
資料提供 
令和２年 12 月 29 日（火） 
新型コロナウイルス感染症対策本部 広報班 

照会先：保健福祉部疾病対策課 
連絡先：029-301-3200 
    ［8 時 30 分～22 時］ 

 

新型コロナウイルス感染症患者の発生及び退院・退所等について 

 

県内において，新たに新型コロナウイルス感染症患者が確認されましたので，

下記のとおりお知らせします。 

また，昨日までに，国の定める「退院・退所に関する基準」に基づき，新型

コロナウイルス感染症患者９名の方が退院し，10 名の方が軽症者等宿泊療養施

設を退所し，４名の方が自宅療養を終えましたので，お知らせします。 

さらに，本日，４名（本日水戸市公表分）の方が軽症者等宿泊療養施設を退

所しましたので，あわせてお知らせします。 

 

１ 患者の発生概要等 

新規 濃厚接触者 合計 

１９名 ２３名 42 名 

引き続き，患者の濃厚接触者については，ＰＣＲ検査及び健康観察を実施

いたします。 

【参考】ＰＣＲ検査数 県衛生研究所で，81 名実施 

 

２ 退院・退所等 
12 月 29 日 
県公表分 

12 月 29 日 
水戸市公表分 累計（県計） 

２３名 ４名 ２，０３６名 

 

 

 

【報道機関の皆様へ】 

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

等の観点から，本人等が特定されることがないよう，提供資料の範囲内での報道に格段

のご配慮をお願いいたします。 

 



新規 19名 濃厚 23名 合計 42名

判明日
新規
濃厚

年代 性別 職業 居住地 発症日
現在の
症状

備考（疑われる感染経路）

12月28日 濃厚 30代 男性 非公表 常陸大宮市 12月26日 軽症 知人・家庭内

12月28日 濃厚 30代 女性 非公表 常陸大宮市 12月26日 軽症 知人・家庭内

12月28日 濃厚 10歳未満 女子 児童 常陸大宮市 12月26日 軽症 知人・家庭内

12月28日 新規 60代 男性 会社員 栃木県 12月25日 軽症

12月28日 濃厚 50代 男性 会社員 千葉県 ― 症状なし 職場内

12月27日 濃厚 30代 女性 無職 牛久市 12月21日 症状なし 知人・家庭内

12月28日 新規 10代 男性 生徒 龍ケ崎市 12月25日 軽症

12月28日 濃厚 30代 女性 会社員 小美玉市 確認中 確認中 職場内

12月28日 濃厚 60代 女性 パート 守谷市 12月27日 軽症 知人・家庭内

12月28日 濃厚 50代 男性 会社員 牛久市 ― 症状なし 知人・家庭内

公表日１２月２９日（火）
別 表
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判明日
新規
濃厚

年代 性別 職業 居住地 発症日
現在の
症状

備考（疑われる感染経路）

12月28日 新規 20代 女性 会社員 牛久市 12月27日 軽症

12月28日 新規 20代 女性 自営業 牛久市 12月26日 確認中

12月28日 新規 40代 女性 無職 取手市 12月26日 軽症

12月28日 新規 30代 男性 会社員 牛久市 12月27日 症状なし

12月28日 濃厚 50代 女性 パート 取手市 12月24日 軽症 知人・家庭内

12月28日 新規 60代 男性 会社員 取手市 12月19日 軽症

12月28日 濃厚 40代 男性 パート 牛久市 12月25日 中等症 知人・家庭内

12月28日 新規 50代 男性 会社員 取手市 12月27日 軽症

12月28日 新規 50代 男性 会社員 古河市 12月27日 軽症

12月28日 新規 40代 女性 公務員 筑西市 12月27日 軽症
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判明日
新規
濃厚

年代 性別 職業 居住地 発症日
現在の
症状

備考（疑われる感染経路）

12月28日 新規 40代 男性 自営業 茨城町 12月24日 確認中

12月28日 新規 50代 男性 市議会議員 下妻市 12月26日 軽症

12月27日 濃厚 30代 男性 アルバイト 石岡市 12月25日 確認中 知人・家庭内

12月28日 濃厚 60代 男性 会社員 石岡市 12月28日 軽症 知人・家庭内

12月28日 濃厚 30代 男性 教職員 土浦市 12月27日 軽症 他県，学校関係

12月28日 新規 60代 男性 会社員 土浦市 12月22日 確認中

12月28日 新規 20代 女性 無職 石岡市 12月27日 確認中

12月28日 濃厚 30代 女性 会社員 取手市 12月23日 軽症 職場内，知人・家庭内

12月28日 濃厚 20代 男性 会社員 古河市 12月21日 症状なし 知人・家庭内

12月28日 新規 30代 男性 会社員 古河市 12月25日 軽症
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判明日
新規
濃厚

年代 性別 職業 居住地 発症日
現在の
症状

備考（疑われる感染経路）

12月28日 新規 40代 男性 公務員 つくばみらい市 12月26日 中等症

12月28日 新規 60代 女性 無職 常総市 12月22日 中等症

12月28日 新規 40代 女性 パート つくばみらい市 12月24日 軽症

12月28日 濃厚 70代 男性 無職 常総市 12月27日 軽症 知人・家庭内

12月28日 新規 20代 男性 自営業 つくば市 12月27日 軽症

12月28日 濃厚 50代 男性 会社員 常総市 12月26日 軽症 知人・家庭内

12月28日 濃厚 30代 男性 無職 常総市 12月27日 軽症 知人・家庭内

12月28日 濃厚 10代 男子 生徒 つくば市 12月26日 軽症 知人・家庭内

12月28日 濃厚 50代 女性 団体職員 東海村 12月22日 確認中 職場内，福祉関係

12月28日 濃厚 40代 男性 団体職員 ひたちなか市 12月26日 確認中 職場内，福祉関係
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判明日
新規
濃厚

年代 性別 職業 居住地 発症日
現在の
症状

備考（疑われる感染経路）

12月28日 濃厚 20代 女性 団体職員 ひたちなか市 12月22日 確認中 職場内，福祉関係

12月28日 濃厚 40代 女性 団体職員 ひたちなか市 確認中 確認中 職場内，福祉関係
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新型コロナウイルス感染症患者（水戸市159例目）の発生について 
 

市内で，新型コロナウイルス感染症患者が確認されましたのでお知らせします。 

 本件について，濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っております。 

 

１ 患者の発生概要等 

区分 患者の概要 症状・経過，行動歴 

水戸市159例目 

（新規） 

・年 代：20歳代 

・性 別：男性 

・居住地：水戸市 

・職 業：会社員 

・12/27 発熱（37℃台），咽頭痛 

・12/28 ＰＣＲ検査を実施し，陽性が判明 

※ 症状は軽症 

 

２ 今後の対応 

(1) 患者の濃厚接触者，行動歴等については，現在調査中です。 

(2) 患者の濃厚接触者については，ＰＣＲ検査，健康観察等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年12月29日（火） 

水戸市新型コロナウイルス感染症対策本部   

照会先：水戸市保健所保健予防課 

担当者：課長 小林 秀一郎 

資料提供 

【報道機関の皆様へ】 

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

シー保護等の観点から，本人等が特定されることがないよう，提供資料の範囲内

での報道に格段の御配慮をお願いします。 



 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症患者の退院等について 

 

 国の定める「退院に関する基準」に基づき，本日までに，新型コロナウイルス感染症患

者１名の方（茨城県において既に発表済み）が，退院しましたので，お知らせします。 

 また，４名の方が，本日，軽症者等宿泊療養施設を退所しましたので，あわせてお知ら 

せします。 

 

 

（参考） 

項 目 本日報告分 累 計 

退 院 １名 59 名 

退 所 ４名 42 名 

自宅療養終了 ０名 42 名 

合 計 ５名 143 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年12月29日（火） 

水戸市新型コロナウイルス感染症対策本部   

照会先：水戸市保健所保健予防課 

担当者：課長 小林 秀一郎 

資料提供 

【報道機関の皆様へ】 

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

ー保護等の観点から，本人等が特定されることがないよう，提供資料の範囲内での

報道に格段の御配慮をお願いします。 


