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 令和２年４月１７日及び１８日の陽性者の調査状況について、お知らせします。 

 

記 

１患者概要 

【事例７０】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ５０歳代 

（４）職 業 会社員 

（５）症 状 軽症（発熱、鼻汁） 

（６）経 過 ４月 ６日 鼻汁及び発熱が出現 

   ７日 悪寒が出現 

   ８日 休暇（以降、勤務なし） 

  １１日 医療機関Ａを受診 

  １３日 再度医療機関Ａを受診 

  １４日 再度医療機関Ａを受診したところ、医療機関Ｂを紹介され、入院 

  １５日 ＰＣＲ検査を実施 

  １７日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

同居家族  ２名 

職場関係  調査中 

 

【事例７１】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ５０歳代（事例７９の濃厚接触者） 

（４）職 業 会社員 

富山市 
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（５）症 状 中等症（肺炎、発熱） 

（６）経 過 ４月 ８日 勤務後に発熱が出現 

   ９日 休暇（以降、勤務なし） 

  １３日 医療機関を受診 

  １４日 帰国者・接触者相談センターに相談 

  １５日 咳及び痰が出現 

      帰国者・接触者外来を受診し、ＰＣＲ検査を実施 

  １７日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

       同居家族  １名（事例７９） 

       職場関係  ２名 

 

【事例７２】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ３０歳代 

（４）職 業 無職 

（５）症 状 軽症（咳、嗅覚異常） 

（６）経 過 ４月 ５日 発熱が出現 

   ６日 医療機関を受診 

   ９日 味覚・嗅覚異常が出現 

  １２日 帰国者・接触者相談センターに相談 

  １５日 帰国者・接触者外来を受診し、ＰＣＲ検査を実施 

  １６日 事例６８の陽性が判明 

  １７日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

同居家族  ２名（事例６８、事例９０） 

 

【事例７３】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 男性 
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（３）年 齢 ４０歳代 

（４）職 業 会社員 

（５）症 状 軽症（発熱、咳） 

（６）経 過 ４月 ４日以降、勤務なし  

   ６日 発熱が出現 

   ９日 帰国者・接触者相談センターに連絡し、帰国者・接触者外来を受診 

      ＰＣＲ検査を実施 

  １１日 ＰＣＲ検査の結果、陰性 

  １５日 発熱が持続し、咳が出現したため、再度帰国者・接触者相談センター

に連絡 

      帰国者・接触者外来を受診し、ＰＣＲ検査を実施 

  １７日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

同居家族  ２名 

 

【事例７４】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ５０歳代 

（４）職 業 会社員 

（５）症 状 中等症（肺炎、発熱、咳） 

（６）経 過 ４月１０日 発熱が出現 

      医療機関を受診 

  １４日 再度医療機関を受診 

      肺炎があったため、医療機関から帰国者・接触者相談センターに連絡 

  １５日 帰国者・接触者外来を受診し、入院 

      ＰＣＲ検査を実施 

  １７日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

同居家族  ２名 

職場関係  ３名 
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【事例７７】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ６０歳代 

（４）職 業 パート従業員（アル・プラザ小杉） 

（５）症 状 中等症（肺炎、咳、発熱） 

（６）経 過 ４月１０日 休暇（以降、勤務なし） 

頭痛及び発熱が出現 

      医療機関を受診 

  １１日 事例５６が発症 

  １３日 再度医療機関を受診 

  １５日 事例５６の陽性が判明 

      帰国者・接触者外来を受診 

      ＰＣＲ検査を実施 

  １７日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

同居家族   ３名（事例５６、８５、８６） 

職場関係  １０名 

 

【事例７８】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ７０歳代 

（４）職 業 無職 

（５）症 状 軽症（発熱、倦怠感） 

（６）経 過 ３月 下旬 喉の違和感が出現 

２７日 事例５１が発症 

４月１１日 医療機関を受診 

  １４日 事例５１の陽性が判明 

  １６日 ＰＣＲ検査を実施 

  １７日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明       

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 
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     濃厚接触者 

同居家族  ２名（陽性１名：事例５１ 陰性１名） 

 

【事例７９】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ８０歳代 

（４）職 業 無職（事例７１の濃厚接触者） 

（５）症 状 中等症（肺炎、発熱） 

（６）経 過 ４月 ８日 事例７１が発症 

１１日 休暇（以降、勤務なし） 

発熱あり 

  １２日 持病の治療のため、医療機関を受診し、入院 

  １６日 ＰＣＲ検査を実施 

  １７日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

       同居家族 １名（事例７１） 

 

【事例８４】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ８０歳代 

（４）職 業 施設入所者（老人保健施設富山リハビリテーションホーム） 

（５）症 状 中等症（肺炎、発熱、敗血症） 

（６）経 過 平成３０年７月２４日 入所 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 二次感染防止のための対応 

 濃厚接触者 調査中 

 

【事例８５】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ６０歳代 

（４）職 業 教員（事例７７の濃厚接触者） 

（５）症 状 軽症（発熱、関節痛） 

（６）経 過 ４月１１日 事例５６、事例７７が発症 
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  １２日 発熱及び関節痛が出現 

  １５日 事例５６の陽性が判明 

  １７日 事例７７の陽性が判明 

      ＰＣＲ検査を実施 

  １８日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

 ・４月１１日以降、勤務なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

濃厚接触者   

同居家族   ３名（事例５６、７７、８６） 

 

 

【事例８６】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ９０歳代 

（４）職 業 無職（事例７７の濃厚接触者） 

（５）症 状 中等症（肺炎、咳） 

（６）経 過 ４月１１日 事例５６、事例７７が発症 

  １５日 事例５６の陽性が判明 

  １７日 事例７７の陽性が判明 

      ＰＣＲ検査を実施 

      感染症指定医療機関に入院 

  １８日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者   

       同居家族   ３名（事例５６、７７、８５） 

 

【事例８７】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ４０歳代 

（４）職 業 介護福祉士（デイサービスきりん）（事例８８の濃厚接触者） 

（５）症 状 軽症（咽頭痛） 
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（６）経 過 ４月 ６日 事例６１が発症 

   ９日 勤務 

声がれが出現 

  １０日 勤務 

発熱及び咽頭痛が出現 

医療機関を受診 

  １１日～１３日 休暇 

  １４日 勤務（症状が改善） 

  １５日 休暇（以降、勤務なし） 

事例６１の陽性が判明 

  １７日 ＰＣＲ検査を実施 

  １８日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴  なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

同居家族  ４名（陽性２名：事例６１、８８、検査予定：２名） 

 

【事例８８】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ２０歳代 

（４）職 業 会社員（事例８７の濃厚接触者） 

（５）症 状 軽症（発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、関節痛） 

（６）経 過 ３月２９日 咳が出現 

３０日 倦怠感が出現 

  ３１日 発熱が出現 

４月 ６日 事例６１が発症 

   ７日 医療機関を受診 

  １１日 以降、症状改善 

  １５日 事例６１の陽性が判明 

  １７日 ＰＣＲ検査を実施 

  １８日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用  

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

同居家族  ４名（陽性２名：事例６１、８７、検査予定２名） 
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職場関係  調査中 

 

【事例８９】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ２０歳代 

（４）職 業 介護職員（地域密着型特別養護老人ホームささづ苑かすが） 

（５）症 状 無症状 

（６）経 過 ４月 ４日 事例６４が発症 

   ９日 事例６５が発症 

  １６日 事例６４、６５の陽性が判明 

  １７日 ＰＣＲ検査を実施 

  １８日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

同居家族  ３名（陽性２名：事例６５、６６  陰性１名） 

職場関係  調査中 

 

【事例９０】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 １０歳未満 

（４）職 業 事例７２の濃厚接触者 

（５）症 状 無症状 

（６）経 過 ４月 ５日 発熱が出現し医療機関Ａを受診 

      事例７２が発症 

   ６日 医療機関Ｂを受診 

      事例６８が発症 

   ９日 再度医療機関Ｂを受診 

  １６日 事例６８の陽性が判明 

  １７日 事例７２の陽性が判明 

      ＰＣＲ検査を実施 

      感染症指定医療機関に入院 

  １８日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 



9/13 

 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者   

       同居家族  ２名（事例６８、７２） 

 

２ 市民病院関連 

【事例８１】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ９０歳代 

（４）職 業 患者（富山市民病院） 

（５）症 状 無症状 

（６）経 過 ４月１７日 ＰＣＲ検査を実施 

  １８日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

   富山市民病院へ入院中 

（８）保健所における対応 

濃厚接触者  調査中 

 

【事例８２】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ５０歳代 

（４）職 業 患者（富山市民病院） 

（５）症 状 無症状 

（６）経 過 ４月１７日 ＰＣＲ検査を実施 

  １８日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    富山市民病院へ入院中 

（８）保健所における対応 

  濃厚接触者  調査中 

 

 

【事例９１】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ３０歳代 

（４）職 業 看護師（富山市民病院） 

（５）症 状 軽症（咳、倦怠感） 

（６）経 過 ４月１４日 咳及び倦怠感が出現 

      ＰＣＲ検査を実施 

  １３日 ＰＣＲ検査の結果、陰性 

  １４日 発熱及び鼻づまりが出現 

  １７日 再度、ＰＣＲ検査を実施 
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  １８日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

同居家族  ２名 

 

【事例９２】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ４０歳代 

（４）職 業 看護師（富山まちなか病院） 

（５）症 状 軽症（咳、発熱、鼻づまり） 

（６）経 過 ４月１１日 咳が出現 

      ＰＣＲ検査を実施 

  １３日 ＰＣＲ検査の結果、陰性 

  １４日 発熱及び鼻づまりが出現 

  １７日 再度、ＰＣＲ検査を実施 

  １８日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関へ入院中 

（８）保健所における対応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴 なし 

 ・公共交通機関の利用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

同居家族  １名 

 

 

 

※プライバシーの保護については、十分なご配慮をお願いいたします。 

※特に（４）職業欄につきましては、その取扱いにご留意くださいますようお願いいたします。 

※現場での取材は、患者の方のプライバシー保護の観点からも、お控えください。 
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３ 現在までの感染者 

新番号 性別 
年齢 

（年代） 
属性 

１ 女 ２０ 第１報患者 

２ 女 ２０ （県分）看護師 

３ 女 ２０ 保育士（事例１の濃厚接触者） 

４ 女 ２０ 就職予定者（事例１の濃厚接触者） 

５ 男 ２０ （県分）新規採用職員 

６ 女 ５０ 介護施設職員（事例４の濃厚接触者） 

７ 男 ２０ 会社員（事例４の濃厚接触者） 

８ 女 ５０ （県分）国家公務員 

９ 女 ２０ 
焼肉店店員 

（事例１、事例３及び事例２が利用した焼肉店で勤務） 

１０ 男 ５０ ライブハウス経営者 

１１ 女 ４０ 保育士（事例３の濃厚接触者） 

１２ 男 ２０ 会社員 

１３ 男 １０ 中学生（事例１０の同居家族） 

１４ 男 ３０ （県分）会社員 

１５ 女 ３０ 保育園職員（事例３の濃厚接触者） 

１６ 女 ２０ （県分）学生 

１７ 女 ７０ 保育園長（事例１１の接触者） 

１８ 女 ４０ 会社員 

１９ 女 ５０ 看護師（富山市立富山市民病院） 

２０ 男 ４０ 会社員 

２１ 男 ６０ 医師（富山県立中央病院） 

２２ 女 ５０ パート従業員 

２３ 女 １０ （県分）無職 

２４ 女 ３０ 看護師（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

２５ 女 ７０ 患者（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

２６ 女 ４０ 会社員（化粧品店） 

２７ 男 ３０ 会社員 

２８ 女 ４０ 無職（事例２０の濃厚接触者） 

２９ 男 １０未満 事例２０の濃厚接触者 

３０ 男  ６０ 会社員 

３１ 男 ２０ 看護師（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

３２ 女 ２０ 看護師（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

３３ 女 ３０ 看護師（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

３４ 男 ４０ 患者（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

３５ 女 ８０ 患者（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

３６ 女 ９０ 患者（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 
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３７ 女 ７０ 患者（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

３８ 女 ６０ 患者（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

３９ 女 ７０ 患者（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

４０ 女 ８０ 患者（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

４１ 女 ５０ 会社員 

４２ 女 ７０ 患者（富山市立富山市民病院・事例２５の濃厚接触者） 

４３ 男 ４０ 医師（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

４４ 男 ３０ 医師（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

４５ 男 ５０ （県分）会社員 

４６ 男 ７０ （県分）無職 

４７ 女 ７０ （県分）無職 

４８ 男 ３０ （県分）病院職員 

４９ 女 ３０ （県分）看護師 

５０ 男 ４０ （県分）病院職員 

５１ 男 ７０ 無職 

５２ 男 ６０ 会社員 

５３ 女 ５０ 患者（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

５４ 女 ５０ 患者（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

５５ 男 ７０ 患者（富山市立富山市民病院・事例１９の濃厚接触者） 

５６ 女 ８０ 無職 

５７ 男 ４０ 会社員（事例４１の濃厚接触者） 

５８ 女 ２０ 会社員（事例４１の濃厚接触者） 

５９ 女 ２０ 保育士（事例３の濃厚接触者） 

６０ 女 ５０ 自営業 

６１ 男 ４０ 会社員 

６２ 女 １０ 中学生（事例２７の濃厚接触者） 

６３ 男 １０未満 小学生（事例２７の濃厚接触者） 

６４ 女 ５０ 保育士（杉原こども園） 

６５ 男 ５０ 公務員（事例６４の同居家族） 

６６ 女 ８０ 患者（富山市立富山市民病院） 

６７ 女 ７０ 患者（富山市立富山市民病院） 

６８ 男 ３０ 会社員 

６９ 女 ５０ パート従業員（事例５２の濃厚接触者） 

７０ 男 ５０ 会社員 

７１ 女 ５０ 会社員 

７２ 女 ３０ 無職（事例６８の濃厚接触者） 

７３ 男 ４０ 会社員 

７４ 男 ５０ 会社員 

７５ 女 ２０ 社会福祉施設職員（社会福祉法人セーナー苑） 

７６ 女 ８０ 施設入所者（老人保健施設富山リハビリテーションホーム） 
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７７ 男 ６０ パート従業員（事例５６の濃厚接触者） 

７８ 女 ７０ 無職（事例５１の濃厚接触者） 

７９ 女 ８０ 無職（事例７１の濃厚接触者） 

８０ 女 ９０ 施設入所者（老人保健施設富山リハビリテーションホーム） 

８１ 女 ９０ 患者（富山市立富山市民病院） 

８２ 男 ５０ 患者（富山市立富山市民病院） 

８３ 女 ３０ （県） 

８４ 女 ８０ 施設入所者（老人保健施設富山リハビリテーションホーム） 

８５ 女 ６０ 教員（事例５６の濃厚接触者） 

８６ 男 ９０ 無職（事例５６の濃厚接触者） 

８７ 女 ４０ 介護福祉士（デイサービスきりん）（事例６１の濃厚接触者） 

８８ 女 ２０ 会社員（事例６１の濃厚接触者） 

８９ 男 ２０ 
介護職員（地域密着型特別養護老人ホームささづ苑かすが）（事例

６４、６５の濃厚接触者） 

９０ 女 １０未満 事例６８の濃厚接触者 

９１ 女 ３０ 看護師（富山市民病院） 

９２ 女 ４０ 看護師（富山まちなか病院） 


