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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

37289 30代 男性 雫石町 あり（重症ではない） 6月17日 あり 会社員

37290 30代 女性 雫石町 あり（重症ではない） 6月17日 あり 団体職員

37291 20代 男性 滝沢市 あり（重症ではない） 6月17日 − 自営業

37292 10代 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月18日 − なし

37293 40代 男性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月17日 − 会社員

37294 10代 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月15日 − なし

37295 10歳未満 男性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月19日 あり なし

37296 30代 男性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月16日 あり 会社員

37297 30代 男性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月18日 あり 会社員

37298 10歳未満 女性 県央保健所管内 あり（重症ではない） 6月17日 あり（学校144） なし

37299 10代 女性 八幡平市 あり（重症ではない） 6月18日 あり なし

37300 40代 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月17日 あり 会社員

37301 10歳未満 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月16日 あり なし

37302 30代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月16日 あり パートタイマー

37303 30代 女性 中部保健所管内 あり（重症ではない） 6月18日 あり 非公表

患者一覧（令和4年6月20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

37304 20代 女性 花巻市 あり（重症ではない） 6月14日 あり 団体職員

37305 10代 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月16日 あり なし

37306 10代 男性 北上市 あり（重症ではない） 6月17日 あり なし

37307 20代 男性 花巻市 あり（重症ではない） 6月17日 − 会社員

37308 10代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月18日 あり なし

37309 10代 女性 北上市 あり（重症ではない） 6月18日 − なし

37310 60代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 6月16日 あり 自営業

37311 10代 男性 奥州市 あり（重症ではない） 6月16日 あり（学校147） なし

37312 10歳未満 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月18日 あり（学校147） なし

37313 10歳未満 女性 奥州市 あり（重症ではない） 6月17日 − なし

37314 10歳未満 男性 一関市 あり（重症ではない） 6月14日 あり なし

37315 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

37316 60代 女性 一関市 あり（重症ではない） 6月17日 − パートタイマー

37317 10歳未満 男性 一関保健所管内 あり（重症ではない） 6月19日 あり なし

37318 10歳未満 男性 一関市 あり（重症ではない） 6月17日 あり なし

37319 10歳未満 男性 大船渡保健所管内 あり（重症ではない） 6月18日 − なし

37320 10歳未満 男性 大船渡市 あり（重症ではない） 6月18日 あり なし
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37321 10歳未満 男性 大船渡市 あり（重症ではない） 6月18日 − なし

37322 50代 女性 陸前高田市 あり（重症ではない） 6月18日 − 会社員

37323 10歳未満 男性 久慈保健所管内 あり（重症ではない） 6月18日 あり なし

37324 60代 男性 二戸市 あり（重症ではない） 6月16日 − 団体職員

37325 50代 男性 県外（二戸市） あり（重症ではない） 6月18日 あり 団体職員
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