
令和 ４年 １月１５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１８０５例目～市１８２７例目） 

 
  

１ 感染症患者の発生状況について（２３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 

1805 例目 

（県 6311例目） 
20 代 男性 青森市 1/14 重症以外 市外陽性者    

1806 例目 

（県6312例目） 
30 代 男性 青森市 1/14 重症以外 市外陽性者    

1807 例目 

（県6313例目） 
60 代 男性 青森市 1/14 重症以外 市内陽性者    

1808 例目 

（県6314例目） 
20 代 女性 青森市 1/14 重症以外 市外陽性者    

1809 例目 

（県6315例目） 
20 代 男性 青森市 1/14 重症以外 市内陽性者    

1810 例目 

（県6316例目） 
20 代 女性 青森市 1/14 重症以外 市外陽性者    

1811 例目 

（県6317例目） 
70 代 男性 青森市 1/14 重症以外 市内陽性者    

1812 例目 

（県6318例目） 
20 代 女性 青森市 1/14 重症以外 市内陽性者    

1813 例目 

（県6319例目） 
20 代 男性 青森市 1/14 重症以外 県外陽性者    

1814 例目 

（県6320例目） 
20 代 女性 青森市 1/14 重症以外 確認中    

1815 例目 

（県6321例目） 
50 代 女性 青森市 1/14 重症以外 市内陽性者    

1816 例目 

（県6322例目） 
20 代 女性 青森市 1/14 重症以外 市内陽性者    

1817 例目 

（県6323例目） 
20 代 女性 青森市 1/14 重症以外 確認中    

1818 例目 

（県6324例目） 
30 代 男性 青森市 1/14 重症以外 市外陽性者    



1819 例目 

（県6325例目） 
50 代 女性 青森市 1/14 重症以外 確認中    

1820 例目 

（県6326例目） 
20 代 男性 青森市 1/14 重症以外 確認中    

1821 例目 

（県6327例目） 
50 代 女性 青森市 1/14 重症以外 確認中    

1822 例目 

（県6328例目） 
10 代 非公表 青森市 1/14 重症以外 確認中    

1823 例目 

（県6329例目） 
10 代 非公表 青森市 1/14 重症以外 市内陽性者    

1824 例目 

（県6330例目） 

10 歳

未 満
非公表 青森市 1/14 重症以外 市内陽性者    

1825 例目 

（県6331例目） 
10 代 非公表 青森市 1/14 重症以外 クラスター 1/14 学校 

五所川原保健所

管内 

1826 例目 

（県6395例目） 
20 代 男性 青森市 1/14 重症以外 確認中    

1827 例目 

（県6396例目） 
20 代 女性 青森市 1/15 重症以外 市外陽性者    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

16 +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 7名、上十

三保健所管内居住者 2

名含む 
 

（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。 


