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令和４年８月１６日 

 

  報道機関 各 位 

                                                         青森県病院局 

 

新型コロナウイルス感染症の感染確認について 

 

 青森県立中央病院において、職員１３名（医師２名、看護師６名、医師・看護師以外の医療技術員２

名、医療技術員以外の職員３名）及び委託会社の社員２名の新型コロナウイルス感染症の感染が確認さ

れましたので、下記のとおり概要を報告します。 

 

記 

１ 職員Ａ（医師） 

（１）感染が確認された者 

   年代：２０代 

   性別：男性 

   居住地：青森市 

   感染経路：青森市保健所で調査中 

 

（２）経緯 

 ８月１２日（金） 当院勤務 

 ８月１３日（土）～１４日（日）勤務なし 

 ８月１５日（月） 当院で検査の結果、陽性を確認 

 

（３）現在の状況 

   軽症、自宅療養中 

 

（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

 青森市保健所で調査中 

 

 

２ 職員Ｂ（医師） 

（１）感染が確認された者 

   年代：２０代 

   性別：男性 

   居住地：青森市 

   感染経路：青森市保健所で調査中 

 ※ワクチン３回接種済み（３回目：１月１４日） 

 

（２）経緯 

 ８月１２日（金） 当院勤務 

 ８月１３日（土）～１４日（日）勤務なし 

 ８月１５日（月） 当院で検査の結果、陽性を確認 

  

（３）現在の状況 

   無症状、自宅療養中 

 

（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

   青森市保健所で調査中 

取 扱 注 意 
記事解禁日指定 

新 聞 
ラジオ  ８月１６日 
テレビ  健康福祉部記者レク開始後 
ネット    解禁 
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３ 職員Ｃ（看護師） 

（１）感染が確認された者 

   年代：６０代 

   性別：女性 

   居住地：青森市 

   感染経路：青森市保健所で調査中 

   ※ワクチン３回接種済み（３回目：１月２１日） 

 

（２）経緯 

 ８月 ９日（火）～１０日（水）当院勤務 

 ８月１１日（木） 勤務なし 

 ８月１２日（金） 他医療機関で検査の結果、陽性を確認 

 

（３）現在の状況 

   軽症、自宅療養中 

 

（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

   青森市保健所で調査中 

 

 

４ 職員Ｄ（看護師） 

（１）感染が確認された者 

   年代：６０代 

   性別：女性 

   居住地：青森市 

   感染経路：青森市保健所で調査中 

   ※ワクチン４回接種済み（４回目：６月２４日） 

 

（２）経緯 

 ８月１０日（水）～１２日（金）勤務なし 

 ８月１３日（土） 他医療機関で検査の結果、陽性を確認 

 

（３）現在の状況 

   軽症、自宅療養中 

 

（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

   青森市保健所で調査中 

 

 

５ 職員Ｅ（看護師） 

（１）感染が確認された者 

   年代：４０代 

   性別：女性 

   居住地：青森市 

   感染経路：青森市保健所で調査中 
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（２）経緯 

 ８月１１日（木） 勤務なし 

 ８月１２日（金） 当院勤務 

 ８月１３日（土） 勤務なし 

 ８月１４日（日） 当院で検査の結果、陽性を確認 

 

（３）現在の状況 

   軽症、自宅療養中 

 

（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

   青森市保健所で調査中 

 

 

６ 職員Ｆ（看護師） 

（１）感染が確認された者 

   年代：３０代 

   性別：女性 

   居住地：青森市 

   感染経路：青森市保健所で調査中 

   ※ワクチン３回接種済み（３回目：１２月２８日） 

 

（２）経緯 

 ８月１２日（金）～１４日（日）勤務なし 

 ８月１５日（月） 当院で検査の結果、陽性を確認 

  

（３）現在の状況 

   軽症、自宅療養中 

 

（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

   青森市保健所で調査中 

 

 

７ 職員Ｇ（看護師） 

（１）感染が確認された者 

   年代：４０代 

   性別：女性 

   居住地：青森市 

   感染経路：青森市保健所で調査中 

   ※ワクチン３回接種済み（３回目：１２月１７日） 

 

（２）経緯 

 ８月１２日（金） 当院勤務 

 ８月１３日（土）～１４（日）勤務なし 

 ８月１５日（月） 当院で検査の結果、陽性を確認 

  

（３）現在の状況 

   軽症、自宅療養中 
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（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

   青森市保健所で調査中 

 

 

８ 職員Ｈ（看護師） 

（１）感染が確認された者 

   年代：３０代 

   性別：女性 

   居住地：青森市 

   感染経路：青森市保健所で調査中 

   ※ワクチン３回接種済み（３回目：２月４日） 

 

（２）経緯 

 ８月１２日（金） 当院勤務 

 ８月１３日（土）～１４（日）勤務なし 

 ８月１５日（月） 当院で検査の結果、陽性を確認 

  

（３）現在の状況 

   無症状、自宅療養中 

 

（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

   青森市保健所で調査中 

 

 

９ 職員Ｉ（医師・看護師以外の医療技術員） 

（１）感染が確認された者 

   年代：４０代 

   性別：女性 

   居住地：青森市 

   感染経路：青森市保健所で調査中 

    

（２）経緯 

 ８月１０日（水） 当院勤務 

 ８月１１日（木）～１２（金）勤務なし 

 ８月１３日（土） 当院で検査の結果、陽性を確認 

  

 

（３）現在の状況 

   無症状、自宅療養中 

 

（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

   青森市保健所で調査中 
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１０ 職員Ｊ（医師・看護師以外の医療技術員） 

（１）感染が確認された者 

   年代：２０代 

   性別：女性 

   居住地：東地方保健所管内 

   感染経路：東地方保健所で調査中 

   ※ワクチン３回接種済み（３回目：１月２１日） 

 

（２）経緯 

 ８月１２日（金）～１４（日）当院勤務 

 ８月１５日（月） 当院で検査の結果、陽性を確認 

  

（３）現在の状況 

   軽症、自宅療養中 

 

（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

   東地方保健所で調査中 

 

 

１１ 職員Ｋ（医療技術員以外の職員） 

（１）感染が確認された者 

   年代：２０代 

   性別：男性 

   居住地：青森市 

   感染経路：青森市保健所で調査中 

   ※ワクチン３回接種済み（３回目：２月４日） 

 

（２）経緯 

 ８月 ９日（火）～１１（木）勤務なし 

 ８月１２日（金） 自宅での検査（検査キット）で陽性を確認 

  

（３）現在の状況 

   軽症、自宅療養中 

 

（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

   青森市保健所で調査中 

 

 

１２ 職員Ｌ（医療技術員以外の職員） 

（１）感染が確認された者 

   年代：３０代 

   性別：女性 

   居住地：青森市 

   感染経路：青森市保健所で調査中 

   ※ワクチン３回接種済み（３回目：２月１０日） 

 

（２）経緯 

 ８月 ９日（火）～１１（木）勤務なし 

 ８月１２日（金） 当院で検査の結果、陽性を確認 



6 

 

  

（３）現在の状況 

   軽症、自宅療養中 

 

（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

   青森市保健所で調査中 

 

 

１３ 職員Ｍ（医療技術員以外の職員） 

（１）感染が確認された者 

   年代：４０代 

   性別：女性 

   居住地：青森市 

   感染経路：青森市保健所で調査中 

   ※ワクチン３回接種済み（３回目：２月４日） 

 

（２）経緯 

 ８月１１日（木） 勤務なし 

 ８月１２日（金） 当院勤務 

 ８月１３日（土） 勤務なし 

 ８月１４日（日） 自宅での検査（検査キット）で陽性を確認 

  

（３）現在の状況 

   軽症、自宅療養中 

 

（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

   青森市保健所で調査中 

 

 

１４ 委託会社の社員① 

（１）感染が確認された者 

   年代：５０代 

   性別：男性 

   居住地：青森市 

   感染経路：青森市保健所で調査中 

   ※ワクチン３回接種済み（３回目：１月２１日） 

 

（２）経緯 

 ８月 ９日（火）～１１日（木）当院勤務 

 ８月１２日（金） 他医療機関で検査の結果、陽性を確認 

  

（３）現在の状況 

   軽症、自宅療養中 

 

（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

   青森市保健所で調査中 
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１５ 委託会社の社員② 

（１）感染が確認された者 

   年代：３０代 

   性別：女性 

   居住地：青森市 

   感染経路：青森市保健所で調査中 

 

（２）経緯 

 ８月１１日（木） 勤務なし 

 ８月１２日（金） 当院勤務 

 ８月１３日（土） 勤務なし 

 ８月１４日（日） 他医療機関で検査の結果、陽性を確認 

  

（３）現在の状況 

   軽症、自宅療養中 

 

（４）確認されている濃厚接触者等の状況 

   青森市保健所で調査中 

 

 

１６ 病院の対応 

 ・ 陽性者と接触した可能性のある患者（約９０名）及び職員等（約１６０名）に検査を実施。 

 ・ 当院の職員等で新たに検査が必要な者が判明した場合には速やかに検査を実施。 

 

 

１７ 診療への影響 

 ・ 外来は通常診療を継続します。 

 ・ 現在、一部の診療科で入院を制限しています。 

 

 

報道機関用提供資料 

担 当 課  病院局運営部経営企画室 

担 当 者  室  長  天間 秋佳 

電話番号  直通 ０１７－７２６－８４０１ 

報 道 監  運営部長  田口  晋 

 


