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 県内の新型コロナウイルス感染症患者（361～370例目）について、お知らせします。 

 

記 

１ 患者概要 

 

 

 

 

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） 

 

事例３６１  

（１）居住地 富山市 （２）性別 男性 （３）年齢 ４０歳代 

（４）職 業 公務員 （５）症状 軽症（発熱、嘔吐、味覚・嗅覚異常）【入院中】 

（６）経過 発症日８月２１日、検査日８月２６日、判明日８月２６日 

（７）濃厚接触者 職場関係１名 

備 考  

事例３６２  

（１）居住地 富山市 （２）性別 男性 （３）年齢 ３０歳代 

（４）職 業 会社員 （５）症状 無症状【入院中】 

（６）経過 検査日８月２５日、判明日８月２６日 

（７）濃厚接触者 
家族８名（２名陽性（事例３５０、３６３）、６名陰性） 

職場関係２名 

備 考 事例３５０の濃厚接触者 

事例３６３  

（１）居住地 富山市 （２）性別 女性 （３）年齢 ３０歳代 

（４）職 業 会社員 （５）症状 軽症（倦怠感、味覚異常）【入院中】 

（６）経過 発症日８月１７日、検査日８月２６日、判明日８月２６日 

（７）濃厚接触者 家族８名（２名陽性（事例３５０、３６２）、６名陰性） 

備 考 事例３５０の濃厚接触者 

事例３６４  

（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（発熱、咳）【入院中】 

（６）経過 発症日８月１５日、検査日８月２５日、判明日８月２６日 

（７）濃厚接触者 家族１名 

備 考  

新型コロナウイルス感染症の発生について（県内 361～370例目） 

令和２年８月２８日 
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【事例３６９～３７０】（8月 27日 17時以降判明分） 

事例 性別 年代 居住地 

３６９ 女性 ２０歳代 富山市 

３７０ 女性 ２０歳代 富山市 

   ※詳細については、明日（8/29）の記者会見で説明予定 

 

 

２ 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。 

 

 

 

事例３６５  

（１）居住地 富山市 （２）性別 男性 （３）年齢 ３０歳代 

（４）職 業 飲食店店員 （５）症状 軽症（発熱、鼻閉）【入院中】 

（６）経過 発症日８月２３日、検査日８月２６日、判明日８月２７日 

（７）濃厚接触者 職場関係１名 友人２名 

備 考 事例３４９の濃厚接触者 

事例３６６  

（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・嗅覚異常）【入院中】 

（６）経過 発症日８月２３日、検査日８月２６日、判明日８月２７日 

（７）濃厚接触者 家族２名 友人１名 

備 考  

事例３６７  

（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（咳、発熱、味覚異常）【入院中】 

（６）経過 発症日８月１７日、検査日８月２５日、判明日８月２７日 

（７）濃厚接触者 家族６名 

備 考 事例３５４の濃厚接触者 

事例３６８  

（１）居住地 射水市 （２）性別 男性 （３）年齢 ３０歳代 

（４）職 業 会社員 （５）症状 無症状【入院中】 

（６）経過 検査日８月２６日、判明日８月２７日 

（７）濃厚接触者 なし 

備 考  
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 県内の新型コロナウイルス感染症患者（369～379例目）について、お知らせします。 

 

記 

１ 患者概要 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 

事例３６９  

（１）居住地 富山市 （２）性別 女性 （３）年齢 ２０歳代 

（４）職 業 飲食店店員 （５）症状 軽症（発熱）【入院中】 

（６）経過 発症日８月２８日、検査日８月２７日、判明日８月２８日 

（７）濃厚接触者 友人１名 職場関係２名 

備 考 事例３５５の濃厚接触者 

事例３７０  

（１）居住地 富山市 （２）性別 女性 （３）年齢 ２０歳代 

（４）職 業 飲食店店員 （５）症状 無症状【入院中】 

（６）経過 検査日８月２７日、判明日８月２８日 

（７）濃厚接触者 友人１名 職場関係２名 

備 考 事例３５５の濃厚接触者 

事例３７１  

（１）居住地 上市町 （２）性別 女性 （３）年齢 １０歳代 

（４）職 業 生徒 （５）症状 
軽症（喉の違和感、鼻閉感、倦怠感など） 

【入院中】 

（６）経過 発症日８月２３日、検査日８月２８日、判明日８月２８日 

（７）濃厚接触者 家族３名  

備 考  

事例３７２  

（１）居住地 入善町 （２）性別 女性 （３）年齢 ６０歳代 

（４）職 業 自営業 （５）症状 軽症（咽頭痛、発熱）【入院中】 

（６）経過 発症日８月２６日、検査日８月２８日、判明日８月２８日 

（７）濃厚接触者 家族１名 

備 考  

新型コロナウイルス感染症の発生について（県内 369～379例目） 

令和２年８月２９日 
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【事例３７５～３７９】（8月 28日 17時以降判明分） 

事例 性別 年代 居住地 

３７５ 男性 ３０歳代 富山市 

３７６ 女性 ２０歳代 富山市 

３７７ 男性 ６０歳代 富山市 

３７８ 男性 ２０歳代 富山市 

３７９ 女性 ４０歳代 富山市 

   ※詳細については、明日（8/30）の記者会見で説明予定 

 

２ 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 29日㈯15時現在） 

感染者数 ３７９人 

○入院中又は入院等調整中 ６６人 

  ・入院者数 ４９人（令和 2年 8月 29日㈯9時現在） 

うち重症者※ ２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 ９人（令和 2年 8月 28日㈮17時現在） 

○退院者数 ２９０人 

○死亡者数 ２３人 

事例３７３  

（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、咽頭痛）【入院中】 

（６）経過 発症日８月１９日、検査日８月２７日、判明日８月２８日 

（７）濃厚接触者 友人１名 知人４名 

備 考 事例３５７の濃厚接触者 

事例３７４  

（１）居住地 富山市 （２）性別 男性 （３）年齢 ３０歳代 

（４）職 業 飲食店店員 （５）症状 無症状【入院中】 

（６）経過 検査日８月２７日、判明日８月２８日 

（７）濃厚接触者 友人 1名 

備 考 事例３５２の濃厚接触者 
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 県内の新型コロナウイルス感染症患者（375～383例目）について、お知らせします。 

 

記 

１ 患者概要 

 

 

 

 

 

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） 

 

事例３７５  

（１）居住地 富山市 （２）性別 男性 （３）年齢 ３０歳代 

（４）職 業 会社員 （５）症状 軽症（倦怠感、発熱）【入院中】 

（６）経過 発症日８月１９日、検査日８月２８日、判明日８月２９日 

（７）濃厚接触者 家族１名（事例３６４） 

備 考 事例３６４の濃厚接触者 

事例３７６  

（１）居住地 富山市 （２）性別 女性 （３）年齢 ２０歳代 

（４）職 業 無職 （５）症状 軽症（咳、発熱、味覚・嗅覚異常）【入院中】 

（６）経過 発症日８月１８日、検査日８月２８日、判明日８月２９日 

（７）濃厚接触者 友人１名 

備 考 事例３６６の濃厚接触者 

事例３７７  

（１）居住地 富山市 （２）性別 男性 （３）年齢 ６０歳代 

（４）職 業 会社員 （５）症状 無症状【入院中】 

（６）経過 検査日８月２８日、判明日８月２９日 

（７）濃厚接触者 家族３名 

備 考 事例３３８、３５９の関係者 

事例３７８  

（１）居住地 富山市 （２）性別 男性 （３）年齢 ２０歳代 

（４）職 業 飲食店店員 （５）症状 無症状【入院中】 

（６）経過 検査日８月２７日、判明日８月２９日 

（７）濃厚接触者 家族１名 

備 考  

新型コロナウイルス感染症の発生について（県内 375～383例目） 

令和２年８月３０日 
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【事例３８３】（8月 29日 17時以降判明分） 

事例 性別 年代 居住地 

３８３ 男性 ３０歳代 富山市 

   ※詳細については、明日（8/31）の記者会見で説明予定 

 

 

２ 死亡事例（２４例目） 

 令和２年８月２９日に１名の方が亡くなられました。 

 

 

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。 

事例３７９  

（１）居住地 富山市 （２）性別 女性 （３）年齢 ４０歳代 

（４）職 業 自営業 （５）症状 中等症（肺炎、発熱等）【入院中】 

（６）経過 発症日８月２４日、検査日８月２９日、判明日８月２９日 

（７）濃厚接触者 家族１名 

備 考  

事例３８０  

（１）居住地 富山市 （２）性別 女性 （３）年齢 ２０歳代 

（４）職 業 自営業 （５）症状 軽症（味覚・嗅覚異常）【入院予定】 

（６）経過 発症日８月２８日、検査日８月２８日、判明日８月２９日 

（７）濃厚接触者 家族４名 

備 考 事例３５２の濃厚接触者 

事例３８１  

（１）居住地 富山市 （２）性別 女性 （３）年齢 ８０歳代 

（４）職 業 自営業 （５）症状 軽症（発熱）【入院予定】 

（６）経過 発症日８月２３日、検査日８月２８日、判明日８月２９日 

（７）濃厚接触者 家族１名（事例３６７） 

備 考 事例３６７の濃厚接触者 

事例３８２  

（１）居住地 入善町 （２）性別 男性 （３）年齢 ４０歳代 

（４）職 業 自営業 （５）症状 軽症（咽頭痛）【入院中】 

（６）経過 発症日８月２５日、検査日８月２８日、判明日８月２９日 

（７）濃厚接触者 家族１名（事例３７２） 

備 考 事例３７２の濃厚接触者 
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 県内の新型コロナウイルス感染症患者（383～387例目）について、お知らせします。 

 

記 

１ 患者概要 

 

 

 

【事例３８６～３８７】（8月 30日 17時以降判明分） 

事例 性別 年代 居住地 

３８６ 男性 ２０歳代 富山市 

３８７ 男性 ４０歳代 富山市 

   ※詳細については、明日（9/1）の記者会見で説明予定 

 

 

２ 死亡事例（２５例目） 

 令和２年８月３１日に１名の方が亡くなられました。 

 

 

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） 

 

事例３８３  

（１）居住地 富山市 （２）性別 男性 （３）年齢 ３０歳代 

（４）職 業 会社員 （５）症状 軽症（発熱、咽頭痛、頭痛、咳）【入院中】 

（６）経過 発症日８月２３日、検査日８月２８日、判明日８月３０日 

（７）濃厚接触者 家族２名  職場関係２名 

備 考  

事例３８４  

（１）居住地 東京都 （２）性別 男性 （３）年齢 ７０歳代 

（４）職 業 会社員 （５）症状 軽症（咳、痰、関節痛など）【入院中】 

（６）経 過 発症日８月１６日、検査日８月２９日、判明日８月３０日 

（７）濃厚接触者 職場関係５名（５名陰性） 

備 考 事例３７２、３８２の接触者 

事例３８５  

（１）居住地 富山市 （２）性別 男性 （３）年齢 ４０歳代 

（４）職 業 自営業 （５）症状 軽症（発熱、倦怠感）【入院中】 

（６）経過 発症日８月２５日、検査日８月２９日、判明日８月３０日 

（７）濃厚接触者 家族１名（事例３７９） 

備 考 事例３７９の濃厚接触者 

新型コロナウイルス感染症の発生について（県内 383～387例目） 

令和２年８月３１日 
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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 31日㈪15時現在） 

感染者数 ３８７人 

○入院中又は入院等調整中 ６７人 

  ・入院者数 ５０人（令和 2年 8月 31日㈪9時現在） 

うち重症者※ 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 １０人（令和 2年 8月 30日㈰17時現在） 

○退院者数 ２９５人 

○死亡者数 ２５人 




