
富山県　厚生部 健康対策室 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）

県内の新型コロナウイルス感染症の感染者（4622～4643例目）について、お知らせします。

１　患者概要（22人）

事例番号 年代 性別 居住地 発症日 検査日 判明日 症状 濃厚接触者 備考

4622 10 女 富山市 9月4日 9月6日 9月6日 軽症 発熱、咳等 入院調整中 知人1名

4623
10歳
未満

男 魚津市 9月7日 9月6日 9月6日 軽症 発熱 入院調整中 家族3名

4624 20 男 射水市 9月4日 9月6日 9月7日 軽症 発熱等 入院調整中 なし 3945の濃厚接触者

4625 20 女 射水市 9月4日 9月6日 9月7日 軽症 発熱等 入院調整中 家族2名、知人1名

4626 30 男 富山市 9月5日 9月6日 9月7日 軽症 発熱、咳等 入院中 家族2名

4627 30 男 富山市 9月3日 9月6日 9月7日 軽症 咳、頭痛等 入院調整中 家族3名

4628 40 男 高岡市 9月2日 9月7日 9月7日 軽症 発熱等 入院調整中 家族3名 8/30～9/1大阪府

4629 20 女 南砺市 9月4日 9月6日 9月7日 軽症 発熱等 入院中 家族3名、職場関係2名

令和３年９月８日

新型コロナウイルス感染症の発生状況について（県内4622～4643例目）
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事例番号 年代 性別 居住地 発症日 検査日 判明日 症状 濃厚接触者 備考

4630 30 男 砺波市 9月6日 9月7日 9月7日 軽症 発熱 入院調整中 なし

4631 30 女 砺波市 8月31日 9月7日 9月7日 軽症 発熱等 入院調整中 なし

4632 60 男 富山市 9月4日 9月7日 9月7日 軽症 発熱、咳等 入院調整中 家族3名

4633 60 女 富山市 9月6日 9月7日 9月7日 軽症 発熱、咳等 入院調整中 家族3名 濃厚接触者

4634 20 女 滑川市 9月6日 9月7日 9月7日 軽症 発熱等 入院中 知人1名
埼玉県事例の濃厚接触者
8/30～9/6大阪府、福岡
県、東京都

4635 10 男 砺波市 なし 9月7日 9月7日 無症状 入院調整中 家族1名 4592の濃厚接触者

4636 20 男 入善町 9月5日 9月7日 9月7日 軽症 咳等 入院調整中 家族2名 9/6神奈川県から来県

4637 70 男 富山市 なし 9月6日 9月7日 無症状 入院中 家族4名 濃厚接触者

4638 50 女 富山市 なし 9月6日 9月7日 無症状 入院調整中 家族2名 濃厚接触者

4639 30 女 富山市 9月5日 9月6日 9月7日 軽症 発熱、頭痛 入院調整中 家族3名 濃厚接触者

4640 10 女 富山市 9月5日 9月6日 9月7日 軽症 発熱、頭痛等 入院調整中 家族3名 濃厚接触者

4641 40 男 高岡市 9月6日 9月7日 9月7日 軽症 発熱等 入院調整中 家族4名

4642 30 女 滑川市 9月7日 9月7日 9月7日 軽症 発熱等 入院中 家族2名 4582の濃厚接触者

4643 30 男 砺波市 9月5日 9月7日 9月7日 軽症 発熱等 入院調整中 家族5名
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２　変異株の感染者について

　県内で確認された新型コロナウイルス感染症感染者について、Ｌ４５２Ｒの変異がある変異株の陽性事例が新たに１９件確認されましたのでお知らせします。

３　市民・県民の皆様

　○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。

※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9月8日㈬15時現在）

　感染者数　４６３０人　（うちL452R変異株１０３５人）（ゲノム解析結果：アルファ株１９５人、デルタ株１０６人）

　○入院中　１５１人（令和3年9月8日㈬10時現在）

　　　　　うち重症者※　８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　７５人（令和3年9月7日㈫17時現在）

　○自宅療養または入院等調整中　２１５人

　○退院及び療養解除者数　４１４５人

　○死亡者数　４４人
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