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新型コロナウイルス感染症

感染の状況
令和４年８月２３日

新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部

保健医療調整本部

８月２１日公表分



レベル分類の指標
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【８月２１日（日）公表分】

※病床使用率の【　】は、確保病床以外に入院している患者を除いた病床使用率

82.2% 63.5% 54.0%

【59.1%】 【47.4%】 【47.1%】

自宅療養者数と

療養等調整者数

の合計

15,329 13,063 13,157
　レベル３相当（前週比で上昇傾

向）

（8/21現在） （8/14現在） （8/7現在）

重症病床使用率 12.9% 9.7% 6.5%
　レベル３を下回っている

（レベル３　50%～70%）

（重症） （8/21現在） （8/14現在） （8/7現在）

病床使用率※ 　レベル４相当（70%～）

（全体） （8/21現在） （8/14現在） （8/7現在）

療養者数 15,827 13,493 13,547 　レベル３相当（7,501人～）

（8/21現在） （8/14現在） （8/7現在）

１週間あたりの新規

陽性者に占める70代

以上

14.9% 13.6% 13.0%
　レベル３を下回っている

（レベル３　25%～40%）

（8/14～8/20） （8/7～8/13） （7/31～8/6）

〔人口10万対〕 〔881.7〕 〔778.9〕 〔749.2〕
【前週比】

　レベル３相当（４週連続で前週比

を上回る）（8/14～8/20） （8/7～8/13） （7/31～8/6）

9,123
1.026

【新規陽性者数】

　レベル３相当（5,001人～）陽性者数と前週比

前週比 前週比 前週比

１週間あたりの新規

10,736
1.132

9,484
1.040

今週 １週前 前々週
評価



人口１０万人あたりの１週間の新規陽性者数
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2022/8/20

※判明日ベース

(0.839) (1.180) (1.026)
（前週比）

(1.099) (1.442) (0.755) (1.608)

2022/8/6

2022/8/13 530.3 778.9

579.2 919.0 833.6 657.2 698.0 631.2 749.2

(0.893) (0.919)
（前週比）

(1.641) (1.090) (0.718) (0.840) (1.040)

586.8 641.7

(1.009) (1.204) (1.075) (1.260) (1.231)

950.7 1,001.8 598.8

下北 県全体西北五青森 津軽 八戸 上十三

（前週比）

685.4 881.7

(1.293) (1.132)

959.0 1,206.0 643.7 739.5 790.0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

5/1 5/8 5/15 5/22 5/29 6/5 6/12 6/19 6/26 7/3 7/10 7/17 7/24 7/31 8/7 8/14

新規陽性者数（１週間、１０万人あたり）

青森 津軽 八戸 西北五 上十三 下北 県全体

青森

959.0

津軽

1,206.0 八戸

643.7

西北五

739.5
上十三

790.0

下北
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新規陽性者数の推移

4※判明日ベース



県内と検査センターの新規感染症患者数

5※公表日ベース



１週間あたりの新規陽性者数

6※判明日ベース

県内 10,670 名

県外 66 名

8/14～8/20の新規陽性者数（市町村別）（判明日ベース）

名10,736感染者数

管轄保健所 市町村名 累計感染者数

弘前市 501人～

黒石市 201～500人

平川市 201～500人

西目屋村 1～10人

藤崎町 101～200人

大鰐町 101～200人

田舎館村 51～100人

板柳町 101～200人

弘前保健所

管轄保健所 市町村名 累計感染者数

青森市保健所 青森市 501人～

平内町 51～100人

今別町 11～50人

蓬田村 11～50人

外ヶ浜町 11～50人

東地方保健所

管轄保健所 市町村名 累計感染者数

八戸市保健所 八戸市 501人～

三戸町 51～100人

おいらせ町 101～200人

五戸町 51～100人

田子町 11～50人

南部町 51～100人

階上町 51～100人

新郷村 1～10人

三戸地方保健所

管轄保健所 市町村名 累計感染者数

五所川原市 201～500人

つがる市 201～500人

鰺ヶ沢町 51～100人

深浦町 11～50人

鶴田町 101～200人

中泊町 51～100人

五所川原保健所

管轄保健所 市町村名 累計感染者数

十和田市 201～500人

三沢市 201～500人

野辺地町 101～200人

七戸町 101～200人

六戸町 51～100人

横浜町 51～100人

東北町 101～200人

六ヶ所村 51～100人

上十三保健所

管轄保健所 市町村名 累計感染者数

むつ市 201～500人

大間町 11～50人

東通村 11～50人

風間浦村 1～10人

佐井村 1～10人

むつ保健所

凡例

1 ～ 10人

11 ～ 50人

51 ～ 100人

101 ～ 200人

201 ～ 500人

501人 ～

0人

人数



70代以上の数と割合

7※判明日ベース



10歳未満・10代の数と割合

8※判明日ベース



新規陽性者数の年齢階級別割合の日別推移

9※判明日ベース



病床使用率の推移
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自宅療養者数と療養等調整者数の合計
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陽性者数の合計数を超えて
おり、保健所業務の遅延に
よる影響と考えられる（＝
真の数ではない）。



療養状況
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８月２１日

 ※病床使用率 床）

 ※確保病床以外に入院している患者を除いた病床使用率 床）

 ※上記死亡者のほかに疑似症患者の死亡者1（前日比+0）

59.1% （ 272 ／ 460

入院等

調整者数

療養

完了者数
死亡者 計

重症 4 4

人数 入院者数
宿泊

療養者数

自宅

療養者数

前日比 +1+1

58

前日比 -6 -6

中等症

175 119,1004,553

58

120 10,776

前日比 +0 +2140 +3 +1761

その他 316 103,160

119,162

+2 +1164

4553

-1548

-1548 +1164 +3 +1756

合計 378 120 10,776 103,160 175

15,329 名

（

 ※自宅療養者数と入院等調整者数の合計　

82.2% 378 ／ 460

前日比 -3 +0 +2140

真に入院が必要な方に対して、入院調整が
行われ、必要な入院体制は維持できている。
保健所業務の遅延による影響と考えられる
（＝真の数ではない）。



まとめ（感染状況の評価）
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１．新規陽性者数は､直近7日間（８/１４～８/２０）合計１０，７３６人（対前週比
１．１３２）で、高止まりで推移している。県内では、青森及び津軽保健医療圏で新規陽
性者数が多いが、それ以外の圏域でも感染者数が増加し、まん延状態となっている。

新規陽性者数の増加に伴い、診療・検査医療機関の受診がしづらい状況が発生している。
→青森県臨時Ｗｅｂキット検査センターを利用してください（お願い１）。
→自宅療養されている方の受診は真に必要な場合に限ってください（お願い３）。

２．新規陽性者のうち､70代以上の方の割合は、現状は１４．９％となっており、引き続き注
視が必要。

３．病床使用率については、８２．２％（確保病床以外に入院している患者を除いた病床使
用率５９．１パーセント）、重症者数及び病床使用率は、４人１２．９％となっている。
医療機関毎、圏域毎の病床使用状況は一部高まりがあるが、県内全体では入院が必要な状
態の新規陽性者・重症患者が発生した際には、入院できる体制を維持できている。
→救急要請は真に必要な場合に限ってください（お願い４）。

４．自宅療養者数と療養等調整者数の合計数については、増加しており、県内の保健所では
業務の遅延等が発生している。
→保健所からの連絡を待ってください（お願い２）。
→事業所等は陰性証明を求めないでください（お願い５）。



県民の皆様へのお願い①
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１ 青森県臨時Ｗｅｂキット検査センターを利用してください。
重症化リスクの低い有症状者の方を対象に「青森県臨時Ｗｅｂキット検査セン

ター」を稼働しています。
センターを利用することで、医療機関等で直接検査を行うことなく、Ｗｅｂ上

での入力と自宅での検査により、医師の診断結果をメールで受け取ることができま
す。是非、ご活用ください。

２ 保健所からの連絡を待ってください。
現在、県内では多くの新規感染症患者が発生していることや保健所への問合せ

が多いことなどから、保健所からの感染症患者への連絡に２～３日程度を要してい
る場合があります。保健所への不要な連絡は控え、保健所からの連絡をお待ちいた
だくようお願いします。

３ 自宅療養されている方の受診は真に必要な場合に限ってください。
自宅療養されている方におかれては、発熱などの症状があっても、症状が軽く、

意識がしっかりしていて、飲食ができる場合は、緊急の受診の必要は乏しいとされ
ています。解熱剤等の市販の薬を服用して安静に療養していただきますようお願い
します。



県民の皆様へのお願い②
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４ 救急要請は真に必要な場合に限ってください。
症状が軽い方の外来受診で救急車を要請することは控えてください。救急車で

来院した場合でも、症状等に応じて、入院ではなく、御帰宅いただき、自宅療養と
なることがありますが、真に必要な方が入院できるようにするためですので、何と
ぞ御理解下さい。また、医療機関から帰宅する手段等は、医療機関ではなく、御自
身で手配するようお願いします。

なお、顔半分が麻痺する、片方の手足に力が入らない、呂律が回らない、20分
以上持続する胸痛や胸の圧迫感があるといった症状は、脳卒中や心筋梗塞の疑いが
あります。迷わず、すぐに救急車を呼んでください（119番してください）。

５ 事業所等は陰性証明を求めないでください。
事業所等で従業員等に対して陰性証明等を求めることがないよう御協力をお願

いいたします。
やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、医療機関等が発行する書

類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自らMy HER
－SYS（マイハーシス）で取得した療養証明書等により、確認を行うようお願いい
たします。


