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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

39226 10代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 7月3日 あり（学校150） なし

39227 40代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（学校150） パートタイマー

39228 40代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（学校150） 会社員

39229 30代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月3日 あり 会社員

39230 30代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月6日 あり（学校150） 会社員

39231 10代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月6日 あり（学校150） なし

39232 70代 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月30日 あり なし

39233 60代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 あり パートタイマー

39234 50代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 あり（高齢者施設57） 団体職員

39235 40代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 あり（高齢者施設57） 団体職員

39236 60代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 7月8日 あり（高齢者施設57） 団体職員

39237 90歳以上 男性 紫波町 あり（重症ではない） 7月5日 あり（高齢者施設57） なし

39238 70代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 あり（高齢者施設57） なし

39239 20代 男性 紫波町 あり（重症ではない） 7月7日 － 公務員

39240 50代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 － 会社員

39241 20代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 あり なし

患者一覧（令和4年7月9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

39242 70代 女性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月5日 あり なし

39243 10代 男性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月5日 あり なし

39244 10歳未満 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月6日 あり（学校150） なし

39245 10歳未満 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月6日 あり（学校150） なし

39246 10歳未満 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月6日 あり（学校150） なし

39247 40代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月4日 あり（教育・保育施設154） 自営業

39248 30代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月2日 あり（教育・保育施設154） 会社員

39249 10歳未満 女性 滝沢市 無症状 7月7日 あり（教育・保育施設154） なし

39250 10歳未満 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月1日 あり（教育・保育施設154） なし

39251 10歳未満 女性 滝沢市 無症状 7月7日 あり（教育・保育施設154） なし

39252 10歳未満 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（学校150） なし

39253 10歳未満 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月6日 あり なし

39254 30代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月5日 あり 会社員

39255 50代 男性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月4日 あり（学校151） 団体職員

39256 10歳未満 女性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月7日 あり（教育・保育施設156） なし

39257 80代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 あり なし

39258 10代 男性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月7日 あり なし

39259 10歳未満 女性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月7日 あり（教育・保育施設156） 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

39260 10歳未満 男性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月6日 あり（教育・保育施設156） なし

39261 10歳未満 女性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月7日 あり（教育・保育施設156） なし

39262 10歳未満 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 あり なし

39263 40代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月5日 あり（学校150） パートタイマー

39264 10歳未満 男性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月8日 あり なし

39265 50代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 あり 会社員

39266 10歳未満 女性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月6日 あり（教育・保育施設156） なし

39267 20代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月6日 － なし

39268 10代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月4日 あり（学校150） なし

39269 10歳未満 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月5日 あり（教育・保育施設154） なし

39270 40代 男性 雫石町 あり（重症ではない） 7月7日 あり 会社員

39271 40代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（学校150） 団体職員

39272 20代 男性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月7日 あり なし

39273 30代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月8日 あり（教育・保育施設154） 会社員

39274 50代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月8日 あり（教育・保育施設154） なし

39275 10代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 あり なし

39276 20代 男性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月6日 あり 会社員

39277 10歳未満 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（教育・保育施設154） 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

39278 30代 女性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月8日 あり 団体職員

39279 40代 女性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月8日 あり 団体職員

39280 30代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（学校150） 会社員

39281 20代 女性 紫波町 あり（重症ではない） 7月7日 あり 団体職員

39282 30代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月4日 あり（学校150） 団体職員

39283 60代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 あり パートタイマー

39284 60代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 あり なし

39285 50代 男性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月6日 あり 会社員

39287 10代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月7日 あり なし

39288 10代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 7月7日 － なし

39289 40代 男性 矢巾町 あり（重症ではない） 7月7日 － 会社員

39290 40代 女性 遠野市 あり（重症ではない） 7月6日 あり 自営業

39291 40代 男性 遠野市 あり（重症ではない） 7月2日 あり 会社員

39292 40代 男性 北上市 あり（重症ではない） 7月5日 あり（地域活動３） 会社員

39293 30代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 7月5日 あり 自営業

39294 10代 男性 遠野市 あり（重症ではない） 7月5日 あり なし

39295 60代 男性 遠野市 あり（重症ではない） 7月5日 あり（地域活動３） 会社員

39296 10代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 7月5日 あり（学校153） 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

39297 40代 女性 北上市 あり（重症ではない） 7月4日 あり（学校154） 公務員

39298 40代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 7月6日 あり 公務員

39299 10歳未満 男性 花巻市 あり（重症ではない） 7月6日 あり なし

39300 40代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 7月5日 あり 会社員

39301 10代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 7月5日 あり（学校153） なし

39302 50代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 7月5日 あり 公務員

39303 30代 女性 北上市 あり（重症ではない） 7月6日 あり 会社員

39304 30代 女性 北上市 あり（重症ではない） 7月6日 あり パートタイマー

39305 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 7月6日 あり なし

39306 60代 女性 北上市 あり（重症ではない） 7月6日 あり 会社員

39307 10代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 あり なし

39308 40代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 あり なし

39309 30代 男性 北上市 あり（重症ではない） 7月6日 あり 団体職員

39310 30代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 あり 会社員

39311 30代 男性 北上市 あり（重症ではない） 7月3日 － 会社員

39312 40代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 あり 会社員

39313 40代 男性 遠野市 あり（重症ではない） 7月6日 あり 会社員

39314 10歳未満 男性 遠野市 あり（重症ではない） 7月6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

39315 10代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 7月5日 あり（学校158） なし

39316 10代 女性 遠野市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（学校158） なし

39317 30代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（学校153） 会社員

39318 10代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 7月6日 あり（学校153） なし

39319 10代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（学校153） なし

39320 10代 男性 遠野市 あり（重症ではない） 7月7日 あり なし

39321 60代 男性 遠野市 あり（重症ではない） 7月5日 あり（地域活動３） 自営業

39322 10代 男性 遠野市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（学校158） なし

39323 10代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 7月5日 － なし

39324 10代 女性 遠野市 あり（重症ではない） 7月7日 － なし

39325 50代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 7月6日 － 会社員

39326 30代 女性 遠野市 あり（重症ではない） 7月6日 あり 団体職員

39327 50代 女性 遠野市 あり（重症ではない） 7月6日 あり 団体職員

39328 10代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 7月4日 あり（学校153） なし

39329 60代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 7月4日 － 会社員

39330 40代 男性 北上市 あり（重症ではない） 7月5日 あり（学校154） 団体職員

39331 20代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 － 団体職員

39332 60代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 7月5日 あり（地域活動３） なし
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39333 10歳未満 男性 北上市 あり（重症ではない） 7月6日 あり なし

39334 10歳未満 女性 花巻市 あり（重症ではない） 7月7日 あり なし

39335 80代 女性 遠野市 あり（重症ではない） 7月5日 あり（地域活動３） なし

39336 30代 女性 遠野市 あり（重症ではない） 7月6日 あり 会社員

39337 30代 女性 遠野市 あり（重症ではない） 7月7日 あり 公務員

39338 10歳未満 男性 遠野市 あり（重症ではない） 7月7日 あり なし

39339 70代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 7月5日 あり（医療施設21） なし

39340 30代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（医療施設21） 団体職員

39341 10歳未満 男性 花巻市 あり（重症ではない） 7月6日 あり なし

39342 20代 男性 遠野市 あり（重症ではない） 7月7日 あり 公務員

39343 30代 男性 遠野市 あり（重症ではない） 7月7日 － 公務員

39344 30代 女性 遠野市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（学校158） 団体職員

39345 10代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月7日 あり なし

39346 40代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月7日 あり 団体職員

39347 10歳未満 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月7日 － なし

39348 10歳未満 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月8日 － なし

39349 10代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月6日 － なし

39350 30代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月8日 － 会社員
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39351 20代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月6日 － 会社員

39352 20代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 7月6日 － 非公表

39353 50代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月6日 － 公務員

39354 70代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月6日 － なし

39355 10歳未満 女性 奥州市 あり（重症ではない） 7月8日 あり なし

39356 10歳未満 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月8日 － なし

39357 10代 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 7月5日 あり なし

39358 50代 女性 金ケ崎町 あり（重症ではない） 7月7日 あり 非公表

39359 20代 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 7月5日 あり 会社員

39360 20代 男性 金ケ崎町 あり（重症ではない） 7月5日 あり 会社員

39361 60代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月7日 あり 自営業

39362 40代 女性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 7月8日 あり パートタイマー

39363 30代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 6月30日 － 会社員

39364 40代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 7月8日 あり（学校156） 会社員

39365 70代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月8日 あり（学校156） パートタイマー

39366 30代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 7月8日 あり 会社員

39367 10歳未満 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月8日 あり なし

39368 10歳未満 女性 奥州市 あり（重症ではない） 7月8日 あり（学校156） なし
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39369 40代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月8日 あり 団体職員

39370 10代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 7月7日 － なし

39371 10歳未満 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月8日 あり（学校156） なし

39372 60代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 7月5日 あり なし

39373 40代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（学校156） 会社員

39374 30代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 7月8日 あり 会社員

39375 50代 男性 一関保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 － なし

39376 20代 女性 一関市 あり（重症ではない） 7月8日 － 団体職員

39377 20代 女性 一関市 あり（重症ではない） 7月7日 － 団体職員

39378 50代 女性 一関市 あり（重症ではない） 7月7日 － パートタイマー

39379 20代 男性 一関保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 － なし

39380 40代 女性 一関市 あり（重症ではない） 7月7日 － 団体職員

39381 60代 男性 一関市 無症状 7月8日 あり 団体職員

39382 70代 男性 一関市 無症状 7月8日 あり なし

39383 30代 男性 大船渡保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 あり 会社員

39384 20代 男性 陸前高田市 あり（重症ではない） 7月7日 あり 会社員

39385 10代 女性 陸前高田市 あり（重症ではない） 7月8日 あり（スポーツ活動41） なし

39386 10代 女性 陸前高田市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（スポーツ活動41） なし
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39387 10代 女性 大船渡保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 あり なし

39388 10代 女性 陸前高田市 あり（重症ではない） 7月8日 あり（スポーツ活動41） なし

39389 10歳未満 女性 陸前高田市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（スポーツ活動41） なし

39390 10代 男性 住田町 あり（重症ではない） 7月6日 あり（スポーツ活動42） なし

39391 50代 男性 住田町 無症状 7月8日 あり（スポーツ活動42） なし

39392 80代 女性 住田町 あり（重症ではない） 7月8日 あり（スポーツ活動42） なし

39393 40代 男性 大船渡市 あり（重症ではない） 7月5日 あり 会社員

39394 60代 男性 陸前高田市 あり（重症ではない） 7月7日   会社員

39395 40代 男性 大船渡市 あり（重症ではない） 7月7日   会社員

39396 70代 男性 陸前高田市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（スポーツ活動41） なし

39397 30代 女性 陸前高田市 あり（重症ではない） 7月8日 あり（スポーツ活動41） 団体職員

39398 10歳未満 女性 陸前高田市 あり（重症ではない） 7月8日 あり（スポーツ活動41） なし

39399 70代 女性 陸前高田市 あり（重症ではない） 7月8日 あり（スポーツ活動41） 非公表

39400 10代 男性 陸前高田市 あり（重症ではない） 7月7日 あり（スポーツ活動41） なし

39401 50代 女性 大船渡市 あり（重症ではない） 7月7日   団体職員

39402 30代 男性 宮古市 無症状 7月7日 あり 会社員

39403 40代 男性 宮古保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 － 非公表
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39404 50代 女性 山田町 あり（重症ではない） 7月6日 － 非公表

39405 10歳未満 女性 宮古市 あり（重症ではない） 7月7日 あり なし

39406 60代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月4日 － 公務員

39407 60代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 あり 公務員

39408 70代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 － なし

39409 40代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 － 会社員

39410 50代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 － 会社員

39411 20代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 あり 会社員

39412 30代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 あり なし

39413 70代 男性 久慈保健所管内 無症状 7月7日 あり 会社員

39414 40代 女性 久慈保健所管内 無症状 7月7日 あり 自営業

39415 60代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 あり 団体職員

39416 70代 女性 久慈保健所管内 無症状 7月8日 あり パートタイマー

39417 40代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 あり 会社員

39418 10代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月8日 あり なし

39419 30代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 － 団体職員

39420 10代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 あり なし
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39421 40代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月5日 － 非公表

39422 40代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月4日 － 自営業

39423 40代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月6日 あり 団体職員

39424 10歳未満 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 あり なし

39425 40代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 あり 自営業

39426 10歳未満 男性 二戸保健所管内 あり（重症ではない） 7月7日 － なし

39427 20代 女性 二戸市 あり（重症ではない） 7月6日 － なし

39428 40代 男性 二戸市 あり（重症ではない） 7月6日 あり 会社員

39429 40代 男性 九戸村 あり（重症ではない） 7月8日 あり 会社員

39430 10代 男性 九戸村 あり（重症ではない） 7月8日 あり なし

39431 30代 女性 二戸市 あり（重症ではない） 7月7日 あり 団体職員

39432 50代 女性 二戸保健所管内 無症状 7月7日 あり なし

39433 30代 女性 二戸保健所管内 あり（重症ではない） 7月8日 あり なし

39434 50代 男性 二戸市 あり（重症ではない） 7月6日 － 会社員
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