
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  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 747 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２７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

724 7519 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月24日 発症
8月25日 陽性判明
8月26日 医療機関に入院（軽症）

県7155例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

725 7520 患者 40代 男性 松本市 会社員
8月22日 発症
8月25日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

県7081例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

726 7521 患者 30代 男性 松本市 会社員
8月25日 発症
　　　　陽性判明
8月27日 宿泊療養施設に入所（軽症）

陽性者が確認された事業所の
調査

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

727 7522 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月23日 発症
8月25日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内710例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

728 7523 患者 20代 男性 神奈川県 会社員
8月24日 発症
8月25日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居外3人）

729 7524 患者 40代 男性 松本市 自営業
8月16日 発症
8月25日 陽性判明
8月26日 医療機関に入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）
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730 7525 患者 20代 女性 松本市 会社員
8月18日 発症
8月25日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

市内729例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

731 7526
無症状病
原体保有

者
40代 女性 松本市 会社員

8月25日 陽性判明
　　　　自宅療養（無症状）

市内495例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

732 7527 患者 30代 女性 松本市 会社員
8月23日 発症
8月25日 陽性判明
　　　　自宅療養（軽症）

県7157例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居外1人）

733 7528 患者 30代 女性 松本市 会社員
8月23日 発症
8月25日 陽性判明
8月26日 医療機関に入院（軽症）

市内670例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

734 7529
無症状病
原体保有

者

10歳
未満

男性 松本市 小学生
8月25日 陽性判明
　　　　自宅療養（無症状）

市内670例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

735 7530 患者 60代 男性 松本市 会社員
8月24日 発症
8月25日 陽性判明
8月26日 医療機関に入院（軽症）

市内574,625例目の濃厚接触
者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

736 7531 患者 70代 女性 松本市 自営業
8月24日 発症
8月25日 陽性判明
　　　　医療機関に入院（軽症）

県7081例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居外1人）

737 7532 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月15日 発症
8月25日 陽性判明（軽症）

発症前２週間以内に首都圏に
滞在歴あり

濃厚接触者(判明分)：なし

738 7533 患者 40代 男性 松本市 会社員
8月25日 発症
8月26日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

県7230例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

739 7534 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月22日 発症
8月26日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

濃厚接触者(判明分)：なし

740 7535 患者 20代 男性 松本市 会社員
8月24日 発症
8月26日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居1人、同居外2人）

 



741 7536 患者 10代 女性 松本市 高校生
8月24日 発症
8月26日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

県外陽性者の接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

742 7537 患者 50代 女性 松本市 団体職員
8月25日 発症
8月26日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

市内538,620,642例目の濃厚
接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

743 7538 患者 80代 女性 松本市 無職
8月24日 発症
8月26日 陽性判明
8月27日 医療機関に入院（軽症）

市内574,625,735例目の濃厚
接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

744 7539 患者 50代 女性 松本市 公務員
8月24日 発症
8月26日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

濃厚接触者(判明分)：7人
（同居3人、同居外4人）

745 7540 患者 30代 女性 松本市 無職
8月24日 発症
8月26日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（軽症）

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

746 7541
無症状病
原体保有

者
20代 男性 松本市 会社員

8月26日 陽性判明
　　　　宿泊療養施設に入所予定（無症状）

濃厚接触者(判明分)：なし

747 7542 患者 40代 女性 松本市
医療従事

者
8月22日 発症
8月26日 陽性判明（軽症）

市内710,711例目の濃厚接触
者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

748 7543 患者 60代 女性 松本市 自営業
8月23日 発症
8月26日 陽性判明
8月27日 医療機関に入院（軽症）

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居1人、同居外1人）

 

 


