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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 感染症対策局新型コロナ対策企画課

連 絡 先 企画調整班

TEL 054-221-2459

※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　本日の新規感染者数（政令市発表分を含む）

※患者詳細公表後に県番号を付番していること、発生届の取り下げがあること等の理由から、感染者数の累計
と県公表番号の値は一致しません。

２　本日の新規感染症患者等について（県内公表157816から158111例目）の概要



○感染者集団（クラスター）
・本日新たに認定したクラスター（１件）

３　コロナ患者受入病院の地域別及び重症者の病床占有率（５月16日正午現在）

※県全体、重症者欄のかっこ内は、施設数。
※コロナ患者受入病院以外の入院者数は０名です。

４　県内宿泊療養施設の入居状況（５月16日正午現在）

区分 施設数 総客室数
療養者用

客室数（Ａ）
入居者数 
（Ｂ）

占有率
Ｂ/Ａ

室数等 ９施設 1,252室 1,057室 305人 28.9％

５　自宅療養者数、自宅待機者数（５月15日17時時点）
区分 人数（人）

自宅療養者数 7,720
自宅待機者数 6

※自宅待機者数は、療養先が未定の者、療養先は決まっているものの入院又は宿泊療養施
設入居を待っている者の合計。

６　療養終了者数（前日時点の推計値）
　前日までの累計感染者数から、入院者数（前日正午時点）、宿泊療養施設入居者数（前
日正午時点）、自宅療養者数（前日17時時点）、自宅待機者数（前日17時時点）、死亡者数
（前日時点）を除いた人数を療養終了者数とします。

療養終了者数
（５月15日時点）

149,584人



７　新型コロナウイルスワクチンの接種実績（５月15日時点）

８　感染症患者等の概要
感染症患者等の概要については、以下の県ＨＰに掲載します。
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-tyuumokujouhou.html



県公表番号 157816例目 157817例目 157818例目 157819例目
年代 10歳未満 40歳代 20歳代 30歳代
居住地 御前崎市 湖西市 掛川市 袋井市
推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 157820例目 157821例目 157822例目 157823例目
年代 10歳未満 10歳未満 30歳代 70歳代
居住地 袋井市 袋井市 掛川市 掛川市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 157824例目 157825例目 157826例目 157827例目
年代 70歳代 40歳代 10歳代 10歳未満
居住地 掛川市 菊川市 袋井市 袋井市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 157828例目 157829例目 157830例目 157831例目
年代 10歳未満 10歳代 10歳未満 40歳代
居住地 袋井市 掛川市 掛川市 磐田市

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 157832例目 157833例目 157834例目 157835例目
年代 10歳未満 50歳代 10歳代 20歳代
居住地 菊川市 菊川市 菊川市 菊川市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 157836例目 157837例目 157838例目 157839例目
年代 90歳代 60歳代 80歳代 60歳代
居住地 菊川市 菊川市 菊川市 菊川市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 157840例目 157841例目 157842例目 157843例目
年代 40歳代 20歳代 50歳代 20歳代
居住地 磐田市 湖西市 湖西市 御前崎市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

Administrator
ハイライト表示



県公表番号 157844例目 157845例目 157846例目 157847例目
年代 30歳代 30歳代 60歳代 20歳代
居住地 磐田市 磐田市 袋井市 磐田市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 157848例目 157849例目 157850例目 157851例目
年代 20歳代 20歳代 30歳代 10歳未満
居住地 磐田市 磐田市 磐田市 磐田市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 157852例目 157853例目 157854例目 157855例目
年代 30歳代 10歳未満 30歳代 20歳代
居住地 磐田市 袋井市 袋井市 袋井市

推定感染経路 県内 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 157856例目 157857例目 157858例目 157859例目
年代 70歳代 20歳代 30歳代 50歳代
居住地 掛川市 袋井市 磐田市 磐田市

推定感染経路 県内 県外 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 157860例目 157861例目 157862例目 157863例目
年代 40歳代 10歳代 20歳代 30歳代
居住地 御前崎市 磐田市 袋井市 磐田市

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 157864例目 157865例目 157866例目 157867例目
年代 50歳代 10歳未満 60歳代 60歳代
居住地 菊川市 掛川市 掛川市 掛川市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 157868例目 157869例目 157870例目 157871例目
年代 10歳未満 30歳代 30歳代 60歳代
居住地 掛川市 掛川市 磐田市 磐田市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

Administrator
ハイライト表示



県公表番号 157872例目 157873例目 157874例目 157875例目
年代 20歳代 20歳代 20歳代 40歳代
居住地 磐田市 掛川市 菊川市 湖西市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 157876例目 157877例目 157878例目 157879例目
年代 10歳未満 10歳代 40歳代 30歳代
居住地 湖西市 湖西市 袋井市 菊川市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 不明・調査中

県公表番号 157880例目 157881例目 157882例目 157883例目
年代 20歳代 40歳代 20歳代 10歳代
居住地 菊川市 掛川市 掛川市 袋井市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 157884例目 157885例目 157886例目 157887例目
年代 10歳代 40歳代 10歳代 10歳代
居住地 掛川市 磐田市 袋井市 磐田市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 157888例目 157889例目 157890例目 157891例目
年代 30歳代 30歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 湖西市 湖西市 湖西市 磐田市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 157892例目 157893例目 157894例目 157895例目
年代 20歳代 40歳代 20歳代 20歳代
居住地 御前崎市 湖西市 湖西市 湖西市

推定感染経路 県内 県内 県外 不明・調査中

県公表番号 157896例目 157897例目 157898例目 157899例目
年代 10歳未満 40歳代 90歳代 30歳代
居住地 湖西市 掛川市 磐田市 湖西市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

Administrator
ハイライト表示



県公表番号 157900例目 157901例目 157902例目 157903例目
年代 10歳未満 20歳代 30歳代 40歳代
居住地 湖西市 掛川市 湖西市 袋井市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 157904例目 157905例目 157906例目 157907例目
年代 30歳代 10歳代 20歳代 10歳代
居住地 袋井市 袋井市 磐田市 磐田市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 157908例目 157909例目 157910例目 157911例目
年代 10歳未満 20歳代 40歳代 40歳代
居住地 磐田市 森町 磐田市 袋井市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 157912例目 157913例目 157914例目 157915例目
年代 30歳代 10歳未満 10歳未満 30歳代
居住地 袋井市 袋井市 湖西市 湖西市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 157916例目 157917例目 157918例目 157919例目
年代 70歳代 40歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 菊川市 磐田市 袋井市 菊川市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 157920例目 157921例目 157922例目 157923例目
年代 20歳代 50歳代 20歳代 20歳代
居住地 湖西市 湖西市 湖西市 湖西市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 157924例目 157925例目 157926例目 157927例目
年代 50歳代 40歳代 10歳代 30歳代
居住地 湖西市 袋井市 磐田市 磐田市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県内 不明・調査中

Administrator
ハイライト表示



県公表番号 157928例目 157929例目 157930例目 157931例目
年代 10歳未満 10歳代 20歳代 10歳未満
居住地 磐田市 磐田市 袋井市 森町

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 157932例目 157933例目 157934例目 157935例目
年代 30歳代 20歳代 30歳代 50歳代
居住地 森町 藤枝市 藤枝市 吉田町

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 157936例目 157937例目 157938例目 157939例目
年代 30歳代 50歳代 10歳代 40歳代
居住地 島田市 藤枝市 藤枝市 牧之原市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 157940例目 157941例目 157942例目 157943例目
年代 10歳未満 30歳代 10歳代 10歳未満
居住地 藤枝市 藤枝市 藤枝市 焼津市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 157944例目 157945例目 157946例目 157947例目
年代 20歳代 10歳代 10歳代 20歳代
居住地 焼津市 藤枝市 藤枝市 藤枝市

推定感染経路 県内 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 157948例目 157949例目 157950例目 157951例目
年代 40歳代 10歳未満 10歳未満 30歳代
居住地 藤枝市 藤枝市 藤枝市 藤枝市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 157952例目 157953例目 157954例目 157955例目
年代 10歳代 10歳未満 20歳代 10歳未満
居住地 藤枝市 牧之原市 焼津市 藤枝市

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 県内



県公表番号 157956例目 157957例目 157958例目 157959例目
年代 30歳代 30歳代 40歳代 50歳代
居住地 焼津市 焼津市 藤枝市 藤枝市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 157960例目 157961例目 157962例目 157963例目
年代 10歳代 30歳代 30歳代 70歳代
居住地 焼津市 焼津市 焼津市 焼津市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 157964例目 157965例目 157966例目 157967例目
年代 60歳代 10歳未満 10歳未満 70歳代
居住地 藤枝市 藤枝市 藤枝市 焼津市

推定感染経路 県内 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 157968例目 157969例目 157970例目 157971例目
年代 10歳代 80歳代 30歳代 30歳代
居住地 藤枝市 藤枝市 焼津市 焼津市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 157972例目 157973例目 157974例目 157975例目
年代 20歳代 70歳代 70歳代 30歳代
居住地 藤枝市 藤枝市 焼津市 藤枝市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 157976例目 157977例目 157978例目 157979例目
年代 40歳代 50歳代 30歳代 20歳代
居住地 藤枝市 焼津市 牧之原市 藤枝市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 157980例目 157981例目 157982例目 157983例目
年代 30歳代 20歳代 40歳代 10歳代
居住地 焼津市 島田市 藤枝市 牧之原市

推定感染経路 県内 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中



県公表番号 157984例目 157985例目 157986例目 157987例目
年代 30歳代 10歳未満 50歳代 10歳未満
居住地 藤枝市 藤枝市 焼津市 藤枝市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 157988例目 157989例目 157990例目 157991例目
年代 40歳代 10歳代 10歳代 40歳代
居住地 島田市 牧之原市 藤枝市 藤枝市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 157992例目 157993例目 157994例目 157995例目
年代 40歳代 40歳代 30歳代 40歳代
居住地 藤枝市 藤枝市 藤枝市 焼津市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 157996例目 157997例目 157998例目 157999例目
年代 50歳代 10歳未満 90歳代 10歳代
居住地 焼津市 藤枝市 南伊豆町 南伊豆町

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 158000例目 158001例目 158002例目 158003例目
年代 40歳代 30歳代 40歳代 10歳代
居住地 御殿場市 御殿場市 御殿場市 小山町

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 158004例目 158005例目 158006例目 158007例目
年代 40歳代 10歳代 10歳代 30歳代
居住地 御殿場市 御殿場市 御殿場市 御殿場市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 158008例目 158009例目 158010例目 158011例目
年代 10歳代 50歳代 50歳代 10歳代
居住地 御殿場市 御殿場市 熱海市 富士宮市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県内 県内



県公表番号 158012例目 158013例目 158014例目 158015例目
年代 20歳代 20歳代 20歳代 10歳代
居住地 富士市 富士市 富士宮市 富士市

推定感染経路 県外 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 158016例目 158017例目 158018例目 158019例目
年代 10歳未満 10歳未満 40歳代 10歳代
居住地 富士市 富士宮市 富士市 富士市

推定感染経路 県内 県外 不明・調査中 県内

県公表番号 158020例目 158021例目 158022例目 158023例目
年代 10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代
居住地 富士市 富士市 富士市 富士市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 158024例目 158025例目 158026例目 158027例目
年代 20歳代 40歳代 40歳代 20歳代
居住地 富士市 富士市 富士市 富士市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 158028例目 158029例目 158030例目 158031例目
年代 30歳代 20歳代 20歳代 10歳未満
居住地 富士市 富士市 富士市 富士市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 158032例目 158033例目 158034例目 158035例目
年代 10歳未満 10歳代 30歳代 10歳未満
居住地 富士市 富士宮市 富士宮市 富士宮市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 158036例目 158037例目 158038例目 158039例目
年代 10歳代 30歳代 10歳代 30歳代
居住地 富士宮市 富士市 富士市 富士市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中



県公表番号 158040例目 158041例目 158042例目 158043例目
年代 10歳未満 10歳未満 40歳代 20歳代
居住地 富士宮市 富士市 富士市 富士市

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 158044例目 158045例目 158046例目 158047例目
年代 40歳代 40歳代 60歳代 20歳代
居住地 富士宮市 富士宮市 富士宮市 富士宮市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 158048例目 158049例目 158050例目 158051例目
年代 10歳代 30歳代 10歳代 10歳未満
居住地 富士宮市 富士宮市 富士宮市 富士宮市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 158052例目 158053例目 158054例目 158055例目
年代 10歳未満 30歳代 20歳代 40歳代
居住地 富士宮市 富士宮市 富士市 富士市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 158056例目 158057例目 158058例目 158059例目
年代 30歳代 20歳代 10歳未満 20歳代
居住地 富士宮市 富士市 富士宮市 富士宮市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 158060例目 158061例目 158062例目 158063例目
年代 50歳代 60歳代 30歳代 50歳代
居住地 富士宮市 富士宮市 富士宮市 富士市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県外 県内

県公表番号 158064例目 158065例目 158066例目 158067例目
年代 50歳代 30歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 富士市 富士市 富士市 富士市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内



県公表番号 158068例目 158069例目 158070例目 158071例目
年代 20歳代 40歳代 30歳代 10歳代
居住地 函南町 三島市 清水町 函南町

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 158072例目 158073例目 158074例目 158075例目
年代 10歳代 10歳代 10歳未満 20歳代
居住地 三島市 三島市 三島市 三島市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 158076例目 158077例目 158078例目 158079例目
年代 10歳未満 20歳代 30歳代 40歳代
居住地 三島市 沼津市 清水町 沼津市

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 158080例目 158081例目 158082例目 158083例目
年代 70歳代 20歳代 20歳代 20歳代
居住地 沼津市 沼津市 沼津市 沼津市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 158084例目 158085例目 158086例目 158087例目
年代 40歳代 30歳代 10歳代 20歳代
居住地 裾野市 御殿場市 裾野市 沼津市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 158088例目 158089例目 158090例目 158091例目
年代 40歳代 40歳代 10歳未満 20歳代
居住地 伊豆の国市 沼津市 三島市 三島市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 158092例目 158093例目 158094例目 158095例目
年代 20歳代 20歳代 10歳代 20歳代
居住地 三島市 伊豆の国市 伊豆の国市 伊豆の国市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中



県公表番号 158096例目 158097例目 158098例目 158099例目
年代 40歳代 50歳代 30歳代 10歳未満
居住地 伊豆の国市 伊豆の国市 沼津市 長泉町

推定感染経路 県内 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 158100例目 158101例目 158102例目 158103例目
年代 10歳代 10歳未満 10歳未満 10歳代
居住地 伊豆市 伊豆市 伊豆市 沼津市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 158104例目 158105例目 158106例目 158107例目
年代 30歳代 10歳代 40歳代 20歳代
居住地 清水町 三島市 三島市 三島市

推定感染経路 県内 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 158108例目 158109例目 158110例目 158111例目
年代 10歳未満 10歳未満 30歳代 10歳代
居住地 清水町 三島市 裾野市 三島市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 例目 例目 例目 例目
年代
居住地

推定感染経路

県公表番号 例目 例目 例目 例目
年代
居住地

推定感染経路

県公表番号 例目 例目 例目 例目
年代
居住地

推定感染経路


