
提 供 日 2021/10/01

タイトル 新型コロナウイルス感染症患者の公表漏れ案件等の判
明について

担　　当 健康福祉部 感染症対策局新型コロナウイルス対策課

連 絡 先 企画調整班

TEL 054-221-2459

１　要旨
日々報道提供を行っている新型コロナウイルス感染症患者の発生について、全保健所

に対し調査を行ったところ、適切な時期での公表漏れ及び二重公表となっている案件が

判明したため公表する。

２　調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

３　主な要因
　・８月中旬から患者が急増する中で、公表に関する書類が適切に整理されず、公表資料

のチェック体制も十分でなかった。
　・県外在住の患者について、「発生届が提出された県で公表を行う」という取り扱いが保健

所内で徹底されていなかった。

４　再発防止策
　・複数人によるダブルチェックを徹底するとともに、公表にあたっては、生年月日等による

重複確認を行う。
　・県外在住者の取り扱いについて再度保健所内で共有を図る。



＜適切な時期での公表漏れ＞（県内公表26632例目から26667例目の概要）



＜二重公表＞
・「公表２回目」を削除



＜各市町への影響＞



県公表番号 26632例目 26633例目 26634例目 26635例目
年代 高齢でない成人 40歳代 高齢でない成人 未成年者
性別 公表望まず 男性 公表望まず 女性
居住地 県外 焼津市 焼津市 富士宮市
発症日 7月21日 8月11日 8月14日 8月16日

陽性確認日 7月22日 8月13日 8月15日 8月18日
公表日 7月23日 8月14日 8月16日 8月19日

濃厚接触者 同居家族 同居家族 同居家族 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 26636例目 26637例目 26638例目 26639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 島田市 焼津市 沼津市 県外
発症日 8月18日 8月17日 8月19日 8月18日

陽性確認日 8月18日 8月19日 8月20日 8月20日
公表日 8月19日 8月20日 8月21日 8月21日

濃厚接触者 なし 同居家族 なし 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 26640例目 26641例目 26642例目 26643例目
年代 20歳代 未成年者 高齢でない成人 高齢でない成人
性別 男性 公表望まず 男性 公表望まず
居住地 藤枝市 吉田町 富士市 富士宮市
発症日 発症なし 8月23日 8月24日 8月24日

陽性確認日 8月23日 8月23日 8月24日 8月25日
公表日 8月24日 8月24日 8月25日 8月26日

濃厚接触者 同居家族 同居家族 同居家族 なし

推定感染経路
県内陽性者との濃

厚接触
不明

県内陽性者との濃
厚接触

県内陽性者との接
触

koho04
ハイライト表示



県公表番号 26644例目 26645例目 26646例目 26647例目
年代 50歳代 30歳代 20歳代 30歳代
性別 男性 男性 男性 男性
居住地 富士市 県外 静岡市 焼津市
発症日 8月23日 8月24日 8月21日 8月23日

陽性確認日 8月25日 8月26日 8月26日 8月26日
公表日 8月26日 8月27日 8月27日 8月27日

濃厚接触者 同居家族 なし 同居家族 同居家族

推定感染経路
県内陽性者との接

触
不明

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 26648例目 26649例目 26650例目 26651例目
年代 未成年者 高齢でない成人 50歳代 40歳代
性別 女性 公表望まず 男性 男性
居住地 焼津市 富士市 富士市 富士宮市
発症日 8月23日 8月22日 8月25日 8月22日

陽性確認日 8月26日 8月27日 8月27日 8月27日
公表日 8月27日 8月28日 8月28日 8月28日

濃厚接触者 同居家族 なし 同居家族 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 26652例目 26653例目 26654例目 26655例目
年代 40歳代 高齢でない成人 60歳代 50歳代
性別 男性 公表望まず 男性 女性
居住地 県外 富士市 富士宮市 富士市
発症日 8月28日 8月26日 8月20日 8月26日

陽性確認日 8月28日 8月28日 8月30日 8月30日
公表日 8月29日 8月29日 8月31日 8月31日

濃厚接触者 同居家族 友人 同居家族 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 26656例目 26657例目 26658例目 26659例目
年代 50歳代 80歳代 20歳代 高齢でない成人
性別 男性 女性 男性 公表望まず
居住地 富士宮市 富士市 富士宮市 富士市
発症日 8月27日 8月30日 8月30日 8月27日

陽性確認日 8月30日 8月30日 8月30日 8月31日
公表日 8月31日 8月31日 8月31日 9月1日

濃厚接触者 同居家族 同居家族 同居家族 なし

推定感染経路 不明
県内陽性者との濃

厚接触
県内陽性者との接

触
県内陽性者との接

触

県公表番号 26660例目 26661例目 26662例目 26663例目
年代 30歳代 高齢でない成人 未成年者 60歳代
性別 男性 男性 公表望まず 女性
居住地 富士市 富士市 富士宮市 富士宮市
発症日 8月31日 8月31日 8月30日 8月25日

陽性確認日 8月31日 9月1日 9月1日 9月1日
公表日 9月1日 9月2日 9月2日 9月2日

濃厚接触者 なし 同居家族 なし 同居家族

推定感染経路
県外陽性者との接

触
不明

県内陽性者との接
触

県内陽性者との接
触

県公表番号 26664例目 26665例目 26666例目 26667例目
年代 40歳代 未成年者 高齢でない成人 高齢でない成人
性別 女性 女性 女性 男性
居住地 富士市 藤枝市 焼津市 伊豆市
発症日 8月31日 9月3日 9月2日 9月2日

陽性確認日 9月3日 9月3日 9月4日 9月6日
公表日 9月4日 9月4日 9月5日 9月7日

濃厚接触者 同居家族 同居家族 同居家族 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
不明

県内陽性者との接
触

koho04
ハイライト表示
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