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令和 ４年 １月１９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１８４８例目～市１９２８例目） 

 
  

１ 感染症患者の発生状況について（８１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 

1848 例目 

（県6825例目） 
20 代 男性 青森市 1/17 重症以外 確認中    

1849 例目 

（県6839例目） 
20 代 男性 青森市 1/17 重症以外 確認中    

1850 例目 

（県6840例目） 
40 代 男性 青森市 1/18 重症以外 確認中    

1851 例目 

（県6841例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    

1852 例目 

（県6842例目） 
40 代 女性 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    

1853 例目 

（県6843例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    

1854 例目 

（県6844例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1855 例目 

（県6845例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1856 例目 

（県6846例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1857 例目 

（県6847例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1858 例目 

（県6848例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1859 例目 

（県6849例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1860 例目 

（県6850例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1861 例目 

（県6851例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  
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1862 例目 

（県6852例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1863 例目 

（県6853例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1864 例目 

（県6854例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1865 例目 

（県6855例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1866 例目 

（県6856例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1867 例目 

（県6857例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1868 例目 

（県6858例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1869 例目 

（県6859例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1870 例目 

（県6860例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1871 例目 

（県6861例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1872 例目 

（県6862例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1873 例目 

（県6863例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1874 例目 

（県6864例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1875 例目 

（県6865例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1876 例目 

（県6866例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1877 例目 

（県6867例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1878 例目 

（県6868例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1879 例目 

（県6869例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1880 例目 

（県6870例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  
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1881 例目 

（県6871例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1882 例目 

（県6872例目） 
20 代 男性 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 学校  

1883 例目 

（県6873例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/17 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1884 例目 

（県6874例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1885 例目 

（県6875例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1886 例目 

（県6876例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1887 例目 

（県6877例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1888 例目 

（県6878例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1889 例目 

（県6879例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1890 例目 

（県6880例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/17 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

1891 例目 

（県6881例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

1892 例目 

（県6882例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

1893 例目 

（県6883例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

1894 例目 

（県6884例目） 
30 代 女性 青森市 1/18 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

1895 例目 

（県6885例目） 
40 代 女性 青森市 1/18 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

1896 例目 

（県6886例目） 
40 代 女性 青森市 1/18 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

1897 例目 

（県6887例目） 
20 代 男性 青森市 1/18 重症以外 確認中    

1898 例目 

（県6888例目） 
20 代 男性 青森市 1/18 重症以外 確認中    

1899 例目 

（県6889例目） 
60 代 男性 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    
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1900 例目 

（県6890例目） 
20 代 男性 青森市 1/18 重症以外 確認中    

1901 例目 

（県6891例目） 
20 代 男性 青森市 1/18 重症以外 確認中    

1902 例目 

（県6892例目） 
50 代 女性 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    

1903 例目 

（県6893例目） 
60 代 男性 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    

1904 例目 

（県6894例目） 
20 代 女性 青森市 1/18 重症以外 市外陽性者    

1905 例目 

（県6895例目） 
20 代 女性 青森市 1/18 重症以外 市外陽性者    

1906 例目 

（県6896例目） 
20 代 女性 青森市 1/18 重症以外 確認中    

1907 例目 

（県6897例目） 
70 代 男性 青森市 1/18 重症以外 確認中    

1908 例目 

（県6898例目） 
70 代 女性 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    

1909 例目 

（県6899例目） 
50 代 男性 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    

1910 例目 

（県6900例目） 
50 代 女性 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    

1911 例目 

（県6901例目） 
30 代 女性 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    

1912 例目 

（県6902例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    

1913 例目 

（県6903例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/18 重症以外 確認中    

1914 例目 

（県6904例目） 
30 代 女性 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    

1915 例目 

（県6905例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    

1916 例目 

（県6906例目） 
40 代 女性 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    

1917 例目 

（県6907例目） 
20 代 男性 青森市 1/18 重症以外 確認中    

1918 例目 

（県6908例目） 
20 代 女性 青森市 1/18 重症以外 市内陽性者    
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1919 例目 

（県6909例目） 
10 代 非公表 青森市 1/18 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

1920 例目 

（県6910例目） 
20 代 女性 青森市 1/18 重症以外 確認中    

1921 例目 

（県 6911例目） 
20 代 男性 青森市 1/18 重症以外 確認中    

1922 例目 

（県6912例目） 
30 代 男性 青森市 1/18 重症以外 確認中    

1923 例目 

（県7003例目） 
20 代 男性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1924 例目 

（県7004例目） 
20 代 女性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1925 例目 

（県7005例目） 
50 代 男性 青森市 1/19 重症以外 クラスター関連 1/19 学校  

1926 例目 

（県7006例目） 
40 代 男性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1927 例目 

（県7007例目） 
30 代 男性 青森市 1/19 重症以外 確認中    

1928 例目 

（県7008例目） 
10 代 非公表 青森市 1/19 重症以外 市内陽性者    

 

 

２ 県外保健所発生届分の状況について（１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 

県外保健所 

発生届 
10 代 非公表 青森市 1/17 重症以外 市外陽性者    
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３ 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 

学校 33 ＋29 36 ＋30 
弘前保健所管内居住者

4名含む 

児童福祉施設 11 ＋8 18 ＋15  
 

（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。 


