
 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 12 日（日曜日）、富山市民病院に勤務する職員３名及び入院患者７名の計１０名が、  

新型コロナウイルスに感染したことが判明しましたのでご報告します。 
 
Ⅰ 感染者について 
 
１ 市民病院職員 ３名 
 
看護師１ 

 

ア 当該職員の概要 

   年 代：30 歳代 

   性 別：女性 

   職 種：看護師（病棟勤務） 

   居住地：富山市 

   その他：富山市保健所発表の感染者 14 の濃厚接触者 
 

イ 経過 

   ４月 １日（水曜日）日勤 

   ４月 ２日（木曜日）日勤 

４月 ３日（金曜日）日勤  

   ４月 ４日（土曜日）深夜  

  ４月 ５日（日曜日）準夜  

４月 ６日（月曜日）休暇  

   ４月 ７日（火曜日）休暇  

４月 ８日（水曜日）休暇  

４月 ９日（木曜日）休暇  

４月１０日（金曜日）休暇  ＰＣＲ検査実施 

４月１１日（土曜日）休暇  咽頭痛、声のかすれ 

４月１２日（日曜日）休暇  検査結果「陽性」が判明 
 
看護師２ 

 

ア 当該職員の概要 

   年 代：20 歳代 

   性 別：女性 

   職 種：看護師（病棟勤務） 

   居住地：富山市 

   その他：富山市保健所発表の感染者 14 の濃厚接触者 
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イ 経過 

   ４月 １日（水曜日）日勤 

   ４月 ２日（木曜日）深夜 

４月 ３日（金曜日）休暇  

   ４月 ４日（土曜日）準夜  

  ４月 ５日（日曜日）休暇  

４月 ６日（月曜日）日勤  

   ４月 ７日（火曜日）日勤  

４月 ８日（水曜日）深夜  

４月 ９日（木曜日）準夜 倦怠感あり 

４月１０日（金曜日）休暇 ＰＣＲ検査実施 倦怠感、関節痛、胸が苦しい 

４月１１日（土曜日）休暇 咽頭痛 

４月１２日（日曜日）休暇 検査結果「陽性」が判明 
 
看護師３ 

 

ア 当該職員の概要 

   年 代：20 歳代 

   性 別：男性 

   職 種：看護師（病棟勤務） 

   居住地：富山市 

   その他：富山市保健所発表の感染者 14 の濃厚接触者 
 

イ 経過 

   ４月 １日（水曜日）日勤 

   ４月 ２日（木曜日）日勤 

４月 ３日（金曜日）深夜   

   ４月 ４日（土曜日）準夜   

   ４月 ５日（日曜日）休暇   

４月 ６日（月曜日）日勤   

   ４月 ７日（火曜日）日勤   

４月 ８日（水曜日）深夜  咽頭痛 

４月 ９日（木曜日）準夜   

４月１０日（金曜日）休暇  味覚障害 ＰＣＲ検査実施 

４月１１日（土曜日）休暇 

４月１２日（日曜日）休暇  検査結果「陽性」が判明 
 

 現在判明している事実 

 ・すべて感染者 14 と同一病棟に勤務 

 ・現在、感染者 14 の濃厚接触者と判断した市民病院の医療従事者 47 名のうち、 

陽性が 3名、陰性が 30 名、検査中が 14 名 

 

 

 

 



 

２ 市民病院入院患者 ７名 
 

患者１ 

ア 当該患者の概要 

   年 代：90 歳代 

   性 別：女性 

   居住地：富山市 

   その他：富山市保健所発表の感染者 14 の濃厚接触者 
 

イ 経過 

   ３月２６日（木曜日） 入院 

     ２６日～４月２日 発熱 37.2 度～38.2 度 

   ４月 ３日（金曜日） 発熱 36.9 度 

   ４月１０日（金曜日）～１２日（日曜日） 発熱 37.1 度～37.3 度 

   ４月１２日（日曜日）検査結果「陽性」が判明 
    

患者２ 

ア 当該患者の概要 

   年 代：80 歳代 

   性 別：女性 

   居住地：富山市 

   その他：富山市保健所発表の感染者 14 の濃厚接触者 
 

イ 経過 

   ３月２０日（金曜日） 救急搬送  入院 

   ４月６日～１０日   発熱 37.0 度～37.8 度 

   ４月１１日（土曜日） 発熱 37.5 度 

４月１２日（日曜日）  検査結果「陽性」が判明 
    

患者３ 

ア 当該患者の概要 

   年 代：80 歳代 

   性 別：女性 

   居住地：富山市 

   その他：富山市保健所発表の感染者 14 の濃厚接触者 

 

イ 経過 

３月２９日（日曜日） 入院 

   ３月２９日～４月５日  発熱 37.1 度～37.7 度 

４月１２日（日曜日）  検査結果「陽性」が判明 

 

 

 

 



患者４ 

ア 当該患者の概要 

   年 代：70 歳代 

   性 別：女性 

   居住地：富山市 

   その他：富山市保健所発表の感染者 14 の濃厚接触者 

 

イ 経過 

   ２月２８日（日曜日） 入院 

   ４月 ９日～１１日  喉の痛みあり 咳・痰・頭痛なし 

   ４月１１日（土曜日） 頭重感あり 発熱なし 

   ４月１２日（日曜日） 検査結果「陽性」が判明 

 

患者５ 

ア 当該患者の概要 

   年 代：70 歳代 

   性 別：女性 

   居住地：富山市 

   その他：富山市保健所発表の感染者 14 の濃厚接触者 

 

イ 経過 

   ３月２９日（日曜日） 入院 

   ３月３０日～４月３日 発熱 37.4 度～38.1 度     

４月１０日（金曜日）  発熱 37.2 度 

４月１１日（土曜日）  症状なし 36.7 度 

   ４月１２日（日曜日）  検査結果「陽性」が判明 

 

患者６ 

ア 当該患者の概要 

   年 代：60 歳代 

   性 別：女性 

   居住地：富山市 

   その他：富山市保健所発表の感染者 14 の濃厚接触者 

 

２ 経過等 

 （１）経過 

   ２月 ３日（月曜日） 入院 

  ４月１１日（土曜日） 発熱なし 症状なし 

   ４月１２日（日曜日） 検査結果「陽性」が判明 

 

 

 



 

患者７ 

ア 当該患者の概要 

   年 代：40 歳代 

   性 別：男性 

   居住地：富山市 

   その他：富山市保健所発表の感染者 14 の濃厚接触者 

 

イ 経過 

   ３月３１日（火曜日） 入院 

  ４月１１日（土曜日） 発熱なし 症状なし 

   ４月１２日（日曜日） 検査結果「陽性」が判明 

 

現在判明している事実 

 ・すべて感染者 14 が勤務する病棟の入院患者 

  ・現在、当該病棟の入院患者 37 名のうち陽性が 7名、陰性が 15 名、検査中が 15 名 

 

 

Ⅱ 今後の診療体制（１１日発表から変更なし） 

（１）１３日（月曜日）に再開予定であった外来診療は１週間程度、休止する。なお、 

薬の処方が必要な方は、電話再診で院外処方箋を出すなどして個別に対応する。 

（２）救急患者の受け入れは、原則、休止する。なお、第２次救急の輪番日については、

関係医療機関と協力しながら継続する。 

（３）手術は緊急のものを除き、当分の間、休止する。 

（４）まちなか病院は、今後２週間程度、新規入院患者の受け入れ及び外来診療を休止

する。 


