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新型コロナウイルス感染者の発生について 

（令和２年１２月２９日～令和３年１月３日分） 

 

奈良県において、令和２年１２月２９日から令和３年１月３日の間に、新型コロナウイルス感染症

の感染者が下記の通り１９６例（県内感染者１９１３～２１０８例目）発生しました。 

※上記のうち５８例は奈良市発表事例です。 

 速報版発表日 感染者番号 うち奈良市事例 １２月２９日（火） 県内感染者１９１３～１９３６例目 感染者除外例 21 例目 県内感染者１９３３～１９３６例目 １２月３０日（水） 県内感染者１９３７～１９６６例目 県内感染者１９５４～１９６６例目 １２月３１日（木） 県内感染者１９６７～２００５例目 県内感染者２０００～２００５例目 １月１日（金） 県内感染者２００６～２０４１例目 県内感染者２０３０～２０４１例目 感染者除外例 22 例目 １月２日（土） 県内感染者２０４２～２０７７例目 県内感染者２０６４～２０７７例目 １月３日（日） 県内感染者２０７８～２１０８例目 県内感染者２１００～２１０８例目 感染者除外例 23 例目  
１）感染者数の状況１）感染者数の状況１）感染者数の状況１）感染者数の状況    治癒者： 12 月 29 日…1381、1415、1497、1522、1523、1528、1579、1612、1626、1643、1645、1654、1661、1666、1669、1677、1695、1701、1707、1709、1743、1744、1791 例目 12 月 30 日…１００６、１４２３、１４４５、１５５７、１５７８、１６１４、１６４０、１６４１、１６７３、１６７９、 １６８０、１６８１、１６９６、１６９７、１７１３、１７２４、１７３６、１７４６、１７７１、１７７２、１７７５、１７８２、 １８２０、１８８０例目 12 月 31 日…１２２０、1495、1543、1601、1608、1636、1644、1646、1683、1715、1721、1733、1735、1739、1741、1753、1840、1861 例目 1 月１日…１４０１、1482、1604、1607、1611、1632、1668、１６９０、1703、1704、１７０５ 



１７０６、１７３０、1734、1740、1758、1761、1770、１７７４、１７９２、１８０２、１８２９、１８５５、1865、1926、１９２７例目 1 月２日…1395、1585、1595、1635、1671、1710、1723、1725、1726、１７２９、1731、1732、1749、１７６６、1767、１７６８、１７７６、１７８５、１７８６、１７９０、１７９６、１８０７、１８０９、１８１９、１８４３、１８５４、１８６０、１８８５例目 1 月３日…１６５７、１７６５、１７７３、１７８１、１７８４、１８０５、１８１５、１８２３、１８２４、１８２６、１８２８、１８３４、１８３６、１８３８、１８５０、１８６３、１８８８、１９３５、１９５２、１９７６、１９７９、２０１６例目   



 
２）感染者の概要２）感染者の概要２）感染者の概要２）感染者の概要    

    

●●●●令和２年１２月２９日分令和２年１２月２９日分令和２年１２月２９日分令和２年１２月２９日分        感染者１９１３例目 発症日 12 月 26 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 24 日 県外外出 12 月 25 日 近隣外出  ☐無症状 年代・性別 ５０代・女性 症状 発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 生駒市 頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 その他（ 関節・筋肉痛 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 調査中     感染者１９１４例目 発症日 12 月 26 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 24・25 日 近隣外出 12 月 25 日 接触者の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ２０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大淀町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 学生 （県内） ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 県内感染者と接触（飲食）     感染者１９１５例目 発症日  月  日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 27 日 近隣外出、家族の陽性判明 無症状 年代・性別 ６０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 橿原市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 医療従事者 （県内） ☐その他（    ） 現在の状態 － 濃厚接触者 家族 推定感染経路 家庭内感染 



    感染者１９１６例目 発症日 12 月 25 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 25・26 日 近隣外出 12 月 28 日 勤務 ☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 橿原市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 アルバイト （県内） ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 調査中     感染者１９１７例目 発症日  月  日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 無症状 年代・性別 ８０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大淀町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（    ） 現在の状態 － 濃厚接触者 － 推定感染経路 施設内感染     感染者１９１８例目 発症日 12 月 25 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 25～26 日 勤務（大阪市内滞在） 12 月 26 日 近医受診 ☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 香芝市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 地方公務員 （大阪市内） ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他職場調査中 推定感染経路 調査中     



    感染者１９１９例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 12 月 26 日 家族の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 １０代・男性 症状 発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 大和高田市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 生徒 （県内） ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     感染者１９２０例目 発症日 12 月 22 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） ※大阪府重複例 12 月 21・22 日 勤務 12 月 23 日 近医受診 ☐無症状 年代・性別 ５０代・男性 症状 発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 大和高田市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 医療関係者 （大阪府内） その他（ 鼻汁、痰 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者１９２１例目 発症日  月  日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 無症状 年代・性別 ８０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大淀町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（    ） 現在の状態 － 濃厚接触者 － 推定感染経路 施設内感染     



    感染者１９２２例目 発症日  月  日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 無症状 年代・性別 ７０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大淀町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（    ） 現在の状態 － 濃厚接触者 － 推定感染経路 施設内感染     感染者１９２３例目 発症日 12 月 22 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 20 日 近隣外出 12 月 21・22・23・25 日 勤務 ☐無症状 年代・性別 ６０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 大和郡山市 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 地方公務員 （県内） その他（ 悪寒 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中     感染者１９２４例目 発症日 12 月 22 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 20・21・22 日 県内外出 12 月 22 日 家族の陽性判明 
☐無症状 年代・性別 ６０代・女性 症状 ☐発熱 

咳 倦怠感 居住地 三郷町 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 その他（ 鼻汁 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     



    感染者１９２５例目 発症日 12 月 23 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 22 日 近隣外出 ☐無症状 年代・性別 ７０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 三郷町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者１９２６例目 発症日 12 月 24 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 12 月 17 日 家族の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 １０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大和高田市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 
味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 児童 （県内） ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     感染者１９２７例目 発症日 12 月 21 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 23 日 近医受診 ☐無症状 年代・性別 ２０代・女性 症状 発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 田原本町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 その他（ 咽頭違和感 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 調査中     



    感染者１９２８例目 発症日 12 月 25 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 23・24 日 勤務 ☐無症状 年代・性別 ５０代・男性 症状 ☐発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 広陵町 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （大阪府内） その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中     感染者１９２９例目 発症日 12 月 27 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 25・26 日 外出 ☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 発熱 
咳 倦怠感 居住地 橿原市 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （大阪市内） その他（鼻閉、嘔気、関節・筋肉痛） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中     感染者１９３０例目 発症日 12 月 26 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 24・25・28 日 勤務 12 月 26 日 近隣外出  ☐無症状 年代・性別 ３０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 橿原市 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 介護従事者 （県内） ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 調査中     



    感染者１９３１例目 発症日 12 月 27 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 25・26 日 勤務 ☐無症状 年代・性別 ３０代・女性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 桜井市 頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 医療従事者 （県内） その他（ 悪寒 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者１９３２例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 26 日 県内外出 （12 月 25 日 家族の陽性判明） 無症状 年代・性別 ７０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 斑鳩町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（    ） 現在の状態 － 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染                  



●●●●令和２年１２月３０日分令和２年１２月３０日分令和２年１２月３０日分令和２年１２月３０日分        感染者１９３７例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 ☐無症状 年代・性別 ９０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大和郡山市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 その他（ 意識レベル低下 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者１９３８例目 発症日   月   日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 12 月 25 日 接触者の陽性判明  
無症状 年代・性別 ２０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 天理市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 学生 （県内） ☐その他（     ） 現在の状態 － 濃厚接触者 － 推定感染経路 調査中     感染者１９３９例目 発症日  月  日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 26 日 近隣外出 （12 月 25 日 接触者の陽性判明） 無症状 年代・性別 ２０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 天理市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 学生 （県内） ☐その他（    ） 現在の状態 － 濃厚接触者 家族 推定感染経路 県内感染者と接触    



    感染者１９４０例目 発症日 12 月 26 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 24 日 勤務 12 月 28 日 県内外出  ☐無症状 年代・性別 ２０代・女性 症状 発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 田原本町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 パートタイマー （県内） ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者１９４１例目 発症日 12 月 26 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 ☐無症状 年代・性別 ８０代・女性 症状 発熱 
咳 倦怠感 居住地 広陵町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者１９４２例目 発症日  月  日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 無症状 年代・性別 ９０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大淀町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（    ） 現在の状態 － 濃厚接触者 － 推定感染経路 施設内感染      



    感染者１９４３例目 発症日 月  日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 無症状 年代・性別 ８０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大淀町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（    ） 現在の状態 － 濃厚接触者 － 推定感染経路 施設内感染     感染者１９４４例目 発症日 12 月 27 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 ☐無症状 年代・性別 ８０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大和高田市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（    ） 現在の状態 死亡 濃厚接触者 － 推定感染経路 調査中     感染者１９４５例目 発症日 12 月 27 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 25・26・27・28 日 勤務  ☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 ☐発熱 
咳 倦怠感 居住地 香芝市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 医療従事者 （県内） ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中      



     感染者１９４６例目 発症日 12 月 22 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 24・25 日 近隣外出 12 月 26 日 接触者の陽性判明  
☐無症状 年代・性別 １０歳未満・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 桜井市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 幼児 その他（ くしゃみ、鼻汁 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 県内感染者と接触     感染者１９４７例目 発症日 12 月 24 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 22・23・24・26・27 日 近隣外出 12 月 26 日 接触者の陽性判明 
☐無症状 年代・性別 １０歳未満・男性 症状 発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 桜井市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 幼児 ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 県内感染者と接触     感染者１９４８例目 発症日  月  日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 26 日 近隣外出 12 月 27 日 県内外出 12 月 26 日 接触者の陽性判明 
無症状 年代・性別 １０歳未満・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 桜井市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 幼児 ☐その他（    ） 現在の状態 － 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 県内感染者と接触     



    感染者１９４９例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 26 日 県内外出 12 月 27 日 近隣外出 12 月 26 日 接触者の陽性判明 
☐無症状 年代・性別 １０歳未満・女性 症状 ☐発熱 

咳 ☐倦怠感 居住地 桜井市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 幼児 その他（ 鼻汁 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 県内感染者と接触     感染者１９５０例目 発症日 12 月 26 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 24 日 近隣外出 12 月 25 日 接触者の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ２０代・女性 症状 ☐発熱 
咳 倦怠感 居住地 天理市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 学生 （県内） その他（ 鼻閉 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中     感染者１９５１例目 発症日 12 月 25 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 24 日 県内外出 （12 月 11 日家族の陽性判明）  

☐無症状 年代・性別 ４０代・男性 症状 ☐発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 橿原市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 介護従事者 （県内） その他（ 下痢 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     



    感染者１９５２例目 発症日 12 月 21 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 19・21 日 勤務 12 月 21 日 勤務。家族の陽性判明。  
☐無症状 年代・性別 ３０代・女性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 桜井市 頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 パートタイマー （県内） その他（ 悪寒 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者１９５３例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 27 日 近隣外出 12 月 28 日 勤務。家族の陽性判明。  
☐無症状 年代・性別 ３０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 香芝市 頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 パートタイマー （県内） その他（ 嘔気 ） 現在の状態 軽症（軽快） 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 家庭内感染 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



●●●●令和２年１２月３１日分令和２年１２月３１日分令和２年１２月３１日分令和２年１２月３１日分        感染者１９６７例目 発症日 12 月 27 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 25 日 勤務、家族の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ４０代・女性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 斑鳩町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （県内） ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     感染者１９６８例目 発症日 12 月 27 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 25 日 近隣外出、家族の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 １０代・男性 症状 発熱 
咳 倦怠感 居住地 斑鳩町 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 生徒 （県内） その他（下痢、鼻閉） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     感染者１９６９例目 発症日 月  日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 （12 月 25 日 家族の陽性判明） 無症状 年代・性別 １０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 斑鳩町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 生徒 （県内） ☐その他 現在の状態 ― 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     



    感染者１９７０例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 26～27 日 大阪市内外出 12 月 28 日 接触者の陽性判明 
☐無症状 年代・性別 ２０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 生駒市 頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 学生 （県内） ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 県内感染者と接触     感染者１９７１例目 発症日 12 月 27 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 25 日 近隣外出 12 月 26 日 県外外出 12 月 27 日 接触者の陽性確認 
☐無症状 年代・性別 ５０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 宇陀市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 

味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （県内） その他（ 鼻閉、鼻汁、口渇 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 県内感染者と接触     感染者１９７２例目 発症日 12 月 26 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 24・25 日 勤務 12 月 28 日 近医受診 12 月 29 日 勤務 ☐無症状 年代・性別 ５０代・男性 症状 ☐発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 広陵町 頭痛 咽頭痛 
味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （県内） ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調整中      



    感染者１９７３例目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28・29 日 勤務 ☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 下市町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 福祉施設職員 （県内） ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中     感染者１９７４例目 発症日 12 月 25 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 12 月 25 日 接触者の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ２０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 天理市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 学生 （県内） ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 県内感染者と接触     感染者１９７５例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 26・28・29 日 勤務 ☐無症状 年代・性別 ５０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 天理市 頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 パートタイマー（県内） その他（筋肉痛） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     



    感染者１９７６例目 発症日 12 月 23 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 25 日 近隣外出  ☐無症状 年代・性別 ４０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大和郡山市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 その他（関節痛） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者１９７７例目 発症日 12 月 29 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 大阪府重複例 12 月 28 日 勤務  ☐無症状 年代・性別 ３０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 生駒市 頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 医療従事者 （大阪府内） その他（関節痛） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 職場 推定感染経路 調査中     感染者１９７８例目 発症日 12 月 26 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 ☐無症状 年代・性別 ５０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 三郷町 ☐頭痛 咽頭痛 
味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 その他（鼻汁、下痢） 現在の状態 中等症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     



    感染者１９７９例目 発症日 12 月 22 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 2１・22・28 日 勤務 ☐無症状 年代・性別 ６０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大和郡山市 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 団体職員 （県内） ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中     感染者１９８０例目 発症日 12 月 24 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 12 月 26 日 家族の陽性判明  
☐無症状 年代・性別 ７０代・男性 症状 ☐発熱 

咳 ☐倦怠感 居住地 大和郡山市 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 団体職員 （県外） ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 ― 推定感染経路 家庭内感染     感染者１９８１例目 発症日  月 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 12 月 28 日 家族の陽性判明 無症状 年代・性別 ６０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 三郷町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 ― 濃厚接触者 ― 推定感染経路 家庭内感染 
    

    

    

    

    



    感染者１９８２例目 発症日 12 月 2２日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 20 日 近隣外出 12 月 21・23・24・25 日 勤務 12 月 22・29 日 近医受診 
☐無症状 年代・性別 ４０代・男性 症状 ☐発熱 

咳 ☐倦怠感 居住地 平群町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （大阪市内） ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他職場調査中 推定感染経路 調査中     感染者１９８３例目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 12 月 22 日 家族の陽性判明  
☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 桜井市 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 地方公務員 （県内） ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 ― 推定感染経路 家庭内感染     感染者１９８４例目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等）  12 月 28 日 勤務、接触者の陽性判明  
☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 河合町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 福祉施設職員 （県内） その他（鼻水） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中        



 感染者１９８５例目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 29 日 家族の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ６０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 香芝市 頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 ― 推定感染経路 家庭内感染     感染者１９８６例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 27 日 接触者の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ７０代・男性 症状 発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 大和高田市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（呼吸困難感） 現在の状態 中等症 濃厚接触者 ― 推定感染経路 調査中     感染者１９８７例目 発症日 月 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 接触者の陽性判明 無症状 年代・性別 ４０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 高取町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 ― 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 施設内感染        



 感染者１９８８例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 接触者の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ２０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 高取町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 施設内感染     感染者１９８９例目 発症日  月 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 接触者の陽性判明 無症状 年代・性別 ４０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 高取町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 ― 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 施設内感染     感染者１９９０例目 発症日 12 月 27 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 接触者の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 高取町 頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 施設内感染 
    

    

    

    



    感染者１９９１例目 発症日  月 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 接触者の陽性判明 無症状 年代・性別 ４０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 高取町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 ― 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 施設内感染     感染者１９９２例目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 接触者の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ４０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 高取町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 調査中     感染者１９９３例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 接触者の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 高取町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 施設内感染 
    

    

    

    



    感染者１９９４例目 発症日 12 月 29 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 接触者の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 高取町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 施設内感染     感染者１９９５例目 発症日 12 月 27 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 25 日 県内外出 12 月 26 日 近隣外出 12 月 28 日 接触者の陽性判明 
☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 ☐発熱 

咳 ☐倦怠感 居住地 香芝市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 その他（鼻汁） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 調査中     感染者１９９６例目 発症日 12 月 29 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 接触者の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 高取町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 施設内感染 
    

    

    

    



    感染者１９９７例目 発症日 12 月 29 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 接触者の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ２０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 高取町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 調査中     感染者１９９８例目 発症日  月 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 接触者の陽性判明 無症状 年代・性別 ４０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 高取町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 ― 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 調査中     感染者１９９９例目 発症日 12 月 29 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 近隣外出、接触者の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ７０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 高取町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 調査中 
    

    

    

    

    



●●●●令和２年１月１日分令和２年１月１日分令和２年１月１日分令和２年１月１日分        感染者２００６例目 発症日 月 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 接触者の陽性判明。 12 月 29・３０日 勤務  
無症状 年代・性別 ６０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 明日香村 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 福祉施設職員 （県内） ☐その他 現在の状態 ― 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者２００７例目 発症日 12 月３０日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28・29 日 勤務 12 月 28 日 接触者の陽性判明。  
☐無症状 年代・性別 ４０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 黒滝村 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 福祉施設職員 （県内） その他（ 喉の違和感 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中     感染者２００８例目 発症日 12 月３１日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 29 日 勤務 （12 月 28 日 接触者の陽性判明） ☐無症状 年代・性別 ６０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 高取町 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 福祉施設職員 （県内） ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中    



    感染者２００９例目 発症日 12 月 31 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 勤務、接触者の陽性判明。 12 月 29 日 勤務  
☐無症状 年代・性別 ４０代・男性 症状 発熱 

咳 倦怠感 居住地 橿原市 頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 福祉施設職員 （県内） その他（ 鼻汁、下痢、筋肉関節痛 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中     感染者２０１０例目 発症日 12 月 29 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 勤務、接触者の陽性判明。 12 月 29・30・31 日 勤務  
☐無症状 年代・性別 ４０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大和高田市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 福祉施設職員 （県内） その他（ 鼻汁 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 調査中     感染者２０１１例目 発症日 月  日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 勤務、接触者の陽性判明。 12 月 28・29・30 日 勤務 無症状 年代・性別 ５０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大和高田市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 福祉施設職員 （県内） ☐その他 現在の状態 ― 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 調査中       



 感染者２０１２例目 発症日 12 月 2３日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 
12 月 21・23・24・25 日 勤務 12 月 26 日 大阪府内外出 12 月 27 日 近隣外出 12 月 2９日 家族の陽性判明。  

☐無症状 年代・性別 ４０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 桜井市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 団体職員 （県内） その他（ 胸焼け ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     感染者２０１３例目 発症日 12 月 2５日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 
12 月 24 日 勤務 12 月 26・27・28 日 近隣外出 12 月 29 日 家族の陽性判明  

☐無症状 年代・性別 ３０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 桜井市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 地方公務員 （大阪府内） その他（ 鼻汁 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 職場 推定感染経路 家庭内感染     感染者２０１４例目 発症日 月 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 
12 月 28 日 大阪市内外出 12 月 29 日 家族の陽性判明  

無症状 年代・性別 ６０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 桜井市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （県内） ☐その他 現在の状態 ― 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染 
    

    

    

    



    感染者２０１５例目 発症日 12 月 24 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 22・23・24・28 日 勤務  ☐無症状 年代・性別 ５０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 橿原市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （大阪市内） ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 職場 推定感染経路 調査中     感染者２０１６例目 発症日 12 月 21 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 
12 月 21・22・23・24 日 勤務 12 月 25 日 県内外出 12 月 26 日 勤務 12 月 27・28 日 県内外出、接触者の陽性判明  

☐無症状 年代・性別 ２０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 田原本町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 福祉施設職員 （県内） その他（ 鼻汁 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中     感染者２０１７例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 27 日 近隣外出 12 月 28 日 勤務  ☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 ☐発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 大淀町 頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 地方公務員 （県内） その他（ 鼻閉、鼻汁 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中 

    

    

    

    



    感染者２０１８例目 発症日 12 月 29 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 
12 月 28 日 勤務 12 月 29 日 近医受診 12 月 30 日 家族の陽性判明  

☐無症状 年代・性別 ５０代・女性 症状 発熱 
咳 倦怠感 居住地 広陵町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （県内） その他（ 頭痛 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     感染者２０１９例目 発症日  月 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし 12 月 27 日 家族の陽性確認  

無症状 年代・性別 ６０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 生駒市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他 現在の状態 ― 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     感染者２０２０例目 発症日 12 月 26 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。  ☐無症状 年代・性別 ５０代・女性 症状 ☐発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 平群町 頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 パートタイマー （県内） その他（ 鼻汁 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中 

    

    

    

    



    感染者２０２１例目 発症日  月 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 26 日 県外外出 12 月 28 日 接触者の陽性判明。  
無症状 年代・性別 ５０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大和郡山市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 地方公務員 （県内） ☐その他 現在の状態 ― 濃厚接触者 家族 推定感染経路 県内感染者と接触     感染者２０２２例目 発症日 月 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 27 日 勤務 12 月 28 日 勤務、家族の陽性判明  
無症状 年代・性別 ６０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 三郷町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （大阪市内） ☐その他 現在の状態 ― 濃厚接触者 職場 推定感染経路 家庭内感染     感染者２０２３目 発症日 12 月 27 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 12 月 21 日 家族の陽性判明  
☐無症状 年代・性別 ２０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 桜井市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 地方公務員 （県内） その他（ 鼻汁 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染 

    

    

    

    



    感染者２０２４目 発症日 月 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 勤務 12 月 30 日 接触者の陽性判明  
無症状 年代・性別 ７０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 広陵町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 自営業 （県内） ☐その他 現在の状態 ― 濃厚接触者 家族 推定感染経路 県内感染者と接触     感染者２０２５目 発症日 12 月 27 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 25・26・27・28・29 日 勤務  ☐無症状 年代・性別 ５０代・男性 症状 発熱 

咳 倦怠感 居住地 桜井市 頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 自営業 （県内） その他（ 鼻閉 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者２０２６目 発症日 12 月 26 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 12 月 29 日 接触者の陽性判明  
☐無症状 年代・性別 ２０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 大和高田市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 自営業 （県内） その他（嘔気） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中 

    

    

    

    



    感染者２０２７目 発症日 12 月 27 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 
12 月 25・26・28・29・30 日 勤務 12 月 29 日 接触者の陽性判明 12 月 31 日 県内外出  

☐無症状 年代・性別 ２０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 御所市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 パートタイマー （県内） ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 県内感染者と接触     感染者２０２８目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 29 日 近隣外出  ☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 三郷町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 自営業 （県外） ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者２０２９目 発症日 12 月 29 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 29 日 勤務、接触者の陽性判明  ☐無症状 年代・性別 ３０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 橿原市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 自営業 （県内） ☐その他 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 県内感染者と接触 
    

    

    

    

    



●●●●令和２年１月令和２年１月令和２年１月令和２年１月２２２２日分日分日分日分        感染者２０４２例目 発症日 12 月 27 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 25・26 日 勤務 ☐無症状 年代・性別 ２０代・男性 症状 発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 平群町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 
味覚異常 嗅覚異常 職業 アルバイト （県内） その他（ 筋肉痛 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者２０４３例目 発症日 12 月 29 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 （12 月 21 日 家族の陽性判明） ☐無症状 年代・性別 １０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 橿原市 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 生徒 （県内） ☐その他（     ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 家庭内感染     感染者２０４４例目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 （1 月 1 日 家族の陽性判明） ☐無症状 年代・性別 ８０代・女性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 橿原市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（     ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中    



    感染者２０４５例目 発症日 12 月 29 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 27・29・30 日 勤務 12 月 28 日 近隣外出 ☐無症状 年代・性別 ５０代・女性 症状 ☐発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 上牧町 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 自営業 （県内） その他（ 鼻汁・鼻閉 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 調査中     感染者２０４６例目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28・29 日 勤務 12 月 29 日 家族の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ２０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 田原本町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （県内） ☐その他（     ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     感染者２０４７例目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28・31 日 勤務 ☐無症状 年代・性別 ５０代・男性 症状 ☐発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 安堵町 頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 医療従事者 （県内） ☐その他（     ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 調査中     



    感染者２０４８例目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 （12 月 26 日 家族の陽性判明） ☐無症状 年代・性別 ５０代・女性 症状 ☐発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 高取町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（     ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     感染者２０４９例目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 （12 月 30 日 家族の陽性判明） ☐無症状 年代・性別 ６０代・女性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 香芝市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 その他（  口渇  ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     感染者２０５０例目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28・29・30 日 勤務 ☐無症状 年代・性別 ５０代・女性 症状 ☐発熱 
咳 倦怠感 居住地 橿原市 頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （県内） その他（ 鼻閉、下痢、関節筋肉痛 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中    



    感染者２０５１例目 発症日 12 月 31 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等）  12 月 30 日 近隣外出 12 月 31 日 家族の陽性判明 
☐無症状 年代・性別 ５０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 桜井市 頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 パートタイマー （県内） その他（  痰  ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染      感染者２０５２例目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 

12 月 28～29 日 県内外出 12 月 30 日 大阪市内外出 12 月 31 日 接触者の陽性確認 
☐無症状 年代・性別 ３０代・女性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 王寺町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （県外） その他（ 鼻汁、関節筋肉痛 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 県外感染者と接触（飲食）     感染者２０５３例目 発症日 12 月 31 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 （12 月 25 日 院内の陽性判明） ☐無症状 年代・性別 ７０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 葛城市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 その他（  鼻汁  ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 院内感染    



    感染者２０５４例目 発症日  月  日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 （12 月 25 日 院内の陽性判明） 無症状 年代・性別 ５０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 葛城市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（     ） 現在の状態 － 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 院内感染     感染者２０５５例目 発症日 12 月 31 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 30・31 日 近隣外出 ☐無症状 年代・性別 ５０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 上牧町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 その他（  下痢  ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者２０５６例目 発症日 12 月 31 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 29 日 勤務 12 月 30 日 近隣外出 12 月 31 日・1 月 1 日 近医受診 
☐無症状 年代・性別 ６０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 広陵町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （大阪府内） その他（ 口渇 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     



    感染者２０５７例目 発症日 12 月 29 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 27 日 近隣外出 12 月 28・29 日 勤務 12 月 31 日 近隣外出、近医受診 
☐無症状 年代・性別 ６０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 上牧町 頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （県内） ☐その他（      ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中     感染者２０５８例目 発症日 12 月 27 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 25・26・27・28・29・31 日 勤務 ☐無症状 年代・性別 ２０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 田原本町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （県内） その他（  悪寒  ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者２０５９例目 発症日 12 月 31 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 ☐無症状 年代・性別 ６０代・女性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 明日香村 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 パートタイマー （県内） ☐その他（     ） 現在の状態 軽症（軽快） 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     



    感染者２０６０例目 発症日 12 月 31 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 29 日 近隣外出 12 月 30・31 日 勤務 12 月 30 日 接触者の陽性判明 
☐無症状 年代・性別 ６０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 広陵町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 自営業 （県内） その他（  鼻汁  ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 県内感染者と接触（飲食）     感染者２０６１例目 発症日 12 月 31 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 12 月 31 日 家族の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ８０代・男性 症状 ☐発熱 

咳 ☐倦怠感 居住地 橿原市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（     ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     感染者２０６２例目 発症日  月  日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 12 月 31 日 接触者の陽性判明  無症状 年代・性別 ５０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 上牧町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 自営業 （県内） ☐その他（     ） 現在の状態 － 濃厚接触者 － 推定感染経路 県内感染者との接触     



    感染者２０６３例目 発症日 12 月 31 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 
12 月 29 日 県外外出 12 月 30・31 日 県内外出 12 月 31 日 接触者の陽性判明 

☐無症状 年代・性別 ２０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 葛城市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 
味覚異常 嗅覚異常 職業 会社員 （県内） ☐その他（     ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 県内感染者との接触  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



●●●●令和２年１月３日分令和２年１月３日分令和２年１月３日分令和２年１月３日分        感染者２０７８例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 
12 月 26・27・29 日 近隣外出 12 月 28・31 日 勤務。 （12 月 18 日 接触者の陽性判明）  

☐無症状 年代・性別 ６０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 大和高田市 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 医療従事者 （県内） ☐その他（     ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者２０７９例目 発症日 12 月 29 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 27 日 近隣外出 12 月 28 日 勤務 12 月 30 日 近医受診 ☐無症状 年代・性別 ８０代・女性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 生駒市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （大阪市内） ☐その他（      ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他職場調査中 推定感染経路 調査中     感染者２０８０例目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28 日 勤務、近隣外出 12 月 29 日 近隣外出 ☐無症状 年代・性別 ５０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 橿原市 頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （県外） その他（ 悪寒 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他職場調査中 推定感染経路 調査中     



    感染者２０８１例目 発症日 12 月 23 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 22 日 勤務 12 月 31 日 県内外出、接触者の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ３０代・女性 症状 発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 大和高田市 頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 パートタイマー （県内） その他（ 鼻汁 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 県内感染者との接触     感染者２０８２例目 発症日 12 月 31 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 29・30 日 勤務 12 月 31 日 近隣外出 （12 月 28 日 接触者の陽性判明） 

☐無症状 年代・性別 ４０代・女性 症状 ☐発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 橿原市 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （県内） ☐その他（     ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中     感染者２０８３例目 発症日 12 月 2９日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 ☐無症状 年代・性別 ９０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 桜井市 頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 調査中      



    感染者２０８４例目 発症日 12 月 2７日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 12 月 29 日 家族の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 ６０代・女性 症状 ☐発熱 
咳 倦怠感 居住地 大和郡山市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職  その他（ 軟便 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 家庭内感染     感染者２０８５例目 発症日 12 月 26 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 24・25 日 勤務（県外滞在） ☐無症状 年代・性別 ５０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 三郷町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （県外） ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他職場調査中 推定感染経路 調査中     感染者２０８６例目 発症日 12 月 29 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 29・30 日 県内外出 12 月 29 日 接触者の陽性確認 

☐無症状 年代・性別 １０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 平群町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 嗅覚異常 職業 生徒 （県外） その他（  鼻閉  ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 県外感染者と接触      



    感染者２０８７例目 発症日 12 月 30 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28･29･30･31 日 近隣外出 ☐無症状 年代・性別 ２０代・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 天理市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （県外） その他（関節筋肉痛） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中     感染者２０８８例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 26 日 大阪府内外出 12 月 27･28･29･30 日 近隣外出 
☐無症状 年代・性別 ５０代・女性 症状 ☐発熱 

咳 ☐倦怠感 居住地 生駒市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 その他（胸に寒気） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中     感染者２０８９例目 発症日   月  日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 12 月 29 日 家族の陽性判明 無症状 年代・性別 ２０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 天理市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （大阪市内） ☐その他（    ） 現在の状態 － 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染         



 感染者２０９０例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 
12 月 26 日 勤務 12 月 27･28･30 日 近隣外出。 1 月 1 日 家族の陽性判明 

☐無症状 年代・性別 5０代・女性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 広陵町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 パートタイマー （県内） その他（ 鼻汁 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 調査中     感染者２０９１例目 発症日 1 月 1 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 ☐無症状 年代・性別 ７０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 橿原市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 その他（全身浮腫、呼吸苦） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中     感染者２０９２例目 発症日 12 月 28 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし ☐無症状 年代・性別 ７０代・男性 症状 発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 大和高田市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 無職 その他（ 痰 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 － 推定感染経路 調査中      



    感染者２０９３例目 発症日 1 月 1 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 30 日 勤務 12 月 31 日･1 月 1 日 近隣外出。 ☐無症状 年代・性別 ４０代・女性 症状 発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 香芝市 頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 医療従事者 （県内） その他（ 関節筋肉痛 ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 調査中 推定感染経路 調査中     感染者２０９４例目 発症日 12 月 25 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 23 日 県内外出 12 月 24･25･26･27･28･29･30･31 日 勤務。 ☐無症状 年代・性別 3０代・男性 症状 発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 橿原市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 自営業 （県内） ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他調査中 推定感染経路 調査中     感染者２０９５例目 発症日 1 月 1 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 30 日 近隣外出 ☐無症状 年代・性別 ２０代・女性 症状 発熱 ☐咳 倦怠感 居住地 香芝市 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 医療従事者 （県内） その他（鼻閉、関節筋肉痛） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中      



    感染者２０９６例目 発症日 1 月 2 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 外出なし。 （1 月 1 日 家族の陽性判明） 無症状 年代・性別 10 歳未満・男性 症状 ☐発熱 ☐咳 ☐倦怠感 居住地 王寺町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 乳児 ☐その他（    ） 現在の状態 － 濃厚接触者 － 推定感染経路 家庭内感染     感染者２０９７例目 発症日 12 月 24 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 
12 月 22 日 勤務 12 月 23～26 日 勤務（県外滞在） 1 月 1 日 家族の陽性判明 

☐無症状 年代・性別 2０代・女性 症状 発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 橿原市 頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （大阪市内） ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族他職場調査中 推定感染経路 調査中     感染者２０９８例目 発症日 1 月 1 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 31 日 勤務 1 月 1 日 家族の陽性判明 ☐無症状 年代・性別 6０代・女性 症状 ☐発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 王寺町 ☐頭痛 ☐咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 パートタイマー （県内） その他（関節筋肉痛） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 家庭内感染      



    感染者２０９９例目 発症日 12 月 29 日 特記事項 （発症等 2 日前からの主な行動歴等） 12 月 28･29 日 勤務 ☐無症状 年代・性別 40 歳代・女性 症状 ☐発熱 
咳 ☐倦怠感 居住地 河合町 ☐頭痛 咽頭痛 ☐味覚異常 ☐嗅覚異常 職業 会社員 （大阪市内） ☐その他（    ） 現在の状態 軽症 濃厚接触者 家族 推定感染経路 調査中      

        

今後とも、迅速で正確な情報提供につとめますが、感染症法第 16 条第 2 項による個人情報保護の観点から、患者及びご家族等の個人情報については、特定されることのないよう、格段のご配慮をお願いします。施設等への取材はご遠慮いただきますようお願いします。 また、関係先の撮影に際し、映像や画像により個人や事業者が特定されることのないよう、ご配慮をお願いします。 



 


