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 県内の新型コロナウイルス感染症の感染者（547～552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 保健所保健予防課 

電話 ０７６－４２８－１１５２（直通） 

 

事例５４７  

（１）居住地 黒部市 （２）性別 男性 （３）年齢 ２０歳代 

（４）職 業 会社員 （５）症状 軽症（倦怠感、咳、発熱）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２４日 検査日１２月２６日 判明日１２月２８日 

（７）濃厚接触者 友人１名（１名陰性） 

備 考 県外事例の接触者 

事例５４８  

（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）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２７日 検査日１２月２８日 判明日１２月２８日 

（７）濃厚接触者 家族３名、職場関係２名 

備 考  

事例５４９  

（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（発熱、咳、咽頭痛）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２３日 検査日１２月２４日 判明日１２月２６日 

（７）濃厚接触者 なし 

備 考  

事例５５０  

（１）居住地 滑川市 （２）性別 女性 （３）年齢 ７０歳代 

（４）職 業 無職 （５）症状 軽症（発熱、咳、鼻汁）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２６日 検査日１２月２８日 判明日１２月２８日 

（７）濃厚接触者 家族７名 

備 考  

新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について（県内 547～552例目） 

令和２年１２月２９日 

日 
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２ 市民・県民の皆様へ 

 ○マスクの着用やこまめな手洗いといった「新しい生活様式」の徹底に努めるとともに、感染リスク

が高まる「５つの場面」の回避など、ご自身への感染防止や、他の方々に感染させない行動を徹底

するなど改めて緊張感を持って対応いただきますようお願いします。 

○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、感染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。 

※本件に関するお問い合わせは、上記担当において本日１７時まで対応いたします。なお原則、上記以

外のこと、また公衆衛生上必要な事項以外のご質問にはお答えできません。 

 

 

 

【感染者の現況】（令和 2年 12月 29日㈫15時現在） 

感染者数 ５４８人 

○入院中又は入院等調整中 ４５人 

  ・入院者数 ３３人（令和 2年 12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 12月 28日㈪17時現在） 

○退院者数 ４６８人 

○死亡者数 ２６人 

事例５５１  

（１）居住地 富山市 （２）性別 女性 （３）年齢 ６０歳代 

（４）職 業 無職 （５）症状 中等症（肺炎、嗅覚異常）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２８日 検査日１２月２７日 判明日１２月２８日 

（７）濃厚接触者 家族２名（１名陽性（５４４）、１名陰性） 

備 考 事例５４４の濃厚接触者 

事例５５２  

（１）居住地 富山市 （２）性別 女性 （３）年齢 ３０歳代 

（４）職 業 パート従業員 （５）症状 中等症（肺炎、嗅覚異常）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２８日 検査日１２月２７日 判明日１２月２８日 

（７）濃厚接触者 家族５名（１名陽性（５４５）、４名陰性） 

備 考 事例５４５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の感染者（553～554例目）について、お知らせします。 

 

記 

１ 患者概要 

 

 

２ 市民・県民の皆様へ 

 ○マスクの着用やこまめな手洗いといった「新しい生活様式」の徹底に努めるとともに、感染リスク

が高まる「５つの場面」の回避など、ご自身への感染防止や、他の方々に感染させない行動を徹底

するなど改めて緊張感を持って対応いただきますようお願いします。 

○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、感染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。 

※本件に関するお問い合わせは、上記担当において本日１７時まで対応いたします。なお原則、上記以

外のこと、また公衆衛生上必要な事項以外のご質問にはお答えできません。 

 

【感染者の現況】（令和 2年 12月 30日㈬15時現在） 

感染者数 ５５０人 

○入院中又は入院等調整中 ３９人 

  ・入院者数 ２９人（令和 2年 12月 30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 １０人（令和 2年 12月 29日㈫17時現在） 

○退院者数 ４７５人 

○死亡者数 ２６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 保健所保健予防課 

電話 ０７６－４２８－１１５２（直通） 

 

事例５５３  

（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（咽頭痛、咳）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２８日 検査日１２月２９日 判明日１２月２９日 

（７）濃厚接触者 家族５名（２名陽性（５１８、５４３）、３名陰性） 

備 考 事例５１８、５４３の濃厚接触者 

事例５５４  

（１）居住地 入善町 （２）性別 男性 （３）年齢 ２０歳代 

（４）職 業 会社員 （５）症状 軽症（味覚・嗅覚異常）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２６日 検査日１２月２８日 判明日１２月２９日 

（７）濃厚接触者 家族４名 

備 考  

新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について（県内 553～554例目） 

令和２年１２月３０日 

日 
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 県内の新型コロナウイルス感染症の感染者（555～557例目）について、お知らせします。 

 

記 

１ 患者概要 

 

 

 

２ 市民・県民の皆様へ 

 ○マスクの着用やこまめな手洗いといった「新しい生活様式」の徹底に努めるとともに、感染リスク

が高まる「５つの場面」の回避など、ご自身への感染防止や、他の方々に感染させない行動を徹底

するなど改めて緊張感を持って対応いただきますようお願いします。 

○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、感染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。 

※本件に関するお問い合わせは、富山市の上記担当において本日１７時まで対応いたします。なお原則、

上記以外のこと、また公衆衛生上必要な事項以外のご質問にはお答えできません。 

 

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 保健所保健予防課 

電話 ０７６－４２８－１１５２（直通） 

 

事例５５５  

（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１２月２８日 検査日１２月２９日 判明日１２月２９日 

（７）濃厚接触者 家族３名（１名陰性）、友人４名 

備 考  

事例５５６  

（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、咳、鼻汁）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２９日 検査日１２月３０日 判明日１２月３０日 

（７）濃厚接触者 家族４名  知人１名 

備 考  

事例５５７  

（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 無症状【入院中】 

（６）経 過 検査日１２月２９日 判明日１２月３０日 

（７）濃厚接触者 家族２名 

備 考 事例５４８の接触者 

新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について（県内 555～557例目） 

令和２年１２月３１日 

日 
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 県内の新型コロナウイルス感染症の感染者（558～564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 保健所保健予防課 

電話 ０７６－４２８－１１５２（直通） 

 

事例５５８  

（１）居住地 東京都 （２）性別 男性 （３）年齢 ３０歳代 

（４）職 業 自営業 （５）症状 中等症（肺炎、発熱、嗅覚障害）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２４日 検査日１２月３０日 判明日１２月３０日 

（７）濃厚接触者 家族１名 

備 考 （※昨日の報道発表資料で居住地を富山市としていた患者） 

事例５５９  

（１）居住地 富山市 （２）性別 男性 （３）年齢 ５０歳代 

（４）職 業 会社役員 （５）症状 中等症（肺炎、発熱、倦怠感、咳）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２４日 検査日１２月３１日 判明日１２月３１日 

（７）濃厚接触者 家族１名 

備 考 １２月２１日～２２日 東京都 

事例５６０  

（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（咳、発熱）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月３０日 検査日１２月３１日 判明日１２月３１日 

（７）濃厚接触者 家族４名 友人３名 職場関係２名 

備 考  

事例５６１  

（１）居住地 富山市 （２）性別 男性 （３）年齢 ３０歳代 

（４）職 業 会社役員 （５）症状 軽症（発熱、咽頭違和感）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月３０日 検査日１２月３１日 判明日１２月３１日 

（７）濃厚接触者 家族１０名 職場関係４名 

備 考 １２月１７日～２０日 東京都 

新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について（県内 558～564例目） 

令和３年１月１日 

日 
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２ 市民・県民の皆様へ 

 ○マスクの着用やこまめな手洗いといった「新しい生活様式」の徹底に努めるとともに、感染リスク

が高まる「５つの場面」の回避など、ご自身への感染防止や、他の方々に感染させない行動を徹底

するなど改めて緊張感を持って対応いただきますようお願いします。 

○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、感染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。 

※本件に関するお問い合わせは、上記担当において本日１７時まで対応いたします。なお原則、上記以

外のこと、また公衆衛生上必要な事項以外のご質問にはお答えできません。 

 

 

【感染者の現況】（令和 3年 1月 1日㈮15時現在） 

感染者数 ５６０人 

○入院中又は入院等調整中 ４３人 

  ・入院者数 ３３人（令和 3年 1月 1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 １０人（令和 2年 12月 31日㈭17時現在） 

○退院者数 ４８１人 

○死亡者数 ２６人 

事例５６２  

（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１２月３０日 判明日１２月３１日 

（７）濃厚接触者 家族１名 

備 考 事例５５４の接触者 

事例５６３  

（１）居住地 射水市 （２）性別 女性 （３）年齢 ２０歳代 

（４）職 業 会社員 （５）症状 軽症（発熱、倦怠感、咳）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２８日 検査日１２月３０日 判明日１２月３１日 

（７）濃厚接触者 家族５名（５名陰性） 

備 考  

事例５６４  

（１）居住地 魚津市 （２）性別 男性 （３）年齢 ４０歳代 

（４）職 業 会社員 （５）症状 中等症（肺炎、発熱、味覚・嗅覚異常等）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２８日 検査日１２月３０日 判明日１２月３１日 

（７）濃厚接触者 家族２名（２名陰性） 

備 考  
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 県内の新型コロナウイルス感染症の感染者（565～568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 保健所保健予防課 

電話 ０７６－４２８－１１５２（直通） 

 

事例５６５  

（１）居住地 愛知県 （２）性別 女性 （３）年齢 １０歳代 

（４）職 業 学生 （５）症状 軽症（発熱、鼻閉、倦怠感）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月３０日 検査日１２月３１日 判明日１２月３１日 

（７）濃厚接触者 家族３名（３名陰性） 友人１名 

備 考  

事例５６６  

（１）居住地 富山市 （２）性別 女性 （３）年齢 ５０歳代 

（４）職 業 パート従業員 （５）症状 軽症（咽頭痛、頭痛、発熱）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月３０日 検査日１２月３１日 判明日１２月３１日 

（７）濃厚接触者 知人２名 

備 考  

事例５６７  

（１）居住地 富山市 （２）性別 男性 （３）年齢 ２０歳代 

（４）職 業 会社員 （５）症状 軽症（発熱、咳、倦怠感）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月３０日 検査日１月１日 判明日１月１日 

（７）濃厚接触者 家族７名  知人４名 

備 考  

事例５６８  

（１）居住地 立山町 （２）性別 女性 （３）年齢 ３０歳代 

（４）職 業 会社員 （５）症状 軽症（発熱、頭痛）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月３１日 検査日１月１日 判明日１月１日 

（７）濃厚接触者 家族５名  友人２名 

備 考  

新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について（県内 565～568例目） 

令和３年１月２日 

日 
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２ 新型コロナウイルス感染症発生届の取り下げについて 

  事例５５０について、患者発生届の取り下げがありました。 

 【届出から取り下げに至った経緯】 

   医療機関Ａで抗原検査を行った結果、陽性（判明日 12月 28日）となり、医師が新型コロナウイ

ルス感染症と診断し、発生届がありました。 

   その後、入院先の医療機関ＢにおいてＰＣＲ検査を実施した結果、陰性であったことから、医師

が総合的に判断し、昨日（1/1）発生届が取り下げられました。 

 

 

３ 市民・県民の皆様へ 

 ○マスクの着用やこまめな手洗いといった「新しい生活様式」の徹底に努めるとともに、感染リスク

が高まる「５つの場面」の回避など、ご自身への感染防止や、他の方々に感染させない行動を徹底

するなど改めて緊張感を持って対応いただきますようお願いします。 

○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、感染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。 

※本件に関するお問い合わせは、上記担当において本日１７時まで対応いたします。なお原則、上記以

外のこと、また公衆衛生上必要な事項以外のご質問にはお答えできません。 

 

 

【感染者の現況】（令和 3年 1月 2日㈯15時現在） 

感染者数 ５６３人 

○入院中又は入院等調整中 ４４人 

  ・入院者数 ３３人（令和 3年 1月 2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 １０人（令和 3年 1月 1日㈮17時現在） 

○退院者数 ４８３人 

○死亡者数 ２６人 
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 県内の新型コロナウイルス感染症の感染者（569～578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 保健所保健予防課 

電話 ０７６－４２８－１１５２（直通） 

 

事例５６９  

（１）居住地 富山市 （２）性別 男性 （３）年齢 ７０歳代 

（４）職 業 無職 （５）症状 軽症（発熱、咽頭痛、咳）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２７日 検査日１２月３０日 判明日１月１日 

（７）濃厚接触者 家族２名（１名陽性（事例５５７）、１名陰性） 

備 考 事例５５７の濃厚接触者 

事例５７０  

（１）居住地 富山市 （２）性別 女性 （３）年齢 ４０歳代 

（４）職 業 無職 （５）症状 軽症（発熱、鼻汁、咽頭違和感）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月３１日 検査日１月１日 判明日１月１日 

（７）濃厚接触者 家族２名 

備 考  

事例５７１  

（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 中等症（肺炎、発熱、咳、関節痛）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２９日 検査日１月１日 判明日１月１日 

（７）濃厚接触者 家族２名 

備 考  

事例５７２  

（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、嗅覚・味覚障害）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２７日  検査日１月１日 判明日１月１日 

（７）濃厚接触者 家族２名 友人１０名 

備 考  

新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について（県内 569～578例目） 

令和３年１月３日 

日 
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事例５７３  

（１）居住地 富山市 （２）性別 女性 （３）年齢 ４０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１月１日 検査日１月１日 判明日１月１日 

（７）濃厚接触者 家族５名 

備 考  

事例５７４  

（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、頭痛）【入院中】 

（６）経 過 発症日１月１日 検査日１月２日 判明日１月２日 

（７）濃厚接触者 家族３名 友人７名 

備 考  

事例５７５  

（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、倦怠感、頭痛）【入院中】 

（６）経 過 発症日１月１日 検査日１月２日 判明日１月２日 

（７）濃厚接触者 家族６名 

備 考  

事例５７６  

（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、鼻閉）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月３０日 検査日１月２日 判明日１月２日 

（７）濃厚接触者 家族２名（１名陽性（５７０）、１名検査中） 

備 考 事例５７０の濃厚接触者 

事例５７７  

（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（咳）【入院中】 

（６）経 過 発症日１２月２８日 検査日１月２日 判明日１月２日 

（７）濃厚接触者 無し 

備 考 事例５６６の濃厚接触者 

事例５７８  

（１）居住地 富山市 （２）性別 男性 （３）年齢 ７０歳代 

（４）職 業 自営業 （５）症状 無症状【入院中】 

（６）経 過 検査日１月１日 判明日１月２日 

（７）濃厚接触者 家族３名 

備 考 事例５６０の濃厚接触者 
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２ 新型コロナウイルス感染症発生届の取り下げについて 

  事例５６８について、患者発生届の取り下げがありました。 

 【届出から取り下げに至った経緯】 

   医療機関Ａで遺伝子検査（等温核酸増幅法）を行った結果、陽性（判明日 1月 1日）となり、医

師が新型コロナウイルス感染症と診断し、発生届がありました。 

   その後、入院先の医療機関ＢにおいてＰＣＲ検査を実施した結果、陰性であったことから、医師

が総合的に判断し、本日（1/3）発生届が取り下げられました。 

 

 

３ 市民・県民の皆様へ 

 ○マスクの着用やこまめな手洗いといった「新しい生活様式」の徹底に努めるとともに、感染リスク

が高まる「５つの場面」の回避など、ご自身への感染防止や、他の方々に感染させない行動を徹底

するなど改めて緊張感を持って対応いただきますようお願いします。 

○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、感染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。 

※本件に関するお問い合わせは、上記担当において本日１７時まで対応いたします。なお原則、上記以

外のこと、また公衆衛生上必要な事項以外のご質問にはお答えできません。 

 

 

【感染者の現況】（令和 3年 1月 3日㈰15時現在） 

感染者数 ５７２人 

○入院中又は入院等調整中 ４９人 

  ・入院者数 ３６人（令和 3年 1月 3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 ６人（令和 3年 1月 2日㈯17時現在） 

○退院者数 ４９１人 

○死亡者数 ２６人 


