
 

 

令和３年２月５日発表 

別紙 

【県内延べ２２９０例目】 
 

（１）年代  ４０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２月２日 

（６）症状・経過 

  ２月 ２日  発熱（３８℃台）、鼻閉、頭痛 

     ３日  医療機関Ａ受診、検体採取 

     ４日  検査の結果、陽性判明 

         入院等調整中 

        ＜現在の症状＞ 

         軽症～中等 

 

（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（２月５日時点） 

 ・濃厚接触者 同居家族２名、職場関係調査中 

・接触者   職場関係調査中 

 

 

  

   



 

 

令和３年２月６日発表 

別紙 

【県内延べ２３０５例目】（延べ２２８０例目の濃厚接触者） 
 

（１）年代  ３０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２月４日 

（６）症状・経過 

  ２月 ４日  咳、関節筋肉痛 

濃厚接触者として検体採取 

５日  発熱（３７℃台）、咳、関節筋肉痛 

検査の結果、陽性判明 

         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 ２２８０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（２月６日時点） 

 ・濃厚接触者 なし 

・接触者   なし 

 

 

  

   



 

 

令和３年２月６日発表 

別紙 

【県内延べ２３０６例目】（延べ２２９０例目の濃厚接触者） 
 

（１）年代  ５０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３日 

（６）症状・経過 

  ２月 ３日  頭痛 

     ４日 全身倦怠感 

         濃厚接触者として検体を採取 

     ５日  検査の結果、陽性判明 

         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 ２２９０例目の同居家族 

 ・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（２月６日時点） 

 ・濃厚接触者 なし 

・接触者   なし 

 

 

  

   



 

 

令和３年２月６日発表 

別紙 

【県内延べ２３０７例目】（延べ２２９０例目の濃厚接触者） 
 

（１）年代  １０代 

（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 

     ４日  濃厚接触者として検体を採取 

     ５日  検査の結果、陽性判明 

         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 ２２９０例目の同居家族 

 ・行動歴        登校 

 ・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６日時点） 

 ・濃厚接触者 なし 

・接触者   なし 



 

 

令和３年２月１３日発表 

別紙 

【県内延べ２３７１例目】 
 

（１）年代  ７０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６日 

（６）症状・経過 

  ２月 ６日  咳 

     ８日  熱感、全身倦怠感 

    １０日夜 発熱（３９℃台） 

    １１日  医療機関Ａ受診、検体採取 

    １２日  検査の結果、陽性判明 

         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（２月１３日時点） 

 ・濃厚接触者 同居家族１名 

・接触者   なし 

 

 

  

   



 

 

令和３年２月１７日発表 

別紙 

【県内延べ２４１２～２４１４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 

２４１２ ２０代 女性 鈴鹿市 看護師 
・ 発症日 ２月１５日 

・ 現在  軽症～中等症 

２４１３ ４０代 女性 亀山市 看護師 
・ 発症日 ２月１５日 

・ 現在  軽症～中等症 

２４１４ ７０代 男性 鈴鹿市 無職 
・ 発症日 ２月１５日 

・ 現在  軽症～中等症 

※検体採取日：２月１５日 

陽性判明日：２月１６日 

 入院等  ：２４１２例目 入院等調整中 

２４１３、２４１４例目 入院等実施済 

 

※２名の方は、当初の検査で陰性が確認されていましたが、症状が現れたため再度検査

を行った結果、陽性が判明しました。 

陰性確認日：２４１３、２４１４例目：２月４日 

 

・行動歴について 

  ２４１２例目：出勤 

２４１３例目：出勤 

  ２４１４例目：なし 

 

・接触者調査について 

  ２４１２例目：なし  

  ２４１３例目：濃厚接触者 同居家族１名      

  ２４１４例目：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２５日発表 

別紙 

【県内延べ２４９９例目】 
 

（１）年代  １０代 

（２）性別  女性 

（３）居住地 亀山市 

（４）職業  会社員 

（５）発症日 ２月２２日 

（６）症状・経過 

   ２月２２日 発熱（３７℃台）、咳、咽頭痛 

     ２３日 味覚・嗅覚障害 

         医療機関Ａ受診、検体採取 

     ２４日 検査の結果、陽性判明 

         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      県外を訪問（２月１４日） 

 ・県外の方との接触歴  調査中 

 ・行動歴        出勤 

             習い事（２月２０日） 

             友人と飲食店を利用（２月２０日） 

             別居家族宅を訪問（２月２０、２１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２５日時点） 

 ・濃厚接触者 別居家族８名、その他調査中 

・接触者   調査中 

 

 

  

   



 

 

令和３年２月２５日発表 

別紙 

【県内延べ２５００例目】（延べ２４９９例目の友人） 
 

（１）年代  ２０代 

（２）性別  男性 

（３）居住地 亀山市 

（４）職業  自営業 

（５）発症日 ２月２２日 

（６）症状・経過 

   ２月２２日 発熱（３７℃台）、咳、鼻閉、味覚・嗅覚障害 

     ２３日 医療機関Ａ受診、検体採取 

     ２４日 検査の結果、陽性判明 

         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 ２４９９例目の友人 

 ・行動歴        出勤 

             習い事（２月２０日） 

             友人と飲食店を利用（２月２０日） 

             知人宅を訪問（２月２０、２１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２５日時点） 

 ・濃厚接触者 調査中 

・接触者   調査中 

 

 

  

   



 

 

令和３年２月２４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１９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２４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。 

この職員が勤務している病院関係者９３名（職員等３６名（１９００～１９

１６、２００３、２０１７、２０１８、２０５０、２０５１、２０７２～２０

７５、２２１３、２２３９～２２４４、２２６７、２３１０、２４１２、     

２４１３例目）、入院患者等５７名（１９１７～１９３６、１９７２～１９７５、

１９９４～１９９８、２０５２～２０５５、２０７６～２０７９、２１２２～

２１２４、２１４２、２１４３、２１５９、２１６０、２１９１、２１９２、

２２１４～２２１６、２２４５、２３５０、２３５１、２３７２、２４１４、

２４７３、２４７４、２４８７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 ４２５ ４２５ ３６ ３８９ ０ 

入院患者等 １９０ １９０ ５７ １３３ ０ 

合計 ６１５ ６１５ ９３ ５２２ 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。 

※病院職員等のなかに２度目の陽性（再陽性）となった方が含まれています

が、上表には１名として計上しています。 

※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 ９０ ８ ８２ 

その他 １０ １ ９ 

合計 １００ ９ ９１ 

 

 

 



 

 

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。 


