
軽症50250 50歳代 男性 高松市 会社員 ―

軽症

50249 50歳代 男性 高松市 会社役員 有 軽症

50248 40歳代 女性 高松市 医療従事者 有

軽症

50247 40歳代 女性 高松市 会社員 ― 軽症

50246 40歳代 男性 高松市 会社員 ―

軽症

50245 30歳代 男性 高松市 会社員 ― 軽症

50244 30歳代 男性 高松市 会社員 ―

軽症

50243 30歳代 男性 高松市 会社員 有 軽症

50242 30歳代 男性 高松市 公務員 ―

軽症

50241 30歳代 男性 高松市 会社員 有 軽症

50240 30歳代 女性 高松市 会社員 ―

軽症

50239 30歳代 男性 高松市 会社員 ― 軽症

50238 30歳代 女性 高松市 パ―ト従業員 有

軽症

50237 30歳代 男性 高松市 会社員 ― 軽症

50236 20歳代 男性 高松市 会社員 有

軽症

50235 20歳代 男性 高松市 会社員 ― 軽症

50234 20歳代 女性 高松市 会社員 ―

軽症

50233 20歳代 男性 高松市 会社員 有 軽症

50232 20歳代 女性 高松市 学生 有

軽症

50231 20歳代 男性 高松市 学生 有 軽症

50230 10歳代 男性 高松市 会社員 ―

軽症

50229 10歳代 男性 高松市 会社員 有 軽症

50228 10歳代 女性 高松市 学生 有

軽症

50227 10歳未満 男性 高松市 学生 ― 軽症

50226 10歳未満 女性 高松市 未就学児 有

軽症

50225 10歳未満 女性 高松市 未就学児 ― 軽症

50224 10歳未満 男性 高松市 未就学児 有

軽症

50223 90歳以上 男性 三豊市 無職 有 軽症

50222 40歳代 男性 観音寺市 自営業 有

軽症

50221 30歳代 男性 三豊市 自営業 有 軽症

50220 20歳代 女性 三豊市 パート従業員 有

軽症

50219 10歳代 女性 観音寺市 学生 ― 軽症

50218 10歳代 男性 三豊市 学生 ―

軽症

50217 10歳未満 女性 三豊市 学生 有 軽症

50216 70歳代 男性 さぬき市 無職 ―

症状

50215 10歳代 女性 さぬき市 学生 ― 軽症

新型コロナウイルスに関連した患者（５０２１５例目～５０２９１例目）
に関する追加の情報等について

　本県５０２１５例目～５０２９１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６月２２日

報道提供資料

香川県



80歳代 女性 坂出市 無職 有 無症状

50290 70歳代 女性 坂出市 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
1 6名（6名） 医療機関の職員及び患者

　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

50289 70歳代 女性 丸亀市 無職 有 無症状

50288 60歳代 男性 坂出市 調査中 有

軽症

50291

軽症

50287 40歳代 女性 まんのう町 調査中 ― 無症状

50286 40歳代 女性 丸亀市 自営業 ―

軽症

50285 40歳代 女性 坂出市 医療従事者 有 軽症

50284 40歳代 男性 坂出市 会社員 ―

軽症

50283 40歳代 女性 善通寺市 公務員 有 無症状

50282 40歳代 女性 綾川町 パート従業員 ―

軽症

50281 40歳代 男性 丸亀市 会社員 有 無症状

50280 40歳代 女性 宇多津町 調査中 ―

無症状

50279 40歳代 男性 宇多津町 医療従事者 有 軽症

50278 30歳代 女性 丸亀市 団体職員 有

軽症

50277 30歳代 女性 丸亀市 調査中 ― 無症状

50276 30歳代 男性 丸亀市 会社員 ―

軽症

50275 20歳代 女性 丸亀市 会社員 ― 軽症

50274 20歳代 男性 多度津町 会社員 ―

軽症

50273 20歳代 男性 坂出市 会社員 ― 軽症

50272 10歳代 女性 善通寺市 学生 ―

軽症

50271 10歳代 男性 宇多津町 調査中 ― 軽症

50270 10歳代 女性 宇多津町 学生 ―

軽症

50269 10歳代 男性 坂出市 学生 有 軽症

50268 10歳代 女性 多度津町 学生 有

軽症

50267 10歳代 男性 坂出市 学生 有 軽症

50266 10歳未満 女性 宇多津町 学生 ―

無症状

50265 10歳未満 女性 丸亀市 学生 有 軽症

50264 10歳未満 女性 丸亀市 学生 有

調査中

50263 10歳未満 男性 宇多津町 未就学児 ― 無症状

50262 90歳以上 男性 高松市 無職 調査中

軽症

50261 90歳以上 女性 高松市 無職 調査中 調査中

50260 80歳代 男性 高松市 無職 有

調査中

50259 80歳代 男性 高松市 無職 ― 軽症

50258 80歳代 男性 高松市 無職 調査中

軽症

50257 70歳代 男性 高松市 無職 ― 軽症

50256 70歳代 男性 高松市 無職 ―

軽症

50255 70歳代 女性 高松市 パ―ト従業員 ― 軽症

50254 50歳代 女性 高松市 会社員 有

軽症

50253 50歳代 男性 高松市 会社員 有 無症状

50252 50歳代 女性 高松市 医療従事者 有

50251 50歳代 男性 高松市 会社員 ― 軽症


