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タイトル 新型コロナウイルス感染症患者等の発生について

担　　当 健康福祉部 医療局疾病対策課

連 絡 先 感染症対策班

TEL 054-221-2986

※本情報提供は、感染症予防・感染拡大防止の啓発目的に行うものです。
※報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、
　プライバシー保護等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、
　格段の御配慮をお願いします。
※県民の皆様におかれましては、患者・御家族の人権尊重・個人情報保護に
　御理解と御配慮をお願いします。

１　本日の新規感染症患者等について（県内公表３３８３から３４１０例目）の概要
○年代

計 未成年者 20歳代 30歳代 60歳代 高齢でない成人 高齢者
28 ２ ５ ３ １ 13 ４

○性別
計 男性 女性 公表望まず
28 ７ ６ 15

○居住地
計 浜松市 沼津市 三島市 富士市 裾野市 伊豆の国市 藤枝市 焼津市
28 １ ６ ４ １ １ １ １ １

掛川市 袋井市 函南町 長泉町 東伊豆町
６ １ １ １ ３

○感染者集団（クラスター）：
　富士市内の医療機関（富士市立中央病院、12月19日公表)
 　新たに１名の陽性者が判明し、クラスター計148名となりました。
　　　
２　県内感染症指定医療機関等の入院状況（1月12日正午現在）　

施設等
感染症
指定

医療機関

一般
病院

計
うち
重症者

宿泊施設 確保病床
確保宿泊
療養施設

施設数 ８施設 21施設 29施設 ７施設 ４施設 37施設 ４施設
人数等 82人 95人 177人 ８人 121人 399床 592人

○退院者数（自宅療養者、死亡退院（53人）含む）：2,576人
○自宅待機者数(入院調整中)及び自宅療養者数 ：508人

３　地域別及び重症者の病床占有率（1月１２日正午現在）　
区分 入院者数 確保病床数 病床占有率

県東部地域  80 110 72.7％
県中部地域  52 134 38.8％
県西部地域   45  155  29.0％
県全体 177 399 44.4％
 重症者   8   26  30.8％



４　感染症患者等の概要
※濃厚接触者に対しては、最終接触後14日間の自宅待機要請と健康観察を行いま
す。

県公表番号 3383例目 3384例目 3385例目 3386例目
年　　　代 20歳代 高齢でない成人 高齢者 30歳代
性　　　別 女性 公表望まず 公表望まず 男性
居　住　地 富士市 函南町 沼津市 長泉町
発　症　日 発症なし 1月8日 発症なし 1月9日

発症時症状 なし 発熱、咳 なし 味覚障害、
関節痛

陽性確認日 1月11日 1月10日 1月11日 1月11日
現在の症状 なし 咳、味覚障害 なし 味覚障害
濃厚接触者 調査中 同居家族 同居家族 同居家族、知人

推定感染
経路

富士市立中央
病院で陽性者

との接触

県内陽性者
との濃厚接触

県内陽性者
との濃厚接触

県内陽性者
との濃厚接触

県公表番号 3387例目 3388例目 3389例目 3390例目
年　　　代 高齢者 未成年者 未成年者 高齢でない成人
性　　　別 女性 公表望まず 公表望まず 女性
居　住　地 沼津市 沼津市 沼津市 沼津市
発　症　日 1月11日 発症なし 発症なし 発症なし
発症時症状 発熱 なし なし なし
陽性確認日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日
現在の症状 発熱 なし なし なし

濃厚接触者 同居家族 同居家族 保健所
が特定した者

同居家族

推定感染
経路

県内陽性者
との濃厚接触

県内陽性者
との濃厚接触

県内陽性者
との濃厚接触

県内陽性者
との濃厚接触

県公表番号 3391例目 3392例目 3393例目 3394例目
年　　　代 高齢でない成人 高齢でない成人 高齢でない成人 高齢でない成人
性　　　別 公表望まず 公表望まず 女性 公表望まず
居　住　地 三島市 裾野市 三島市 三島市
発　症　日 1月8日 1月2日 1月6日 1月10日

発症時症状 発熱、咽頭痛 発熱、関節痛、
筋肉痛

味覚嗅覚障害、倦
怠感、鼻汁 発熱、咳、

陽性確認日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日

現在の症状 咽頭痛 咳 味覚嗅覚障害、倦
怠感 発熱

濃厚接触者 同居家族 なし 親族 なし
推定感染
経路

不明 不明
県内陽性者

との濃厚接触 不明

県公表番号 3395例目 3396例目 3397例目 3398例目
年　　　代 30歳代 60歳代 20歳代 高齢でない成人
性　　　別 公表望まず 男性 男性 女性
居　住　地 三島市 沼津市 伊豆の国市 藤枝市
発　症　日 1月6日 1月10日 1月10日 1月8日
発症時症状 頭痛 発熱、咽頭痛 咽頭痛 咽頭痛
陽性確認日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日

現在の症状 悪寒、倦怠感、
下痢、味覚障害 発熱 発熱、咽頭痛 咽頭痛

濃厚接触者 保健所が
特定した者

同居家族 同居家族、会社同
僚、知人 なし

推定感染
経路

不明 不明 不明 県内陽性者
との濃厚接触



県公表番号 3399例目 3400例目 3401例目 3402例目
年　　　代 高齢者 高齢者 高齢でない成人 高齢でない成人
性　　　別 公表望まず 公表望まず 公表望まず 公表望まず
居　住　地 焼津市 掛川市 掛川市 掛川市
発　症　日 1月6日 1月5日 発症なし 1月6日
発症時症状 咳 嘔吐、頭痛 なし 発熱
陽性確認日 1月11日 1月9日 1月9日 1月9日
現在の症状 咽頭痛 嘔吐 なし なし

濃厚接触者 保健所が
特定した者

同居家族 同居家族 なし

推定感染
経路

調査中 県外陽性者
との濃厚接触

県外陽性者
との濃厚接触

県外陽性者
との濃厚接触

県公表番号 3403例目 3404例目 3405例目 3406例目
年　　　代 20歳代 高齢でない成人 高齢でない成人 高齢でない成人
性　　　別 女性 公表望まず 公表望まず 男性
居　住　地 掛川市 掛川市 浜松市 掛川市
発　症　日 1月5日 発症なし 1月4日 1月8日

発症時症状 発熱、頭痛、喉
の違和感 なし 発熱、咳、頭痛 咽頭痛

陽性確認日 1月9日 1月11日 1月9日 1月9日
現在の症状 頭痛 なし なし なし
濃厚接触者 同居家族、友人 同居家族 友人 同居家族
推定感染
経路

県外陽性者
との濃厚接触

県外陽性者
との濃厚接触

県外陽性者
との濃厚接触

調査中

県公表番号 3407例目 3408例目 3409例目 3410例目
年　　　代 20歳代 20歳代 30歳代 高齢でない成人
性　　　別 男性 男性 男性 公表望まず
居　住　地 袋井市 東伊豆町 東伊豆町 東伊豆町
発　症　日 1月8日 発症なし 発症なし 発症なし
発症時症状 発熱、頭痛 なし なし なし
陽性確認日 1月10日 １月11日 １月11日 １月11日
現在の症状 味覚障害 なし なし なし
濃厚接触者 同居家族、同僚 同居家族 同居家族 同居家族
推定感染
経路

調査中 県内陽性者
との接触

県内陽性者
との接触

県内陽性者
との接触


