
令和 ３年 ８月１１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（１１４８例目～１１７３例目） 
 

１ 感染症患者の発生状況について（２６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 

1148 例目 

（県2917例目） 
40 代 女性 青森市 8/10 重症以外 確認中    

1149 例目 

（県2918例目） 
30 代 男性 青森市 8/10 重症以外 確認中    

1150 例目 

（県2919例目） 
30 代 男性 

東地方保健

所管内※ 
8/10 重症以外 クラスター 8/11 施設  

1151 例目 

（県2920例目） 
60 代 女性 青森市 8/10 重症以外 クラスター 8/11 理美容  

1152 例目 

（県2921例目） 
10 代 非公表 青森市 8/10 重症以外 クラスター 8/11 施設  

1153 例目 

（県2922例目） 
10 代 非公表 青森市 8/10 重症以外 クラスター関連 8/8 学校等 八戸市保健所管内 

1154 例目 

（県2923例目） 
10 代 非公表 青森市 8/10 重症以外 クラスター関連 8/8 学校等 八戸市保健所管内 

1155 例目 

（県2924例目） 
40 代 男性 青森市 8/10 重症以外 クラスター関連 8/11 理美容  

1156 例目 

（県2925例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 8/10 重症以外 クラスター関連 8/11 理美容  

1157 例目 

（県2926例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 8/10 重症以外 市内陽性者    

1158 例目 

（県2927例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 8/10 重症以外 市内陽性者    

1159 例目 

（県2928例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 8/10 重症以外 市内陽性者    

1160 例目 

（県2929例目） 
30 代 女性 青森市 8/10 重症以外 市内陽性者    

1161 例目 

（県2930例目） 
30 代 女性 青森市 8/10 重症以外 確認中    



1162 例目 

（県2931例目） 
30 代 男性 青森市 8/10 重症以外 市内陽性者    

1163 例目 

（県2932例目） 
50 代 女性 青森市 8/10 重症以外 市内陽性者    

1164 例目 

（県2963例目） 
20 代 男性 青森市 8/11 重症以外 確認中    

1165 例目 

（県2964例目） 
10 代 非公表 青森市 8/11 重症以外 確認中    

1166 例目 

（県2965例目） 
10 代 非公表 青森市 8/11 重症以外 確認中    

1167 例目 

（県2968例目） 
50 代 男性 青森市 8/11 重症以外 確認中    

1168 例目 

（県2979例目） 
40 代 女性 青森市 8/11 重症以外 クラスター 8/11 理美容  

1169 例目 

（県2980例目） 
20 代 男性 青森市 8/11 重症以外 市内陽性者    

1170 例目 

（県2981例目） 
20 代 男性 青森市 8/11 重症以外 クラスター 8/11 理美容  

1171 例目 

（県2982例目） 
40 代 女性 青森市 8/11 重症以外 市内陽性者    

1172 例目 

（県2983例目） 
20 代 男性 青森市 8/11 重症以外 市内陽性者    

1173 例目 

（県2984例目） 
30 代 女性 青森市 8/11 重症以外 市内陽性者    

 

※検査は青森市保健所で実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

施設 5 +2 5 +2  

理美容 6 +3 9 +5  
 

（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 

医療機関 7/20 15 ＋0  
17 ＋0  

計 15 ＋0  

理美容 7/31 5 ＋0  
11 ＋0  

計 5 ＋0  

飲食店 8/6 5 ＋0  
5 ＋0  

計 5 ＋0  

①職場 8/7 5 ＋0 ②③1名重複 

13 ＋0 

三戸地方保健所管内 

②飲食店 8/9 7 ＋0 
①1 名重複 

③4名重複 

 
③会食等 8/9 5 ＋0 

①1 名重複 

②4名重複 

計 12 ＋0 重複除く 
 

（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。 


