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令和 ４年 １月２０日 

青森市保健部青森市保健所 
 

 

新型コロナウイルス感染症の感染状況について（市１９２９例目～市１９９０例目） 

 
  

１ 感染症患者の発生状況について（６２件） 

№ 
患者 陽性反応

判明日 
重症の別 感染経路 

関連するクラスター 

年代 性別 居住地 公表日 種別 備考 

1929 例目 

（県7168例目） 
10 代 非公表 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1930 例目 

（県7169例目） 
20 代 男性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1931 例目 

（県7170例目） 
10 代 非公表 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1932 例目 

（県7171例目） 
20 代 女性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1933 例目 

（県7172例目） 
40 代 男性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1934 例目 

（県7173例目） 
20 代 女性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1935 例目 

（県7174例目） 
30 代 男性 青森市 1/19 重症以外 市内陽性者    

1936 例目 

（県7175例目） 
60 代 女性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1937 例目 

（県7176例目） 
50 代 男性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1938 例目 

（県7177例目） 
40 代 女性 青森市 1/19 重症以外 市内陽性者    

1939 例目 

（県7178例目） 
10 代 非公表 青森市 1/19 重症以外 市内陽性者    

1940 例目 

（県7179例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 市内陽性者    

1941 例目 

（県7180例目） 
20 代 女性 青森市 1/19 重症以外 市内陽性者    

1942 例目 

（県7181例目） 
20 代 女性 青森市 1/19 重症以外 市内陽性者    
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1943 例目 

（県7182例目） 
10 代 非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1944 例目 

（県7183例目） 
10 代 非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1945 例目 

（県7184例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1946 例目 

（県7185例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1947 例目 

（県7186例目） 
10 代 非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1948 例目 

（県7187例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1949 例目 

（県7188例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1950 例目 

（県7189例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1951 例目 

（県7190例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1952 例目 

（県7191例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1953 例目 

（県7192例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1954 例目 

（県7193例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1955 例目 

（県7194例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1956 例目 

（県7195例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1957 例目 

（県7196例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1958 例目 

（県7197例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1959 例目 

（県7198例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1960 例目 

（県7199例目） 
50 代 女性 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1961 例目 

（県7200例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  
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1962 例目 

（県7201例目） 
40 代 男性 青森市 1/19 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

1963 例目 

（県7202例目） 
10 代 非公表 青森市 1/19 重症以外 市内陽性者    

1964 例目 

（県7203例目） 
10 代 非公表 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1965 例目 

（県7204例目） 
60 代 男性 青森市 1/19 重症以外 市外陽性者    

1966 例目 

（県7205例目） 
50 代 女性 青森市 1/19 重症以外 市外陽性者    

1967 例目 

（県7206例目） 
30 代 男性 青森市 1/19 重症以外 市内陽性者    

1968 例目 

（県7207例目） 
40 代 女性 青森市 1/19 重症以外 クラスター関連 1/13 学校  

1969 例目 

（県7208例目） 
40 代 男性 青森市 1/19 重症以外 市内陽性者    

1970 例目 

（県7209例目） 
40 代 男性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1971 例目 

（県7210例目） 
60 代 女性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1972 例目 

（県 7211例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1973 例目 

（県7212例目） 
40 代 女性 青森市 1/19 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

1974 例目 

（県7213例目） 
70 代 女性 青森市 1/19 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

1975 例目 

（県7214例目） 
40 代 男性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1976 例目 

（県7215例目） 
20 代 男性 青森市 1/19 重症以外 市内陽性者    

1977 例目 

（県7216例目） 
20 代 女性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1978 例目 

（県7217例目） 
50 代 女性 青森市 1/19 重症以外 市内陽性者    

1979 例目 

（県7218例目） 
10 代 非公表 青森市 1/19 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

1980 例目 

（県7219例目） 
20 代 男性 青森市 1/19 重症以外 県外陽性者    
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1981 例目 

（県7220例目） 
50 代 女性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1982 例目 

（県7221例目） 
50 代 男性 青森市 1/19 重症以外 市内陽性者    

1983 例目 

（県7222例目） 
40 代 女性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1984 例目 

（県7229例目） 
60 代 男性 青森市 1/20 重症以外 確認中    

1985 例目 

（県7230例目） 
40 代 女性 青森市 1/20 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

1986 例目 

（県7231例目） 
50 代 男性 青森市 1/20 重症以外 確認中    

1987 例目 

（県7232例目） 
10 代 非公表 青森市 1/20 重症以外 確認中    

1988 例目 

（県7233例目） 
60 代 男性 青森市 1/20 重症以外 確認中    

1989 例目 

（県7234例目） 
20 代 男性 青森市 1/20 重症以外 確認中    

1990 例目 

（県7235例目） 
20 代 男性 青森市 1/20 重症以外 確認中    
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２ クラスターの発生状況 

（１）新規クラスターの状況 

種別 
クラスターの人数 関連を含む人数 

備考 
人数 前日比 人数 前日比 

なし      
 

（２）公表済みクラスターの状況 

種別 公表日 
クラスターの人数 関連を含む人数 

備考 
人数 前日比 備考 人数 前日比 

学校 1/13 11 ＋0 

弘前保健所管内居住者

3名、五所川原保健所

管内居住者 3名、上十

三保健所管内居住者 2 

名含む 

17 ＋1 

弘前保健所管内居住者

3名、五所川原保健所

管内居住者 7名、上十

三保健所管内居住者 2

名含む 

計 11 ＋0  

学校 1/19 35 ＋2  
36 ＋0 

弘前保健所管内居住者

4名含む 計 35 ＋2  

児童福祉施設 1/19 31 ＋20  
43 ＋25  

計 31 ＋20  
 

（３）健康観察が終了したクラスター 

種別 クラスターの人数 関連を含む人数 備考 

なし    

 

 

 

患者や御家族のプライバシー保護については、特段の御配慮をお願いいたします。 

医療機関等での取材は、円滑な医療提供に支障が生じることから御遠慮くださるよ

うお願いいたします。 


