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 県内の新型コロナウイルス感染症患者（268～275例目）について、お知らせします。 

 

記 

１ 患者概要 

【事例２６８】 （続報） 

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ７０歳代 

（４）職 業 パート従業員 

（５）症 状 軽症（発熱、倦怠感） 

（６）経 過 ８月 １日（土）休暇、カラオケ店を利用 

   ２日（日）勤務、カラオケ店を利用 

   ３日（月）休暇 

   ４日（火）勤務、倦怠感が出現、体調不良のため早退 

   ５日（水）休暇、発熱が出現、医療機関Ａを受診、その後医療機関Ｂを 

受診 

６日（木）休暇 

７日（金）休暇、再度医療機関Ａを受診、抗原検査を実施、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 

 ・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１名 

       職場関係４名 

       その他の濃厚接触者については、存否も含めて調査中 

 

 

【事例２６９】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ４０歳代 

（４）職 業 会社員（事例２６１の濃厚接触者） 

（５）症 状 無症状 

富山県 厚生部 健康課 新型コロナウイルス対策班 

電話 ０７６－４４４－３５５６（直通） 

富山市 福祉保健部 福祉政策課 

電話 ０７６－４４３－２１０１（直通） 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について（県内 268～275例目） 

令和２年８月８日 
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（６）経 過 ８月 ４日（火）在宅勤務、事例２６１が発症 

   ５日（水）在宅勤務、事例２６１の陽性が判明 

   ６日（木）在宅勤務、帰国者・接触者外来を受診、ＰＣＲ検査を実施 

   ７日（金）在宅勤務、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 

     ・旅行歴 なし 

     ・公共交通機関の利用 なし 

     ・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 ５名（１名陽性（事例２６１）  ４名陰性） 

 

 

【事例２７０】  

（１）居住地 魚津市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ７０歳代 

（４）職 業 無職（事例２５５、事例２５７の濃厚接触者） 

（５）症 状 喉の違和感 

（６）経 過 ７月２９日（水）事例２５７と飲食店Ａで同一時間にカラオケ、 

事例２５７が発症 

８月 １日（土）事例２５５と飲食店Ａで同一時間にカラオケ、喉の違和感 

３日（月）事例２５５発症 

   ５日（水）事例２５５、事例２５７の陽性が判明 

   ６日（木）帰国者・接触者外来を受診、ＰＣＲ検査を実施 

   ７日（金）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 

・旅行歴 なし 

・公共交通機関の利用 調査中 

    ・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 ２名 

知人 ６名（３名陰性 ３名検査予定） 

 

 

【事例２７１】  

（１）居住地 魚津市 

（２）性 別 男性 
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（３）年 齢 ８０歳代 

（４）職 業 無職（事例２５７の濃厚接触者） 

（５）症 状 なし 

（６）経 過 ７月２９日（水）事例２５７と飲食店Ａで同一時間にカラオケ、 

事例２５７が発症 

８月 ５日（水）事例２５７の陽性が判明 

   ６日（木）検体採取 

   ７日（金）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 

・旅行歴 なし 

・公共交通機関の利用 なし 

    ・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１名 

その他の濃厚接触者については、存否も含めて調査中 

 

 

【事例２７２】 (8月 7日 17時以降判明分) 

（１）居住地 魚津市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ６０歳代 

（４）職 業 自営業 

（５）症 状 発熱、咳、倦怠感、頭痛 

（６）経 過 ８月２日（日）倦怠感 

  ６日（木）倦怠感続き、医療機関Ａ受診、帰宅後、発熱、咳、頭痛 

  ７日（金）夕方、発熱、医療機関Ｂ受診、抗原検査にて陽性判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関に入院中 

（８）対 応 

  ① 行動歴 

・旅行歴 なし 

・公共交通機関の利用 なし 

    ・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  

濃厚接触者については、存否も含めて調査中 
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 県内の新型コロナウイルス感染症患者（273～282例目）について、お知らせします。 

 

記 

１ 患者概要 

【事例２７３】 （続報） 

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ２０歳代（事例２６２の濃厚接触者） 

（４）職 業 無職 

（５）症 状 軽症（倦怠感、鼻閉、関節痛、味覚障害） 

（６）経 過 ７月３１日（金）事例２６２と接触 

   ４日（火）倦怠感、鼻閉が出現 

   ５日（水）関節痛が出現 

   ６日（木）事例２６２の陽性が判明 

        味覚障害が出現、帰国者・接触者外来を受診、検体を採取 

８日（土）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 

 ・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  知人 ９名 

 

 

【事例２７４】 （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 

（５）症 状 軽症（倦怠感、発熱、胸部圧迫感） 

（６）経 過 ７月３１日（金） 出勤 

８月 １日（土） 休暇  

２日（日） 休暇 倦怠感、発熱が出現  

３日（月） 休暇、医療機関を受診 

４日（火）～６日（木） 休暇   

富山県 厚生部 健康課 新型コロナウイルス対策班 

電話 ０７６－４４４－３５５６（直通） 

富山市 福祉保健部 福祉政策課 

電話 ０７６－４４３－２１０１（直通） 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について（県内 273～282例目） 

令和２年８月９日 
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７日（金） 休暇、胸部圧迫感が出現、医療機関を受診、検体採取 

８日（土） 休暇、ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関に入院中 

（８）対 応 

  ① 行動歴 

     ・旅行歴 なし 

     ・公共交通機関の利用 なし 

     ・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 ２名 友人 １名  

その他の濃厚接触者については、存否も含めて調査中 

 

 

【事例２７５】 （続報） 

（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 中等症（咳、肺炎） 

（６）経 過 ７月３１日（金）～ ８月１日（土）友人と長野県、岐阜県へ旅行 

３日（月）咳が出現 

   ６日（木）医療機関へ相談 

   ７日（金）医療機関を受診、検体採取 

   ８日（土）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 

・旅行歴 長野県、岐阜県へ旅行 7/31～8/1 

・公共交通機関の利用 なし 

    ・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 ２名 友人 １名 

 その他の濃厚接触者については、存否も含めて調査中 

 

 

【事例２７６】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ２０歳代 

（４）職 業 会社員 

（５）症 状 軽症（発熱、鼻閉、味覚障害、咳） 

（６）経 過 ７月２７日（月）～２８日（火） 出勤   

２９日（水） 出勤、発熱、鼻閉が出現  
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３０日（木）～３１日（金） 出勤   

８月 １日（土） 休暇 

２日（日） 休暇、解熱 

味覚障害、咳が出現  

３日（月）～５日（水） 出勤   

６日（木） 出勤、職場の指示で早退 

７日（金） 休暇、帰国者・接触者外来を受診、検体採取 

８日（土） 休暇、ＰＣＲ検査の結果陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関に入院中 

（８）対 応 

  ① 行動歴 

・旅行歴 なし 

・公共交通機関の利用 なし 

    ・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  友人 １名（事例２７７）  職場関係 ２名 

 

 

【事例２７７】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ２０歳代 

（４）職 業 無職 

（５）症 状 軽症（発熱、味覚障害） 

（６）経 過 ８月 １日（土）発熱が出現 

   ５日（水）味覚障害が出現 

   ７日（金）帰国者・接触者外来を受診 ＰＣＲ検査を実施 

   ８日（土）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 

・旅行歴 なし 

・公共交通機関の利用 なし 

    ・マスクの着用 なし 

  ② 二次感染防止のための対応 

     濃厚接触者 友人 １名（事例２７６） 

 

 

【事例２７８】  

（１）居住地 富山市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ５０歳代 
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（４）職 業 無職 

（５）症 状 中等症（咽頭痛、発熱、肺炎） 

（６）経 過 ８月 ３日（月）咽頭痛が出現 

   ６日（木）医療機関へ入院 

   ７日（金）発熱を認め、ＰＣＲ検査を実施 

   ８日（土）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 

・旅行歴 なし 

・公共交通機関の利用 路線バス利用 

    ・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 １名  その他の濃厚接触者については、存否も含めて調査中 

 

 

【事例２７９】  

（１）居住地 魚津市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ７０歳代 

（４）職 業 無職（事例２５５の濃厚接触者） 

（５）症 状 発熱 

（６）経 過 ８月３日（月）事例２５５と飲食店Ａで同一時間にカラオケ 

５日（水）事例２５５の陽性が判明 

  ７日（金）検体採取 

  ８日（土）ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明。発熱あり。 

（７）現在の状況 

    指定医療機関に入院中 

（８）対 応 

  ① 行動歴 

・旅行歴 なし 

・公共交通機関の利用 なし 

    ・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 ５名 その他の濃厚接触者については、存否も含めて調査中 

 

 

【事例２８０】  

（１）居住地 魚津市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ７０歳代 

（４）職 業 パート従業員（事例２５５の濃厚接触者） 

（５）症 状 発熱 
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（６）経 過 ８月１日（土）、３日（月）、４日（火） 

事例２５５と飲食店Ａで同一時間にカラオケ 

３日（月）事例２５５が発症 

５日（水）事例２５５の陽性が判明、検体採取 

６日（木）ＰＣＲ検査の結果、陰性 

  ７日（金）発熱、再度検体採取 

  ８日（土）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 

・旅行歴 なし 

・公共交通機関の利用 なし 

    ・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   １名 

       その他濃厚接触者については、存否も含めて調査中 

 

 

【事例２８１】  

（１）居住地 魚津市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ３０歳代 

（４）職 業 会社員（事例２５６の濃厚接触者） 

（５）症 状 無症状 

（６）経 過 ７月３１日（金）事例２５６含む知人４名と会食 

８月 ３日（月）事例２５６と同室で休憩 

４日（火）事例２５６が発症 

５日（水）事例２５６の陽性が判明、以降、自宅待機 

   ７日（金）帰国者・接触者外来受診、検体採取 

   ８日（土）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 

・旅行歴 なし 

・公共交通機関の利用 なし（通勤は、自家用車） 

    ・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   ３名 

       その他濃厚接触者については、存否も含めて調査中 
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【事例２８２】  

（１）居住地 魚津市 

（２）性 別 男性 

（３）年 齢 ５０歳代 

（４）職 業 会社員（事例２５６の濃厚接触者） 

（５）症 状 無症状 

（６）経 過 ７月３１日（金）事例２５６含む知人４名と会食 

８月 ４日（火）事例２５６が発症 

５日（水）事例２５６の陽性が判明、以降、自宅待機 

   ７日（金）帰国者・接触者外来受診、検体採取 

   ８日（土）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 

・旅行歴 なし 

・公共交通機関の利用 なし（通勤は、自家用車） 

    ・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 １名 

       その他濃厚接触者については、存否も含めて調査中 

 

 

２ これまでの濃厚接触者検査状況（下線部は追加分） 

【事例２５０】  

濃厚接触者 家族 ７名 ２名陽性（２４８、２４９） ５名 陰性 

        職場関係 ３名  ３名陰性  

 

【事例２５５】 

 濃厚接触者 知人１５名（３名陽性（２７０、２７９、２８０）、１０名陰性、２名検査予定） 

 

【事例２６２】 

 濃厚接触者 友人８名 ３名陽性（事例２６３、２６４、２７３）４名陰性 １名検査中 

 

【事例２６３】 

  濃厚接触者 家族 ２名 ２名陰性  知人 ２名 ２名陰性 

 

【事例２６４】 

  濃厚接触者 家族４名 ４名陰性  職場関係１８名 １７名陰性 １名検査中 

 

 【事例２６８】 

  濃厚接触者 家族１名 １名陰性  職場関係 ４名 １名陰性 ３名検査中 

 

 【事例２７０】 

  濃厚接触者 知人７名（１名陽性（２８０）、６名陰性） 
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 県内の新型コロナウイルス感染症患者（283～286例目）について、お知らせします。 

 

記 

１ 患者概要 

【事例２８３】  

（１）居住地 魚津市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ９０歳代以上 

（４）職 業 無職（事例２７０の濃厚接触者） 

（５）症 状 軽症（発熱、頭痛） 

（６）経 過 ８月 ７日（金）事例２７０の陽性が判明 

   ８日（土）発熱、帰国者・接触者外来を受診、検体を採取 

９日（日）発熱、頭痛、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 

 ・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 ２名 １名陽性（事例２７０） １名陰性 

 

 

【事例２８４】  

（１）居住地 魚津市 

（２）性 別 女性 

（３）年 齢 ７０歳代 

（４）職 業 無職（事例２７１の濃厚接触者） 

（５）症 状 軽症（痰） 

（６）経 過 ８月 ６日（木）痰 

   ７日（金）事例２７１の陽性が判明 

   ８日（土）帰国者・接触者外来を受診、検体を採取 

９日（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 

富山県 厚生部 健康課 新型コロナウイルス対策班 

電話 ０７６－４４４－３５５６（直通） 

富山市 福祉保健部 福祉政策課 

電話 ０７６－４４３－２１０１（直通） 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について（県内 283～286例目） 
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     ・旅行歴 なし 

     ・公共交通機関の利用 なし 

     ・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１名 １名陽性（事例２７１） 

その他の濃厚接触者については、存否も含めて調査中 

 

 

【事例２８５】  

（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２６２の濃厚接触者） 

（５）症 状 軽症（咽頭違和感、咳、発熱、倦怠感） 

（６）経 過 ７月２８日（火） 休暇   

２９日（水） 出勤   

３０日（木） 休暇、咽頭違和感、咳が出現  

３１日（金）～８月 1日（土） 出勤   

８月 ２日（日） 休暇   

３日（月） 出勤   

４日（火） 出勤、発熱、倦怠感が出現、事例２６２と接触 

５日（水） 休暇   

６日（木） 休暇、事例２６２の陽性が判明 

７日（金） 休暇、帰国者・接触者相談センターへ相談 

８日（土） 休暇、帰国者・接触者外来を受診、検体を採取 

９日（日） 休暇、ＰＣＲ検査の結果、陽性と判明 

（７）現在の状況 

    指定医療機関に入院中 

（８）対 応 

  ① 行動歴 

・旅行歴 なし 

・公共交通機関の利用 なし 

    ・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 ３名 

 その他の濃厚接触者については、存否も含めて調査中 

 

【事例２８６】（8月 9日 17時以降判明分） 

事例 性別 年代 居住地 備考 

２８６ 男性 ３０歳代 富山市 事例 273の濃厚接触者 

   ※詳細については、明日（8/11）の記者会見で説明予定 
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２ これまでの濃厚接触者検査状況（下線部は追加分） 

【事例２６２】 

  濃厚接触者  友人８名  ３名陽性（事例２６３、２６４、２７３）、５名陰性  

 

 【事例２６８】 

  濃厚接触者  職場関係４名  ４名陰性 

 

 【事例２７０】 

 濃厚接触者  家族２名  １名陽性（事例２８３） １名陰性 

 

【事例２７１】 

  濃厚接触者  家族１名  １名陽性（事例２８４） 

 

 【事例２７３】 

  濃厚接触者  知人９名  １名陽性（事例２８６） ７名陰性 １名検査中   

 

 【事例２７５】 

  濃厚接触者  家族２名  ２名陰性 

 

【事例２８２】 

  濃厚接触者  家族３名  ３名陰性 

 

 

３ 市民・県民の皆様へ 

 〇新型コロナウイルスに関する冷静な対応をお願いします。 

 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見のな

いよう、皆様には、確かな情報に基づき、冷静な対応をお願いします。 

 

 

※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合せはご遠慮ください。 

 

 

【感染者の現況】（令和 2年 8月 10日（月・祝）15時現在） 

○入院中又は入院等調整中 ４８人 

○退院者数 ２１６人 

○死亡者数 ２２人 

・重症者※ １人  ※重症者：集中治療室（ICU）等での管理又は人工呼吸器管理が必要な患者 

・宿泊療養施設入所者数  ０人 
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 県内の新型コロナウイルス感染症患者（287～290例目）について、お知らせします。 

 

記 

 

１ 患者概要 

【事例２８７～２９０】（8月 10日 16時以降判明分） 

事例 性別 年代 居住地 備 考 

２８７ 女性 ６０歳代 魚津市 事例 272の利用施設 

２８８ 女性 ５０歳代 魚津市 事例 272の利用施設 

２８９ 女性 ４０歳代 黒部市 事例 272の利用施設 

２９０ 男性 ５０歳代 黒部市  

   ※詳細については、明日（8/11）の記者会見で説明予定 

 

 

２ 県民の皆様へ 

 下記（３）の利用日に当該施設を利用されご心配な方は、帰国者・接触者相談センターへご連絡くだ

さい。（新川厚生センター 電話０７６５－５２－２６４７） 

（１）施 設 名 称 スナック 『よこ笛』 

（２）施設所在地 魚津市中央通り 1丁目 7-3 

（３）利 用 日 ８月１日（土）～８月７日（金） 

※８月８日（土）から休業しています。 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見のな

いよう、皆様には、確かな情報に基づき、冷静な対応をお願いします。 

※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。 

※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。 

 

【感染者の現況】（令和 2年 8月 10日（月・祝）19時現在） 

感染者数 ２９０人 

○入院中又は入院等調整中 ５２人 

○退院者数 ２１６人 

○死亡者数 ２２人 

富山県 厚生部 健康課 新型コロナウイルス対策班 

電話 ０７６－４４４－３５５６（直通） 

富山市 福祉保健部 福祉政策課 

電話 ０７６－４４３－２１０１（直通） 

 

令和２年８月１０日 

新型コロナウイルス感染症の発生について（県内 287～290例目） 


