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静岡県の
新型コロナウイルス感染症者

発生・入院等の状況
（2022年3月17,18日時点）

静岡県健康福祉部　新型コロナ対策 企画課 & 推進課



静岡県の直近１か月の新型コロナ新規感染者数の状況
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静岡県の新型コロナ新規感染者数と簡易実効再生産数

（人）

《３月18日時点》

（人）

国立感染症研究所の報告に基づき、簡易実効再生産数を直近7日間の新規感染者数/
（世代時間）日前7日間の新規感染者数とし、世代時間をオミクロン株で2日間として計算した
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簡易実効再生産数は、1月30日以降0.91～1.07の間を
推移していたが、3月10～17日は0.9台が続いた



静岡県の第６波　これまでの全体像
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（人/週/人口10万）（人）
2月10日

最高３３３.７

2月5,8日
最高２０６６
2月5,8日

最高２,０６６

2月10日
最高１２,１４７



静岡県の第６波　今後の感染者数の大まかな予想
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（人/週/人口10万）

（人）

１週間に約×０.９倍で減少し
ていくと１日感染者数１００人
（≓人口10万人あたり1週間感
染者数２０人）になるのは６月

20



静岡県の直近の年齢別感染者数・割合（3/11～17）

全7970人

（-87人, +-0%）

（+-○○人, +-□%）
は先週との増減

（-38人, +-0%）

（-18人, +-0%）（-170人, -1%）政令市を含む全県

（+7人, +-0%）

（-93人, -1%） （-103人, -1%）

１０歳未満が２１％で
最多。
１０歳代から４０歳代
まで１５％前後で横並。
７０歳代以上は
１ポイント減少し６％。

２０歳代以下で全体の
約５０％、４０歳代以
下で約８０％を占める。
６０歳以上は１１％。
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（-40人, +-0%）



全３３１件中、学校・保育施設が１２２件（３７％）で最多
次いで高齢者施設が１０８件（３３％）、病院・クリニックが３２件（１０％）

静岡県 感染者集団（クラスター）の種類と件数(1/8～3/17)

（件）

（9件） （1件）

（122件） （19件）

（108件） （24件）

（32件） （16件）
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（人）

オミクロン株疑いの占める割合は９８～１００％と推定される

静岡県 オミクロン株の変異株PCR検査状況（12/24～3/17）
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政令市を含む全県



オミクロン株全体の中でＢＡ.２が占める割合は、３～１％程度で
推移していたが、２月下旬より増加し始めて、直近で約１８％。

オミクロン株BA.１とBA.２の割合の推移 （1/14～3/17） 

166人 221人 416人 179人334人 341人

政令市を含む全県

P9154人 167人 152人検査人数



２回以上接種者が感染者に占める割合
（ブレークスルー感染者の割合）は、約６５％

新型コロナ感染者のワクチン接種状況 （2/18～3/17） 
政令市を除く県所管地域

(9%)

5505人

(23%) (0.8%)

(0.7%)(18%)(18%)

4638人

5586人

(8%)(26%) (0.8%) P10

4986人 (0.7%)(8%)(28%)

※　接種対象外は、
2月中は12歳未満
3月以降は5歳未満

※



ワクチン接種回数別の感染者発生状況 （3/11～3/17） 
政令市を除く県所管地域

P11

（人/週/人口10万）

（477,988人）
3月6日

時点人数

1,555人感染者数

（11,716人）

37人

（1,179,867人）

2,692人

（522,427人）

354人

（人口2,191,998人）

4,638人

未接種者を
１とすると

０.９７

０.７０

０.２１

２回接種者を１とすると
３回接種者は０.３



静岡県 コロナワクチン３回目接種進捗状況 高齢者(～3/14)

（回）

本県の高齢者の３回接種率は、
3月14日時点で７０.３％
直近７日間は1日約１.３万回接種
７日間で約９ポイント上昇
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静岡県 コロナワクチン３回目接種進捗状況 全年代(～3/14)

（回）

本県の全年代の３回接種率は、
3月14日時点で２９.２％
直近７日間は1日約２.５万回接種
７日間で約５ポイント上昇
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静岡県 高齢者のコロナワクチン３回目接種率と感染者数(～3/14)

（人）

高齢者の３回接種率が
３０％を超えて以降、７０
歳以上の感染者数が、
それ以下の年齢に較べ
て急速に減少している。

約６割減少

６９歳以下
９６９７

６９歳以下
７７０９
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約２割減少



静岡県 コロナ受入病院 入院患者数重症度別推移(～3/18)

153

57
54

＝現在の最大確保病床数６１６床の1/2

38
4

2月20日
445人

３０８

25.8%

P15

592/2



静岡県 年代別感染者の中等症以上発生率等(1/7～3/11)
•全体での中等症以上の発生率は約２％、中等症Ⅱ約１％、重症０.０４％

•７０歳以上の感染者の約１５％は中等症以上、約１０％は中等症Ⅱ以上

感染者数 6850 4513 6728 759811107111628108471198112363

人数（重症,中等症Ⅱ,中等症Ⅰ）

（0,3,4） （0,2,2） （0,2,9）（3,10,22）（3,16,43）（0,37,69）（7,66,94）

（14,630,392）

（27,766,635）
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静岡県 重症度別感染者の年代分布(1/7～3/11)
・重症者の約８割は６０歳以上
・中等症者の約７０％は７０歳以上、中等症Ⅱの約８０％は７０歳以上

人数 635766140127 P14



静岡県 新型コロナ第３波～第６波の死亡者数(～3/17)

（人）

本県各流行の波で死亡者を
比較すると、第６波は死亡率
は０.２０％と最低だが１日あた
り死亡者数は２.１３人と最多

（人/日）

（％）

2020.11.16～2021.2.15 2021.4.1～6.30 2021.7.1～9.30 2022.1.1～3.17

感染者数　3,975人 3,603人 17,289人 82,739人
（92日間） （92日間） （69日間）（91日間）

％

％

％ ％

人/日

人/日
人/日

人/日

人

人

人

人

（3/17時点）
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静岡県（掛川駅,沼津駅,静岡駅,浜松駅,富士市吉原）の人流の状況 （3/12時点） 

まん延防止

静岡県内主要歓楽街の２０時以降の人出は
まん延防止等重点措置の適用前の１月中旬
と比べて、措置適用直後は約５０％減少した
が、その後は小刻みな増減を繰り返し、直近

では約３０％の減少にとどまる

P19



静岡市と浜松市の救急搬送困難事案数 （3/13時点） 

（総務省消防庁）

１月に入り、浜松市で
救急搬送困難事案が急増し
２月以降も高値が続く

《コロナ患者だけではなく救急搬送全般》

2020年 2021年 2022年
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コロナ受入病院の一般病床使用率及び休職者の状況（1/23～3/10）

回答
病院数 34 34 36 37 35 37 37

P21

41
回答

病院数

• 一般病床の使用
率９０％以上の
病院は３０％前
後で高止まり

• 休職医師・看護
師の数は、３月
に入っても減少
は乏しい

34 34 36 37 35 37 37 41



今後の県内の感染者数

増加 要因 減少 要因

BA.2への
置き換わり

３回目接種
者数の増加

マスク無しで会話する
時間×相手人数増 減



静岡の医療と社会を守るために

①会話時は不織布マスクを
ぴったりと鼻まで着用

②長い会話時は2ｍ前後の
距離と換気をしっかり確保

③高齢者や基礎疾患者が
いる家庭ではマスク着用



④謝恩会や歓送会は、少人
数・短時間、認証店で！

⑤鼻水,のど痛,熱等が出た
らすぐに休んで受診を!!

⑥３回目ワクチン接種を　
早めに検討し、接種後も　
感染対策をゆるめない!!!



静岡県 モデルナ

もくせい会館（静岡市）
焼津市役所大井川庁舎
県下田総合庁舎
接種券がなくても１８歳以上
６か月経てばうてます
詳細と予約は県ウェブで！

全て予約
空き有



オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定等について

・国の通知を踏まえ、本県においては、以下の取扱いとします。
・詳細について、各団体等を通じ、おって通知します。

●事業所等においては、濃厚接触者の特定は行わない（※）
●事業所等は、自主的な感染対策を徹底する

・事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する
 必要はない

・事業所等で感染者と接触があった者は、一定期間は、感染リスクの高い行動を控える
 よう事業所内に周知する。症状がある場合には、速やかに医療機関を受診することを
 促す

・事業所等で感染者と接触があった者のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした者等
 は、一定期間の 外出自粛を含めた感染拡大防止対策をとる

事業所等で感染者が発生した場合

※医療機関、高齢者施設、学校、保育所等比較的リスクの高い事業所については、従前どおりの取扱い


