
軽症

49597 20歳代 女性 丸亀市 団体職員 有 軽症

49596 20歳代 女性 丸亀市 医療従事者 ―

軽症

49595 20歳代 女性 丸亀市 会社員 ― 軽症

49594 10歳代 男性 坂出市 会社員 ―

軽症

49593 10歳代 男性 丸亀市 学生 有 軽症

49592 10歳代 男性 宇多津町 学生 有

軽症

49591 10歳未満 男性 丸亀市 学生 ― 軽症

49590 10歳未満 男性 坂出市 学生 有

軽症

49589 10歳未満 女性 丸亀市 未就学児 有 無症状

49588 10歳未満 男性 宇多津町 未就学児 有

調査中

49587 10歳未満 女性 宇多津町 未就学児 有 軽症

49586 90歳以上 女性 高松市 無職 調査中

無症状

49585 90歳以上 女性 高松市 無職 調査中 調査中

49584 80歳代 女性 高松市 無職 有

軽症

49583 80歳代 女性 高松市 無職 調査中 調査中

49582 70歳代 男性 高松市 会社役員 ―

軽症

49581 60歳代 男性 高松市 パート従業員 有 軽症

49580 50歳代 女性 高松市 公務員 ―

軽症

49579 40歳代 男性 高松市 自営業 ― 軽症

49578 40歳代 男性 高松市 会社員 有

軽症

49577 40歳代 男性 高松市 会社役員 有 軽症

49576 40歳代 女性 高松市 会社員 有

軽症

49575 40歳代 女性 高松市 無職 有 軽症

49574 30歳代 女性 高松市 個人事業主 ―

軽症

49573 30歳代 男性 高松市 団体職員 ― 軽症

49572 10歳代 女性 高松市 団体職員 ―

軽症

49571 10歳代 女性 高松市 学生 有 軽症

49570 10歳代 女性 高松市 学生 ―

軽症

49569 10歳代 女性 高松市 学生 有 軽症

49568 10歳未満 女性 高松市 学生 有

軽症

49567 10歳未満 男性 高松市 学生 ― 軽症

49566 10歳未満 男性 高松市 未就学児 有

症状

49565 10歳代 女性 三豊市 学生 有 軽症

新型コロナウイルスに関連した患者（４９５６５例目～４９６０５例目）
に関する追加の情報等について

　本県４９５６５例目～４９６０５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
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　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

49605 60歳代 男性 丸亀市 公務員 有 軽症

49604 40歳代 女性 丸亀市 パート従業員 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
1 8名（4名） 高齢者施設の職員及び入所者

無症状

49603 40歳代 男性 丸亀市 会社員 有 軽症

49602 40歳代 女性 丸亀市 パート従業員 有

軽症

49601 30歳代 男性 琴平町 会社員 ― 軽症

49600 30歳代 男性 丸亀市 公務員 有

軽症

49599 30歳代 女性 まんのう町 公務員 有 軽症

49598 30歳代 女性 坂出市 団体職員 有


