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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１８７０から１８９８例目）の概要
○年代

計 未成年者 高齢でない成人 20歳代 30歳代 50歳代 60歳代 高齢者
29 ３ １６ １ １ １ １ ６

○性別
計 男性 女性 公表望まず
29 ４ ２ ２３

○居住地
計 南伊豆町 伊東市 三島市 御殿場市 富士市 焼津市 島田市
29 １ ６ ３ １ ３ １１ ２

牧之原市 磐田市
１ １

○感染者集団（クラスター）：
　（１）富士市内のスナック（12月5日公表)
　　　　新たに１名の陽性者が判明し、クラスター計７名となりました。
　　　　陽性が判明した方は店舗において把握されている方で、
　　　その他利用者も把握されているため、店名は公表しません。
　（２）焼津市内の工場
　　　　本日までに、焼津市内の工場で、計11人の陽性者が判明し、
　　　感染者集団の発生を確認しました。　　　　
　  　　濃厚接触者は保健所において把握しており、工場名の公表はしません。
　（３）感染まん延期におけるクラスター多発地域名について
　　　　複数のクラスターが同一市町で発生した場合、その市町と協議の上、
　　　クラスター発生地域名及び関連情報を公表します。
　　　　　伊東市　伊東市中央町
　　　　　富士市　富士駅北地区の酒類を提供する店舗
　　　
２　県内感染症指定医療機関等の入院状況（12月６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 ９施設 22施設 31施設 ８施設 ３施設 37施設 ３施設
人数等 78人 110人 188人 13人 52人 354床 379人



○退院者数（自宅療養者、死亡退院（14人）含む）： 1,292人
○自宅待機者数(入院調整中)及び自宅療養者数 ： 　366人

３　地域別及び重症者の病床占有率（12月６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 59 83 71.1%
県中部地域 85 116 73.3%
県西部地域  44  155  28.4%

県全体 188 354 53.1%
重症者  13  33  39.4%

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日間の自宅待機の要請と健康観察を行いま
す。

県公表番号 1870例目 1871例目 1872例目 1873例目
年　　　代 未成年者 高齢者 高齢でない成人 高齢者
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 富士市 富士市 富士市 焼津市
発　症　日 11月29日 11月27日 12月2日 12月3日
発症時症状 下痢 発熱、咳 発熱、咳 咽頭痛
陽性確認日 12月3日 12月4日 12月4日 12月4日

現在の症状
咳、倦怠感、関
節痛、下痢、味

覚障害
咳、倦怠感 症状なし 咽頭痛

濃厚接触者 調査中 調査中 調査中 調査中

推定感染経路
県内陽性者との

接触
県内陽性者との

接触 調査中
県内陽性者と
の濃厚接触

県公表番号 1874例目 1875例目 1876例目 1877例目
年　　　代 高齢者 高齢でない成人 未成年者 未成年者
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 牧之原市 焼津市 島田市 島田市
発　症　日 12月4日 12月4日 発症なし 発症なし

発症時症状 発熱
頭痛、全身倦怠

感 症状なし 症状なし

陽性確認日 12月4日 12月5日 12月5日 12月5日
現在の症状 発熱 咳、鼻水 症状なし 症状なし
濃厚接触者 調査中 調査中 調査中 調査中
推定感染経路 調査中 調査中 調査中 調査中



県公表番号 1878例目 1879例目 1880例目 1881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 公表望まず 公表望まず
居　住　地 焼津市 焼津市 焼津市 焼津市
発　症　日 11月24日 発症なし 発症なし 発症なし

発症時症状
咳、咽頭痛、胸

の痛み 症状なし 症状なし 症状なし

陽性確認日 12月5日 12月5日 12月5日 12月5日

現在の症状
咳、咽頭痛、胸

の痛み 症状なし 症状なし 症状なし

濃厚接触者 調査中 調査中 調査中 調査中
推定感染経路 調査中 調査中 調査中 調査中

県公表番号 1882例目 1883例目 1884例目 1885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 公表望まず 公表望まず
居　住　地 焼津市 焼津市 焼津市 焼津市
発　症　日 発症なし 発症なし 12月5日 11月30日

発症時症状 症状なし 症状なし 頭痛、鼻水
咳、頭痛、咽

頭痛
陽性確認日 12月5日 12月5日 12月5日 12月5日

現在の症状 症状なし 症状なし 頭痛、鼻水
咳、頭痛、咽

頭痛
濃厚接触者 調査中 調査中 調査中 調査中
推定感染経路 調査中 調査中 調査中 調査中

県公表番号 1886例目 1887例目 1888例目 1889例目
年　　　代 高齢でない成人 30歳代 高齢でない成人 高齢者
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 御殿場市 伊東市 伊東市
発　症　日 12月4日 12月3日 12月2日 発症なし

発症時症状 発熱
発熱、関節痛、
頭痛、倦怠感 風邪症状 症状なし

陽性確認日 12月5日 12月5日 12月4日 12月４日

現在の症状 発熱 倦怠感
咳、痰、鼻水、

微熱 症状なし

濃厚接触者 調査中
保健所が特定し

た者
保健所が特定し

た者 なし

推定感染経路 調査中 調査中
県内陽性者との

濃厚接触 不明



県公表番号 1890例目 1891例目 1892例目 1893例目
年　　　代 高齢でない成人 60歳代 高齢でない成人 50歳代
性　　　別 公表望まず 男性 公表望まず 女性
居　住　地 伊東市 伊東市 伊東市 伊東市
発　症　日 12月2日 11月30日 発症なし 11月20日

発症時症状 発熱 発熱 症状なし
咳、咽頭痛、
頭痛、痰

陽性確認日 12月4日 12月4日 12月４日 12月４日
現在の症状 症状なし 発熱 症状なし 喉の違和感

濃厚接触者 調査中 調査中
保健所が特定し

た者
保健所が特定

した者
推定感染経路 調査中 不明 調査中 調査中

県公表番号 1894例目 1895例目 1896例目 1897例目
年　　　代 高齢でない成人 高齢者 高齢でない成人 高齢者
性　　　別 公表望まず 男性 男性 女性
居　住　地 三島市 三島市 三島市 南伊豆町
発　症　日 12月3日 11月30日 12月3日 12月4日
発症時症状 発熱 発熱 微熱 咳、倦怠感
陽性確認日 12月5日 12月5日 12月5日 12月5日

現在の症状 倦怠感 食欲不振、悪心 咽頭痛
咳、発熱、倦

怠感
濃厚接触者 職場同僚 調査中 同居家族 調査中

推定感染経路 県外 不明
県内陽性者との

濃厚接触
県外陽性者と
の濃厚接触

県公表番号 1898例目
年　　　代 20歳代
性　　　別 男性
居　住　地 磐田市
発　症　日 12月2日

発症時症状
発熱、咳、のど
の痛み、鼻水、
倦怠感、関節痛

陽性確認日 12月5日
現在の症状 なし
濃厚接触者 同居家族
推定感染経路 調査中


