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タイトル 新型コロナウイルス感染症患者の発生について

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１２１７から１２４０例目）の概
要
○年代

計 未成年者 ４０歳代 ５０歳代 高齢でない成人 高齢者
24 １ ３ １ 14 ５

○性別
計 男性 女性 公表を望まない
24 ７ ４ 13

○居住地
計 沼津市 三島市 伊東市 島田市 焼津市 清水町
24 ８ ２ ４ ４ ４ ２

○感染者集団（クラスター）：
　①沼津市内の接待を伴う飲食店「Blue moon」(11月22日公表）
　　新たに11名の陽性者が判明し、クラスター計15名となった。
　②伊東市内のバー（新規発生）
　　本日までに伊東市内のバーの関係者で計６名の陽性患者が
　　判明し、感染者集団（クラスター）の発生を確認した。
　　なお、利用客をすべて把握しているため店名は公表しない。

２　県内感染症指定医療機関等の入院状況（11月23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 ８施設 17施設 25施設 ３施設 ２施設 35施設 ３施設
人数等 61人 96人 157人 ３人 75人 　330床　 379人

○退院者数（自宅療養者、死亡退院含む）： 846人
○自宅待機者数(入院調整中)　　　　　　：集計中

３　感染症患者等の概要

 １２１７ 例目
年　　代：高齢者
性　　別：男性
居 住 地：焼津市
職　　業：公表を望まない
同居家族：公表を望まない
○主な症状経過及び行動歴
　検体採取前14日間県外への移動歴なし。外出時はマスク着用
　11月19～20日　　：自家用車で出勤。マスクを着用して仕事
　11月21日　　　　：濃厚接触者として保健所がＰＣＲ検体採取し、夜、陽性判明
　11月22日　　　　：県中部の医療機関を受診後、自宅療養 
○現在の病状　：なし
○濃厚接触者　：調査中
○推定感染経路：県内陽性者との濃厚接触

 １２１８ 例目



年　　代：高齢でない成人
性　　別：男性
居 住 地：焼津市
職　　業：公表を望まない
同居家族：公表を望まない
○主な症状経過及び行動歴
　発症前14日間県外への移動歴あり。外出時はマスク着用
　11月11日　　　　：公共交通機関を利用し、県外へ出張
　11月12日　　　　：公共交通機関を利用し、出勤
　11月13日(発症日)：喉の違和感出現、医療機関受診
　11月17日　　　　：医療機関再診
　11月21日　　　　：濃厚接触者として保健所がＰＣＲ検体採取し、夜、陽性判明
　11月22日　　　　：県中部の医療機関を受診後、自宅療養
○現在の病状　：なし
○濃厚接触者　：調査中
○推定感染経路：調査中
 
 １２１９ 例目
年　　代：高齢でない成人
性　　別：女性
居 住 地：焼津市
職　　業：公表を望まない
同居家族：公表を望まない
○主な症状経過及び行動歴
　発症前14日間県外への移動歴なし
　外出時はマスク着用
　11月19～20日　　：自家用車で外出
　11月21日　　　　：濃厚接触者として保健所がＰＣＲ検体採取し、夜、陽性判明
　11月22日　　　　：県中部の医療機関を受診後、自宅療養
○現在の病状　：なし
○濃厚接触者　：調査中
○推定感染経路：県内陽性者との濃厚接触

 １２２０ 例目
年　　代：未成年者
性　　別：男性
居 住 地：焼津市
職　　業：公表を望まない
同居家族：公表を望まない
○主な症状経過及び行動歴
　発症前14日間県外への移動歴なし
　11月19～20日　　：外出
　11月21日　　　　：濃厚接触者として保健所がＰＣＲ検体採取し、夜、陽性判明
　11月22日　　　　：県中部の医療機関を受診後、自宅療養
○現在の病状　：なし
○濃厚接触者　：調査中
○推定感染経路：県内陽性者との濃厚接触

 １２２１ 例目
年　　代：高齢者
性　　別：公表を望まない
居 住 地：島田市
職　　業：公表を望まない
同居家族：公表を望まない
○主な症状経過及び行動歴
　発症前14日間県外への移動歴なし
11月19～20日　　：自宅で過ごす
11月21日(発症日)：37.1℃の発熱、咳
11月22日　　　　：濃厚接触者として帰国者･接触者外来を受診し、ＰＣＲ検体採取
し、陽性判明
11月23日　　　　：県中部の感染症指定医療機関に入院 
○現在の病状　：咳、咽頭痛
○濃厚接触者　：調査中
○推定感染経路：県内陽性者との濃厚接触

 １２２２ 例目
年　　代：高齢者
性　　別：公表を望まない



居 住 地：島田市
職　　業：公表を望まない
同居家族：公表を望まない
○主な症状経過及び行動歴
発症前14日間県外への移動歴なし
　外出時はマスク着用
11月19～20日　　：自宅で過ごす
11月21日(発症日)：咽頭痛 
11月22日　　　　：濃厚接触者として帰国者･接触者外来を受診し、ＰＣＲ検体採取
し、陽性判明
11月23日　　　　：県中部の感染症指定医療機関に入院 
○現在の病状　：咳、咽頭痛
○濃厚接触者　：調査中
○推定感染経路：県内陽性者との濃厚接触

 １２２３ 例目
年　　代：高齢者
性　　別：公表を望まない
居 住 地：島田市
職　　業：公表を望まない
同居家族：公表を望まない
○主な症状経過及び行動歴
　発症前14日間県外への移動歴なし
　外出時はマスク着用
11月19日　　　　：自宅で過ごす
11月20日　　　　：自家用車で外出
11月21日(発症日)：喉の違和感
11月22日　　　　：濃厚接触者として帰国者･接触者外来を受診し、
　　　　　　　　　ＰＣＲ検体採取し、陽性判明。受診時、
　　　　　　　　　37.3℃。全身倦怠感。
11月23日　　　　：県中部の感染症指定医療機関を受診後、入院調整中
○現在の病状　：なし
○濃厚接触者　：なし
○推定感染経路：県内陽性者との濃厚接触

 １２２４ 例目
年　　代：４０歳代
性　　別：男性
居 住 地：島田市
職　　業：公表を望まない
同居家族：なし
○主な症状経過及び行動歴
発症前14日間県外への移動歴なし。外出時はマスク着用
11月20日　　　　：自家用車で出勤。マスクを着用し仕事　
11月21日　　　　：自家用車で出勤。マスクを着用し仕事
11月22日(発症日):38℃台の発熱。喉の違和感。全身倦怠感。
帰国者･接触者外来を受診し、ＰＣＲ検体採取し、陽性判明。受診以外自宅で過ごす
11月23日　　　　：県中部の医療機関に入院
○現在の病状　：発熱
○濃厚接触者　：調査中
○推定感染経路：県内陽性者との濃厚接触

 １２２５ 例目
年　　代：高齢でない成人
性　　別：公表を望まない
居 住 地：伊東市
職　　業：公表を望まない
同居家族：公表を望まない
○主な症状経過及び行動歴
　発症前14日間に県外への移動なし。仕事時（屋外）はマスク未着用。
　それ以外はマスク着用
　11月17～18日　　　：自家用車で仕事へ
　11月19日（発症日）：発熱、鼻づまり。体調不良のため早退
　11月20日　　　　　：発熱、自宅で過ごす
　11月21日          ：医療機関を受診、ＰＣＲ陽性判明し、県東部の医療機関
　　　 　　　　　　　に入院
〇現在の症状　：鼻水
〇濃厚接触者　：調査中



〇推定感染経路：調査中

 １２２６ 例目
年　　代：高齢でない成人
性　　別：男性
居 住 地：伊東市
職　　業：公表を望まない
同居家族：公表を望まない
○主な症状経過及び行動歴
　発症前14日間に県外への移動なし。外出時はマスク着用。
　11月12～13日　　　：自家用車で通勤
　11月14日（発症日）：自家用車で通勤、帰宅後発熱
　11月15日　　　　　：自家用車でマスク着用し医療機関Ａを受診し、
　　　 　　　　　　　 自宅で過ごす
　11月16～17日　　　：自宅で過ごす
　11月18日　　　　　：解熱、自宅で過ごす
　11月19日　　　　　：自家用車で通勤、咳、痰、鼻水あり
　11月20日　　　　　：自宅で過ごす、発熱
　11月21日　　　　　：発熱。自家用車でマスク着用し、医療機関Ｂを受診し
                      抗原定性検査で陽性
　11月22日　　　　　：自家用車でマスク着用し、
　　　 　　　　　　　 医療機関Ｃを受診しＰＣＲ陽性が判明
　　　 　　　　　　　 県東部の医療機関へ入院
〇現在の症状　：咳、嗅覚異常
〇濃厚接触者　：調査中
〇推定感染経路：調査中

 １２２７ 例目
年　　代：高齢でない成人
性　　別：公表を望まない
居 住 地：伊東市
職　　業：公表を望まない
同居家族：公表を望まない
○主な症状経過及び行動歴
　発症前14日間に県外への移動なし。外出時はマスク着用。
　11月16日～　　　　：自家用車で通勤。仕事中はマスク着用
　11月18日（発症日）：自家用車で通勤。咳出現。帰宅後悪寒、夜間発熱
　11月19日　　　　　：仕事を休み自宅で過ごす、夕方解熱
　11月20日　　　　　：自家用車で通勤。仕事中はマスク着用
　11月21日　　　　　：自宅で過ごす
　11月22日　　　　　：味覚障害あり、医療機関を受診し抗原定性検査で陽性確定
　　　　　　　　　　　県東部の医療機関へ入院
〇現在の症状　：味覚障害
〇濃厚接触者　：調査中
〇推定感染経路：調査中

 １２２８ 例目
年　　代：高齢者
性　　別：女性
居 住 地：伊東市
職　　業：無職
同居家族：あり
○主な症状経過及び行動歴
　発症前14日間に県外への移動なし。
　11月13日　　　　　：友人（のちの県内1174例目）らと飲食
　11月14日　　　　　：自宅で過ごす
　11月15日（発症日）：倦怠感が出現
　11月15～18日　　　：症状継続。自宅で過ごす
　11月19日　　　　　：症状継続。友人らと趣味活動を行う
　11月20日　　　　　：症状継続。自宅で過ごす
　11月21日　　　　　：倦怠感に加え、発熱症状が出現。Ａ医療機関を受診
　　　　　　　　　　　抗原検査を実施し、陽性が判明
　11月22日　　　　　：Ａ医療機関を再び受診し、ＰＣＲ検査を実施し、
　　　 　　　　　　　 陽性が判明。県東部の医療機関に入院　
〇現在の症状　：倦怠感、発熱
〇濃厚接触者　：調査中
〇推定感染経路：県内1174例目との接触



 １２２９ 例目
年　　代：４０歳代
性　　別：男性
居 住 地：三島市
職　　業：公表を望まない
同居家族：あり
○主な症状経過及び行動歴
 検体採取前14日間は県外への移動はなし。外出時はマスクを着用 
　11月９～13日：出勤。のちの県内1064例目の方と接触
　11月18日    ：出勤。のちの県内1064例目の方と接触
　11月19日    ：出勤、県内1064例目の陽性が判明したため、帰宅。
  11月20日    ：接触者として保健所にてＰＣＲ検体採取
  11月21日    ：ＰＣＲ陽性が判明。自宅待機。
○現在の病状　：無症状
○濃厚接触者　：同居家族
○推定感染経路：県内1064例目との接触

 １２３０ 例目
年　　代：高齢でない成人
性　　別：公表を望まない
居 住 地：沼津市
職　　業：公表を望まない
同居家族：あり
○主な症状経過及び行動歴
　11月16日　　　　　：勤務
　11月17日　　　　　：自宅で過ごす
　11月18日（発症日）：頭痛、背部痛、発熱、倦怠感出現。自宅で過ごす
　11月20日　　　　　：症状継続したため、自家用車で医療機関受診
　11月21日　　　　　：解熱したため出勤
　11月22日　　　　　：保健所でＰＣＲ検体採取、陽性判明。自宅待機
○現在の病状　：頭痛
○濃厚接触者　：同居家族
○推定感染経路：クラスターBlue　Moon　関連

 １２３１ 例目
年　　代：高齢でない成人
性　　別：公表を望まない
居 住 地：沼津市
職　　業：公表を望まない
同居家族：あり
○主な症状経過及び行動歴
　発症前14日間は県外への往来なし。外出時はマスク着用
　11月13日～11月14日 ：出勤
　11月15日（発症日） ：咽頭痛が出現
　11月16日　　　　　 ：出勤。咽頭痛、倦怠感
　　　　　　　　　　　 鼻汁が出現したため、早退
  11月17日　　　　　 ：咽頭痛、鼻汁、倦怠感が継続。関節痛、背部痛が出現。
　　　　　　　　　　　 医療機関を受診。
　11月18日～19日　　 ：症状継続。自宅待機
  11月20日　　　　　 ：知人と飲食後、出勤
  11月21日　　　　　 ：知人と飲食
  11月22日　　　　　 ：保健所でＰＣＲ検体採取、陽性判明。自宅待機
○現在の病状　：咽頭痛、鼻汁、関節痛、倦怠感、背部痛
○濃厚接触者　：知人
○推定感染経路：クラスターBlue　Moon　関連

 １２３２ 例目
年　　代：高齢でない成人
性　　別：公表を望まない
居 住 地：三島市
職　　業：公表を望まない
同居家族：あり
○主な症状経過及び行動歴
  発症前14日間は県外への移動なし。外出時はマスク着用。
　11月16日～20日：出勤
　11月21日（発症日）：自宅で過ごす。37℃台発熱、背部痛・頭痛出現　　　　　
　　　　　　　　　　　
　11月22日：県内1183例目の濃厚接触者として保健所にてＰＣＲ検査実施、



　　　　　　陽性が判明。自宅待機。症状消失
○現在の病状　：無症状
○濃厚接触者　：同居家族
○推定感染経路：クラスターBlue　Moon　関連

 １２３３ 例目
年　　代：４０歳代
性　　別：女性
居 住 地：沼津市
職　　業：Blue　Moon関係者
同居家族：あり
○主な症状経過及び行動歴
　勤務中はマスク着用。
　11月20、21日：出勤
　11月22日（発症日）：濃厚接触者として保健所でＰＣＲ検体採取。
　　　　　　　　　　　検査以外は自宅で過ごす。呼吸苦症状が出現
○現在の病状：息苦しさ
○濃厚接触者：同居家族
○推定感染経路：クラスターBlue Moon関連

 １２３４ 例目
年　　代：５０歳代
性　　別：男性
居 住 地：沼津市
職　　業：会社員
同居家族：なし
○主な症状経過及び行動歴
　検体採取14日前に県外への移動なし。外出時はマスクを着用
　11月17日：のちの県内1183例目との飲食
　11月20日：県外在住の親族との県内飲食
　11月21日：県内1183例目陽性判明。自宅で過ごす
　11月22日：県内1183例目の濃厚接触者としてＰＣＲ検体採取
　　　　　　　　　　陽性判明。自宅で過ごす　
○現在の病状　：無症状
○濃厚接触者　：県外在住の親族
○推定感染経路：クラスターBlue　Moon　関連

 １２３５ 例目
年　　代：高齢でない成人
性　　別：公表を望まない
居 住 地：沼津市
職　　業：公表を望まない
同居家族：あり
○主な症状経過及び行動歴
　発症前14日間は県外への移動なし。外出時はマスク着用。
　11月18日～21日：出勤
　11月22日　　　：保健所でＰＣＲ検体採取、陽性判明
○現在の病状　：なし
○濃厚接触者　：同居家族
○推定感染経路：クラスターBlue　Moon　関連

 １２３６ 例目
年　　代：高齢でない成人
性　　別：公表を望まない
居 住 地：沼津市
職　　業：Blue　Moon関係者
同居家族：あり
○主な症状経過及び行動歴
　発症前14日間は県外への移動はなし。外出時はマスクを着用
　11月14日　　　　　：出勤
　11月15日　　　　　：知人と食事
　11月16日（発症日）：知人と食事。軽い咳が出現
　11月17日　　　　　：症状継続。自宅で過ごす
　11月18日　　　　　：症状消失。自宅で過ごす
　11月19～20日　　　：出勤
　11月21日　　　　　：嗅覚異常・味覚異常出現。
　11月22日　　　　　：保健所にてＰＣＲ検体採取陽性判明、自宅待機
○現在の病状　：味覚嗅覚障害



○濃厚接触者　：同居家族及び知人
○推定感染経路：クラスターBlue　Moon　関連

 １２３７ 例目
年　　代：高齢でない成人
性　　別：公表を望まない
居 住 地：沼津市
職　　業：Blue　Moon関係者
同居家族：あり
○主な症状経過及び行動歴
　検体採取前14日間は県外への移動はなし。外出時はマスクを着用
　11月20日：マスク着用し、勤務
　11月21日：マスク着用し勤務。親族訪問
　11月22日：保健所にてＰＣＲ検体採取、陽性判明
　　　　　　検査以外は自宅待機。
○現在の病状　：無症状
○濃厚接触者　：同居家族、親族
○推定感染経路：クラスターBlue　Moon　関連

 １２３８ 例目
年　　代：高齢でない成人
性　　別：女性
居 住 地：沼津市
職　　業：公表を望まない
同居家族：あり
○主な症状経過及び行動歴
　発症前14日間は県外への移動はなし。外出時はマスク着用。
　11月13～14日　　　：出勤
　11月15日　　　　　：自宅で過ごす
　11月16日（発症日）：出勤。のどのかゆみ出現
　11月17日　　　　　：発熱出現。医療機関を受診。
　11月18日　　　　　：自宅で過ごす。筋肉痛、食欲不振、味覚障害
　11月19日　　　　　：自宅で過ごす。筋肉痛、食欲不振、味覚障害
　11月20日　　　　　：マスクをして出勤。食欲不振、味覚障害。
　11月21日　　　　　：マスクをして出勤。食欲不振、味覚障害。
　11月22日　　　　　：保健所にてＰＣＲ検体採取、陽性判明　
○現在の病状　：食欲不振、味覚障害
○濃厚接触者　：同居家族
○推定感染経路：クラスターBlue　Moon　関連

 １２３９ 例目
年　　代：高齢でない成人
性　　別：公表を望まない
居 住 地：清水町
職　　業：公表を望まない
同居家族：なし
○主な症状経過及び行動歴
　発症前14日間は県外への移動はなし。
　11月16日　　　　　：出勤。マスク着用。
　11月17日　　　　　：自宅で過ごす。
　11月18～19日　　　：出勤。マスク着用。
　11月20日（発症日）：出勤。鼻水・鼻づまり、くしゃみ出現
　11月21日　　　　　：出勤。マスク着用。
　11月22日　　　　　：保健所でＰＣＲ検体採取、陽性が判明　
○現在の病状　：鼻水・鼻づまり、くしゃみ
○濃厚接触者　：なし
○推定感染経路：クラスターBlue　Moon　関連

 １２４０ 例目
年　　代：高齢でない成人
性　　別：公表を望まない
居 住 地：清水町
職　　業：会社員
同居家族：あり
○主な症状経過及び行動歴
　発症14日前に、県外への移動あり
　外出時はマスク着用
　11月12日　　　　　　　：のちの県内1182例目と接触あり



　11月14～15日　　　　　：自宅で過ごす
　11月16日（発症日） 　 ：咳が出現
　11月17日　　　　　　  ：熱が出現
　11月18日　　　　　 　 ：外出（濃厚接触者なし）
　11月20日　　　　　 　 ：県内1182例目の陽性判明
　11月21日　　　　　 　 ：自宅待機
　11月22日　　　　　　　：保健所でＰＣＲ検体採取、陽性が判明
○現在の病状　：なし
○濃厚接触者　：なし
○推定感染経路：クラスターBlue　Moon　関連


