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令和 ４年 １月２２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２０２５例目～市２０６１例目） 

 
  

１ 感染症患者の発生状況について（３７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 

2025 例目 

（県7575例目） 
40 代 女性 青森市 1/20 重症以外 クラスター 1/20 職場 

東地方保健所管

内 

2026 例目 

（県7576例目） 
50 代 男性 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    

2027 例目 

（県7577例目） 
10 代 非公表 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    

2028 例目 

（県7578例目） 
10 代 非公表 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    

2029 例目 

（県7579例目） 
20 代 男性 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    

2030 例目 

（県7580例目） 
20 代 男性 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    

2031 例目 

（県7581例目） 
10 代 非公表 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    

2032 例目 

（県7582例目） 
10 代 非公表 青森市 1/21 重症以外 確認中    

2033 例目 

（県7583例目） 
20 代 女性 青森市 1/21 重症以外 確認中    

2034 例目 

（県7584例目） 
20 代 男性 青森市 1/21 重症以外 確認中    

2035 例目 

（県7585例目） 
50 代 女性 青森市 1/21 重症以外 確認中    

2036 例目 

（県7586例目） 
20 代 女性 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    

2037 例目 

（県7587例目） 
10 代 非公表 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    

2038 例目 

（県7588例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    
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2039 例目 

（県7589例目） 
30 代 男性 青森市 1/21 重症以外 市外陽性者    

2040 例目 

（県7590例目） 
10 代 非公表 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    

2041 例目 

（県7591例目） 
10 代 非公表 青森市 1/21 重症以外 確認中    

2042 例目 

（県7592例目） 
10 代 非公表 青森市 1/21 重症以外 確認中    

2043 例目 

（県7593例目） 
10 代 非公表 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    

2044 例目 

（県7594例目） 
10 代 非公表 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    

2045 例目 

（県7595例目） 
60 代 女性 青森市 1/21 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

2046 例目 

（県7596例目） 
30 代 女性 青森市 1/21 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

2047 例目 

（県7597例目） 
60 代 女性 青森市 1/21 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

2048 例目 

（県7598例目） 
30 代 男性 青森市 1/21 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

2049 例目 

（県7599例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/21 重症以外 クラスター関連 1/19 児童福祉施設  

2050 例目 

（県7600例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 1/21 重症以外 クラスター 1/19 児童福祉施設  

2051 例目 

（県7601例目） 
30 代 男性 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    

2052 例目 

（県7602例目） 
10 代 非公表 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    

2053 例目 

（県7603例目） 
20 代 男性 青森市 1/21 重症以外 確認中    

2054 例目 

（県7604例目） 
60 代 女性 青森市 1/21 重症以外 市内陽性者    

2055 例目 

（県7605例目） 
50 代 女性 青森市 1/21 重症以外 確認中    

2056 例目 

（県7606例目） 
50 代 男性 青森市 1/21 重症以外 確認中    

2057 例目 

（県7685例目） 
20 代 女性 青森市 1/22 重症以外 確認中    
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2058 例目 

（県7686例目） 
70 代 男性 青森市 1/22 重症以外 確認中    

2059 例目 

（県7687例目） 
30 代 女性 青森市 1/22 重症以外 確認中    

2060 例目 

（県7688例目） 
40 代 女性 青森市 1/22 重症以外 市内陽性者    

2061 例目 

（県7689例目） 
10 代 非公表 青森市 1/22 重症以外 確認中    
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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 

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 ＋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 

計 11 ＋0  

学校 1/19 35 ＋0 
弘前保健所管内居住者

4名含む 38 ＋0 

弘前保健所管内居住者

5名含む 

計 35 ＋0  

児童福祉施設 1/19 32 ＋1  
51 ＋6  

計 32 ＋1  

学校 1/21 6 ＋0  
6 ＋0  

計 6 ＋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。 


