６３ 

その他 １０ １ ９ 

合計 ８１ ９ ７２ 

 

 

 

３ 今後について 



 

 

県のクラスター対策グループを派遣し、病院内での調査等の支援を行っています。 

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。 



 

 

令和３年１月２８日 

 

新型コロナウイルス感染症クラスター（３４事例目）について 
（第２報） 

 
三重県内で発生した３４事例目のクラスターについて、１月２８日時点の調

査状況を報告します。 

 

１ 県内３４事例目のクラスターの概要 

令和３年１月、三重県伊賀市内の企業で発生したクラスターで、三重県内で

は３４事例目のクラスターとなります。 

 

２ 調査状況 

このクラスターでは、１月２０日に１名（１８７３例目）の陽性が確認され

たため、従業員を幅広く検査した結果、２０４９例目、県外４７、４８例目、

県外５０～５９例目、２１２１例目の陽性が判明したものです。詳細について

は現在調査中です。 

 

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 

  

未検査 検査済数 陽性数 陰性数 

従業員 ２０３ ２０３ １５ １８８ ０ 

計 ２０３ ２０３ １５ １８８ 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。 

 

３ 今後について 

県のクラスター対策グループを派遣し、会社内での調査等の支援を行ってい

ます。 

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。 


