
軽症

47965 10歳代 男性 坂出市 学生 有 軽症

47964 10歳代 男性 丸亀市 学生 ―

軽症

47963 10歳代 女性 丸亀市 学生 ― 軽症

47962 10歳代 男性 丸亀市 学生 ―

軽症

47961 10歳未満 女性 丸亀市 学生 ― 軽症

47960 10歳未満 男性 丸亀市 学生 ―

軽症

47959 10歳未満 女性 丸亀市 学生 ― 軽症

47958 10歳未満 女性 丸亀市 学生 ―

軽症

47957 10歳未満 男性 綾川町 学生 ― 軽症

47956 10歳未満 男性 坂出市 未就学児 有

軽症

47955 80歳代 男性 高松市 無職 ― 軽症

47954 80歳代 女性 高松市 無職 有

軽症

47953 60歳代 女性 高松市 団体職員 ― 軽症

47952 50歳代 男性 高松市 会社員 有

軽症

47951 40歳代 女性 高松市 会社役員 有 軽症

47950 40歳代 男性 高松市 会社員 有

軽症

47949 30歳代 男性 高松市 会社員 ― 軽症

47948 20歳代 女性 高松市 パート従業員 有

軽症

47947 20歳代 女性 高松市 アルバイト ― 軽症

47946 20歳代 男性 高松市 アルバイト ―

軽症

47945 10歳代 女性 高松市 学生 有 無症状

47944 10歳代 女性 高松市 学生 有

軽症

47943 10歳代 女性 高松市 学生 有 軽症

47942 10歳代 男性 高松市 学生 ―

軽症

47941 10歳代 女性 高松市 学生 ― 軽症

47940 10歳代 男性 高松市 学生 ―

軽症

47939 10歳未満 女性 高松市 未就学児 有 軽症

47938 10歳未満 男性 高松市 未就学児 有

軽症

47937 10歳未満 女性 高松市 未就学児 ― 軽症

47936 10歳代 男性 三豊市 学生 有

軽症

47935 50歳代 女性 東かがわ市 団体職員 有 無症状

47934 30歳代 女性 東かがわ市 団体職員 ―

症状

47933 30歳代 男性 東かがわ市 団体職員 ― 軽症

新型コロナウイルスに関連した患者（４７９３３例目～４７９９５例目）
に関する追加の情報等について

　本県４７９３３例目～４７９９５例目の患者について、追加情報をお知らせします。

１．患者の状況

例目 年代 性別 住所 職業等 接触歴

令和４年５月３０日

報道提供資料

香川県



1 6名（3名） 高齢者施設の職員及び入所者

2 7名（2名）

70歳代 女性 丸亀市 パート従業員 有

　本情報提供は、感染症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
者等の個人情報について、プライバシー保護の観点から資料提供の範囲内での報道に、格段
の御配慮をお願いいたします。また、医療機関への取材は御遠慮いただきますようお願いい
たします。

軽症

47995 90歳以上 男性 坂出市 無職 ― 無症状

47994 70歳代 女性 丸亀市 無職 有

２．本日判明した集団発生については次のとおりです。

累計（うち本日発表分） 事例の概要

同じ部活動の学生

軽症

47991 60歳代 女性 坂出市 会社員 ― 軽症

47990 60歳代 男性 丸亀市 無職 ―

無症状

47993 70歳代 男性 坂出市 無職 ― 軽症

47992

軽症

47989 60歳代 女性 坂出市 無職 有 軽症

47988 50歳代 男性 丸亀市 会社員 ―

無症状

47987 50歳代 男性 丸亀市 会社員 ― 軽症

47986 40歳代 男性 坂出市 会社員 有

軽症

47985 40歳代 男性 丸亀市 無職 ― 軽症

47984 40歳代 男性 綾川町 会社役員 ―

軽症

47983 40歳代 女性 丸亀市 自営業 有 軽症

47982 40歳代 女性 丸亀市 パート従業員 有

無症状

47981 40歳代 女性 丸亀市 医療従事者 有 無症状

47980 40歳代 男性 丸亀市 自営業 有

軽症

47979 40歳代 女性 坂出市 パート従業員 有 軽症

47978 40歳代 男性 丸亀市 会社員 有

軽症

47977 30歳代 女性 丸亀市 会社員 有 無症状

47976 30歳代 男性 丸亀市 会社員 有

軽症

47975 30歳代 女性 丸亀市 会社員 有 軽症

47974 30歳代 女性 丸亀市 公務員 ―

軽症

47973 20歳代 女性 坂出市 パート従業員 有 軽症

47972 20歳代 男性 坂出市 会社員 有

軽症

47971 20歳代 男性 丸亀市 会社員 ― 軽症

47970 10歳代 男性 多度津町 学生 有

軽症

47969 10歳代 男性 綾川町 学生 有 軽症

47968 10歳代 女性 丸亀市 学生 有

軽症

47967 10歳代 男性 丸亀市 学生 有 軽症

47966 10歳代 男性 善通寺市 学生 ―


