
当館管轄３州におけるコロナウイルス関連情報 

２０２０年９月７日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※９月７日（月）１７時時点 

 感染者数：８５万７３３０人（前日比１６０８人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の２６万７９２６人で，カンピーナス市２万８５７４人，サン・ベルナルド・ド・カ 

ンポ市２万２９５１人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：３万１３７７人（前日比２４人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万１７３５人 

・死者は州内６４５市のうち５４４市で確認（前日同） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：５３．８％（前日５４％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：５２．８％（前日５２．７％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（７日）：未発表（前日４６％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（７日）：未発表（前日４８％） 

 

※９月６日（日）１７時時点 

 感染者数：８５万５７２２人（前日比２６３７人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：３万１３５３人（前日比４０人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち５４４市で確認（前日同） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：５４％（前日５４．１％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：５２．７％（前日５２．６％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（６日）：４６％（前日４２％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（６日）：４８％（前日４３％） 

 

※９月５日（土）１７時時点 

 感染者数：８３万３０８５人（前日比８０６９人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：３万１３１３人（前日比２２２人増（＋１％）） 

・死者は州内６４５市のうち５４４市で確認（前日５４１市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：５４．１％（前日５４％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：５２．６％（前日５１．５％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（５日）：４２％（前日４０％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（５日）：４３％（前日４０％） 



※９月４日（金）１７時時点 

 感染者数：８４万５０１６人（前日比７０３８人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：３万１０９１人（前日比１８６人増（＋１％）） 

・死者は州内６４５市のうち５４１市で確認（前日同） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：５４％（前日５４．１％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：５１．５％（前日５２％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（４日）：４０％（前日４１％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（４日）：４０％（前日４２％） 

 その他 

・４日（金），サンパウロ州政府は，クアレンテーナ（実質的な外出自粛措置）を９月１９日（土）まで延長

する旨発表。３月２４日（火）から継続している同措置は今回で１１回目の延長となる。 

・４日（金），サンパウロ州政府は，サンパウロ州経済活動再開計画（Plano SP）に基づく州内各地域のフェ

ーズの更新を発表。同日の更新で，州内５の地域（マリリア，プレジデンテ・プルデンテ，レジストロ，サ

ン・ジョアン・ダ・ボア・ビスタ，サン・ジョゼ・ド・リオ・プレット）がフェーズ２（コントロール段階）

からフェーズ３（緩和段階）に前進した。フェーズ１（最大警戒段階）の地域はなく，フランカとリベイロ

ン・プレットのみフェーズ２（コントロール段階）で，残りの地域はフェーズ３（緩和段階）。州の９５％の

人口を占める地域がフェーズ３（緩和段階）となった。 

・４日（金），サンパウロ市は，サンパウロ市内のアニェンビ仮設病院を９月１０日に閉鎖する旨発表。 

 

【出典（サンパウロ州政府サイト等）】 

○感染者数，死者数，ＩＣＵ占有率 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/ 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-313-mil-obitos-e-8573-mil-casos-de-

coronavirus/（９月７日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-registra-313-mil-obitos-e-8557-mil-casos-

de-coronavirus/（９月６日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-registra-313-mil-obitos-e-853-mil-casos-

de-coronavirus/（９月５日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sp-registra-31-mil-obitos-e-845-mil-

casos-de-coronavirus/（９月４日） 

○社会的隔離実施率 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/ 

 

２ マット・グロッソ州 

※９月７日（月）１７時時点 

 感染者数：９万８７０９人（前日比３６３人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１万９８７８人で，ヴァルゼア・グランデ市７４２１人，ロンドノーポリス市７０５

５人，ルカス・ド・リオ・ヴェルデ市４７９８人と続く 

 死者数：２９７８人（前日比２３人増（＋０．８％）） 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-313-mil-obitos-e-8573-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-313-mil-obitos-e-8573-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-registra-313-mil-obitos-e-8557-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-registra-313-mil-obitos-e-8557-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-registra-313-mil-obitos-e-853-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-registra-313-mil-obitos-e-853-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sp-registra-31-mil-obitos-e-845-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sp-registra-31-mil-obitos-e-845-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/


・最多はクイアバ市の８１０人で，ヴァルゼア・グランデ市４１６人，ロンドノーポリス市２６２人，シノ

ピ市９４人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：６９％（前日７３％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ州の社会的隔離実施率（７日）４６．４％（前日４５％） 

 その他 

・７日（月），マット・グロッソ州保健局は，新型コロナウイルスの感染拡大に関する自治体別のリスク評 

価で，４段階中で上から２番目となる「高い」にルシアラ市を位置付けたと発表。他方，累計感染者数や死

者数が多いクイアバ市，ヴァルゼア・グランデ市，ロンドノーポリス市等を含む１８市については引き続き

段階中で上から３番目となる「並」に位置付けた。現在は最上位となる「最も高い」に評価された自治体は

なく，その他の１２２市は「低い」となっている。 

 

※９月６日（日）１８時時点 

 感染者数：９万８３４６人（前日比１５８人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の１万９８０１人で，ヴァルゼア・グランデ市７４０４人，ロンドノーポリス市７０２

３人，ルカス・ド・リオ・ヴェルデ市４７６５人と続く 

 死者数：２９５５人（前日比１５人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の８０９人で，ヴァルゼア・グランデ市４１２人，ロンドノーポリス市２５８人，シノ

ピ市９２人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：７３％（前日７４％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ州の社会的隔離実施率（６日）４５％（前日３６．８％） 

 

※９月５日（土）１７時時点 

 感染者数：９万８１８８人（前日比６３８人増（＋０．７％）） 

・最多はクイアバ市の１万９７３６人で，ヴァルゼア・グランデ市７３８３人，ロンドノーポリス市７０１

９人，ルカス・ド・リオ・ヴェルデ市４７６３人と続く 

 死者数：２９４０人（前日比１７人増（＋０．６％）） 

・最多はクイアバ市の８０８人で，ヴァルゼア・グランデ市４１１人，ロンドノーポリス市２５８人，シノ

ピ市９２人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：７４％（前日７７％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ州の社会的隔離実施率（５日）３６．８％（前日３３．５％） 

 

※９月４日（金）１７時時点 

 感染者数：９万７５５０人（前日比１２０１人増（＋１．２％）） 

・最多はクイアバ市の１万９５８７人で，ヴァルゼア・グランデ市７３２１人，ロンドノーポリス市６９８

６人，ルカス・ド・リオ・ヴェルデ市４７２５人と続く 

 死者数：２９２３人（前日比３０人増（＋１％）） 



・最多はクイアバ市の８０５人で，ヴァルゼア・グランデ市４１１人，ロンドノーポリス市２５８人，シノ

ピ市９０人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：７７％（前日６４％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ州の社会的隔離実施率（４日）３３．５％（前日３５．５％） 

 その他 

・４日（金），クイアバ市はパンデミック下を踏まえた特別措置の一環として，水道代が未払いの家庭に対し

１２月３１日までは水の供給を止めないと発表。 

 

【出典（マット・グロッソ州政府サイト等）】 

○感染者数，死者数，ＩＣＵ占有率 

http://www．saude．mt．gov．br/informe/584  

http://www.mt.gov.br/-/15331884-segunda-feira-07-mato-grosso-registra-98.709-casos-e-2.978-obitos-

por-covid-19（９月７日） 

http://www.mt.gov.br/-/15330705-domingo-06-mato-grosso-registra-98.346-casos-e-2.955-obitos-por-

covid-19（９月６日） 

http://www.mt.gov.br/-/15329394-sabado-05-mato-grosso-registra-98.188-casos-e-2.940-obitos-por-

covid-19（９月５日） 

http://www.mt.gov.br/-/15324760-sexta-feira-04-mato-grosso-registra-97.550-casos-e-2.923-obitos-

por-covid-19（９月４日） 

○社会的隔離実施率 

https://public．tableau．com/profile/inloco．tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral 

○その他 

http://www.mt.gov.br/-/15332271-apenas-luciara-esta-com-risco-alto-de-contaminacao-de-covid-19-em-

mt（９月７日） 

https://www.cuiaba.mt.gov.br/storage/__TEMP/16ec349q02d84papt4k06qlvr1/DECRETO%20DE%20PROIBI%C3%87%

C3%83O%20DO%20CORTE%20DE%20ABASTECIMENTO%20DE%20%C3%81GUA.pdf（９月４日） 

 

３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※９月７日（月）１２時時点  

 感染者数：５万４１２５人（前日比６３４人増（＋１．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の２万３３５０人で，ドウラードス市６０５８人，コルンバ市２９７８人，シ

ドロランジア市１８７１人，アキダウアナ市１６９１人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：９７０人（前日比４人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の３９９人で，コルンバ市１０５人，ドウラードス市８２人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：５７％（前日５６％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（７日）の社会的隔離実施率：４５．２％（前日４４．３％） 

 

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/15331884-segunda-feira-07-mato-grosso-registra-98.709-casos-e-2.978-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15331884-segunda-feira-07-mato-grosso-registra-98.709-casos-e-2.978-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15330705-domingo-06-mato-grosso-registra-98.346-casos-e-2.955-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15330705-domingo-06-mato-grosso-registra-98.346-casos-e-2.955-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15329394-sabado-05-mato-grosso-registra-98.188-casos-e-2.940-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15329394-sabado-05-mato-grosso-registra-98.188-casos-e-2.940-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15324760-sexta-feira-04-mato-grosso-registra-97.550-casos-e-2.923-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15324760-sexta-feira-04-mato-grosso-registra-97.550-casos-e-2.923-obitos-por-covid-19
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
http://www.mt.gov.br/-/15332271-apenas-luciara-esta-com-risco-alto-de-contaminacao-de-covid-19-em-mt
http://www.mt.gov.br/-/15332271-apenas-luciara-esta-com-risco-alto-de-contaminacao-de-covid-19-em-mt
https://www.cuiaba.mt.gov.br/storage/__TEMP/16ec349q02d84papt4k06qlvr1/DECRETO%20DE%20PROIBI%C3%87%C3%83O%20DO%20CORTE%20DE%20ABASTECIMENTO%20DE%20%C3%81GUA.pdf
https://www.cuiaba.mt.gov.br/storage/__TEMP/16ec349q02d84papt4k06qlvr1/DECRETO%20DE%20PROIBI%C3%87%C3%83O%20DO%20CORTE%20DE%20ABASTECIMENTO%20DE%20%C3%81GUA.pdf


※９月６日（日）１２時時点  

 感染者数：５万３４９１人（前日比１６３人増（＋０．３％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の２万２９８０人で，ドウラードス市６００８人，コルンバ市２９５３人，シ

ドロランジア市１８７０人，アキダウアナ市１６６８人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：９６６人（前日比１３人増（＋１．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の３９６人で，コルンバ市１０５人，ドウラードス市８２人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：５６％（前日５８％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（６日）の社会的隔離実施率：４４．３％（前日３６．８％） 

 

※９月５日（土）１２時時点  

 感染者数：５万３３２８人（前日比９２２人増（＋１．８％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の２万３０３０人で，ドウラードス市５９８２人，コルンバ市２９０２人，シ

ドロランジア市１８６３人，アキダウアナ市１６６０人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：９５３人（前日比１４人増（＋１．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の３９０人で，コルンバ市１０５人，ドウラードス市８１人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：５８％（前日５９％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（５日）の社会的隔離実施率：３６．８％（前日３２．７％） 

 

※９月４日（金）１１時時点  

 感染者数：５万２４０６人（前日比８３１人増（＋１．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の２万２６８８人で，ドウラードス市５８９６人，コルンバ市２８１４人，シ

ドロランジア市１８４６人，アキダウアナ市１６２２人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：９３９人（前日比２５人増（＋２．７％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の３８５人で，コルンバ市１０４人，ドウラードス市８１人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：５９％（前日６０％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（４日）の社会的隔離実施率：３２．７％（前日３４．６％） 

 その他 

・４日（金），マット・グロッソ・ド・スル州教育局は州立学校の対面授業の中断措置を１０月９日(金)まで

延長すると発表。 

 

【出典（マット・グロッソ・ド・スル州政府サイト）】 

○感染者数，死者数，ＩＣＵ占有率 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-183/（９月７日） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-183/


https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-182/（９月６日） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-181/（９月５日） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-180/（９月４日） 

http://www.ms.gov.br/numero-de-obitos-por-covid-19-diminuiu-mas-o-estado-registrou-634-novos-casos/

（９月７日） 

http://www.ms.gov.br/covid-19-numero-de-casos-tem-ligeira-queda-mas-curva-da-doenca-nao-

desacelerou/（９月６日） 

http://www.ms.gov.br/ms-passa-dos-52-mil-casos-de-covid-e-gestores-pedem-cautela-para-o-feriadao/

（９月４日） 

○社会的隔離実施率 

https://public．tableau．com/profile/inloco．tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral  

○その他 

http://www.ms.gov.br/cirurgias-eletivas-retornam-em-ms-apos-seis-meses-de-suspensao-em-razao-da-

covid-19/（９月５日） 

http://www.ms.gov.br/aulas-presenciais-da-rede-estadual-de-ensino-seguirao-suspensas-ate-outubro/

（９月４日） 

（了） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-182/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-181/
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