
記 者 発 表 資 料

令和３年１月１２日

１ １月１１日発表以降に確認された新型コロナウイルス感染者の概況について

年代・性別 現在の
区分 概 況 濃厚接触者

居住地 症状

１２６２ ４０代女性 ３６．６度 ○１２５３例目の親族 親族 １名

例目 曽於市 その他調査中

下痢 ○行動歴及び経過

食欲不振 1/ 7～10 在宅

鼻汁 1/11 陽性判明

味覚障害

嗅覚障害 ○現在

医療機関入院中

１２６３ ９０歳以上 ３８．２度 ○行動歴及び経過 調査中

例目 男性 1/ 8～10 在宅

肝付町 痰 1/11 陽性判明

咳

○現在

医療機関入院中

１２６４ ９０歳以上 ３７．５度 ○行動歴及び経過 調査中

例目 男性 1/ 2～10 在宅

肝付町 なし 1/11 陽性判明

○現在

医療機関入院中

１２６５ ９０歳以上 ３７．２度 ○行動歴及び経過 調査中

例目 男性 1/ 6～10 在宅

肝付町 食欲不振 1/11 陽性判明

○現在

医療機関入院中

１２６６ ８０代女性 ３７．５度 ○行動歴及び経過 調査中

例目 肝付町 1/ 8～10 在宅

食欲不振 1/11 陽性判明

○現在

医療機関入院中

１２６７ ９０歳以上 ３６．７度 ○行動歴及び経過 調査中

例目 女性 1/10 在宅

肝付町 嗄声 1/11 陽性判明

○現在

医療機関入院中



年代・性別 現在の
区分 概 況 濃厚接触者

居住地 症状

１２６８ ８０代男性 ３７．２度 ○行動歴及び経過 調査中

例目 肝付町 1/ 5～10 在宅

頭重感 1/11 陽性判明

○現在

医療機関入院中

１２６９ ２０代男性 ３６．０度 ○行動歴及び経過 親族 ４名

例目 霧島市 1/ 9～10 在宅 知人 ６名

なし 1/11 陽性判明 その他調査中

○現在

宿泊施設入所中

１２７０ ３０代女性 ３６．８度 ○行動歴及び経過 調査中

例目 霧島市 1/ 6～10 勤務

喉の違和感 1/11 陽性判明

○現在

宿泊施設入所中

１２７１ ２０代男性 ３７．４度 ○行動歴及び経過 親族 ３名

例目 伊佐市 1/ 6～10 在宅

咳 1/11 陽性判明

倦怠感

○現在

医療機関入院中

１２７２ ２０代女性 ３６．３度 ○１０７５例目の親族 親族 ３名

例目 志布志市

なし ○行動歴及び経過

1/ 5 PCR検査（陰性判明）

1/ 8～10 在宅

1/11 PCR検査（陽性判明）

○現在

自宅待機中

１２７３ ５０代男性 体温不明 ○１０８１例目の親族 親族 ４名

例目 志布志市

嗅覚障害 ○行動歴及び経過

鼻閉 1/ 2～ 3 在宅

鼻汁 1/ 4 PCR検査（陰性判明）

1/ 5～10 在宅

1/11 PCR検査（陽性判明）

○現在

自宅待機中



２ 本日（１６時００分時点）確認された新型コロナウイルス感染者について

区 分 年 代 性 別 居住地 備 考

１２７４例目 ２０代 女性 姶良市

１２７５例目 ２０代 女性 霧島市

１２７６例目 ４０代 男性 霧島市

１２７７例目 ６０代 女性 奄美市
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新型コロナウイルス感染者の状況
１ 感染者数 （人）

区 分 人 数 対前日比

感染者 １２８０(20) ＋２０

クラスター１～11 ４７８(０) ± ０

クラスター12（鹿児島市・飲食店） ５４(０) ± ０

クラスター13（鹿屋市・サークル活動） １９(０) ± ０

クラスター14（霧島市・部活動） ９(０) ± ０

クラスター15（鹿屋市・飲食店） ４１(０) ± ０

クラスター16（姶良市・医療機関） １３(０) ± ０

クラスター17（南大隅町・児童施設） １４(０) ± ０

クラスター18（鹿児島市・会食） １４(０) ± ０

その他 ６３８(20) ＋２０

※ （ ）書きは，本日発表分で内数
※ 欠番があるため，感染者数と最終症例番号は一致しない。
※ クラスター１～11の内訳

クラスター１（鹿児島市・飲食店） 116 ，クラスター２（鹿児島市・介護施設） 9
クラスター３（鹿児島市・高齢者施設） 15 ，クラスター４（与論島） 56
クラスター５（指宿市・医療機関） 58 ，クラスター６（鹿児島市・飲食店） 35
クラスター７（鹿児島市・高齢者施設） 15 ，クラスター８（与論島） 57
クラスター９（鹿児島市・サークル活動） 25 ，クラスター10（徳之島） 64
クラスター11（出水市・学校） 28

２ 前日までの感染者の療養先の状況【１月１１日 ２４：００時点】

区 分 人数（人） 対前日比（人）

療養者数 ２１４ ▲ ７

医療機関に入院中 １００（注） ± ０

宿泊施設に入所中 １１４ ▲ ７

自宅待機等 １１ ▲ １

計 ２２５ ▲ ８

退院等 １０３５ ＋２３

合 計 １２６０ ＋１５

（※）うち重症：３人，中等症（要酸素投与）：１３人

３ 死亡者数 １４人（対前日比 ±０人）


