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番号 年代 性別 居住地(注1) 症状 発症日(注2） 接触歴 職業

4517 10代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 1月24日 あり（学校13） なし

4518 10代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 1月28日 あり（学校13） なし

4519 10代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 1月26日 あり（学校13） なし

4520 10代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 1月26日 あり（学校13） なし

4521 10 歳未満 男性 県央保健所管内 なし（無症状病原体保有者） 1月27日 あり（学校15） なし

4522 10 歳未満 男性 滝沢市 なし（無症状病原体保有者） 1月27日 あり（学校15） なし

4523 10代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 1月25日 あり（学校15） なし

4524 10代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 1月25日 あり（学校15） なし

4525 10代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 1月26日 あり（学校15） なし

4526 10代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 1月25日 あり（学校15） なし

4527 10代 女性 滝沢市 なし（無症状病原体保有者） 1月27日 あり（学校15） なし

患者一覧（令和4年1月30日公表）
注1 括弧内は滞在地を記載。

注2 無症状病原体保有者の場合は、発症日に検体採取日を記載。
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4528 10 歳未満 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 1月27日 あり（学校13） なし

4529 10 歳未満 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 1月26日 あり（学校13） なし

4530 30代 男性 滝沢市 なし（無症状病原体保有者） 1月27日 あり 会社員

4531 30代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 1月26日 あり なし

4532 30代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 1月28日 あり（学校15） 会社員

4533 20代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 1月25日 あり 会社員

4534 60代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 1月29日 あり なし

4535 30代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 1月27日 − 公務員

4536 30代 男性 県央保健所管内 なし（無症状病原体保有者） 1月27日 − 公務員

4537 30代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 1月27日 − 公務員

4538 20代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 1月28日 − 非公表

4539 70代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 1月23日 あり なし

4540 20代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 1月26日 あり（学校16） 会社員
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4541 20代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 1月27日 あり（学校13） 会社員

4542 20代 男性 県外（葛巻町） あり（重症ではない） 1月28日 − 会社員

4543 60代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 1月27日 − 会社員

4544 30代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 1月27日 − 自営業

4545 20代 女性 滝沢市 なし（無症状病原体保有者） 1月26日 あり（学校11） 会社員

4546 70代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 1月26日 あり なし

4547 40代 女性 北上市 あり（重症ではない） 1月26日 あり なし

4548 10代 男性 北上市 あり（重症ではない） 1月25日 あり なし

4549 10歳未満 男性 北上市 あり（重症ではない） 1月24日 あり なし

4550 50代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 1月28日 あり 会社員

4551 60代 男性 北上市 あり（重症ではない） 1月28日 あり 会社員

4552 60代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 1月25日 あり 公務員

4553 40代 男性 北上市 あり（重症ではない） 1月26日 − 会社員
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4554 60代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 1月26日 − 会社員

4555 50代 男性 北上市 あり（重症ではない） 1月26日 あり 会社員

4556 10代 女性 北上市 なし 1月27日 あり なし

4557 10歳未満 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 1月24日 あり（教育・保育施設7） なし

4558 40代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 1月25日 あり 非公表

4559 10歳未満 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 1月24日 あり なし

4560 10歳未満 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 1月26日 あり なし

4561 10歳未満 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 1月27日 あり なし

4562 70代 男性 北上市 あり（重症ではない） 1月25日 あり なし

4563 30代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 1月27日 あり アルバイト

4564 30代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 1月25日 あり（教育・保育施設８） 会社員

4565 30代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 1月29日 あり（教育・保育施設８） 会社員

4566 10代 女性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 1月27日 あり なし
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4567 30代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 1月27日 あり 会社員

4568 50代 女性 奥州市 無症状 1月29日 あり 非公表

4569 80代 女性 奥州市 無症状 1月29日 あり なし

4570 60代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 1月26日 あり 非公表

4571 10歳未満 男性 奥州市 あり（重症ではない） 1月27日 あり（教育・保育施設８） なし

4572 10代 男性 奥州市 無症状 1月29日 あり なし

4573 30代 女性 奥州市 無症状 1月29日 あり 公務員

4574 10歳未満 女性 奥州市 あり（重症ではない） 1月27日 あり なし

4575 30代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 1月27日 あり 会社員

4576 10代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 1月28日 あり なし

4577 80代 男性 一関保健所管内 あり（重症ではない） 1月27日 あり なし

4578 20代 男性 一関市 あり（重症ではない） 1月29日 あり 会社員

4579 40代 男性 一関市 あり（重症ではない） 1月25日 − 会社員
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4580 30代 女性 一関保健所管内 あり（重症ではない） 1月26日 − 非公表

4581 60代 女性 大船渡市 あり（重症ではない） 1月28日 − なし

4582 40代 男性 大船渡市 あり（重症ではない） 1月28日 あり（飲食店27） 会社員

4583 50代 男性 大船渡保健所管内 あり（重症ではない） 1月22日 − 自営業

4584 90歳以上 女性 大船渡保健所管内 あり（重症ではない） 1月26日 あり 自営業

4585 50代 女性 大船渡保健所管内 あり（重症ではない） 1月28日 あり 会社員

4586 20代 女性 大船渡保健所管内 あり（重症ではない） 1月24日 あり なし

4587 50代 男性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 1月28日 あり（高齢者施設６） 会社員

4588 90歳以上 女性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 1月26日 − なし

4589 90歳以上 女性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 1月29日 あり（高齢者施設６） なし

4590 80代 女性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 1月28日 あり（高齢者施設６） なし

4591 10代 女性 宮古市 あり（重症ではない） 1月27日 あり（学校14） なし

4592 10代 女性 宮古市 あり（重症ではない） 1月28日 あり（学校14） なし
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4593 10代 女性 宮古市 あり（重症ではない） 1月24日 あり（学校14） なし

4594 10代 女性 宮古市 あり（重症ではない） 1月28日 あり（学校14） なし

4595 10代 女性 宮古市 あり（重症ではない） 1月27日 あり（学校14） なし

4596 10代 男性 宮古市 あり（重症ではない） 1月26日 あり（学校14） なし

4597 10代 男性 宮古市 あり（重症ではない） 1月27日 あり（学校14） なし

4598 10代 男性 宮古市 あり（重症ではない） 1月27日 あり（学校14） なし

4599 10代 男性 宮古市 あり（重症ではない） 1月27日 あり（学校14） なし

4600 10代 男性 宮古市 あり（重症ではない） 1月27日 あり 会社員

4601 40代 男性 宮古市 あり（重症ではない） 1月27日 − 会社員

4602 40代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 1月28日 − なし
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