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新型コロナウイルスの感染の確認について 
 
昨日（１月 12日）は、県内で衛生環境研究所、診療・検査医療機関で合わせて 730件程度の

検査を実施し、新型コロナウイルスの陽性者が 150名確認されました。 

※診療・検査医療機関では、１日当たり約 200件（直近 1週間の平均検査件数）の検査を実施

しています。（毎週金曜日に計上し、公表） 

なお、変異株ＰＣＲ検査（L452R）を 31件実施し、全て陰性でした。 
 
・濃厚接触者及び接触者の検査により判明した陽性者数：78名 

 （居住地：松山市 32名、今治市３名、宇和島市 18名、新居浜市 10名、西条市３名 

四国中央市３名、松前町１名、鬼北町７名、愛南町１名） 

・上記以外の検査により新たに判明した陽性者数：72名 

（居住地：松山市 33名、今治市７名、宇和島市 10名、八幡浜市１名、新居浜市４名、 

西条市７名、伊予市１名、四国中央市３名、東温市２名、松前町１名、鬼北町１名、 

東京都１名、広島県１名） 
 
○陽性者の概要 

陽性者 年代 性別 居住地 職業 

5,755人目 

10歳未満 ：４名 
10代   ：31名 
20代   ：43名 

30代   ：29名 
40代   ：７名 
50代   ：14名 
60代   ：８名 
70代   ：８名 
80代   ：３名 
90歳以上 ：３名 

男性：73名 
 

女性：77名 

松山市  ：65名 
今治市  ：10名 
宇和島市 ：28名 
八幡浜市 ：１名 
新居浜市 ：14名 

西条市  ：10名 
伊予市  ：１名 
四国中央市：６名 
東温市  ：２名 
松前町  ：２名 
鬼北町  ：８名 
愛南町  ：１名 
東京都  ：１名 
広島県  ：１名 

公務員  ：２名 
会社役員 ：２名 
会社員  ：37名 
自営業  ：６名 
医療関係 ：３名 
福祉関係 ：４名 

未就学児 ：３名 
児童・生徒：23名 
学生   ：11名 
教職員  ：３名 
スポーツ関係：１名 
アルバイト：６名 
団体職員 ：１名 
無職   ：16名 
調査中  ：32名 

～ 

5,905人目 

 
○症状の有無                 ○感染経路等 

あり  82名 ※全て軽症    家庭内 
 

：17名 

なし 10名         学校 ：17名 

調査中 58名         仕事関係 ：３名 

   医療・福祉施設 ：９名 

   飲食店 ：３名 
    生活上の接触 ：11名 

   県外 ：11名 

   調査中 
 

：79名 

 

 

 

※現段階の調査で感染経路の可能性が推測される場面等 



○クラスターの状況（陽性者の概要等は上記に含まれる） 

 

○検査状況（検査機関の濃厚接触者等の検査及び医療機関等で陽性が確認された検査） 

  検査数 陰 性 陽 性 

昨日の結果 528  378  150  

累計検査数 178,372 172,476 5,896 

 

○変異株検査状況（対象：R4.1月以降の陽性者） 

変異株検査 

L452R変異株 PCR検査結果 ゲノム解析結果 

検査数 陰性 陽性 判定不能 
デルタ株 

確定 

オミクロン

株 確定 

昨日の結果 31 31         

累計検査数 188  186  0  2  0  14  

 

名称・市町 新たな陽性者 陽性者の状況 

《新規》 
学校クラスター⑩ 
（松山市） 

当該校の生徒６名 
累計陽性者７名（+６） 
（生徒７名（+６）） 

《新規》 
高齢者施設クラスター⑬ 
（宇和島市） 

利用者６名 
職員１名 

累計陽性者 11名（+７） 
（職員１名（+１）、利用者 10名（+６）） 

学校クラスター⑨ 
（新居浜市） 

当該校の生徒６名 
累計陽性者 17名（+６） 
（当該校の生徒 12名（+６）、その他家族等５名） 

飲食店クラスター⑱ 
（宇和島市） 

その他家族等４名 
累計陽性者 22名（+４） 
（従業員３名、利用者９名、その他家族等 10名（+４）） 

会食クラスター⑪ 
（西条市） 

その他家族等２名 
累計陽性者 12名（+２） 
（会食参加者５名、その他家族等 7名（+２）） 

飲食店クラスター⑳ 
（松山市） 

利用者１名 
その他家族等３名 

累計陽性者 13名（+４） 
（従業員４名、利用者６名（+１）、その他家族等３名（+３））  

仕事関係クラスター⑦ 
（西条市） 

従業員２名 
累計陽性者 14名（+２） 
（従業員 14名（+２）） 

県では、感染症法第 16条第１項の規定に基づき、感染症の予防のための情報の公表を行いま
すが、同第２項により個人情報の保護に留意する必要があります。 
報道機関各位におかれては、報道に当たり、プライバシー保護に御配慮ください。 



　 令和４年１月１３日　９時現在

入院予定
を含む

無症状
を含む

人工呼吸器
集中治療等

入所予定
を含む

5,896人 83人 （＋５） 65人 65人 0人 18人 82人 5,333人

（＋１５０） （△１） （△１） （＋６） （＋１）

県内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

陽性者
（累積）

入院中 医療機関 軽症・
中等症

入院予定
を含む

自宅療養等

退院等宿泊療養
施設

死　亡重　症

398人 （＋１４４）



ワクチン接種と１月以降の陽性者の状況

2回接種等：65.3%

2回接種等：86.3%

（169,019名）

（218名）
（116名）

（1,064,062名）

① ワクチン接種が大きく進展し、２回以上接種者は県民の８割を超える

② 一方、１月以降の陽性者は、未接種・１回接種者が約35％を占める

① ワクチン接種状況（1/11公表時点）

②１月以降の陽性者のワクチン接種状況（1/12公表時点）

未接種・1回接種
13.7%

未接種・1回接種
34.7％

※陽性者の２回接種等には３回接種「１名」を含む。ただし、３回目接種から２週間以内に陽性確認。



重点医療機関等における3回目接種の進捗状況
（1/11時点）

3回目接種済者数 接種対象者数 接種割合

9,617人 約16,000人 60.1％

※３回目接種済者数は、重点医療機関等（27か所）における接種実績。（県聞き取り）
※重点医療機関等以外の医療機関においても順次3回目接種を開始（今後、集計・公表予定）

◆重点医療機関等（27か所）では60.1％が接種済み。
◆1月中に概ね完了する見込み。

【重点医療機関等における３回目接種状況】



開始時期 1/6公表（1/5時点） 最新の状況（1/13時点）

1月 下旬

砥部町 （1/24～）
松前町 （1/25～）

東温市 （1/29～）

新居浜市 （1/31～）

鬼北町 （1/31～）

〔5市町〕

伊予市 （1/22～）☆
砥部町 （1/22～）☆
松前町 （1/22～）☆
宇和島市 （1/26～）☆
大洲市 （1/26～）☆
四国中央市（1/27～）☆
伊方町 （1/27～）☆
松野町 （1/28～）☆
今治市 （1/29～）☆
東温市 （1/29～）
西条市 （1/30～）☆
新居浜市 （1/31～）
内子町 （1/31～）☆
鬼北町 （1/31～）
西予市 （調整中） ☆

〔15市町〕

2月

上旬

松山市 （調整中）
八幡浜市 （2/1～）
四国中央市（2/1～）
上島町 （2/1～）
久万高原町（2/1～）
愛南町 （2/1～）
松野町 （2/2～）
伊予市 （2/2以降）
伊方町 （2/2以降）
内子町 （2/7～）

〔10市町〕

松山市 （2/1～）☆
八幡浜市 （2/1～）

上島町 （2/1～）
久万高原町（2/1～）
愛南町 （2/1～）

〔5市町〕

中旬

今治市
宇和島市
西条市
西予市
大洲市

〔5市〕 〔0市町〕

一般高齢者への前倒し接種の対応状況（1/13時点）

1/6の公表以降13市町が前倒しし（☆）、全市町が２月１日までに開始
◆1月中の開始 5市町⇒半数以上の15市町に拡大
◆2月1日開始 5市町

赤字部分が前回公表時から変更


