
1/6ページ

番号 年代 性別 居住地(注1) 症状 発症日(注2） 接触歴 職業

36871 10歳未満 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月12日 あり（学校145） なし

36872 40代 女性 紫波町 あり（重症ではない） 6月13日 あり（学校144） 公務員

36873 50代 男性 紫波町 あり（重症ではない） 6月13日 あり（学校144） 会社員

36874 10代 男性 滝沢市 無症状 6月13日 あり なし

36875 10歳未満 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月12日 あり なし

36876 10歳未満 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月13日 あり なし

36877 20代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月13日 あり 団体職員

36878 20代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月13日 あり 会社員

36879 60代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月14日 あり パートタイマー

36880 30代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月14日 あり（学校144） 団体職員

36881 40代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月14日 あり 会社員

36882 40代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月13日 あり 会社員

36883 10歳未満 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月14日 − なし

36884 40代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月14日 − 会社員

36885 10代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月14日 − なし

患者一覧（令和4年6月16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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36886 40代 男性 県央保健所管内 無症状 6月14日 あり 会社員

36887 30代 男性 矢巾町 あり（重症ではない） 6月11日 − 団体職員

36888 10歳未満 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月14日 あり なし

36889 30代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月11日 あり 会社員

36890 30代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月13日 あり 会社員

36891 10歳未満 女性 紫波町 あり（重症ではない） 6月13日 − なし

36892 40代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月13日 あり（学校145） 自営業

36893 10歳未満 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月13日 あり なし

36894 30代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月12日 あり 会社員

36895 20代 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月12日 − 会社員

36896 10代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月13日 あり なし

36897 10代 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月14日 あり なし

36898 30代 男性 紫波町 あり（重症ではない） 6月12日 あり（学校144） 公務員

36899 50代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月13日 あり 会社員

36900 20代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月15日 − 会社員

36901 30代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月14日 − 団体職員

36902 30代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月11日 − 団体職員
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36903 10代 男性 紫波町 あり（重症ではない） 6月12日 あり（学校144） なし

36904 10代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月8日 あり なし

36905 10代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月14日 あり なし

36906 10歳未満 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月13日 あり なし

36907 10歳未満 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月14日 あり（教育・保育施設146） なし

36908 10歳未満 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月14日 あり（教育・保育施設146） なし

36909 20代 女性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月15日 あり 会社員

36910 60代 女性 紫波町 あり（重症ではない） 6月15日 − なし

36911 30代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月11日 あり 会社員

36912 30代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月9日 あり 会社員

36913 30代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 6月11日 あり なし

36914 30代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月12日 あり 団体職員

36915 40代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月13日 あり なし

36916 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月10日 − なし

36917 40代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月13日 あり 会社員

36918 10歳未満 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月11日 あり なし

36919 40代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 6月11日 あり 公務員
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36920 40代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月12日 − 会社員

36921 20代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月11日 − 公務員

36922 60代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月11日 − なし

36923 30代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月13日 − 団体職員

36924 70代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月11日 − なし

36925 10歳未満 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月13日 あり なし

36926 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月13日 あり なし

36927 30代 男性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月11日 あり 会社員

36928 40代 男性 北上市 無症状 6月14日 あり 会社員

36929 10代 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月12日 あり なし

36930 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

36931 10代 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月14日 あり なし

36932 30代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月11日 − 会社員

36933 20代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月12日 あり なし

36934 10代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月11日 あり なし

36935 20代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 6月12日 − 会社員

36936 50代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 6月13日 あり 公務員
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36937 50代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月13日 あり なし

36938 60代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月10日 あり 自営業

36939 20代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 6月13日 あり 団体職員

36940 80代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月15日 あり（高齢者施設55） なし

36941 20代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月14日 − 団体職員

36942 10代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 6月14日 あり なし

36943 10代 男性 奥州保健所管内 あり（重症ではない） 6月13日 あり なし

36944 10代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 6月12日 あり なし

36945 40代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月14日 あり 会社員

36946 60代 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月13日 あり パートタイマー

36947 30代 女性 一関市 あり（重症ではない） 6月13日 あり 会社員

36948 10歳未満 男性 一関市 無症状 6月14日 あり なし

36949 10歳未満 女性 一関市 あり（重症ではない） 6月13日 あり なし

36950 20代 男性 陸前高田市 あり（重症ではない） 6月9日 − 団体職員

36951 10歳未満 男性 大船渡市 あり（重症ではない） 6月14日 − なし

36952 10代 男性 陸前高田市 あり（重症ではない） 6月14日 あり なし

36953 60代 女性 陸前高田市 あり（重症ではない） 6月14日 あり なし

36954 40代 女性 陸前高田市 無症状 6月15日 − 会社員
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36955 30代 男性 宮古保健所管内 あり（重症ではない） 6月14日 − 公務員

36956 10歳未満 女性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 6月15日 あり なし

36957 50代 女性 二戸市 あり（重症ではない） 6月13日 あり 会社員

36958 40代 女性 二戸保健所管内 無症状 6月14日 あり 自営業

36959 10代 女性 九戸村 あり（重症ではない） 6月13日 あり なし
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