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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173042から173250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はありません

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（６月８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（６月８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 102人 9.6％

５　自宅療養者数、自宅待機者数（６月７日17時時点）
区分 人数（人）

自宅療養者数 3,478
自宅待機者数 3

※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
（６月７日時点）

169,020人

７　新型コロナウイルスワクチンの接種実績（６月７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 173042例目 173043例目 173044例目 173045例目
年代 70歳代 20歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 御前崎市 菊川市 湖西市 湖西市
推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 173046例目 173047例目 173048例目 173049例目
年代 30歳代 20歳代 60歳代 30歳代
居住地 掛川市 御前崎市 磐田市 磐田市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 173050例目 173051例目 173052例目 173053例目
年代 10歳代 40歳代 30歳代 40歳代
居住地 磐田市 磐田市 磐田市 浜松市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 173054例目 173055例目 173056例目 173057例目
年代 30歳代 70歳代 40歳代 30歳代
居住地 湖西市 湖西市 袋井市 御前崎市

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 173058例目 173059例目 173060例目 173061例目
年代 30歳代 60歳代 30歳代 20歳代
居住地 森町 磐田市 袋井市 掛川市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県内 不明・調査中

県公表番号 173062例目 173063例目 173064例目 173065例目
年代 10歳代 70歳代 20歳代 90歳代
居住地 磐田市 袋井市 袋井市 掛川市

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 173066例目 173067例目 173068例目 173069例目
年代 20歳代 60歳代 20歳代 50歳代
居住地 御前崎市 菊川市 御前崎市 菊川市

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 173070例目 173071例目 173072例目 173073例目
年代 10歳代 30歳代 20歳代 40歳代
居住地 袋井市 菊川市 袋井市 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 173074例目 173075例目 173076例目 173077例目
年代 30歳代 20歳代 70歳代 40歳代
居住地 湖西市 湖西市 袋井市 磐田市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 173078例目 173079例目 173080例目 173081例目
年代 10歳代 20歳代 10歳未満 30歳代
居住地 湖西市 湖西市 御前崎市 袋井市

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 173082例目 173083例目 173084例目 173085例目
年代 50歳代 50歳代 10歳未満 30歳代
居住地 湖西市 袋井市 袋井市 磐田市

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 173086例目 173087例目 173088例目 173089例目
年代 10歳代 40歳代 50歳代 40歳代
居住地 湖西市 湖西市 菊川市 菊川市

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 173090例目 173091例目 173092例目 173093例目
年代 40歳代 30歳代 40歳代 10歳未満
居住地 磐田市 磐田市 掛川市 掛川市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 173094例目 173095例目 173096例目 173097例目
年代 20歳代 40歳代 70歳代 40歳代
居住地 掛川市 掛川市 袋井市 湖西市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内



県公表番号 173098例目 173099例目 173100例目 173101例目
年代 10歳未満 10歳代 20歳代 10歳未満
居住地 袋井市 御前崎市 御前崎市 御前崎市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 173102例目 173103例目 173104例目 173105例目
年代 30歳代 10歳未満 10歳代 40歳代
居住地 袋井市 磐田市 県外 袋井市

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 173106例目 173107例目 173108例目 173109例目
年代 10歳代 70歳代 30歳代 10歳代
居住地 藤枝市 島田市 焼津市 牧之原市

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 173110例目 173111例目 173112例目 173113例目
年代 50歳代 30歳代 40歳代 60歳代
居住地 藤枝市 焼津市 焼津市 島田市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 173114例目 173115例目 173116例目 173117例目
年代 30歳代 80歳代 60歳代 50歳代
居住地 島田市 藤枝市 藤枝市 吉田町

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 173118例目 173119例目 173120例目 173121例目
年代 40歳代 50歳代 90歳代 40歳代
居住地 島田市 島田市 牧之原市 島田市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 173122例目 173123例目 173124例目 173125例目
年代 30歳代 10歳代 30歳代 10歳未満
居住地 島田市 藤枝市 島田市 牧之原市

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 不明・調査中

koho03
ハイライト表示



県公表番号 173126例目 173127例目 173128例目 173129例目
年代 10歳代 40歳代 40歳代 10歳代
居住地 島田市 焼津市 島田市 島田市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 173130例目 173131例目 173132例目 173133例目
年代 10歳代 10歳代 40歳代 60歳代
居住地 島田市 藤枝市 藤枝市 藤枝市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県内 不明・調査中

県公表番号 173134例目 173135例目 173136例目 173137例目
年代 40歳代 40歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 焼津市 藤枝市 焼津市 藤枝市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 173138例目 173139例目 173140例目 173141例目
年代 10歳未満 10歳未満 10歳未満 10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 県内

県公表番号 173142例目 173143例目 173144例目 173145例目
年代 20歳代 50歳代 40歳代 60歳代
居住地 焼津市 焼津市 島田市 島田市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 173146例目 173147例目 173148例目 173149例目
年代 70歳代 10歳代 50歳代 10歳代
居住地 島田市 島田市 焼津市 御殿場市

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 173150例目 173151例目 173152例目 173153例目
年代 40歳代 50歳代 30歳代 10歳未満
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 県内 県内 不明・調査中

koho03
ハイライト表示



県公表番号 173154例目 173155例目 173156例目 173157例目
年代 10歳代 10歳代 30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 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 173158例目 173159例目 173160例目 173161例目
年代 30歳代 40歳代 50歳代 30歳代
居住地 小山町 県外 御殿場市 伊東市

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 173162例目 173163例目 173164例目 173165例目
年代 30歳代 40歳代 20歳代 70歳代
居住地 伊東市 伊東市 熱海市 伊東市

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 173166例目 173167例目 173168例目 173169例目
年代 10歳未満 10歳未満 30歳代 40歳代
居住地 富士宮市 富士宮市 富士市 富士宮市

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 173170例目 173171例目 173172例目 173173例目
年代 10歳未満 30歳代 70歳代 40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 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 173174例目 173175例目 173176例目 173177例目
年代 10歳未満 50歳代 10歳未満 30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 県内 県内 県内

県公表番号 173178例目 173179例目 173180例目 173181例目
年代 20歳代 30歳代 40歳代 30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 不明・調査中 不明・調査中



県公表番号 173182例目 173183例目 173184例目 173185例目
年代 20歳代 10歳未満 10歳未満 20歳代
居住地 富士市 富士市 富士宮市 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 173186例目 173187例目 173188例目 173189例目
年代 10歳未満 30歳代 80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 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 173190例目 173191例目 173192例目 173193例目
年代 20歳代 10歳未満 10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 不明・調査中 不明・調査中 県内 不明・調査中

県公表番号 173194例目 173195例目 173196例目 173197例目
年代 40歳代 30歳代 10歳代 20歳代
居住地 富士市 富士宮市 静岡市 静岡市

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 173198例目 173199例目 173200例目 173201例目
年代 60歳代 10歳代 20歳代 40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 不明・調査中 県内 県外

県公表番号 173202例目 173203例目 173204例目 173205例目
年代 60歳代 60歳代 40歳代 50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 不明・調査中

県公表番号 173206例目 173207例目 173208例目 173209例目
年代 10歳未満 20歳代 80歳代 50歳代
居住地 富士市 富士市 富士市 富士市

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 173210例目 173211例目 173212例目 173213例目
年代 50歳代 40歳代 30歳代 40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 不明・調査中

県公表番号 173214例目 173215例目 173216例目 173217例目
年代 10歳代 30歳代 30歳代 10歳未満
居住地 清水町 清水町 富士市 沼津市

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 173218例目 173219例目 173220例目 173221例目
年代 20歳代 20歳代 30歳代 30歳代
居住地 長泉町 伊豆市 沼津市 沼津市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県内 不明・調査中

県公表番号 173222例目 173223例目 173224例目 173225例目
年代 20歳代 10歳未満 10歳未満 30歳代
居住地 清水町 函南町 伊豆の国市 三島市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 173226例目 173227例目 173228例目 173229例目
年代 30歳代 50歳代 10歳未満 10歳未満
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 県内 県内

県公表番号 173230例目 173231例目 173232例目 173233例目
年代 10歳代 20歳代 10歳未満 10歳未満
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 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 173234例目 173235例目 173236例目 173237例目
年代 40歳代 10歳代 10歳代 30歳代
居住地 裾野市 函南町 長泉町 伊豆の国市

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 173238例目 173239例目 173240例目 173241例目
年代 50歳代 30歳代 30歳代 20歳代
居住地 三島市 清水町 沼津市 裾野市

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 173242例目 173243例目 173244例目 173245例目
年代 10歳未満 30歳代 30歳代 10歳未満
居住地 県外 清水町 沼津市 函南町

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 173246例目 173247例目 173248例目 173249例目
年代 10歳未満 40歳代 20歳代 10歳代
居住地 函南町 沼津市 裾野市 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 173250例目 例目 例目 例目
年代 40歳代
居住地 三島市

推定感染経路 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
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