
※居住地（滞在地）を一関保健所管内又は平泉町として公表の患者

岩手県の公表日 年代 性別

3220 （県内49388例目） 令和4年7月26日 10歳未満 男性

3221 （県内49389例目） 令和4年7月26日 20代 男性

3222 （県内49390例目） 令和4年7月26日 60代 男性

3223 （県内49391例目） 令和4年7月26日 40代 男性

3224 （県内49392例目）※ 令和4年7月26日 50代 女性

3225 （県内49393例目） 令和4年7月26日 70代 男性

3226 （県内49394例目） 令和4年7月26日 60代 女性

3227 （県内49395例目） 令和4年7月26日 60代 男性

3228 （県内49396例目） 令和4年7月26日 50代 女性

3229 （県内49397例目） 令和4年7月26日 10歳未満 男性

3230 （県内49398例目）※ 令和4年7月26日 40代 女性

3231 （県内49399例目）※ 令和4年7月26日 10代 女性

3232 （県内49400例目） 令和4年7月26日 60代 男性

3233 （県内49401例目） 令和4年7月26日 50代 女性

3234 （県内49402例目） 令和4年7月26日 50代 女性

3235 （県内49403例目） 令和4年7月26日 30代 女性

3236 （県内49404例目） 令和4年7月26日 70代 男性

3237 （県内49405例目） 令和4年7月26日 60代 女性

3238 （県内49406例目） 令和4年7月26日 10代 男性

3239 （県内49407例目） 令和4年7月26日 70代 男性

3240 （県内49408例目） 令和4年7月26日 50代 女性

3241 （県内49409例目） 令和4年7月26日 10代 女性

3242 （県内49410例目） 令和4年7月26日 30代 男性

3243 （県内49411例目） 令和4年7月26日 50代 男性

3244 （県内49412例目） 令和4年7月26日 40代 女性

3245 （県内49413例目） 令和4年7月26日 70代 女性

3246 （県内49414例目） 令和4年7月26日 40代 女性

3247 （県内49415例目） 令和4年7月26日 10代 男性

3248 （県内49416例目） 令和4年7月26日 60代 女性

一関保健所管内（一関市・平泉町）の感染症患者に関する情報（№3220～№3294）
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岩手県の公表日 年代 性別№

3249 （県内49417例目） 令和4年7月26日 40代 女性

3250 （県内49418例目） 令和4年7月26日 90歳以上 女性

3251 （県内49419例目） 令和4年7月26日 10歳未満 女性

3252 （県内49420例目） 令和4年7月26日 40代 男性

3253 （県内49421例目） 令和4年7月26日 20代 男性

3254 （県内49422例目） 令和4年7月26日 20代 男性

3255 （県内49423例目） 令和4年7月26日 10歳未満 男性

3256 （県内49424例目） 令和4年7月26日 30代 男性

3257 （県内49425例目） 令和4年7月26日 60代 男性

3258 （県内49426例目） 令和4年7月26日 20代 女性

3259 （県内49427例目） 令和4年7月26日 80代 女性

3260 （県内49428例目） 令和4年7月26日 20代 男性

3261 （県内49429例目） 令和4年7月26日 10代 男性

3262 （県内49430例目） 令和4年7月26日 30代 女性

3263 （県内49431例目） 令和4年7月26日 30代 男性

3264 （県内49432例目） 令和4年7月26日 30代 女性

3265 （県内49433例目） 令和4年7月26日 70代 女性

3266 （県内49434例目） 令和4年7月26日 70代 男性

3267 （県内49435例目） 令和4年7月26日 60代 男性

3268 （県内49436例目） 令和4年7月26日 10代 女性

3269 （県内49437例目） 令和4年7月26日 10代 男性

3270 （県内49438例目） 令和4年7月26日 40代 男性

3271 （県内49439例目） 令和4年7月26日 30代 女性

3272 （県内49440例目） 令和4年7月26日 10歳未満 女性

3273 （県内49441例目） 令和4年7月26日 90歳以上 男性

3274 （県内49442例目） 令和4年7月26日 40代 男性

3275 （県内49443例目） 令和4年7月26日 60代 男性

3276 （県内49444例目） 令和4年7月26日 20代 男性

3277 （県内49445例目） 令和4年7月26日 40代 男性

3278 （県内49446例目） 令和4年7月26日 10歳未満 男性

3279 （県内49447例目） 令和4年7月26日 70代 男性



岩手県の公表日 年代 性別№

3280 （県内49448例目） 令和4年7月26日 20代 女性

3281 （県内49449例目） 令和4年7月26日 10歳未満 女性

3282 （県内49450例目） 令和4年7月26日 10歳未満 女性

3283 （県内49451例目） 令和4年7月26日 50代 男性

3284 （県内49452例目） 令和4年7月26日 90歳以上 女性

3285 （県内49453例目） 令和4年7月26日 60代 女性

3286 （県内49454例目） 令和4年7月26日 30代 女性

3287 （県内49455例目） 令和4年7月26日 50代 男性

3288 （県内49456例目） 令和4年7月26日 10代 女性

3289 （県内49457例目） 令和4年7月26日 10代 女性

3290 （県内49458例目） 令和4年7月26日 60代 男性

3291 （県内49459例目） 令和4年7月26日 30代 男性

3292 （県内49460例目） 令和4年7月26日 70代 男性

3293 （県内49461例目） 令和4年7月26日 70代 女性

3294 （県内49462例目） 令和4年7月26日 70代 女性


