
新型コロナウイルス感染症患者等の判明について（第15例目～19例目）

【患者概要（第 15 例目）】

（１）年  代   20 代 

（２）性  別   男性 

（３）居 住 地   岩手県中部保健所管内（遠野市） 

（４）職  業   自営業 

（５）症 状 等   発熱、咳、頭痛、嗅覚異常等 

（６）そ の 他 

・県内第 13 例目（親族）の濃厚接触者。 

・８月 27日、新型コロナウイルス感染症対応医療機関へ入院予定。 

【行動歴等】 

（１）発症２日前からの行動歴等 

８月 14 日（金） 

８月 15 日（土） 

８月 16 日（日） 

８月 17 日（月）

～ 

８月 20 日（木） 

８月 21 日（金） 

８月 22 日（土） 

～ 

８月 26 日（水） 

勤務。 

勤務、親族宅訪問。 

自宅。発熱【発症日】 

勤務、自宅。咳（8/17～26）、頭痛（8/17）、嗅覚異常（8/17～23） 

医療機関受診     

勤務、自宅。咳（8/17～26）、嗅覚異常（8/17～23） 

咳。帰国者・接触者外来を受診、PCR 検査実施し、ウイルスを検出。

（２）発症14日前からの行動歴等 

８月 12 日（水） 

８月 13 日（木） 

勤務。県内 13例目が帰省。 

勤務。県外から親族４名が帰省。１名寒気、熱感等の体調不良あり。

（以降 16日まで複数回、皆で食事） 
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【患者概要（第 16 例目）】

（１）年  代   30 代 

（２）性  別   女性 

（３）居 住 地   岩手県中部保健所管内（遠野市） 

（４）職  業   会社員（休業中） 

（５）症 状 等   咳、頭痛、倦怠感、嗅覚異常 

（６）そ の 他 

・県内第 13 例目（親族）の濃厚接触者。 

・８月 26日、新型コロナウイルス感染症対応医療機関へ入院。 

【行動歴等】 

（１）発症２日前からの行動歴等 

８月 18 日（火） 

８月 19 日（水） 

８月 20 日（木） 

８月 21 日（金）

８月 22 日（土） 

～ 

８月 25 日（火）

８月 26 日（水） 

自宅 

自宅、親族来訪。 

自宅。咳、頭痛、倦怠感、嗅覚異常【発症日】 

職場訪問。咳、倦怠感。 

自宅、親族来訪。咳、倦怠感。 

帰国者・接触者外来を受診、PCR 検査実施し、ウイルスを検出。 

（２）発症14日前からの行動歴等 

８月 12 日（水） 

８月 13 日（木） 

８月 15 日（土） 

自宅。県内 13例目が帰省。 

勤務。県外から親族４名が帰省。１名寒気、熱感等の体調不良あり。

（以降 16日まで複数回、皆で食事） 

親族宅訪問。 



【患者概要（第 17 例目）】

（１）年  代   10 歳未満 

（２）性  別   男性 

（３）居 住 地   岩手県中部保健所管内（遠野市） 

（４）職  業   なし 

（５）症 状 等   発熱 

（６）そ の 他 

・県内第 13 例目（親族）の濃厚接触者。 

・８月 26日、新型コロナウイルス感染症対応医療機関へ入院。 

【行動歴等】 

（１）発症２日前からの行動歴等 

８月 21 日（金） 

８月 22 日（土） 

８月 23 日（日） 

８月 24 日（月） 

８月 25 日（火） 

８月 26 日（水） 

自宅。 

自宅。親族来訪。 

自宅。発熱。【発症日】 

自宅。発熱。 

自宅。発熱。 

発熱、咳嗽。帰国者・接触者外来を受診、PCR 検査実施し、ウイルス

を検出。 

（２）発症14日前からの行動歴等 

８月 12 日（水） 

８月 13 日（木） 

８月 19 日（水） 

自宅。県内第 13 例目が帰省。 

自宅。県外から親族４名が帰省。１名寒気、熱感等の体調不良あり。

（以降 16日まで複数回、皆で食事） 

自宅に親族来訪。 



【患者概要（第 18 例目）】

（１）年  代   60 代 

（２）性  別   男性 

（３）居 住 地   岩手県中部保健所管内（遠野市） 

（４）職  業   自営業 

（５）症 状 等   発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、喉の違和感 

（６）そ の 他 

・県内第 13 例目（親族）の濃厚接触者。 

・８月 27日、新型コロナウイルス感染症対応医療機関へ入院予定。 

【行動歴等】 

（１）発症２日前からの行動歴等 

８月 20 日（木） 

８月 21 日（金） 

８月 22 日（土） 

８月 23 日（日） 

８月 24 日（月） 

８月 25 日（火） 

８月 26 日（水） 

勤務。 

勤務。 

午前勤務。午後自宅。 

発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、喉の違和感【発症日】 

自宅。発熱、咳、頭痛、全身倦怠感 

勤務。症状無し。 

勤務。症状無し。 

帰国者・接触者外来を受診、PCR 検査実施し、ウイルスを検出。 

（２）発症14日前からの行動歴等 

８月 12 日（水） 

８月 13 日（木） 

勤務。県内第 13 例目が帰省。 

勤務。県外から親族４名が帰省。１名寒気、熱感等の体調不良あり。

（以降 16日まで複数回、皆で食事） 



【患者概要（第 19 例目）】

（１）年  代   60 代 

（２）性  別   女性 

（３）居 住 地   岩手県中部保健所管内（遠野市） 

（４）職  業   なし 

（５）症 状 等   発熱、咳、喉の違和感 

（６）そ の 他 

・県内第 13 例目（親族）の濃厚接触者。 

・８月 27日、新型コロナウイルス感染症対応医療機関へ入院予定。 

【行動歴等】 

（１）発症２日前からの行動歴等 

８月 21 日（金） 

８月 22 日（土） 

８月 23 日（日） 

８月 24 日（月） 

８月 25 日（火） 

８月 26 日（水） 

自宅。友人宅を訪問（５分程度） 

自宅。 

自宅。発熱、咳、喉の違和感【発症日】 

自宅。咳。 

自宅。咳。 

咳。帰国者・接触者外来を受診、PCR 検査実施し、ウイルスを検出。

（２）発症14日前からの行動歴等 

８月 12 日（水） 

８月 13 日（木） 

自宅。県内第 13 例目が帰省。 

自宅。県外から親族４名が帰省。１名寒気、熱感等の体調不良あり。

（以降 16日まで複数回、皆で食事） 

県内第 15～19 例目（遠野市 8/26）の濃厚接触者等

対象者数 内訳

濃厚接触者 10 

県内親族           ５名

県外親族       ４名（※）

第 15 例、第 18 例目の職場関係 １名

接触が疑われる者 ４

第 15 例目が受診した医療機関  ３名

第 19 例目の友人   １名

※ 第 15、18 例目の職場関係者については、現在

調査中

計 14  
（※） 第 13 例目の濃厚接触者として盛岡市から県外自治体へ調査依頼中


