
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  松本市内において、新型コロナウイルス感染者が確認されました。詳細は、以下

のとおりです。 

  なお、松本市における新型コロナウイルス感染症の陽性者の累計は 364 名です。 

 

松本市内の新型コロナウイルス感染症陽性者に係る状況　【令和３年８月１１日公表分】

市
No.

県
No.

診断 年代 性別 居住地 職業等 症状、経過、行動歴等 備　考

348 5779 患者 30代 男性 東京都 無職

8月5日　検体採取
　　　　陽性判明（PCR検査）
8月8日　発症（頭痛、倦怠感、息苦しさ）
8月9日　医療機関に入院（中等症）

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

349 5780
無症状病
原体保有

者
20代 男性 松本市 教職員

8月10日 医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（PCR検査）
　　　　宿泊療養施設に入所（無症状）

発症前２週間以内に北陸地方
に滞在歴あり

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

350 5781 患者 60代 男性 松本市 無職

8月8日　発症（発熱）
8月9日　市内311例目の接触者として
　　　　検体採取
8月10日 陽性判明（PCR検査）
8月11日 宿泊療養施設に入所（軽症）

市内311例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

351 5782 患者 20代 男性 松本市 会社員

8月8日　発症（発熱、咳）
8月10日 感染症指定医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（PCR検査）
　　　　宿泊療養施設に入所（軽症）

市内344例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：10人
（同居1人、同居外9人）

352 5783 患者 40代 女性 松本市 会社員

8月5日　発症（発熱）
8月10日 医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（PCR検査）
8月11日 宿泊療養施設に入所（軽症）

濃厚接触者(判明分)：なし

353 5784 患者 10代 男性 松本市 高校生

8月7日　発症（咽頭痛）
8月10日 医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（抗原定量検査）
　　　　宿泊療養施設に入所（軽症）

発症前２週間以内に北陸地方
に滞在歴あり

濃厚接触者(判明分)：調査中
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354 5785 患者 10代 男性 松本市 高校生

8月8日　発症（発熱、頭痛、倦怠感）
8月10日 医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（抗原定量検査）
　　　　宿泊療養施設に入所（軽症）

発症前２週間以内に北陸地方
に滞在歴あり

濃厚接触者(判明分)：調査中

355 5786 患者 10代 男性 松本市 高校生

8月8日　発症（発熱、頭痛、倦怠感）
8月10日 医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（抗原定量検査）
　　　　宿泊療養施設に入所（軽症）

発症前２週間以内に北陸地方
に滞在歴あり

濃厚接触者(判明分)：調査中

356 5787 患者 10代 男性 松本市 高校生

8月9日　発症（発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感）
8月10日 医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（抗原定量検査）
　　　　宿泊療養施設に入所（軽症）

発症前２週間以内に北陸地方
に滞在歴あり

濃厚接触者(判明分)：調査中

357 5788 患者 30代 男性 松本市 会社員

8月10日 発症（発熱、咽頭痛）
　　　　市内334例目の濃厚接触者として
　　　　医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（PCR検査）（軽症）

市内334例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

358 5789 患者 30代 男性 松本市 会社員

8月6日　発症（発熱、倦怠感）
8月9日　感染症指定医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（PCR検査）
8月11日 医療機関入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：なし

359 5790 患者 20代 男性 松本市 会社員

8月8日　発症（発熱、咽頭痛）
8月10日 医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（抗原定量検査）
8月11日 宿泊療養施設に入所（軽症）

濃厚接触者(判明分)：4人
（同居3人、同居外1人）

360 5791 患者 40代 男性 松本市 会社員

8月8日　発症（痰）
8月10日 医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（抗原定量検査）
8月11日 宿泊療養施設に入所（軽症）

発症前２週間以内に首都圏に
滞在歴あり

県外陽性者の接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

361 5792 患者
10歳
未満

女性 松本市 未就学児

8月8日　発症（発熱）
8月10日 市内317例目の濃厚接触者として
　　　　感染症指定医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（PCR検査）（軽症）

市内317例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

362 5793
無症状病
原体保有

者
30代 女性 松本市 会社員

8月10日 市内361例目の濃厚接触者として
　　　　感染症指定医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（PCR検査）（無症状）

市内361例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

363 5794 患者 40代 男性 松本市 会社員

8月7日　発症（発熱、倦怠感、筋肉痛）
8月10日 感染症指定医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（LAMP検査）
　　　　感染症指定医療機関に入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：9人
（同居3人、同居外6人）

364 5795 患者 80代 女性 松本市 無職

8月9日　発症（咳）
8月10日 市内308例目の濃厚接触者として
　　　　医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（PCR検査）（軽症）

市内308例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

365 5796 患者 20代 男性 松本市 会社員

8月8日　発症（発熱）
8月10日 感染症指定医療機関受診　検体採取
　　　　陽性判明（PCR検査）
8月11日 宿泊療養施設に入所（軽症）

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居外1人）

 


