
新型コロナウイルス感染症 町内感染者の発⽣状況

2021/9/6 現在

体温 症状

70例⽬（県8,465例⽬） 40代 ⼥性 東京都 令和3年9⽉4⽇ ー 症状なし 医療機関⼊院中

69例⽬（県8,452例⽬） 50代 男性 東京都 令和3年9⽉4⽇ ー 発熱・倦怠感・喉・痰
⿐汁・頭痛・関節痛 医療機関⼊院中

68例⽬（県8,391例⽬） 60代 ⼥性 屋久島町 令和3年9⽉3⽇ ー 症状なし 医療機関⼊院中

67例⽬（県8,390例⽬） 60代 男性 屋久島町 令和3年9⽉3⽇ ー 症状なし 医療機関⼊院中

66例⽬（県6,436例⽬） 52関連 40代 男性 屋久島町 令和3年8⽉20⽇ ー 倦怠感、咽頭痛、咳、頭痛、下痢 ⾃宅待機中

65例⽬（県6,435例⽬） 52関連 50代 ⼥性 屋久島町 令和3年8⽉20⽇ ー 喉の違和感、頭痛 ⾃宅待機中

64例⽬（県6,169例⽬） 52関連 50代 男性 屋久島町 令和3年8⽉19⽇ ー 発熱、咳、⿐汁 ⾃宅待機中

63例⽬（県6,168例⽬） 40代 ⼥性 屋久島町 令和3年8⽉19⽇ ー 発熱、咽頭痛、倦怠感 ⾃宅待機中

62例⽬（県5,894例⽬） 40代 男性 屋久島町 令和3年8⽉18⽇ ー 発熱・嗅覚障害 ⾃宅待機中

61例⽬（県5,893例⽬） 10代 ⼥性 屋久島町 令和3年8⽉18⽇ ー 発熱・頭痛・悪寒 ⾃宅待機中

60例⽬（県5,729例⽬） 52関連 40代 男性 屋久島町 令和3年8⽉17⽇ ー 発熱・咳・⿐汁・⿐閉・咽頭痛・倦怠感
頭痛・関節痛・筋⾁痛・下痢 ⾃宅待機中

59例⽬（県5,728例⽬） 52関連 40代 男性 屋久島町 令和3年8⽉17⽇ ー 発熱・味覚障害・嗅覚障害 ⾃宅待機中

58例⽬（県5,727例⽬） 52関連 10代 男性 福岡県 令和3年8⽉17⽇ ー 咽頭痛 ⾃宅待機中

57例⽬（県5,726例⽬） 52関連 10代 ⼥性 ⿅児島市 令和3年8⽉17⽇ ー 発熱・咽頭痛・咳・関節痛・頭重感 ⾃宅待機中

56例⽬（県5,725例⽬） 60代 ⼥性 屋久島町 令和3年8⽉17⽇ ー 発熱・倦怠感・頭痛 ⾃宅待機中

55例⽬（県5,724例⽬） 50代 男性 屋久島町 令和3年8⽉17⽇ ー 発熱・倦怠感 ⾃宅待機中

54例⽬（県5,489例⽬） 52関連 10代 男性 霧島市 令和3年8⽉16⽇ ー 発熱・倦怠感・⿐汁 ⾃宅待機中

クラスター 治療・療養場所
検査時の状態

例⽬（県内） 年齢 性別 居住地 陽性判明⽇
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体温 症状
クラスター 治療・療養場所

検査時の状態
例⽬（県内） 年齢 性別 居住地 陽性判明⽇

53例⽬（県5,488例⽬） 52関連 10代 男性 屋久島町 令和3年8⽉16⽇ ー 発熱・倦怠感・息苦しさ ⾃宅待機中

52例⽬（県5,487例⽬） 52関連 10代 男性 屋久島町 令和3年8⽉16⽇ ー 発熱・倦怠感・咽頭痛・咳 ⾃宅待機中

51例⽬（県5,486例⽬） 52関連 60代 男性 屋久島町 令和3年8⽉16⽇ ー 発熱・倦怠感・頭痛 ⾃宅待機中

50例⽬（県5,485例⽬） 52関連 10代 ⼥性 屋久島町 令和3年8⽉16⽇ ー 発熱・倦怠感・頭痛 ⾃宅待機中

49例⽬（県5,484例⽬） 52関連 30代 ⼥性 ⿅児島市 令和3年8⽉16⽇ ー 発熱・咳・痰・頭痛 ⾃宅待機中

48例⽬（県5,483例⽬） 52関連 10代 ⼥性 屋久島町 令和3年8⽉16⽇ ー 発熱・咳・喉の違和感・頭痛 ⾃宅待機中

47例⽬（県5,214例⽬） 10歳未満 男性 屋久島町 令和3年8⽉14⽇ ー ⽬の充⾎ ⾃宅待機中

46例⽬（県5,171例⽬） 52関連 80代 ⼥性 屋久島町 令和3年8⽉14⽇ ー 咳 ⾃宅待機中

45例⽬（県5,170例⽬） 30代 ⼥性 屋久島町 令和3年8⽉14⽇ ー 倦怠感・咳・咽頭痛・関節痛・発熱 ⾃宅待機中

44例⽬（県5,169例⽬） 52関連 10代 ⼥性 屋久島町 令和3年8⽉14⽇ ー 症状なし ⾃宅待機中

43例⽬（県5,168例⽬） 52関連 40代 ⼥性 屋久島町 令和3年8⽉14⽇ ー 発熱・咽頭痛・咳・頭痛・悪寒 ⾃宅待機中

42例⽬（県5,167例⽬） 52関連 10代 男性 福岡県 令和3年8⽉14⽇ ー 症状なし ⾃宅待機中

41例⽬（県5,069例⽬） 10代 ⼥性 ⿅児島市 令和3年8⽉13⽇ ー 発熱・咽頭痛・頭痛 ー

40例⽬（県5,051例⽬） 52関連 40代 ⼥性 屋久島町 令和3年8⽉13⽇ ー 発熱・倦怠感・関節痛 ー

39例⽬（県5,050例⽬） 52関連 10代 ⼥性 ⿅児島市 令和3年8⽉13⽇ ー 発熱・咽頭痛 ⾃宅待機中

38例⽬（県5,049例⽬） 52関連 10代 男性 神奈川県 令和3年8⽉13⽇ ー 発熱・咽頭痛・頭痛・腰痛 ー

37例⽬（県5,048例⽬） 52関連 10代 男性 千葉県 令和3年8⽉13⽇ ー 発熱・倦怠感・咽頭痛 ー
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体温 症状
クラスター 治療・療養場所

検査時の状態
例⽬（県内） 年齢 性別 居住地 陽性判明⽇

36例⽬（県5,047例⽬） 52関連 10代 男性 ⼤阪府 令和3年8⽉13⽇ ー 発熱・倦怠感・咽頭痛・悪寒 ー

35例⽬（県5,046例⽬） 52関連 10代 男性 ⼤阪府 令和3年8⽉13⽇ ー 症状なし ⾃宅待機中

34例⽬（県5,045例⽬） 52関連 10代 男性 屋久島町 令和3年8⽉13⽇ ー 発熱・倦怠感・咽頭痛・咳・⿐⽔・下痢 ー

33例⽬（県5,044例⽬） 52関連 10代 男性 屋久島町 令和3年8⽉13⽇ ー 頭痛 ー

32例⽬（県5,043例⽬） 52関連 10代 男性 京都府 令和3年8⽉13⽇ ー 発熱・倦怠感・頭痛・咽頭痛・関節痛・悪寒 ー

31例⽬（県4,319例⽬） 10代 男性 屋久島町 令和3年8⽉7⽇ ー 発熱 ー

30例⽬（県3,520例⽬） 80代 ⼥性 屋久島町 令和3年6⽉8⽇ ー 発熱・咳 ー

29例⽬（県3,258例⽬） 60代 ⼥性 屋久島町 令和3年5⽉28⽇ ー 咳 ー

28例⽬（県3,212例⽬） 20代 男性 屋久島町 令和3年5⽉26⽇ ー 発熱・咳・咽頭痛・息苦しさ・倦怠感・頭痛 ー

27例⽬（県3,181例⽬） 30代 ⼥性 屋久島町 令和3年5⽉25⽇ ー 咽頭痛 ー

26例⽬（県3,180例⽬） 30代 男性 屋久島町 令和3年5⽉25⽇ ー 咽頭痛 ー

25例⽬（県3,179例⽬） 50代 男性 屋久島町 令和3年5⽉25⽇ ー 発熱・倦怠感・咳・痰 ー

24例⽬（県3,077例⽬） 60代 ⼥性 屋久島町 令和3年5⽉21⽇ ー 発熱 ー

23例⽬（県3,076例⽬） 60代 男性 屋久島町 令和3年5⽉21⽇ ー 発熱・咳・痰・咽頭痛・倦怠感 ー

22例⽬（県3,075例⽬） 20代 男性 屋久島町 令和3年5⽉21⽇ ー 発熱・倦怠感・咽頭痛・腹痛・関節痛 ー

21例⽬（県2,848例⽬） 80代 ⼥性 屋久島町 令和3年5⽉15⽇ ー 症状なし ー

20例⽬（県2,816例⽬） 50代 ⼥性 屋久島町 令和3年5⽉14⽇ ー 咽頭痛・⾷欲不振 ー



新型コロナウイルス感染症 町内感染者の発⽣状況

2021/9/6 現在

体温 症状
クラスター 治療・療養場所

検査時の状態
例⽬（県内） 年齢 性別 居住地 陽性判明⽇

19例⽬（県2,776例⽬） 40代 ⼥性 屋久島町 令和3年5⽉13⽇ ー 発熱・咳・味覚障害・嗅覚障害・咽頭痛 ー

18例⽬（県2,775例⽬） 30代 ⼥性 屋久島町 令和3年5⽉13⽇ ー ⿐閉・嗅覚障害 ー

17例⽬（県2,774例⽬） 20代 ⼥性 福岡県 令和3年5⽉13⽇ ー 発熱・倦怠感 ー

16例⽬（県2,651例⽬） 50代 男性 屋久島町 令和3年5⽉11⽇ ー 症状なし ー

15例⽬（県2,608例⽬） 10代 男性 屋久島町 令和3年5⽉10⽇ ー 発熱・咳 ー

14例⽬（県2,500例⽬）

13例⽬（県1,979例⽬） 60代 ⼥性 屋久島町 令和3年4⽉20⽇ 37.7度 関節痛・喉の違和感・頭重感 ー

12例⽬（県1,977例⽬） 30代 男性 屋久島町 令和3年4⽉19⽇ 36.8度 症状なし ー

11例⽬（県1,955例⽬） 70代 男性 屋久島町 令和3年4⽉17⽇ 36.4度 症状なし ー

10例⽬（県0,833例⽬） 40代 ⼥性 屋久島町 令和2年12⽉14⽇ 36.1度 嗅覚障害 ー

9例⽬（県0,735例⽬） 10代 ⼥性 屋久島町 令和2年12⽉ 9⽇ 36.3度 頭痛 ー

8例⽬（県0,734例⽬） 10代 男性 屋久島町 令和2年12⽉ 9⽇ 36.8度 ⿐汁 ー

7例⽬（県0,708例⽬） 10代 ⼥性 屋久島町 令和2年12⽉ 8⽇ 36.2度 咽頭痛 ー

6例⽬（県0,707例⽬） 40代 男性 屋久島町 令和2年12⽉ 8⽇ 36.3度 関節痛 ー

5例⽬（県0,706例⽬） 30代 ⼥性 屋久島町 令和2年12⽉ 8⽇ 37.2度 症状なし ー

4例⽬（県0,705例⽬） 70代 男性 屋久島町 令和2年12⽉ 8⽇ 37.0度 症状なし ー

3例⽬（県0,704例⽬） 30代 ⼥性 屋久島町 令和2年12⽉ 8⽇ 37.3度 喉の違和感 ー

「陰性」確定のため⽋番
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体温 症状
クラスター 治療・療養場所

検査時の状態
例⽬（県内） 年齢 性別 居住地 陽性判明⽇

2例⽬（県0,659例⽬） 20代 男性 屋久島町 令和2年12⽉ 5⽇ 39.0度 咳・痰・咽頭痛・関節痛・頭痛 ー

1例⽬（県0,338例⽬） 30代 男性 屋久島町 令和２年８⽉19⽇ 36.6度 症状なし ー


