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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

35591 20代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月2日 あり 会社員

35592 30代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月2日 − 公務員

35593 10代 男性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月4日 − なし

35594 10歳未満 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月4日 あり なし

35595 30代 男性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月4日 あり 自営業

35596 10歳未満 男性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月4日 あり なし

35597 30代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月1日 あり（教育・保育施設140） なし

35598 10歳未満 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月3日 あり なし

35599 30代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月3日 あり 会社員

35600 20代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月3日 あり（教育・保育施設140） 会社員

35601 10歳未満 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月1日 あり（教育・保育施設140） なし

35602 30代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月4日 あり パートタイマー

35603 30代 男性 北上市 あり（重症ではない） 5月31日 − 団体職員

35604 10代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月2日 あり なし

35605 40代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月4日 あり 公務員

35606 40代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月3日 あり 会社員

患者一覧（令和4年6月6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

35607 10歳未満 男性 花巻市 あり（重症ではない） 6月3日 あり なし

35608 10歳未満 男性 花巻市 あり（重症ではない） 6月2日 あり なし

35609 40代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 6月3日 あり 会社員

35610 10代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月4日 − なし

35611 10歳未満 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月3日 あり なし

35612 40代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月3日 あり なし

35613 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

35614 10歳未満 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月3日 − なし

35615 40代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月1日 あり 会社員

35616 10代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月4日 あり（教育・保育施設140） なし

35617 10歳未満 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月3日 − なし

35618 30代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月2日 あり（教育・保育施設140） 会社員

35619 50代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月3日 あり（教育・保育施設140） なし

35620 70代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月4日 あり（医療施設17） なし

35621 30代 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月4日 − 公務員

35622 80代 女性 遠野市 あり（重症ではない） 6月3日 あり なし

35623 10代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月2日 あり なし

35624 10代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月4日 あり なし
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35625 40代 男性 一関市 あり（重症ではない） 6月4日 あり 団体職員

35626 10歳未満 女性 一関市 あり（重症ではない） 6月5日 あり なし

35627 50代 女性 一関市 あり（重症ではない） 6月4日 あり 団体職員

35628 90歳以上 女性 大船渡市 あり（重症ではない） 6月4日 あり（高齢者施設52） なし

35629 10歳未満 男性 大船渡市 あり（重症ではない） 6月5日 − なし

35630 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（高齢者施設53） なし

35631 80代 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

35632 50代 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） 公務員

35633 40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） 公務員

35634 50代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 6月2日 あり（医療施設18） 公務員

35635 80代 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 6月4日 あり（高齢者施設53） なし

35636 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（高齢者施設53） なし

35637 20代 男性 二戸保健所管内 あり（重症ではない） 6月3日 − 非公表
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