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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ウイルス対策課

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）

２　本日の新規感染症患者等について（県内公表１４０４５から１４１７９例目）の概要



○感染者集団（クラスター）
・裾野市内の事業所（８月13日公表）
　新たに１名の陽性が判明し、計７名となりました。

・三島市内の事業所（８月14日公表）
　新たに１名の陽性が判明し、計８名となりました。

３　県内感染症指定医療機関等の入院状況（８月16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 確保病床

施設数 8施設 26施設 34施設 13施設 38施設
人数等 118人 209人 327人 19人 539床

○退院者数（自宅療養者終了者、死亡退院（159人）含む）：11,353人(８月16日正午
時点)
○自宅療養者数:1,435人(８月15日17時時点)
○自宅待機者数(入院、宿泊等調整中)：599人(８月15日17時時点)

４　地域別及び重症者の病床占有率（８月16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 99 152 65.1％
県中部地域 112 180 62.2％
県西部地域 116 207 56.0％
県全体 327 539 60.7％
 重症者 19 46 41.3％

５　県内宿泊療養施設の入居状況（８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 ６施設 885室 735室 330人 44.9％

６　新型コロナウイルスワクチンの接種実績（８月15日時点）

７　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 14045例目 14046例目 14047例目 14048例目
年代 高齢でない成人 60歳代 高齢でない成人 高齢でない成人
性別 男性 男性 公表望まず 公表望まず
居住地 長泉町 伊豆の国市 伊豆市 伊豆の国市
発症日 8月12日 8月14日 8月13日 8月14日
陽性確認日 8月14日 8月14日 8月14日 8月15日
濃厚接触者 同居家族 同居家族 なし 同居家族、親族

推定感染経路
県内陽性者との濃

厚接触
調査中 不明 不明

県公表番号 14049例目 14050例目 14051例目 14052例目
年代 20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 女性
居住地 沼津市 三島市 伊豆市 沼津市
発症日 8月15日 8月11日 8月15日 8月14日

陽性確認日 8月15日 8月15日 8月15日 8月15日
濃厚接触者 同居家族、親族 同居家族 同居家族 なし
推定感染経路 調査中 不明 不明 不明

県公表番号 14053例目 14054例目 14055例目 14056例目
年代 50歳代 高齢でない成人 高齢者 未成年者
性別 男性 公表望まず 男性 男性
居住地 函南町 沼津市 三島市 沼津市
発症日 8月14日 8月15日 8月12日 8月14日

陽性確認日 8月14日 8月15日 8月15日 8月15日
濃厚接触者 同居家族、友人 同僚 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
不明

県内陽性者との濃
厚接触

県公表番号 14057例目 14058例目 14059例目 14060例目
年代 40歳代 未成年者 20歳代 未成年者
性別 男性 公表望まず 女性 男性
居住地 沼津市 三島市 函南町 長泉町
発症日 8月14日 8月11日 8月13日 8月12日

陽性確認日 8月15日 8月15日 8月15日 8月15日
濃厚接触者 同居家族、同僚 同居家族、親族 親族、友人 なし
推定感染経路 不明 不明 不明 不明

県公表番号 14061例目 14062例目 14063例目 14064例目
年代 高齢でない成人 40歳代 未成年者 30歳代
性別 女性 男性 公表望まず 男性
居住地 沼津市 沼津市 函南町 長泉町
発症日 8月14日 8月14日 8月14日 8月14日

陽性確認日 8月15日 8月15日 8月15日 8月15日
濃厚接触者 同居家族 同居家族 同居家族、友人 なし
推定感染経路 不明 不明 不明 不明



県公表番号 14065例目 14066例目 14067例目 14068例目
年代 高齢でない成人 30歳代 40歳代 高齢でない成人
性別 男性 男性 公表望まず 公表望まず
居住地 函南町 伊豆の国市 伊豆の国市 静岡市
発症日 8月13日 8月12日 8月13日 8月11日

陽性確認日 8月15日 8月15日 8月15日 8月13日
濃厚接触者 同居家族、友人 同居家族 同居家族 同居家族

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 14069例目 14070例目 14071例目 14072例目
年代 40歳代 高齢でない成人 40歳代 高齢でない成人
性別 公表望まず 公表望まず 男性 男性
居住地 焼津市 島田市 島田市 焼津市
発症日 8月11日 8月12日 8月12日 8月12日

陽性確認日 8月13日 8月13日 8月14日 8月14日
濃厚接触者 友人 友人 なし 同居家族

推定感染経路
県内陽性者との濃

厚接触
調査中 不明

県内陽性者との濃
厚接触

県公表番号 14073例目 14074例目 14075例目 14076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 男性 公表望まず 公表望まず
居住地 藤枝市 焼津市 藤枝市 藤枝市
発症日 8月12日 8月12日 8月11日 8月8日

陽性確認日 8月14日 8月14日 8月14日 8月14日
濃厚接触者 同居家族 同居家族、友人 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 不明 不明

県公表番号 14077例目 14078例目 14079例目 14080例目
年代 20歳代 40歳代 20歳代 60歳代
性別 男性 男性 男性 公表望まず
居住地 焼津市 焼津市 焼津市 焼津市
発症日 8月12日 8月10日 8月13日 8月10日

陽性確認日 8月14日 8月14日 8月14日 8月14日
濃厚接触者 同居家族 なし 同居家族、友人 同居家族、親族

推定感染経路
県内陽性者との接

触
不明 調査中 調査中

県公表番号 14081例目 14082例目 14083例目 14084例目
年代 40歳代 30歳代 高齢でない成人 50歳代
性別 男性 男性 公表望まず 女性
居住地 焼津市 牧之原市 焼津市 藤枝市
発症日 8月11日 8月11日 8月8日 8月6日

陽性確認日 8月14日 8月14日 8月14日 8月14日
濃厚接触者 同居家族 なし 同居家族 調査中
推定感染経路 不明 不明 不明 不明

koho02
ハイライト表示

koho02
ハイライト表示

koho02
ハイライト表示



県公表番号 14085例目 14086例目 14087例目 14088例目
年代 高齢でない成人 高齢でない成人 未成年者 高齢者
性別 公表望まず 女性 公表望まず 公表望まず
居住地 焼津市 焼津市 焼津市 島田市
発症日 8月13日 8月14日 8月13日 8月13日

陽性確認日 8月14日 8月14日 8月14日 8月14日
濃厚接触者 同居家族 同居家族 同居家族 調査中

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 14089例目 14090例目 14091例目 14092例目
年代 高齢でない成人 40歳代 高齢者 20歳代
性別 公表望まず 男性 女性 女性
居住地 藤枝市 藤枝市 島田市 藤枝市
発症日 8月13日 8月13日 8月7日 8月14日

陽性確認日 8月14日 8月14日 8月14日 8月14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
県内陽性者との濃

厚接触
不明

県外陽性者との濃
厚接触

県公表番号 14093例目 14094例目 14095例目 14096例目
年代 60歳代 高齢でない成人 高齢でない成人 40歳代
性別 男性 男性 公表望まず 女性
居住地 牧之原市 牧之原市 焼津市 焼津市
発症日 8月10日 8月12日 8月14日 8月13日

陽性確認日 8月13日 8月14日 8月14日 8月14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 不明
県外陽性者との濃

厚接触
不明 不明

県公表番号 14097例目 14098例目 14099例目 14100例目
年代 未成年者 高齢でない成人 20歳代 20歳代
性別 公表望まず 公表望まず 男性 男性
居住地 焼津市 焼津市 焼津市 焼津市
発症日 8月14日 8月11日 8月10日 8月11日

陽性確認日 8月15日 8月12日 8月11日 8月12日
濃厚接触者 同居家族 なし 同居家族、友人 同居家族、友人

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 不明

県公表番号 14101例目 14102例目 14103例目 14104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 50歳代
性別 公表望まず 公表望まず 公表望まず 男性
居住地 伊東市 小山町 御殿場市 袋井市
発症日 8月13日 8月12日 8月14日 8月12日

陽性確認日 8月15日 8月15日 8月14日 8月13日
濃厚接触者 同居家族 同居家族 別居家族 同居家族
推定感染経路 不明 県外 県外 調査中

koho02
ハイライト表示

koho02
ハイライト表示



県公表番号 14105例目 14106例目 14107例目 14108例目
年代 未成年者 高齢でない成人 未成年者 20歳代
性別 女性 公表望まず 公表望まず 女性
居住地 磐田市 磐田市 磐田市 菊川市
発症日 8月9日 8月11日 8月12日 8月12日

陽性確認日 8月13日 8月14日 8月14日 8月13日
濃厚接触者 同居家族 同居家族 同居家族 同僚

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
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 14109例目 14110例目 14111例目 14112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 男性 公表望まず 男性 公表望まず
居住地 島田市 磐田市 磐田市 袋井市
発症日 8月12日 8月8日 8月13日 8月12日

陽性確認日 8月13日 8月14日 8月14日 8月14日
濃厚接触者 同僚 同居家族 同居家族 同居家族
推定感染経路 調査中 調査中 調査中 調査中

県公表番号 14113例目 14114例目 14115例目 14116例目
年代 高齢でない成人 30歳代 高齢でない成人 高齢でない成人
性別 公表望まず 女性 公表望まず 女性
居住地 袋井市 掛川市 菊川市 菊川市
発症日 8月11日 8月13日 8月12日 8月6日

陽性確認日 8月14日 8月14日 8月15日 8月13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 調査中 調査中 調査中
県内陽性者との濃

厚接触

県公表番号 14117例目 14118例目 14119例目 14120例目
年代 20歳代 20歳代 未成年者 高齢でない成人
性別 女性 女性 男性 公表望まず
居住地 掛川市 掛川市 掛川市 掛川市
発症日 8月11日 8月13日 8月13日 8月3日

陽性確認日 8月14日 8月14日 8月14日 8月14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
県内陽性者との濃

厚接触
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 14121例目 14122例目 14123例目 14124例目
年代 高齢でない成人 高齢でない成人 30歳代 40歳代
性別 公表望まず 公表望まず 男性 男性
居住地 掛川市 磐田市 森町 磐田市
発症日 8月11日 8月12日 8月13日 8月12日

陽性確認日 8月14日 8月14日 8月14日 8月14日
濃厚接触者 同居家族 同居家族 なし 同居家族

推定感染経路
県内陽性者との濃

厚接触
調査中 調査中 調査中



県公表番号 14125例目 14126例目 14127例目 14128例目
年代 20歳代 30歳代 20歳代 20歳代
性別 男性 女性 男性 男性
居住地 磐田市 磐田市 森町 菊川市
発症日 8月12日 8月14日 8月13日 8月12日

陽性確認日 8月14日 8月14日 8月14日 8月13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 調査中
県内陽性者との濃

厚接触
県外陽性者との濃

厚接触
県内陽性者との濃

厚接触

県公表番号 14129例目 14130例目 14131例目 14132例目
年代 40歳代 30歳代 未成年者 20歳代
性別 男性 女性 女性 男性
居住地 掛川市 掛川市 掛川市 菊川市
発症日 8月13日 8月12日 8月13日 8月11日

陽性確認日 8月14日 8月14日 8月14日 8月13日
濃厚接触者 なし なし なし 同居家族
推定感染経路 調査中 調査中 調査中 調査中

県公表番号 14133例目 14134例目 14135例目 14136例目
年代 50歳代 60歳代 未成年者 高齢でない成人
性別 女性 男性 公表望まず 公表望まず
居住地 菊川市 菊川市 菊川市 菊川市
発症日 8月10日 8月12日 8月10日 8月13日

陽性確認日 8月15日 8月13日 8月13日 8月13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 調査中
県内陽性者との濃

厚接触
調査中 調査中

県公表番号 14137例目 14138例目 14139例目 14140例目
年代 未成年者 高齢でない成人 30歳代 30歳代
性別 公表望まず 男性 男性 女性
居住地 磐田市 掛川市 袋井市 袋井市
発症日 8月14日 8月9日 8月11日 8月10日

陽性確認日 8月14日 8月14日 8月13日 8月13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 調査中
県内陽性者との濃

厚接触
不明 不明

県公表番号 14141例目 14142例目 14143例目 14144例目
年代 50歳代 高齢でない成人 未成年者 未成年者
性別 男性 公表望まず 公表望まず 公表望まず
居住地 磐田市 湖西市 湖西市 湖西市
発症日 8月8日 8月11日 8月13日 8月11日

陽性確認日 8月14日 8月15日 8月15日 8月15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 調査中
県内陽性者との濃

厚接触
県内陽性者との濃

厚接触
調査中



県公表番号 14145例目 14146例目 14147例目 14148例目
年代 高齢者 未成年者 未成年者 未成年者
性別 公表望まず 男性 男性 女性
居住地 湖西市 御前崎市 御前崎市 御前崎市
発症日 8月10日 8月14日 8月14日 8月14日

陽性確認日 8月15日 8月14日 8月14日 8月14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
調査中 調査中 調査中

県公表番号 14149例目 14150例目 14151例目 14152例目
年代 高齢者 30歳代 未成年者 40歳代
性別 公表望まず 女性 公表望まず 女性
居住地 磐田市 御前崎市 御前崎市 菊川市
発症日 8月13日 8月11日 8月12日 8月10日

陽性確認日 8月15日 8月13日 8月14日 8月13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
県外陽性者との濃

厚接触
調査中 調査中 調査中

県公表番号 14153例目 14154例目 14155例目 14156例目
年代 40歳代 20歳代 20歳代 40歳代
性別 男性 男性 女性 男性
居住地 菊川市 菊川市 菊川市 磐田市
発症日 8月10日 8月8日 8月7日 8月13日

陽性確認日 8月13日 8月13日 8月13日 8月15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 調査中 調査中 調査中 不明

県公表番号 14157例目 14158例目 14159例目 14160例目
年代 未成年者 20歳代 高齢でない成人 40歳代
性別 公表望まず 女性 女性 男性
居住地 御前崎市 掛川市 掛川市 富士宮市
発症日 8月14日 8月5日 8月14日 8月13日

陽性確認日 8月15日 8月15日 8月15日 8月13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 調査中
県内陽性者との濃

厚接触
調査中 不明

県公表番号 14161例目 14162例目 14163例目 14164例目
年代 20歳代 高齢でない成人 20歳代 60歳代
性別 男性 女性 男性 男性
居住地 富士市 富士市 富士市 富士市
発症日 8月12日 8月12日 8月12日 8月13日

陽性確認日 8月13日 8月13日 8月13日 8月13日
濃厚接触者 なし 同居者 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
調査中

県内陽性者との濃
厚接触



県公表番号 14165例目 14166例目 14167例目 14168例目
年代 未成年者 未成年者 20歳代 40歳代
性別 女性 女性 女性 男性
居住地 富士市 富士市 富士宮市 富士宮市
発症日 8月11日 8月11日 8月13日 8月11日

陽性確認日 8月13日 8月13日 8月13日 8月13日
濃厚接触者 なし なし 同居家族 同僚

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
県内陽性者との接

触
県内陽性者との濃

厚接触

県公表番号 14169例目 14170例目 14171例目 14172例目
年代 未成年者 40歳代 未成年者 高齢でない成人
性別 女性 女性 男性 公表望まず
居住地 富士宮市 富士市 富士市 富士市
発症日 8月13日 8月7日 8月13日 8月7日

陽性確認日 8月13日 8月13日 8月13日 8月13日
濃厚接触者 なし なし 同居家族 友人

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 14173例目 14174例目 14175例目 14176例目
年代 50歳代 20歳代 50歳代 20歳代
性別 男性 男性 女性 男性
居住地 富士市 静岡市 富士市 富士市
発症日 8月10日 8月13日 8月11日 8月10日

陽性確認日 8月13日 8月14日 8月14日 8月14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 不明 不明
県内陽性者との濃

厚接触
不明

県公表番号 14177例目 14178例目 14179例目
年代 40歳代 30歳代 20歳代
性別 男性 女性 男性
居住地 富士市 富士市 富士市
発症日 8月11日 8月11日 8月12日

陽性確認日 8月14日 8月14日 8月14日
濃厚接触者 同居家族 同居家族 同居家族

推定感染経路 不明
県内陽性者との接

触
調査中


