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新型コロナウイルスの感染の確認について 
 
昨日（１月 14日）は、県内で衛生環境研究所、診療・検査医療機関で合わせて 940件程度の

検査を実施し、新型コロナウイルスの陽性者が 158名確認されました。 

なお、変異株ＰＣＲ検査（L452R）を 36 件実施し、34 件陰性、１件陽性、１件判定不能でし

た。 

また、陽性検体のゲノム解析を 32件実施し、全てオミクロン株でした。 

 

・濃厚接触者及び接触者の検査により判明した陽性者数：64名 

 （居住地：松山市 32名、今治市４名、宇和島市 10名、新居浜市１名、西条市６名、 

伊予市２名、四国中央市５名、西予市１名、東温市１名、松前町１名、砥部町１名） 

・上記以外の検査により新たに判明した陽性者数：94名 

（居住地：松山市 59名、今治市５名、宇和島市３名、新居浜市２名、西条市９名、 

伊予市１名、四国中央市 10名、東温市２名、松前町２名、砥部町１名） 
 
○陽性者の概要 

陽性者 年代 性別 居住地 職業 

6,126人目 

10歳未満 ：12名 
10代   ：26名 
20代   ：50名 
30代   ：22名 

40代   ：15名 
50代   ：12名 
60代   ：８名 

70代   ：７名 
80代   ：６名 

男性：83名 

 
女性：75名 

松山市   ：91名 
今治市  ：９名 
宇和島市 ：13名 
新居浜市 ：３名 
西条市  ：15名 

伊予市  ：３名 
四国中央市：15名 
西予市  ：１名 
東温市  ：３名 
松前町  ：３名 
砥部町  ：２名 

 

公務員  ：２名 
会社役員 ：１名 
会社員  ：55名 
自営業  ：９名 
医療関係 ：７名 
福祉関係 ：５名 

未就学児 ：５名 
児童・生徒：22名 
学生   ：21名 
教職員  ：２名 
アルバイト：３名 
団体職員 ：１名 
無職   ：16名 
調査中  ：９名 

～ 
6,283人目 

 
○症状の有無                 ○感染経路等 

あり  120名 ※全て軽症    家庭内 
 

：35名 

なし 11名         学校 ：３名 

調査中 27名         仕事関係 ：７名 

   医療・福祉施設 ：３名 

   会食 ：８名 

   飲食店 ：３名 
    生活上の接触 ：８名 

   県外 ：４名 

   調査中 
 

：87名 

 

 

 

 

※現段階の調査で感染経路の可能性が推測される場面等 



○クラスターの状況（陽性者の概要等は上記に含まれる） 

 

○検査状況（検査機関の濃厚接触者等の検査及び医療機関等で陽性が確認された検査） 

  検査数 陰 性 陽 性 

県衛生環境 

研究所等 
535  377  

158  
診療・検査 

医療機関 ※ 
400  400  

昨日合計 935  777  158  

【毎週金曜日に直近１週間の検査数を集計】   

  ○ 診療・検査医療機関での検査数：2,900件 （※１日平均：約 400件）   

  ○ 無料検査所の検査数：1,604件 （１日平均：約 230件）    

 

 

○変異株検査状況（対象：R4.1月以降の陽性者） 

変異株検査 

L452R変異株 PCR検査結果 
ゲノム解析

結果 
 

検査数 陰性 陽性 判定不能 
デルタ株 

確定 

オミクロン

株 確定 

昨日の結果 36  34  1  1   32 

累計検査数 275  268  2  5  0  46  

 

 

名称・市町 新たな陽性者 陽性者の状況 

 【練習試合関連】   

学校クラスター⑨ 
（新居浜市） 

その他家族等１名 
累計陽性者 20名 
（当該校の生徒 12名、その他家族等８名） 

学校クラスター⑪ 
（宇和島市） 

その他家族等１名 
累計陽性者 10名 
（当該校の生徒９名、その他家族等１名） 

学校クラスター⑬ 
（松山市） 

当該校の生徒１名 
累計陽性者８名 
（当該校の生徒８名） 

会食クラスター⑫ 
（松山市） 

会食参加者３名 
その他家族等１名 

累計陽性者 19名 
（会食参加者 18名、その他家族等１名） 

高齢者施設クラスター⑬ 
（宇和島市） 

利用者１名 
その他家族等３名 

累計陽性者 20名 
（職員２名、利用者 15名、その他家族等３名） 

飲食店クラスター⑱ 
（宇和島市） 

その他家族等１名 
累計陽性者 25名 
（従業員３名、利用者９名、その他家族等 13名） 

仕事関係クラスター⑦ 
（西条市） 

従業員２名 
累計陽性者 21名 
（従業員 20名、その他家族等１名） 

累計検査数 182,427  176,153 6,273 

県では、感染症法第 16条第１項の規定に基づき、感染症の予防のための情報の公表を行いま
すが、同第２項により個人情報の保護に留意する必要があります。 
報道機関各位におかれては、報道に当たり、プライバシー保護に御配慮ください。 

（推計値） 



　 令和４年１月１５日　９時現在

入院予定
を含む

無症状
を含む

人工呼吸器
集中治療等

入所予定
を含む

6,273人 103人 （＋５） 73人 73人 0人 30人 82人 5,355人

（＋１５８） （＋５） （＋１３）

取り下げ

（△１）

県内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

陽性者
（累積）

入院中 医療機関 軽症・
中等症

入院予定
を含む

自宅療養等

退院等宿泊療養
施設

死　亡重　症

（無症状・軽症）

(無症状・軽症）

733人 （＋１３９）



○キット配布 ： １/14（金） ～ 16（日） ： 3日間

○検体回収 ： 1/14（金） ～ 17（月） ： 4日間

○開設時間 ： 1４ : 00 ～ 1６ : 00 (１日２時間)

臨時ＰＣＲ検査センター開設

新型コロナウイルス感染症に関する情報は、愛媛県のホームページでご確認ください。

https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/covid19.html

開設期間

宇和島市にお住まいの方で、次に該当し、感染に不安を
感じている方 （市内の事業所や学校に通勤・通学している方を含む）

➢ 飲食店の従業員や不特定多数の方と接触する機会の多い方

➢ 年明け以降、県外との往来があった方や、県外から来県した

方と接触があった方

➢ 長時間または大人数での会食を行った方

➢ その他、感染に不安を感じている方

検査対象者

宇 和 島 会 場

▼開設場所 宇和島市総合体育館 駐車場

▼検査費用 無料（自己負担なし）

▼検査方法 センターで検査キットを配布し、

自宅等で自己採取した検体を同所で回収
※検体採取方法は説明書を配布するほか、You Tube上で説明動画を配信

▼来場方法 車の乗入れ可 （混み合う場合があります。ご注意ください。）

▼問合せ先 コールセンター（一般相談窓口） 089-909-3468

宇和島市保健福祉部保険健康課 ０８９５-49-7021

▼実施主体 愛媛県・宇和島市・愛媛県総合保健協会

※無症状者に限る



臨時PCR検査センター(宇和島会場) 開設場所

≪ 検査結果の連絡について ≫

■ 検査結果は、陽性の場合のみ、管轄の保健所からご本人へ
連絡します。(結果が陰性の方への連絡は行いません。)
※ 検査の実施状況は、後日、愛媛県ホームページでお知らせします。

■ 検査結果に関する証明書等の発行は行いません。

�OpenStreetMap contributors

≪ 注意事項 ≫

① 無症状の方が対象です。発熱や咳等の症状がある方は、
検査できません。医療機関を受診してください。

② 来場の際には、必ずマスクの着用をお願いします。

③ 車を乗り入れる場合は、係員の指示に従ってください。

④ 今回の検査の結果は、検体採取時点のものとなります。
その後、症状が現れ、陽性となることもありますので、
健康管理と感染回避行動の徹底をお願いします。

宇和島市
総合体育館

臨時PCR検査センター

宇和島
市役所

（入口）
（出口）


