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※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。
※県全体の新規感染者数が30人を超えるのは、９月26日の36人以来。

２　本日の新規感染症患者等について（県内公表27012から27029例目）の概要



○感染者集団（クラスター）：新たな感染者集団の確認及び既公表の感染者集団に
　　　　　　　　　　　　　　　　　おける陽性者の追加はありません。

３　地域別及び重症者の病床占有率（１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 15 142 10.6％
県中部地域 ７ 152 4.6％
県西部地域 8 153 5.2％
県全体 30(16) 447(41) 6.7％
 重症者 0 50(16) 0.0％

※県全体、重症者欄のかっこ内は、施設数。

４　県内宿泊療養施設の入居状況（１月６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 ７施設 1,020室 870室 22人 2.5％

５　自宅療養者数、自宅待機者数（１月５日17時時点）
区分 人数（人）

自宅療養者数 35
自宅待機者数 12

※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
（１月５日時点）

26,644人

７　新型コロナウイルスワクチンの接種実績（１月５日時点）



８　新たに判明した本県におけるオミクロン株陽性者（疑い含む）の濃厚接触者
　１月２日及び１月３日に入国した方のうち、オミクロン株陽性者（又はL452R変異
株PCR検査陰性者）と同一の飛行機に搭乗し、陽性者の座席と前後２列を含む５列以
内であった方（12月27日以前の入国者は、座席位置に関わらず同一の飛行機に搭乗
していた方）３名を、新たに濃厚接触者として特定しました。
　本日公表する３名に対しこれまでに行った検査はいずれも陰性で、現時点でこの
３名の中に体調不良者はいません。

・陽性が判明した場合は、国立遺伝学研究所（三島市）でのゲノム解析等を実施し、オミクロン株
かどうかを判定します。

９　県内のオミクロン株陽性者（疑い含む）の濃厚接触者数（本日発表分を含む累計）

・12月22日に入国した９名が１月５日をもって待機期間が終了し、検査が陰性で
あったため、健康観察終了となりました。
・ゲノム解析等でオミクロン株ではないと判断した者については、待機期間終了等
に含めて発表します。

10　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 27012例目 27013例目 27014例目 27015例目
年代 50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 男性 公表望まず 公表望まず 公表望まず
居住地 伊東市 御殿場市 清水町 函南町
発症日 1月3日 発生なし 1月3日 1月5日

陽性確認日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日
濃厚接触者 同僚 同居家族 なし 同居家族、友人

推定感染経路 不明
県内陽性者との濃

厚接触
不明 不明

県公表番号 27016例目 27017例目 27018例目 27019例目
年代 高齢者 高齢でない成人 高齢でない成人 高齢でない成人
性別 男性 女性 公表望まず 公表望まず
居住地 富士市 長泉町 清水町 清水町
発症日 1月4日 1月4日 1月4日 1月2日

陽性確認日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日
濃厚接触者 なし 同居家族 同居家族 同居家族、親族

推定感染経路
県内陽性者との濃

厚接触
不明 不明 不明

県公表番号 27020例目 27021例目 27022例目 27023例目
年代 高齢でない成人 高齢者 30歳代 高齢でない成人
性別 公表望まず 男性 女性 公表望まず
居住地 清水町 沼津市 袋井市 静岡市
発症日 1月3日 発症なし 1月4日 1月3日

陽性確認日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日
濃厚接触者 同居家族、知人 なし なし 同居家族

推定感染経路 不明
県内陽性者との濃

厚接触
調査中 調査中



県公表番号 27024例目 27025例目 27026例目 27027例目
年代 高齢でない成人 高齢者 20歳代 高齢者
性別 公表望まず 公表望まず 女性 公表望まず
居住地 牧之原市 島田市 焼津市 磐田市
発症日 1月5日 発症なし 1月3日 1月3日

陽性確認日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日
濃厚接触者 親族 同居家族 同居家族、友人 同居家族

推定感染経路 県外
県内陽性者との濃

厚接触
県外 調査中

県公表番号 27028例目 27029例目 例目 例目
年代 20歳代 高齢でない成人
性別 男性 女性
居住地 県外 磐田市
発症日 1月2日 1月3日

陽性確認日 1月5日 1月5日
濃厚接触者 同居家族 その他

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
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