
1/12ページ

番号 年代 性別 居住地(注1) 症状 発症日(注2） 接触歴 職業

30611 10代 女性 紫波町 あり（重症ではない） 5月9日 － なし

30612 20代 男性 紫波町 あり（重症ではない） 5月11日 － 会社員

30613 50代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 5月10日 あり 公務員

30614 20代 女性 紫波町 あり（重症ではない） 5月11日 － 会社員

30615 70代 男性 矢巾町 あり（重症ではない） 5月8日 あり 自営業

30616 80代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 5月8日 あり（高齢者施設37） なし

30617 20代 男性 矢巾町 あり（重症ではない） 5月11日 － 団体職員

30618 50代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 5月9日 あり 会社員

30619 40代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 5月10日 あり 団体職員

30620 30代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 5月10日 － 会社員

30621 10代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 － なし

30622 10代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 5月10日 あり なし

30623 10歳未満 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 あり なし

30624 40代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 あり 会社員

30625 20代 男性 矢巾町 あり（重症ではない） 5月10日 あり 会社員

30626 10代 男性 紫波町 あり（重症ではない） 5月10日 － なし

30627 10代 女性 紫波町 あり（重症ではない） 5月10日 － なし

患者一覧（令和4年5月13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

30628 20代 男性 矢巾町 あり（重症ではない） 5月11日 － 会社員

30629 30代 女性 矢巾町 あり（重症ではない） 5月12日 あり パートタイマー

30630 30代 男性 岩手町 あり（重症ではない） 5月10日 あり 会社員

30631 30代 男性 紫波町 あり（重症ではない） 5月10日 － 会社員

30632 20代 女性 紫波町 あり（重症ではない） 5月5日 あり 会社員

30633 90歳以上 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 － なし

30634 70代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月10日 － なし

30635 50代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月10日 あり 会社員

30636 30代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月10日 あり 自営業

30637 10代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月9日 － なし

30638 20代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月7日 － 会社員

30639 60代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月7日 － 会社員

30640 10代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月8日 あり なし

30641 40代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月7日 あり 会社員

30642 20代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月9日 あり 会社員

30643 10代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月7日 あり なし

30644 50代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月8日 － 会社員

30645 20代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月8日 － 会社員

30646 40代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月5日 あり 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

30647 90歳以上 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月8日 － なし

30648 10代 男性 北上市 あり（重症ではない） 5月8日 あり なし

30649 30代 女性 中部保健所管内 無症状 5月10日 あり 公務員

30650 20代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月4日 あり 公務員

30651 30代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月9日 － 会社員

30652 60代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月6日 あり なし

30653 10歳未満 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月10日 あり なし

30654 60代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月11日 － 団体職員

30655 50代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月9日 あり 自営業

30656 50代 男性 北上市 あり（重症ではない） 5月8日 あり 会社員

30657 40代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月7日 あり 会社員

30658 20代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月10日 あり 会社員

30659 60代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月10日 － 団体職員

30660 50代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月10日 － 自営業

30661 40代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月11日 － 会社員

30662 40代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月9日 － 会社員

30663 20代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月8日 － 会社員

30664 30代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月10日 あり 会社員

30665 10歳未満 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月9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

30666 10歳未満 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月9日 あり なし

30667 10歳未満 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 － なし

30668 40代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月7日 あり 会社員

30669 60代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月10日 あり なし

30670 70代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月9日 あり なし

30671 30代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月6日 あり 会社員

30672 60代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月10日 あり 会社員

30673 10歳未満 男性 北上市 あり（重症ではない） 5月9日 あり なし

30674 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月10日 － なし

30675 30代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月8日 あり 会社員

30676 20代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月10日 あり 会社員

30677 10代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月10日 あり なし

30678 20代 男性 北上市 あり（重症ではない） 5月9日 あり 会社員

30679 40代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月7日 あり 自営業

30680 30代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月7日 あり 公務員

30681 30代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月9日 あり 団体職員

30682 50代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月9日 あり なし

30683 50代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月9日 あり 会社員

30684 60代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月5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

30685 90歳以上 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月8日 あり なし

30686 10代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月8日 あり なし

30687 10歳未満 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月9日 － なし

30688 10歳未満 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月10日 あり なし

30689 10歳未満 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月9日 あり なし

30690 20代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月7日 あり パートタイマー

30691 30代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月10日 あり なし

30692 10歳未満 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月8日 あり なし

30693 30代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 － 非公表

30694 30代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月9日 あり 会社員

30695 20代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月9日 あり 会社員

30696 20代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月9日 あり なし

30697 20代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月10日 あり 会社員

30698 50代 男性 北上市 あり（重症ではない） 5月9日 － 会社員

30699 80代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月11日 － なし

30700 40代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月8日 あり 会社員

30701 20代 男性 北上市 あり（重症ではない） 5月10日 あり 会社員

30702 30代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月11日 － 会社員

30703 20代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月10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

30704 10歳未満 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月10日 － なし

30705 90歳以上 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月10日 あり なし

30706 60代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月10日 － パートタイマー

30707 50代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月10日 あり パートタイマー

30708 70代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月10日 － なし

30709 40代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月8日 あり なし

30710 30代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月10日 あり 会社員

30711 10歳未満 女性 花巻市 あり（重症ではない） 5月10日 あり なし

30712 60代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月7日 あり 会社員

30713 10代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 5月10日 あり なし

30714 10代 男性 北上市 あり（重症ではない） 5月8日 あり なし

30715 40代 男性 北上市 あり（重症ではない） 5月10日 あり 会社員

30716 60代 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 5月8日 あり 会社員

30717 10代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 5月10日 あり（学校132） なし

30718 20代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 5月10日 あり 会社員

30719 10歳未満 男性 奥州市 あり（重症ではない） 5月11日 あり なし

30720 40代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 5月8日 あり なし

30721 40代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 5月10日 あり 公務員

30722 50代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 5月10日 あり 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

30723 80代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 5月11日 － なし

30724 10代 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 あり なし

30725 90歳以上 女性 金ケ崎町 あり（重症ではない） 5月9日 － なし

30726 30代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 5月11日 － 団体職員

30727 20代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 5月11日 － 非公表

30728 30代 女性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 5月9日 あり 会社員

30729 70代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 5月10日 － なし

30730 70代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 5月7日 － なし

30731 20代 女性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 － アルバイト

30732 30代 女性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 5月12日 － 団体職員

30733 10歳未満 女性 奥州市 あり（重症ではない） 5月11日 あり なし

30734 30代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 5月9日 － パートタイマー

30735 40代 女性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 5月10日 あり 会社員

30736 10代 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 あり なし

30737 20代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 5月12日 － 団体職員

30738 40代 女性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 － なし

30739 30代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 5月9日 － 会社員

30740 20代 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 － 会社員

30741 20代 女性 金ケ崎町 あり（重症ではない） 5月11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

30742 20代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 5月11日 － 会社員

30743 10代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 5月11日 あり なし

30744 50代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 5月8日 あり 会社員

30745 10歳未満 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 5月12日 あり なし

30746 50代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 5月11日 － 会社員

30747 30代 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 あり 会社員

30748 20代 女性 一関市 あり（重症ではない） 5月11日 あり 会社員

30749 40代 女性 一関市 あり（重症ではない） 5月11日 あり 会社員

30750 20代 男性 一関市 あり（重症ではない） 5月11日 － 会社員

30751 10代 男性 一関市 あり（重症ではない） 5月11日 あり なし

30752 40代 女性 一関市 無症状 5月12日 あり 会社員

30753 20代 女性 一関市 あり（重症ではない） 5月11日 － なし

30754 20代 男性 一関市 あり（重症ではない） 5月11日 － 会社員

30755 90歳以上 女性 一関市 あり（重症ではない） 5月3日 あり（高齢者施設32） なし

30756 80代 女性 一関市 あり（重症ではない） 5月8日 あり（高齢者施設32） なし

30757 90歳以上 女性 一関市 あり（重症ではない） 5月12日 あり（高齢者施設32） なし

30758 80代 女性 一関市 無症状 5月11日 あり（高齢者施設32） なし

30759 80代 男性 一関市 無症状 5月11日 あり（高齢者施設32） なし

30760 80代 女性 一関市 無症状 5月11日 あり（高齢者施設32） 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

30761 80代 女性 一関市 あり（重症ではない） 5月4日 あり（高齢者施設32） なし

30762 80代 女性 一関市 無症状 5月11日 あり（高齢者施設32） なし

30763 80代 女性 一関市 あり（重症ではない） 5月12日 あり（高齢者施設32） なし

30764 10代 男性 一関市 あり（重症ではない） 5月11日 あり なし

30765 20代 男性 一関市 あり（重症ではない） 5月12日 － 会社員

30766 20代 女性 一関市 無症状 5月12日 － 公務員

30767 20代 男性 県内（大船渡市） あり（重症ではない） 5月9日 　 会社員

30768 30代 男性 陸前高田市 あり（重症ではない） 5月11日 あり 公務員

30769 50代 女性 大船渡保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 あり 会社員

30770 50代 女性 大船渡市 あり（重症ではない） 5月11日 あり パートタイマー

30771 10歳未満 男性 大船渡市 あり（重症ではない） 5月11日 　 なし

30772 20代 男性 大船渡市 あり（重症ではない） 5月11日 　 会社員

30773 20代 女性 大船渡市 あり（重症ではない） 5月12日 あり なし

30774 10歳未満 男性 大船渡市 あり（重症ではない） 5月7日 － なし

30775 10歳未満 女性 大船渡市 あり（重症ではない） 5月10日 － なし

30776 30代 女性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 5月9日 あり（職場74） 会社員

30777 20代 女性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 5月8日 あり（職場74） 会社員

30778 20代 女性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 5月8日 あり（職場74） 会社員

30779 20代 女性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 5月10日 あり（職場74） 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

30780 20代 女性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 5月8日 あり（職場74） 会社員

30781 20代 女性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 5月10日 あり（職場74） 会社員

30782 20代 女性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 5月9日 あり（職場74） 会社員

30783 20代 女性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 5月8日 あり（職場74） 会社員

30784 10代 男性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 5月10日 あり なし

30785 10代 男性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 5月10日 あり なし

30786 10代 男性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 5月9日 あり なし

30787 20代 男性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 あり 会社員

30788 50代 女性 釜石保健所管内 無症状 5月12日 あり なし

30789 30代 女性 釜石保健所管内 無症状 5月12日 あり 公務員

30790 70代 男性 釜石保健所管内 あり（重症ではない） 5月8日 － 自営業

30791 20代 女性 山田町 あり（重症ではない） 5月11日 あり アルバイト

30792 10歳未満 女性 宮古保健所管内 あり（重症ではない） 5月12日 あり なし

30793 30代 男性 宮古保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 あり 会社員

30794 50代 女性 宮古市 あり（重症ではない） 5月12日 あり 会社員

30795 20代 男性 宮古市 あり（重症ではない） 5月11日 あり 公務員

30796 20代 男性 宮古市 あり（重症ではない） 5月11日 あり 団体職員

30797 30代 女性 宮古保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 あり なし

30798 20代 女性 普代村 無症状 5月10日 あり（高齢者施設35） 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

30799 50代 男性 久慈保健所管内 無症状 5月10日 あり（高齢者施設35） 団体職員

30800 40代 男性 久慈保健所管内 無症状 5月10日 あり（高齢者施設35） 団体職員

30801 80代 女性 久慈保健所管内 無症状 5月11日 あり なし

30802 30代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 － なし

30803 30代 男性 二戸市 あり（重症ではない） 5月11日 － 会社員

30804 10歳未満 女性 二戸保健所管内 あり（重症ではない） 5月12日 － なし

30805 10代 女性 二戸市 あり（重症ではない） 5月11日 あり（学校135） なし

30806 10歳未満 女性 二戸市 あり（重症ではない） 5月11日 － なし

30807 10代 女性 二戸市 あり（重症ではない） 5月11日 あり（学校135） なし

30808 10代 女性 二戸市 あり（重症ではない） 5月12日 あり（学校135） なし

30809 10代 男性 二戸市 あり（重症ではない） 5月12日 あり（学校135） なし

30810 40代 男性 二戸市 あり（重症ではない） 5月10日 － 会社員

30811 40代 男性 二戸保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 あり 会社員

30812 40代 女性 二戸保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 あり なし

30813 10歳未満 男性 二戸保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 あり なし

30814 10代 男性 二戸保健所管内 あり（重症ではない） 5月11日 あり なし

30815 70代 男性 二戸保健所管内 あり（重症ではない） 5月10日 あり なし

30816 60代 女性 二戸保健所管内 あり（重症ではない） 5月10日 あり なし

30817 60代 男性 二戸保健所管内 あり（重症ではない） 5月9日 あり 自営業
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30818 10歳未満 女性 二戸市 あり（重症ではない） 5月10日 あり（学校135） なし

30819 70代 男性 二戸市 無症状 5月11日 あり なし

30820 10代 男性 二戸市 あり（重症ではない） 5月12日 あり（学校135） なし

30821 20代 男性 二戸市 あり（重症ではない） 5月10日 － 公務員

30822 30代 男性 二戸保健所管内 あり（重症ではない） 5月12日 あり 会社員

30823 10代 女性 二戸保健所管内 あり（重症ではない） 5月12日 あり なし

30824 90歳以上 男性 二戸保健所管内 あり（重症ではない） 5月10日 － なし

30825 10代 女性 二戸市 あり（重症ではない） 5月12日 あり（学校135） なし
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