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 県内の新型コロナウイルス感染症患者（152～155、157～169例目）について、お知らせします。 

 

記 

 

１ 患者概要 

【事例１５２】 （続報） 

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ４０歳代 

（４）職 業 会社員（事例１２９の濃厚接触者） 

（５）症 状 軽症（発熱、倦怠感、味覚・嗅覚異常） 

（６）経 過 ４月１５日 勤務後、発熱及び倦怠感が出現 

  １６日 休暇（以降、勤務なし） 

      医療機関を受診 

  １８日 味覚・嗅覚異常が出現 

  ２１日 事例１２９の陽性が判明 

  ２３日 ＰＣＲ検査を実施 

      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予定 

（８）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 

 ・勤務中のマスクの着用 概ねあり 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

家族  ６名 

（陽性４名：事例１２９、１５３、１５４、１５５  陰性２名） 

職場関係  １名 

 

【事例１５３】 （続報） 

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ３０歳代 

（４）職 業 会社員（事例１２９の濃厚接触者） 

富山県 新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 総務班 広報グループ 

電話 ０７６－４４４－９６８６（直通） 

富山市 福祉保健部 福祉政策課 

電話 ０７６－４４３－２１０１（直通） 
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（５）症 状 軽症（発熱、頭痛、味覚・嗅覚異常） 

（６）経 過 ４月１７日 勤務 

帰宅後、発熱が出現 

  １８日 休暇（以降、勤務なし） 

  １９日 味覚・嗅覚異常及び頭痛が出現 

  ２１日 事例１２９の陽性が判明 

  ２３日 ＰＣＲ検査を実施 

      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予定 

（８）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 

 ・勤務中のマスクの着用 あり 

  ② 二次感染防止のための対応 

  濃厚接触者 

 家族  ６名 

（陽性４名：事例１２９、１５２、１５４、１５５  陰性２名） 

       職場関係  なし 

 

【事例１５４】 （続報） 

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ８０歳代 

（４）職 業 自営業（事例１２９の濃厚接触者） 

（５）症 状 無症状 

（６）経 過 ４月１７日以降、勤務なし 

２１日 事例１２９の陽性が判明 

  ２３日 ＰＣＲ検査を実施 

      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）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 

 ・勤務中のマスク着用 あり 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

家族  ６名 

（陽性４名：事例１２９、１５２、１５３、１５５  陰性２名） 

 

【事例１５５】 （続報） 

（１）居住地 富山市 



 3 / 7 

 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ７０歳代 

（４）職 業 無職（事例１２９の濃厚接触者） 

（５）症 状 無症状 

（６）経 過 ４月２１日 事例１２９の陽性が判明 

  ２３日 ＰＣＲ検査を実施 

      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）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 

家族  ６名 

（陽性４名：事例１２９、１５２、１５３、１５４  陰性２名） 

 

【事例１５７】 （富山リハビリテーションホーム関連） 

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ４０歳代 

（４）職 業 介護職員（富山リハビリテーションホーム） 

（５）症 状 軽症（発熱、咳） 

（６）経 過        

日 勤務状況 症状等 行動 

４月１４日 勤務 咳が出現  

１５日 勤務   

１６日 休暇 発熱が出現  

１７日～２２日 休暇   

２３日 休暇  ＰＣＲ検査を実施 

２４日 休暇  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予定 

（８）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 

 ・勤務中のマスク着用 あり 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

家族  ２名 

 

【事例１５８】 （富山リハビリテーションホーム関連） 

（１）居住地 富山市 
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（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ７０歳代 

（４）職 業 調理員（富山リハビリテーションホーム） 

（５）症 状 軽症（発熱、倦怠感、味覚・嗅覚異常） 

（６）経 過        

日 勤務状況 症状等 行動 

４月１４日 勤務 発熱、倦怠感、口渇が

出現 

 

１５日～１６日 勤務   

１７日～２２日 休暇 発熱が出現  

２３日 休暇  ＰＣＲ検査を実施 

２４日 休暇  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予定 

（８）対 応 

① 行動歴の調査 

 ・旅行歴  なし 

 ・公共交通機関の利用 あり（富山地方鉄道） 

 ・勤務中のマスク着用 あり 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者  なし 

 

【事例１５９】 （富山リハビリテーションホーム関連） 

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ５０歳代 

（４）職 業 事務員（富山リハビリテーションホーム） 

（５）症 状 軽症（発熱、味覚・嗅覚異常） 

（６）経 過        

日 勤務状況 症状等 行動 

４月 ７日 休暇 発熱  

８日～１０日 勤務   

１１日～１２日 休暇   

１３日～１４日 勤務   

１５日 休暇   

１６日 勤務   

１７日 勤務   

１８日 休暇 味覚・嗅覚異常及び頭

痛が出現 

 

１９日 休暇   

２０日～２１日 勤務   

２２日 休暇   

２３日 休暇  ＰＣＲ検査を実施 

２４日 休暇  ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 



 5 / 7 

 

    指定医療機関へ入院中 

（８）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 

 ・勤務中のマスク着用 あり 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 

家族  ２名 

 

【事例１６０】（富山リハビリテーションホーム関連 入所者１名） 

事例 性別 
年齢 

（年代） 
発症日 症状 

１６０ 女性 ８０ 調査中 軽症（発熱） 

 

【事例１６１】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ８０歳代 

（４）職 業 自営業（事例１４９の濃厚接触者） 

（５）症 状 中等症（肺炎、発熱） 

（６）経 過 ４月１２日 事例１４９が発症 

  ２０日 発熱が出現 

      医療機関Ａを受診 

  ２１日 医療機関Ｂを受診し、入院 

  ２３日 事例１４９の陽性が判明 

      ＰＣＲ検査を実施 

  ２４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）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 

家族  ２名 

 

【事例１６２】  

（１）居住地 高岡市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ２０歳代 

（４）職 業 学生（事例１４３の濃厚接触者） 

（５）症 状 無症状 
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（６）経 過 ４月２３日 事例１４３の濃厚接触者として帰国者・接触者外来にて検体採取 

      ＰＣＲ検査を実施 

  ２４日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

指定医療機関に入院中 

（８）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 

家族  ３名（陽性２名：事例１４３、事例１６３  陰性１名） 

 

【事例１６３】  

（１）居住地 高岡市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 １０歳代 

（４）職 業 事例１４３の濃厚接触者 

（５）症 状 無症状 

（６）経 過 ４月２３日 事例１４３の濃厚接触者として帰国者・接触者外来にて検体採取 

      ＰＣＲ検査を実施 

  ２４日 ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

指定医療機関に入院中 

（８）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 

家族  ３名（陽性２名：事例１４３、事例１６２  陰性１名） 

 

【事例１６４～１６９】（4月 24日 17時以降判明分） 

事例 性別 
年齢 

（年代） 
居住地 その他 

１６４ 女 １０ 富山市 調査中 

１６５ 男 ３０ 富山市 調査中 

１６６ 男 ８０ 富山市 調査中 

１６７ 女 ６０ 富山市 調査中 

１６８ 女 ３０ 富山市 調査中 

１６９ 男 ３０ 富山市 調査中 

 

２ 死亡事例（４例目） 

  令和２年４月２５日に４人目の死亡が確認されました。 
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３ これまでの濃厚接触者検査状況（下線部は追加分） 

【事例９７】 

   濃厚接触者  家族２名 ２名全て陰性 

 

【事例１３９】 

   濃厚接触者  家族３名 ３名全て陰性 

 

【事例１４３】 

   濃厚接触者  家族４名 陽性２名：事例１６２、事例１６３  陰性２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。 

※本件に関して、富山市保健所への直接のお問い合わせはご遠慮ください。 

 

 

 

 


