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令和 ４年 ２月 ７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３２７９例目～市３３７５例目） 

 
  

１ 感染症患者の発生状況について（９７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 

3279 例目 

（県 12612 例目） 
70 代 男性 青森市 2/4 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3280 例目 

（県 12613 例目） 
20 代 女性 青森市 2/4 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3281 例目 

（県 12614 例目） 

80 代

以上 
男性 青森市 2/4 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3282 例目 

（県 12615 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/4 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3283 例目 

（県 12616 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/4 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3284 例目 

（県 12617 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/4 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3285 例目 

（県 12618 例目） 
70 代 女性 青森市 2/4 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3286 例目 

（県 12619 例目） 
70 代 女性 青森市 2/4 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3287 例目 

（県 12620 例目） 
20 代 女性 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 保育施設①  

3288 例目 

（県 12621 例目） 
50 代 女性 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 保育施設①  

3289 例目 

（県 12622 例目） 
40 代 女性 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 保育施設①  

3290 例目 

（県 12623 例目） 
20 代 女性 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 保育施設①  

3291 例目 

（県 12624 例目） 
50 代 女性 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 保育施設①  

3292 例目 

（県 12625 例目） 
40 代 女性 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 保育施設①  

3293 例目 

（県 12626 例目） 
20 代 女性 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 保育施設①  



 2 / 7 

 

3294 例目 

（県 12627 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 保育施設②  

3295 例目 

（県 12628 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 保育施設②  

3296 例目 

（県 12629 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 保育施設②  

3297 例目 

（県 12630 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 保育施設②  

3298 例目 

（県 12631 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 保育施設②  

3299 例目 

（県 12632 例目） 
30 代 男性 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3300 例目 

（県 12633 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3301 例目 

（県 12634 例目） 
30 代 女性 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3302 例目 

（県 12635 例目） 
40 代 女性 青森市 2/5 重症以外 市内陽性者    

3303 例目 

（県 12636 例目） 
30 代 男性 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3304 例目 

（県 12637 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 学校①  

3305 例目 

（県 12638 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 学校①  

3306 例目 

（県 12639 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 学校①  

3307 例目 

（県 12640 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 学校①  

3308 例目 

（県 12641 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/6 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3309 例目 

（県 12642 例目） 
20 代 女性 青森市 2/6 重症以外 確認中    

3310 例目 

（県 12643 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/6 重症以外 確認中    

3311 例目 

（県 12644 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/6 重症以外 市内陽性者    

3312 例目 

（県 12645 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/6 重症以外 市内陽性者    

3313 例目 

（県 12646 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/6 重症以外 市内陽性者    
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3314 例目 

（県 12647 例目） 
30 代 男性 青森市 2/6 重症以外 確認中    

3315 例目 

（県 12648 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/6 重症以外 確認中    

3316 例目 

（県 12649 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/6 重症以外 確認中    

3317 例目 

（県 12650 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/6 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3318 例目 

（県 12651 例目） 
20 代 男性 青森市 2/6 重症以外 確認中    

3319 例目 

（県 12652 例目） 
60 代 男性 青森市 2/6 重症以外 確認中    

3320 例目 

（県 12653 例目） 
70 代 女性 青森市 2/6 重症以外 確認中    

3321 例目 

（県 12654 例目） 
70 代 男性 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3322 例目 

（県 12655 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/4 重症以外 確認中    

3323 例目 

（県 12656 例目） 
40 代 女性 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3324 例目 

（県 12657 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 市内陽性者    

3325 例目 

（県 12658 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3326 例目 

（県 12659 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 市内陽性者    

3327 例目 

（県 12660 例目） 
30 代 女性 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3328 例目 

（県 12661 例目） 
40 代 男性 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3329 例目 

（県 12662 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/4 重症以外 確認中    

3330 例目 

（県 12663 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3331 例目 

（県 12664 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 学校①  

3332 例目 

（県 12665 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 学校①  

3333 例目 

（県 12666 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 市内陽性者    
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3334 例目 

（県 12667 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 市内陽性者    

3335 例目 

（県 12668 例目） 
40 代 女性 青森市 2/5 重症以外 市内陽性者    

3336 例目 

（県 12669 例目） 
40 代 男性 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3337 例目 

（県 12670 例目） 
60 代 女性 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3338 例目 

（県 12671 例目） 
70 代 男性 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3339 例目 

（県 12672 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3340 例目 

（県 12673 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3341 例目 

（県 12674 例目） 
30 代 女性 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3342 例目 

（県 12675 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 市内陽性者    

3343 例目 

（県 12676 例目） 
30 代 女性 青森市 2/5 重症以外 市内陽性者    

3344 例目 

（県 12677 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3345 例目 

（県 12678 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3346 例目 

（県 12679 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 学校①  

3347 例目 

（県 12680 例目） 
60 代 男性 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3348 例目 

（県 12681 例目） 
30 代 女性 青森市 2/5 重症以外 市内陽性者    

3349 例目 

（県 12682 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 学校①  

3350 例目 

（県 12683 例目） 
50 代 女性 青森市 2/5 重症以外 市内陽性者    

3351 例目 

（県 12684 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3352 例目 

（県 12685 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3353 例目 

（県 12686 例目） 
30 代 男性 青森市 2/5 重症以外 市内陽性者    
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3354 例目 

（県 12687 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3355 例目 

（県 12688 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3356 例目 

（県 12689 例目） 

80 代

以上 
男性 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3357 例目 

（県 12690 例目） 
20 代 女性 青森市 2/5 重症以外 クラスター 2/7 保育施設②  

3358 例目 

（県 12691 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3359 例目 

（県 12692 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3360 例目 

（県 12693 例目） 
60 代 女性 青森市 2/5 重症以外 市内陽性者    

3361 例目 

（県 12694 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3362 例目 

（県 12695 例目） 
70 代 男性 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 教育施設  

3363 例目 

（県 12696 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3364 例目 

（県 12697 例目） 
60 代 女性 青森市 2/5 重症以外 市内陽性者    

3365 例目 

（県 12698 例目） 
30 代 男性 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3366 例目 

（県 12699 例目） 
30 代 女性 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3367 例目 

（県 12700 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3368 例目 

（県 12701 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3369 例目 

（県 12702 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3370 例目 

（県 12703 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    

3371 例目 

（県 12704 例目） 
40 代 男性 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 学校④  

3372 例目 

（県 12705 例目） 
40 代 女性 青森市 2/5 重症以外 クラスター関連 2/1 学校④  

3373 例目 

（県 12706 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/5 重症以外 確認中    
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3374 例目 

（県 12707 例目） 
70 代 女性 青森市 2/3 重症以外 クラスター関連 2/1 学校①  

3375 例目 

（県 12708 例目） 
30 代 女性 青森市 2/4 重症以外 クラスター関連 2/3 保育施設  

 

 

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 

医療機関 10 ＋8 10 ＋8  

保育施設① 10 ＋7 10 ＋7  

保育施設② 6 ＋6 6 ＋6  

学校① 15 ＋6 16 ＋6  

学校② 7 ＋0 7 ＋0 

上十三保健所管内居住

者 1名、東地方保健所

管内居住者 1名含む 

職場 8 ＋0 9 ＋0  
 

 

（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 

児童福祉施設 1/19 33 ＋0  
85 ＋0  

計 33 ＋0  

学校 1/21 6 ＋0  
9 ＋0  

計 6 ＋0  

施設 1/25 17 ＋0  
22 ＋0 

五所川原保健所管内居

住者 2名含む 計 17 ＋0  

飲食店 1/26 5 ＋0  
14 ＋0  

計 5 ＋0  

学校 1/26 6 ＋0  
15 ＋0  

計 6 ＋0  

学校 1/28 13 ＋0  
13 ＋0  

計 13 ＋0  

保育施設 1/28 29 ＋0  
40 ＋0  

計 29 ＋0  
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施設 1/31 11 ＋0  
11 ＋0  

計 11 ＋0  

学校① 2/1 16 ＋0  
44 ＋3  

計 16 ＋0  

学校② 2/1 16 ＋0  
50 ＋1  

計 16 ＋0  

学校③ 2/1 12 ＋0  
85 ＋11  

計 12 ＋0  

学校④ 2/1 17 ＋0  
46 ＋2  

計 17 ＋0  

学校⑤ 2/1 9 ＋0  
26 ＋0  

計 9 ＋0  

教育施設 2/1 7 ＋0  
14 ＋1  

計 7 ＋0  

学校 2/2 39 ＋0  
44 ＋0  

計 39 ＋0  

保育施設 2/3 9 ＋0  
18 ＋1  

計 9 ＋0  

施設 2/4 17 ＋0  
17 ＋0  

計 17 ＋0  
 

（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。 


