
（県・市政記者クラブ配付資料）

新型コロナウイルス感染症患者の発生（県内第 181～196 例目・高知市第 124

～138 例目）及び県内患者の状況等（令和２年１２月４日時点）

１ 本日公表する新型コロナウイルス感染症患者の状況について

ID 年齢 性別
居住地

保健所等
職業 重症度 備考（接触歴等）

高知県内第 181 例目

（高知市第 124 例目）
70歳代 男性 高知市 自営業 軽症

高知県内第 182 例目

（高知市第 125 例目）
40歳代 女性 高知市 会社員 軽症

高知県内第 183 例目 70歳代 男性 中央西 飲食業 軽症

高知県内第 184 例目

（高知市第 126 例目）
40歳代 女性 高知市 飲食業 軽症 第 158 例目の濃厚接触者

高知県内第 185 例目

（高知市第 127 例目）
20歳代 女性 高知市 無職 軽症 第 166 例目の濃厚接触者

高知県内第 186 例目

（高知市第 128 例目）
50歳代 女性 高知市 自営業手伝い 軽症 第 177 例目の濃厚接触者

高知県内第 187 例目

（高知市第 129 例目）
50歳代 女性 高知市 会社員 軽症 第 170 例目の濃厚接触者

高知県内第 188 例目

（高知市第 130 例目）
30歳代 女性 高知市 飲食業 軽症

高知県内第 189 例目

（高知市第 131 例目）
30歳代 女性 高知市 医療職 軽症 第 168 例目の濃厚接触者

高知県内第 190 例目

（高知市第 132 例目）
50歳代 男性 高知市 団体職員 軽症

高知県内第 191 例目

（高知市第 133 例目）
60歳代 男性 高知市 無職 軽症

高知県内第 192 例目

（高知市第 134 例目）
70歳代 男性 高知市 無職 軽症

高知県内第 193 例目

（高知市第 135 例目）
50歳代 男性 高知市 自営業 軽症 第 179 例目の濃厚接触者

高知県内第 194 例目

（高知市第 136 例目）
20歳代 男性 高知市 学校教諭 軽症

高知県内第 195 例目

（高知市第 137 例目）
50 歳代 男性 高知市 自営業 軽症

第 182 例目の濃厚接触者
高知県内第 196 例目

（高知市第 138 例目）
10 歳代 男性 高知市 学生 軽症



(１)第 158 例目の濃厚接触者

※濃厚接触者については現在調査中。

(２)第 166 例目の濃厚接触者

※濃厚接触者については現在調査中。

(３)県内第 168 例目の濃厚接触者

※濃厚接触者なし。

(４)県内第 170 例目の濃厚接触者

※濃厚接触者については現在調査中。

(５)県内第 177 例目の濃厚接触者

※濃厚接触者については現在調査中。

ＩＤ 患者概要 症状・経過等

高知県内第 184 例目

（高知市第 126 例目）

40歳代・女性

飲食業

同居家族 4人

11/24 県内 158 例目が来店。

12/2 無症状、県内 158 例目の濃厚接触者として

PCR 検査実施。

12/3 衛生環境研究所にて陽性確認。

12/4 入院協力医療機関に入院。

ＩＤ 患者概要 症状・経過等

高知県内第 185 例目

（高知市第 127 例目）

20歳代・女性

無職

同居家族 1人(166 例目)

12/1 38℃の発熱。

12/2 県内 166 例目の濃厚接触者として PCR 検査

実施。

12/3 衛生環境研究所にて陽性確認。

12/4 入院協力医療機関に入院。

ＩＤ 患者概要 症状・経過等

高知県内第 189 例目

（高知市第 131 例目）

30 歳代・女性

医療職

同居家族 3人(168 例目

を含む）

12/2 声がれ、県内 168 例目の濃厚接触者として

PCR 検査実施。

12/3 衛生環境研究所にて陽性確認。

12/4 入院協力医療機関に入院。

ＩＤ 患者概要 症状・経過等

高知県内第 187 例目

（高知市第 129 例目）

50 歳代・女性

会社員

同居家族 1人(170 例目)

12/2 無症状、県内 170 例目の濃厚接触者として

PCR 検査実施。

12/3 衛生環境研究所にて陽性確認。

12/4 入院協力医療機関に入院。

ＩＤ 患者概要 症状・経過等

高知県内第 186 例目

（高知市第 128 例目）

50 歳代・女性

自営業手伝い

同居家族 1人(177 例目)

11/27 鼻汁、咳

12/2 県内 177 例目の濃厚接触者として PCR 検査

実施。

12/3 衛生環境研究所にて陽性確認。

12/4 感染症指定医療機関に入院予定。



(６)県内第 179 例目の濃厚接触者

※濃厚接触者については現在調査中。

(７)県内第 182 例目及び濃厚接触者

※濃厚接触者については現在調査中。

(８)その他

ＩＤ 患者概要 症状・経過等

高知県内第 193 例目

（高知市第 135 例目）

50 歳代・男性

自営業

同居家族 2人(179,180

例目)

11/22 咽頭違和感、倦怠感出現

12/3 県内 179 例目の濃厚接触者として PCR 検査

実施。衛生環境研究所にて陽性確認。

12/4 感染症指定医療機関に入院

ＩＤ 患者概要 症状・経過等

高知県内第 182 例目

（高知市第 125 例目）

40 歳代・女性

会社員

家
族
構
成4

人

11/30 38,5℃の発熱、鼻汁、咳出現

12/1 Ａ医療機関受診、感冒薬を処方

12/2 Ａ医療機関再診。PCR 検査実施。

12/3 民間検査会社で陽性が判明。入院協力医療

機関に入院。

高知県内第 195 例目

（高知市第 137 例目）

50 歳代・男性

自営業

11/29 37℃台の発熱、倦怠感。

12/3 県内 182 例目の濃厚接触者として PCR 検査

実施。

12/4 衛生環境研究所にて陽性確認。入院協力医療

機関に入院。

高知県内第 196 例目

（高知市第 138 例目）

10 歳代・男性

学生

11/29 夜、頭痛、37.7℃の発熱。すぐ治まる。

12/3 県内 182 例目の濃厚接触者として PCR 検査

実施。

12/4 衛生環境研究所にて陽性確認。入院協力医療

機関に入院。

ＩＤ 患者概要 症状・経過等

高知県内第 181 例目

（高知市第 124 例目）

70 歳代・男性

自営業

同居家族 1人

11/30 咽頭不快感

12/1 37.2℃、倦怠感でＡ医療機関を受診。

12/3 症状が続くため、Ｂ医療機関受診、抗原検

査陽性。入院協力医療機関に入院。

高知県内第 183 例目

(中央西福祉保健所管内)

70 歳代･男性

飲食業

同居家族 1 人

12/1 夕方、微熱、頭重感出現

12/2 Ａ医療機関受診し、抗原検査陽性。PCR 検

査検体採取

12/3 衛生環境研究所にて、PCR 検査陽確認。

12/4 感染症指定医療機関に入院。

高知県内第 188 例目

（高知市第 130 例目）

30 歳代・女性

飲食業

同居家族 3人

11/30 鼻汁、頭痛

12/2 Ａ医療機関受診。抗原定性検査陽性。

12/3 衛生環境研究所にて PCR 陽性確認。

12/4 入院協力医療機関に入院。



２ 県内患者の状況

※12/5 に 2 人が感染症指定医療機関に入院予定。、1人が入院調整中。

＜濃厚接触者の状況＞

158 例目：濃厚接触者 1 人 PCR（－）、1 人 PCR（＋）（県内 184 例目）

165 例目：濃厚接触者 5 人 PCR（－）

166 例目：濃厚接触者 3 人 PCR（－）、1 人 PCR（＋）（県内 185 例目）

168 例目：濃厚接触者 2 人 PCR（－）、1 人 PCR（＋）（県内 189 例目）

169 例目：濃厚接触者 3 人 PCR（－）

170 例目：濃厚接触者 1 人 PCR（＋）（県内 187 例目）

171 例目：濃厚接触者 17 人 PCR（－）

172 例目：濃厚接触者 2 人 PCR（－）

176 例目：濃厚接触者 3 人 PCR（－）

177 例目：濃厚接触者 1 人 PCR（＋）（県内 186 例目）

178 例目：濃厚接触者 1 人 PCR（－）

179 例目：濃厚接触者 1 人 PCR（＋）（県内 193 例目）

180 例目：濃厚接触者 3 人 PCR（－）

182 例目：濃厚接触者 1 人 PCR（－）、2 人 PCR（＋）（県内 195、196 例目）

ＩＤ 患者概要 症状・経過等

高知県内第 190 例目

（高知市第 132 例目）

50 歳代・男性

団体職員

同居家族 1人

11/30 下痢出現、その後治まる。

12/2 喉の痛み、37.9℃の発熱。Ａ医療機関受診。

PCR 検査実施。

12/3 民間検査会社で陽性が判明

12/4 感染症指定医療機関に入院予定。

高知県内第 191 例目

（高知市第 133 例目）

60 歳代・男性

無職

同居家族 1人

11/29 37.7℃の発熱、喀痰出現。

12/3 転倒し、骨折。Ａ医療機関受診。受診時の

抗原定性検査にて陽性。LAMP 法にて陽性確

認。

12/4 感染症指定医療機関に入院。

高知県内第 192 例目

（高知市第 134 例目）

70 歳代・男性

無職

同居家族 1人

12/1 38℃の発熱、鼻汁、咳出現

12/3 Ａ医療機関受診。抗原定性検査陽性。衛生

環境研究所にて PCR 陽性確認。

12/4 感染症指定医療機関に入院。

高知県内第 194 例目

（高知市第 136 例目）

20 歳代・男性

学校教諭

独居

12/2 37℃の発熱、咳、鼻汁､鼻づまり出現。

12/3 Ａ医療機関受診。抗原定性検査にて陽性。

12/4 衛生環境研究所にて PCR 陽性確認。

入院調整中。



３ その他

＜衛生環境研究所での PCR 検査情報＞

※12/4 検査予定件数（14時時点）：62 件

＜衛生環境研究所以外での検査情報＞

※県内 181、182、190、191 例目の検査については「衛生環境研究所以外での検査情報」の

「累計（5/1～）」に計上。

＜新型コロナウイルス健康相談センターでの相談件数＞

12/2(13 時)から 12/3（13 時） 64 件 うち陽性 12 件

累計（2/17～） 3,938 件 うち陽性 168 件

11/23 から 11/30 140 件 うち陽性 2件

累計（5/1～） 2,360 件 うち陽性 28 件（前日比：＋4）

12/3 83 件

累計（2月 4日～） 23,801 件

令和２年 12 月４日（金）

高知県健康政策部健康対策課

担当：山本、江﨑

電話：０８８－８２３－９６７７

高知市健康福祉部地域保健課

担当：小松、池

電話：０８８－８２２－０５７７

※本情報提供は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 16 条に基づき、感染症の

予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プ

ライバシー保護の観点から、提供資料の範囲内での報道にご配慮をお願いします。また、施設等での取材

につきましてもご遠慮いただきますようお願いします。


