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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

36383 10代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月9日 − なし

36384 10代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月8日 あり なし

36385 30代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月9日 あり 会社員

36386 40代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月10日 あり（教育・保育施設146） 団体職員

36387 40代 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月7日 あり 会社員

36388 80代 男性 岩手町 あり（重症ではない） 6月9日 − なし

36389 30代 女性 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147） なし

36390 10代 男性 紫波町 あり（重症ではない） 6月10日 − なし

36391 10歳未満 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月11日 あり なし

36392 70代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月8日 − なし

36393 10代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月3日 − なし

36394 10歳未満 女性 葛巻町 あり（重症ではない） 6月10日 あり（教育・保育施設147） なし

36395 10歳未満 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月9日 あり（教育・保育施設146） なし

36396 10歳未満 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月9日 − なし

36397 10歳未満 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月10日 あり（教育・保育施設146） なし

36398 10代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月10日 − なし

患者一覧（令和4年6月12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

36399 70代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月8日 − 団体職員

36400 10歳未満 男性 紫波町 無症状 6月10日 あり なし

36401 70代 女性 紫波町 無症状 6月10日 あり なし

36402 10代 男性 紫波町 あり（重症ではない） 6月10日 あり なし

36403 50代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月9日 − パートタイマー

36404 10歳未満 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月9日 あり（教育・保育施設146） なし

36405 70代 男性 滝沢市 無症状 6月11日 あり なし

36406 60代 男性 岩手町 無症状 6月11日 あり パートタイマー

36407 40代 男性 県央保健所管内 無症状 6月11日 あり 会社員

36408 70代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月9日 あり 自営業

36409 10歳未満 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月7日 あり（教育・保育施設146） なし

36410 70代 男性 県央保健所管内 無症状 6月11日 あり（教育・保育施設146） なし

36411 70代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月10日 あり（教育・保育施設146） なし

36412 10歳未満 男性 花巻市 あり（重症ではない） 6月8日 − なし

36413 70代 男性 西和賀町 あり（重症ではない） 6月7日 あり なし

36414 10歳未満 男性 花巻市 あり（重症ではない） 6月9日 − なし

36415 50代 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月7日 あり 会社員

36416 30代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月8日 あり パートタイマー
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36417 10歳未満 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月9日 あり なし

36418 30代 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月5日 あり 会社員

36419 10歳未満 女性 遠野市 あり（重症ではない） 6月9日 あり なし

36420 50代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月8日 あり なし

36421 30代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 6月10日 あり（職場80） 自営業

36422 10代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 6月9日 あり なし

36423 10歳未満 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月9日 あり なし

36424 10歳未満 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月5日 あり なし

36425 10代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月9日 あり なし

36426 10代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月10日 あり なし

36427 10歳未満 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月10日 − なし

36428 10歳未満 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月10日 あり（教育・保育施設145） なし

36429 10歳未満 男性 奥州市 あり（重症ではない） 6月9日 あり（職場81） なし

36430 10歳未満 男性 奥州市 あり（重症ではない） 6月10日 あり（教育・保育施設145） なし

36431 10歳未満 男性 奥州市 あり（重症ではない） 6月10日 あり（教育・保育施設145） なし

36432 70代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 6月9日 あり なし

36433 50代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 6月10日 あり（職場81） 公務員

36434 10歳未満 男性 奥州市 あり（重症ではない） 6月10日 あり（教育・保育施設145） なし
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36435 30代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月10日 あり（教育・保育施設145） 団体職員

36436 10代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 6月10日 あり なし

36437 10代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月10日 − なし

36438 40代 男性 一関市 あり（重症ではない） 6月10日 − 会社員

36439 80代 女性 一関市 あり（重症ではない） 6月7日 − なし

36440 30代 女性 一関市 あり（重症ではない） 6月10日 あり なし

36441 30代 男性 一関市 あり（重症ではない） 6月7日 あり 会社員

36442 40代 女性 一関市 あり（重症ではない） 6月10日 あり（教育・保育施設144） 団体職員

36443 30代 女性 一関市 あり（重症ではない） 6月10日 あり（教育・保育施設144） 団体職員

36444 30代 女性 大船渡市 あり（重症ではない） 6月10日 あり パートタイマー

36445 90歳以上 女性 宮古保健所管内 あり（重症ではない） 6月10日 − なし

36446 30代 男性 二戸市 あり（重症ではない） 6月9日 − 団体職員
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