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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

36011 10代 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月5日 − なし

36012 30代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月4日 − 会社員

36013 10代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月5日 − なし

36014 10代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月6日 あり なし

36015 30代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月3日 − 会社員

36016 10歳未満 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月6日 あり（教育・保育施設142） なし

36017 30代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月4日 − 会社員

36018 10歳未満 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月5日 あり なし

36019 10代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月6日 あり なし

36020 10代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月5日 − なし

36021 40代 男性 葛巻町 あり（重症ではない） 6月7日 あり 会社員

36022 30代 女性 葛巻町 あり（重症ではない） 6月7日 あり 公務員

36023 40代 男性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月7日 あり 非公表

36024 10代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月6日 あり なし

36025 10歳未満 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月8日 あり なし

36026 40代 男性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月8日 − 会社役員

患者一覧（令和4年6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

36027 20代 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月4日 − 非公表

36028 10歳未満 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月3日 あり なし

36029 50代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月7日 − 団体職員

36030 30代 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月5日 − 会社員

36031 40代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月3日 あり 団体職員

36032 40代 男性 遠野市 あり（重症ではない） 6月4日 − 会社員

36033 10歳未満 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月7日 あり なし

36034 10代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月6日 あり なし

36035 40代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月6日 あり 会社員

36036 90歳以上 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月5日 あり なし

36037 30代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月6日 あり なし

36038 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月6日 あり なし

36039 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月5日 あり なし

36040 10歳未満 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月7日 あり なし

36041 30代 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月6日 あり 会社員

36042 30代 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月7日 あり 会社員

36043 40代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月7日 あり 会社員

36044 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月7日 あり なし
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36045 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月6日 あり なし

36046 20代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月6日 − なし

36047 90歳以上 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月5日 あり なし

36048 30代 男性 中部保健所管内 無症状 6月7日 あり 団体職員

36049 40代 女性 遠野市 あり（重症ではない） 6月4日 − 会社員

36050 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月7日 あり なし

36051 10代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 6月7日 あり なし

36052 30代 女性 北上市 あり（重症ではない） 5月29日 あり なし

36053 10歳未満 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月6日 − なし

36054 10歳未満 女性 遠野市 あり（重症ではない） 6月6日 − なし

36055 40代 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月4日 あり 公務員

36056 30代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月7日 あり（職場80） 会社員

36057 30代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月6日 − なし

36058 10代 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月6日 あり なし

36059 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月4日 あり なし

36060 50代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月4日 − 会社員

36061 10歳未満 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月7日 あり なし

36062 20代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月7日 あり 会社員
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36063 10歳未満 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月7日 あり なし

36064 70代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 6月5日 あり 団体職員

36065 80代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 6月8日 あり（高齢者施設50） なし

36066 10歳未満 女性 金ケ崎町 あり（重症ではない） 6月6日 − なし

36067 10歳未満 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月7日 − なし

36068 80代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月8日 あり（高齢者施設50） なし

36069 20代 男性 一関市 あり（重症ではない） 6月6日 あり 会社員

36070 60代 女性 一関市 あり（重症ではない） 6月7日 あり 自営業

36071 10歳未満 女性 一関市 無症状 6月8日 あり（教育・保育施設144） なし

36072 10歳未満 女性 一関市 あり（重症ではない） 6月8日 あり（教育・保育施設144） なし

36073 10歳未満 男性 一関市 あり（重症ではない） 6月8日 あり（教育・保育施設144） なし

36074 10歳未満 女性 一関保健所管内 無症状 6月8日 あり（教育・保育施設144） なし

36075 60代 女性 一関保健所管内 あり（重症ではない） 6月7日 あり 会社員

36076 30代 女性 一関保健所管内 あり（重症ではない） 6月6日 あり 会社員

36077 50代 男性 大船渡市 あり（重症ではない） 6月7日 あり 会社員

36078 60代 女性 大船渡市 あり（重症ではない） 6月6日 あり 会社員

36079 80代 男性 大船渡市 無症状 6月8日 あり なし

36080 30代 女性 宮古市 あり（重症ではない） 6月7日 あり 公務員
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36081 70代 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 6月4日 あり（医療施設18） なし

36082 90歳以上 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 6月4日 あり（医療施設18） なし

36083 60代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 6月5日 あり（医療施設18） なし

36084 80代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 6月5日 あり（高齢者施設53） なし

36085 80代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 6月5日 あり（高齢者施設53） なし

36086 60代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 6月6日 あり（医療施設18） なし
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