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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6月10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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（公表日ベース）《６月10日時点》



静岡県の新型コロナ新規感染者数と簡易実効再生産数（1/10～6/10）

（人）（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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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
月に入り0.9台が多くなり、3月22日から0.8台となった。3月27日から
再び１を超えたが、4月8日以降１未満に落ち着き、5月7日から再度1
を超えたが、5月16日以降1以下に下降した。直近6月10日は0.88。



静岡県の第６波以降　これまでの全体像（1/1～6/10）
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2月10日
最高３３３.７

2月10日
最高１２,１４７

3月25日
６波最低１４９.６

3月25日
６波最低５,４４６

5月6日
８３.１

5月6日
最低３,０２５

３連休 3/19-21 大型連休 4/29-5/1,3-5,7.8

（人）
（人/週/人口10万）

6月8日
７５.７

6月10日
２,４２４

6月10日
６６.６



静岡県 コロナ受入病院 入院患者重症度別推移(1/1～6/9)

56
29
15

現在の最大確保病床数
６２９床の1/2 = ３１５床

11
1

2月20日
445人

３１５

9.2%

609/2
入院患者数は、４月30日に最少の
５７人まで減ったが、５月上旬に増
加し、１００人前後で横ばい後、６
月に入り下降し直近は５０人台。
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静岡県 評価レベル分類　２⇒１　引下げ基準(オミクロン暫定)
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① １週間の新規感染者数が、２週以上連続で減少

② １週間の人口１０万人あたりの新規感染者数が、　　　　
１００人未満

③ 入院患者数が、１００人未満で増加傾向がない

④ 病床占有率が、２０％未満で上昇傾向がない

①かつ②～④のいずれか（できれば複数）を満たす



静岡県 評価レベル分類　２⇒１　引下げ基準(オミクロン暫定)
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①１週間の新規感染者数が、２週以上連続で減少‥３週連続

②１週間の人口１０万人あたりの新規感染者数が、　　　　　　　
１００人未満‥７５.７人

③入院患者数が、１００人未満で増加傾向がない‥６６人

④病床占有率が、２０％未満で上昇傾向がない‥１０.７％

①かつ②～④のいずれか（できれば複数）を満たす

※ 6月8日（水）時点で①～④のすべてを満たした

　　⇒県専門家会議に を諮問

減少

（6月2～8日の一週間平均８９.１人）

（週平均７５人）

（週平均１２.２％）



静岡県の第６波以降と今後の感染者発生予想（イメージ）

P8３連休 3/19-21 大型連休 4/29-5/1,3-5,7.8

（人） （人/週/人口10万）

３連休 7/16-18 お盆休み 8/11-16



静岡県 発熱等受診相談センターの有症状者相談件数と感染者数(7/1～6/8)
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症状のある方からの相談件数は３月下旬以降横ばい、
４月後半からやや下降傾向だったが、５月に入り急上し

たのち、大型連休後下降に転じている。

R3年10月30日～
発熱等診療医療機
関を県webで公表



静岡県 無料検査の検査件数と陽性率(12/24～6/5)

• 陽性率は、３月までの第６波時５～６％まで上昇
後、４月は３％台まで下降したが、５月上旬に４％
台に再上昇後、５月下旬下降し、直近２％台。

• 検査件数も５月連休明けに３月並に増加後減少。

※ 抗原定量検査を含む

※
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静岡県の直近の年齢別感染者数・割合（6/3～9）

全2,529人
（-1266人)

（+-○○人, +-□%）
は前週との増減

（-225人, -1%）

政令市を含む全県

１０歳未満が１９％で最
多だが、前週より２４９
人減少。１０歳代、２０
歳代も２００人台減少。

７０歳以上は、前週より
１ポイント減少し、人数
も１２０人減少。

２０歳代以下で全体の
約５０％、４０歳代以下
で約８０％を占める状
況は変わらない。
６０歳以上は１１％

P11
（-175人, +1%）

（-189人, +1%）

（-249人, +-0%）

（-73人, +1%）

（-21人, +1%）

（-214人, -1%）

（-120人, -1%）



静岡県 年代別人口10万人あたり週感染者数（1/7～6/9）

政令市を含む全県

直近１週間でも引き続き
全年代で減少が続いている。
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（人/週/人口10万）



全４６７件中、学校・保育施設と高齢者施設がともに１５８件（３４％）で最多
次いで、病院・クリニックは５５件（１２％）

静岡県 感染者集団（クラスター）の種類と件数(1/8～6/9)

（件）

（11件） （1件）

（158件） （27件）

（158件） （33件）

（55件） （24件）
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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１００％。

オミクロン株BA.１とBA.２の割合の推移 （1/14～6/9） 

166人221人 416人179人334人341人

政令市を含む全県

154人167人152人
検査
人数 71人270人187人 92人

P14
60人 81人137人139人139人



静岡県 コロナワクチン３回目接種状況 高齢者(1/10～6/6)

（回）

本県の高齢者の３回接種率は、
6月6日時点で８９.７％
直近７日間は1日約300回接種
７日間で約０.３ポイント上昇

（対象者約109.7万人）
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静岡県 コロナワクチン３回目接種状況 全年代(1/10～6/6)

（回）
本県の全年代の３回接種率は、
6月6日時点で６１４％
直近７日間は1日約5,000回接種
７日間で約１ポイント上昇
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静岡県 コロナワクチン５～11歳接種状況 (3/7～6/6)

（回）

直近７日間で
１回目接種は、
1日約100回接
種され、１回目
接種率は約０.２
ポイント上昇

（対象者約21.7万人）
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・県の３回接種率は、５０歳以上は７５％以上、４０歳代５０％台、２０，３０歳代は４０％台となるが、
１２～１９歳の若い年代は３０％台以下と低い。

・県の３回接種率を全国と比べると、各年代ですべてで全国より０.４～２.９ﾎﾟｲﾝﾄ高い。

県と国 コロナワクチン年代別接種率 （6/6時点） 

（VRS；ワクチン接種記録システムより）
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３回接種率
２回接種率

０.７７

０.９６
０.９３

緑数字は静岡県の

０.８５

０.７１

０.６１０.５７
０.４６

０.３２



県と国 コロナワクチン年代別３回接種率 （3/31-6/6） 
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（２回接種率）

・県の５～１１歳の２回接種率は、全国平均より約３ポイント高い。
・県の１２歳～３０歳代までの３回接種率は、全国より１.２～２.９ポイント高い。
・県の５歳～３０歳代の接種率は、直近１週間で１.１～１.８ポイント増加している。



県と国 コロナワクチン年代別３回接種率 （3/31-6/6） 
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・県の４０歳代以上の３回接種率は全国より０.４～２.２ポイント高く、全年代では１.８ポイント高い。
・県の４０歳代、５０歳代の接種率は直近１週間で１.１～１.５ポイント増加しているが、６０歳以上

は０.３～０.４ポイントの増加にとどまり、全年代の増加も０.９ポイントと鈍化している。



静岡県 年代別 ３回目接種率と人口10万人あたり１週間感染者数 （6/3～9） 
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（人/週/人口10万） 政令市を含む全県

３回目接種率が高い
年代ほど、その年代
からの感染者の発
生数は少ない傾向。



ワクチン接種回数別 人口10万人あたり１週間感染者発生状況 （6/3～9） 
政令市を除く県所管地域
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（人/週/人口10万）

（439,376人）

 382 人

（13,335人） （390,214人）

436人

（1,349,073人）

398人

（人口2,191,998人）

1,230人

２回接種者の
感染者発生数
を１とすると

０.９４

０.７８

０.２６

３回接種により

感染者数は

７４％減

6月5日
時点人数

14人
6月2-9日
感染者数



小児ワクチン接種回数別 人口10万人あたり１週間感染者発生状況 （6/3～9） 

政令市を除く県所管地域
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（人/週/人口10万）

（100,734人）

124人
6月2-9日
感染者数

（4,874人）

2人

（23,423人）

19人

（5-11歳人口129,031人）

145人

未接種者の
感染者発生数
を１とすると

０.３３

０.６６

２回接種により

感染者数は

３４％減

5月22日
時点人数



静岡県 年代別感染者の中等症以上発生率等(4/1～6/9)
•全体での中等症以上の発生率は約０.７％、中等症Ⅱ約０.３％、重症０.０１％

•７０歳以上の感染者の約８.５％は中等症以上、約５％は中等症Ⅱ以上

感染者数 4,197 2,190 2,808 52,0087,8328,7848,5428,3839,300

人数（重症,中等症Ⅱ,中等症Ⅰ）
（1,6,5） （0,0,3） （0,1,4） （0,3,5） （1,9,18）（0,12,15）（1,14,23）

（3,133,102）

（6,178,175）
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0.13% 0.04% 0.06% 0.09% 0.36% 0.64% 1.74% 8.48% 0.69%
感染者のうち中等症以上になる％



静岡県 重症度別感染者の年代分布(4/1～6/9)
・重症者は６人のみで、７０歳代以上３人と６０歳代・４０歳代・１０歳未満各１人
・中等症者の約７０％は７０歳以上、中等症Ⅱも約７０％は７０歳以上

人数 1751783536 P25



静岡県 新型コロナ第３波～第７波の死亡者数(～6/9)

（人） （人/日）

（％）

2020.11.16～2021.2.15 2021.4.1～6.30 2021.7.1～9.30 2022.1.1～3.31

感染者数　　3,975 3,603 17,289 94,945
（92日間） （92日間） （90日間）（91日間）

％

％

％
％

人/日

人/日
人/日

人/日

人

人

人

人
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（70日間）

2022.4.1～6.9時点

52,008

従来株主体 アルファ株主体 デルタ株主体 オミクロンBA.1株主体 オミクロンBA.2株主体

％
人
人/日



静岡市両替町の人流の状況 （6/8時点） 

まん延防止
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静岡市両替町の２１時の人流は、まん延防止
等重点措置の解除後、速やかに１月上旬の
レベルに戻ったが、４月上旬以降いったん下
降し、大型連休に入り正月並みに再上昇後
下降し、その後少し再上昇し落ち着く。



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 （6/4時点） 

P28
まん延防止

静岡県内主要歓楽街の２０時以降の人流は、
まん延防止等重点措置の解除後は、速やか
に１月上旬のレベルまで増加し、いったん減
少後、大型連休前より正月レベルまで再上
昇したが、連休明けにまん延防止措置直前
のレベルまで下降し、その後再上昇し下降。

(2022.6.8　第87回アドバイザリーボード　参考資料１　より)



全国季節性インフルエンザと静岡県新型コロナ・オミクロン株の比較（6/9時点） 

指標（率） 季節性インフルエンザ※１ 新型コロナ・オミクロン株※２

死亡 ０.０９％
（27,679人/31,665,539人）

０.０８％
（40人/52,008人）

重症
（ICU/人工呼吸器）

０.０８％
（24,805人/31,665,539人）

０.０１％
（6人/52,008人）

中等症
（酸素投与以上）

０.５１％
（162,471人/31,665,539人）

０.３４％
（178人※３/52,008人）

入院 １.６２％
（51,2165人/31,665,539人）

１.８２％
（947人/52,008人）

※１；「2022年3月2日第74回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード　資料3-10」より　観察期間は、2017年9月～2020年8月
※２；静岡県健康福祉部感染症対策局調べ　観察期間は、2022年4月1日～6月9日
※３；新型コロナウイルス感染症においては中等症にはⅠとⅡがあるが、この人数は酸素投与を要する中等症Ⅱの入院患者数
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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

換気
減増

どんより

済



静岡の医療と社会を守るために

①会話時や人混みでは不
織布マスクを鼻まで密着
②長い会話時は2ｍ前後の
距離と換気をしっかり確保
③家庭でも高齢や基礎疾患
の方と会話はなるべくマスク



飲食の会合では、認証店
で、会話時マスクを！

⑤鼻水,咳,のど変,熱等が出
たらすぐに休んで受診を!!

３回目,４回目ワクチン
接種を検討し、接種後も　
会話時マスクは続行を!!!


