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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

10595 90歳以上 女性 雫石町 あり（重症ではない） 2月24日 あり（高齢者施設17） なし

10596 80代 男性 雫石町 あり（重症ではない） 2月25日 あり（高齢者施設17） なし

10597 10歳未満 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月23日 あり（教育・保育施設35） なし

10598 10歳未満 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月24日 あり（教育・保育施設35） なし

10599 10歳未満 男性 八幡平市 あり（重症ではない） 2月25日 あり（教育・保育施設37） なし

10600 10歳未満 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月22日 あり（教育・保育施設37） なし

10601 10歳未満 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月23日 あり（教育・保育施設37） なし

10602 10歳未満 男性 八幡平市 無症状 2月24日 あり（教育・保育施設37） なし

10603 10歳未満 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 2月25日 あり（教育・保育施設37） なし

10604 30代 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 2月23日 あり（教育・保育施設37） 団体職員

10605 80代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月21日 − なし

患者一覧（令和4年2月28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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番号 年代 性別 居住地(注1) 症状 発症日(注2） 接触歴 職業

10606 10歳未満 男性 滝沢市 無症状 2月22日 あり（学校59） なし

10607 20代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 2月19日 − なし

10608 10歳未満 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月24日 − なし

10609 20代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 2月19日 − アルバイト

10610 10代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 2月23日 あり なし

10611 30代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月20日 あり 団体職員

10612 40代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 2月24日 あり 自営業

10613 50代 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 2月23日 あり 団体職員

10614 10歳未満 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月27日 あり（教育・保育施設37） なし

10615 10代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月25日 あり（教育・保育施設37） なし

10616 10歳未満 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 2月24日 あり（教育・保育施設27） なし

10617 40代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月24日 あり（職場42） 会社員

10618 60代 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 2月23日 あり（職場42） パートタイマー
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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

10619 70代 女性 県央保健所管内 無症状 2月25日 あり（職場42） パートタイマー

10620 40代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月22日 あり 会社員

10621 10歳未満 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月24日 あり なし

10622 50代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月23日 あり パートタイマー

10623 10代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月24日 あり なし

10624 40代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月24日 あり（高齢者施設17） 団体職員

10625 50代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月22日 あり 会社員

10626 10代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月22日 あり なし

10627 10代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月25日 あり（教育・保育施設37） なし

10628 70代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月25日 − なし

10629 10代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 2月24日 − なし

10630 90歳以上 女性 雫石町 あり（重症ではない） 2月26日 あり（高齢者施設17） なし

10631 90歳以上 女性 雫石町 あり（重症ではない） 2月25日 あり（高齢者施設17） なし
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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

10632 40代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月23日 あり 会社員

10633 60代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月26日 − 公務員

10634 30代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月27日 − 会社員

10635 50代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月26日 − 会社員

10636 70代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月26日 あり なし

10637 20代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月17日 − パートタイマー

10638 90歳以上 女性 雫石町 あり（重症ではない） 2月27日 あり（高齢者施設17） なし

10639 60代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 2月26日 あり（高齢者施設17） 団体職員

10640 80代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 2月27日 あり なし

10641 80代 女性 滝沢市 無症状 2月26日 あり なし

10642 60代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 2月22日 − パートタイマー

10643 70代 女性 北上市 あり（重症ではない） 2月25日 − なし

10644 60代 男性 北上市 あり（重症ではない） 2月24日 − 会社員
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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

10645 30代 女性 北上市 あり（重症ではない） 2月23日 あり なし

10646 10代 男性 北上市 あり（重症ではない） 2月26日 あり なし

10647 10代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 2月23日 − なし

10648 30代 女性 遠野市 あり（重症ではない） 2月21日 あり（教育・保育施設31） 会社員

10649 30代 女性 遠野市 あり（重症ではない） 2月22日 あり（教育・保育施設31） パートタイマー

10650 10代 男性 北上市 あり（重症ではない） 2月26日 − なし

10651 10歳未満 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 2月25日 − なし

10652 30代 男性 北上市 あり（重症ではない） 2月24日 あり 会社員

10653 40代 女性 北上市 あり（重症ではない） 2月25日 − パートタイマー

10654 70代 男性 北上市 あり（重症ではない） 2月26日 − 自営業

10655 10代 男性 北上市 あり（重症ではない） 2月25日 あり なし

10656 20代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 2月23日 あり なし

10657 10代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 2月24日 あり（学校67） なし
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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

10658 10代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 2月24日 あり（学校67） なし

10659 80代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 2月19日 − なし

10660 70代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 2月20日 − なし

10661 10歳未満 女性 遠野市 あり（重症ではない） 2月26日 − なし

10662 10歳未満 男性 北上市 あり（重症ではない） 2月24日 あり なし

10663 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 2月24日 − なし

10664 50代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 2月25日 − 会社員

10665 40代 女性 北上市 あり（重症ではない） 2月24日 あり 団体職員

10666 50代 男性 北上市 あり（重症ではない） 2月26日 − 会社員

10667 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 2月25日 あり なし

10668 50代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 2月24日 − パートタイマー

10669 10代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 2月22日 − なし

10670 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 2月26日 あり なし
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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

10671 10代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 2月17日 あり（学校40） なし

10672 10代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 2月23日 あり（スポーツ活動10） なし

10673 10代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 2月23日 あり（学校67） なし

10674 10歳未満 女性 花巻市 あり（重症ではない） 2月26日 あり なし

10675 10代 男性 花巻市 無症状 2月26日 あり なし

10676 50代 男性 花巻市 無症状 2月26日 あり 会社員

10677 70代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 2月26日 あり 自営業

10678 70代 男性 花巻市 無症状 2月25日 あり なし

10679 70代 女性 花巻市 無症状 2月25日 あり なし

10680 50代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 2月25日 − 会社員

10681 30代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 2月25日 あり 会社員

10682 10代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 2月23日 − なし

10683 10歳未満 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 2月24日 − なし
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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

10684 10代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 2月27日 あり（学校40） なし

10685 30代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 2月26日 − なし

10686 30代 女性 遠野市 あり（重症ではない） 2月25日 あり なし

10687 10歳未満 男性 北上市 あり（重症ではない） 2月26日 − なし

10688 10代 男性 北上市 あり（重症ではない） 2月26日 あり（学校40） なし

10689 10代 男性 北上市 あり（重症ではない） 2月27日 あり なし

10690 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 2月27日 あり なし

10691 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 2月25日 あり なし

10692 40代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 2月24日 あり（学校40） 団体職員

10693 10代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 2月26日 − なし

10694 40代 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 2月25日 あり 会社員

10695 20代 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 2月22日 − 自営業

10696 10歳未満 女性 奥州市 あり（重症ではない） 2月27日 あり なし
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10697 10代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 2月26日 あり（学校61） なし

10698 10歳未満 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 2月26日 − なし

10699 10歳未満 男性 奥州市 あり（重症ではない） 2月25日 あり（教育・保育施設26） なし

10700 30代 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 2月26日 − 会社員

10701 10歳未満 男性 奥州市 あり（重症ではない） 2月27日 あり（教育・保育施設26） なし

10702 10代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 2月27日 あり（学校61） なし

10703 10代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 2月25日 あり（学校61） なし

10704 40代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 2月25日 あり 団体職員

10705 10代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 2月26日 あり（学校61） なし

10706 10代 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 2月21日 − なし

10707 10代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 2月27日 あり（学校61） なし

10708 10代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 2月27日 あり（学校61） なし

10709 80代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 2月26日 あり（学校61） なし
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10710 10代 女性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 2月26日 あり（学校61） なし

10711 40代 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 2月26日 あり 会社員

10712 20代 女性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 2月26日 − 会社員

10713 80代 男性 一関市 あり（重症ではない） 2月25日 − 自営業

10714 40代 女性 一関保健所管内 あり（重症ではない） 2月23日 − 自営業

10715 10代 女性 一関保健所管内 あり（重症ではない） 2月24日 − なし

10716 40代 女性 一関市 あり（重症ではない） 2月25日 あり 自営業

10717 60代 女性 一関保健所管内 あり（重症ではない） 2月22日 あり 会社員

10718 20代 女性 一関保健所管内 あり（重症ではない） 2月26日 あり アルバイト

10719 50代 男性 一関保健所管内 あり（重症ではない） 2月16日 あり 非公表

10720 80代 女性 一関市 あり（重症ではない） 2月21日 あり（医療施設5） なし

10721 80代 女性 一関市 あり（重症ではない） 2月26日 あり（医療施設5） なし

10722 50代 男性 陸前高田市 あり（重症ではない） 2月24日 − 会社員
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10723 50代 女性 大船渡保健所管内 あり（重症ではない） 2月23日 あり 店員

10724 50代 男性 大船渡保健所管内 あり（重症ではない） 2月24日 あり 会社員

10725 40代 男性 陸前高田市 あり（重症ではない） 2月25日 あり 自営業

10726 10歳未満 男性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 2月26日 あり なし

10727 30代 男性 宮古市 あり（重症ではない） 2月26日 あり（学校42） 団体職員

10728 10代 男性 宮古市 あり（重症ではない） 2月26日 あり（学校42） なし

10729 30代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 2月19日 あり なし

10730 50代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 2月21日 あり 会社員

10731 50代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 2月25日 あり（職場40） 会社員

10732 10代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 2月17日 あり なし

10733 10代 男性 久慈保健所管内 無症状 2月24日 あり なし

10734 40代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 2月26日 あり 自営業

10735 30代 男性 洋野町 あり（重症ではない） 2月18日 あり（学校52） 会社員
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10736 30代 女性 洋野町 あり（重症ではない） 2月16日 あり（学校52） パートタイマー

10737 10代 男性 久慈保健所管内 無症状 2月24日 あり（学校52） なし

10738 40代 男性 久慈保健所管内 無症状 2月24日 あり 自営業

10739 40代 女性 久慈保健所管内 無症状 2月24日 あり（学校52） 自営業

10740 30代 男性 洋野町 あり（重症ではない） 2月17日 あり（学校52） 会社員

10741 10代 女性 久慈市 あり（重症ではない） 2月24日 あり なし

10742 40代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 2月24日 あり 会社員

10743 30代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 2月24日 あり 会社員

10744 10歳未満 女性 久慈保健所管内 無症状 2月24日 あり なし

10745 10歳未満 女性 久慈保健所管内 無症状 2月24日 あり なし

10746 30代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 2月25日 あり 会社員

10747 10歳未満 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 2月24日 あり なし

10748 40代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 2月21日 あり パートタイマー
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10749 40代 男性 久慈市 あり（重症ではない） 2月25日 − 会社員

10750 10代 女性 久慈市 あり（重症ではない） 2月25日 − なし

10751 40代 女性 久慈市 あり（重症ではない） 2月22日 あり パートタイマー

10752 40代 男性 久慈市 あり（重症ではない） 2月25日 あり 公務員

10753 10代 男性 久慈市 あり（重症ではない） 2月22日 − なし

10754 10代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 2月26日 − なし

10755 60代 女性 二戸市 あり（重症ではない） 2月22日 あり（職場42） 会社員

10756 70代 女性 二戸市 あり（重症ではない） 2月26日 あり（高齢者施設7） なし

10757 30代 女性 二戸市 無症状 2月26日 あり（高齢者施設7） 団体職員
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