
当館管轄３州におけるコロナウイルス関連情報 

２０２０年１０月１２日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※１０月１２日（月）１５時時点 

 感染者数：１０３万８３４４人（前日比６８４人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の３０万１０２１人で，カンピーナス市３万２３６６人，サン・ベルナルド・ド・カ

ンポ市２万５４８１人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：３万７２７９人（前日比２３人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万３１３４人 

・死者は州内６４５市のうち５８１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：４２．９％（前日４３％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：４２．１％（前日４２％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（１２日）：未発表（前日４７％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１２日）：未発表（前日４７％） 

 

※１０月１１日（日）１４時時点 

 感染者数：１０３万７６６０人（前日比２８４４人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：３万７２５６人（前日比３３人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち５８１市で確認（前日５８０市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：４３％（前日４３．１％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：４２％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（１１日）：４７％（前日４１％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１１日）：４７％（前日４２％） 

 

※１０月１０日（土）１４時時点 

 感染者数：１０３万４８１６人（前日比６６２６人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：３万７２２３人（前日比１５５人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち５８０市で確認（前日５７８市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：４３．１％（前日４３．２％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：４２％（前日４２．２％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（１０日）：４１％（前日同） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１０日）：４２％（前日４１％） 



 その他 

・１０日（土），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１１月１６日（月）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１３回目の延長となる。 

 

※１０月９日（金）１７時時点 

 感染者数：１０２万８１９０人（前日比５７８６人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：３万７０６８人（前日比１８４人増（＋１％）） 

・死者は州内６４５市のうち５７８市で確認（前日５７７市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：４３．２％（前日４３．４％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：４２．２％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（９日）：４１％（前日同） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（９日）：４１％（前日同） 

 その他 

・９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６地域（サンパウロ市を含むサンパウロ大都市圏，カンピーナス，ピ

ラシカバ，ソロカバ，タウバテ，サントス地域）がフェーズ３（緩和段階）からフェーズ４（部分的再開段階）

に前進した。これにより，州人口の７６％を占める地域がフェーズ４となった。フェーズ４では，商業施設等

の営業可能時間がフェーズ３では１日８時間であったのが１２時間まで延長されるほか，施設における収容

可能人数が６０％まで（フェーズ３においては４０％まで）となる。また，フェーズ３及び４において，これ

まで飲食店の営業は２２時までとされていたが，飲食の提供自体は２２時までとし，顧客の滞在は２３時まで

認められるようになった。次回のフェーズ更新は１１月１６日（月）。 

・９日（金），サンパウロ市は，１０日（土）より市内の文化関連施設が再開すると発表。市当局は既に文化

関連施設とプロトコールに署名しており，これに基づき再開が行われる。 

 

【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-372-mil-obitos-e-103-milhao-casos-de-

coronavirus-3/ （１０月１２日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-372-mil-obitos-e-103-milhao-casos-de-

coronavirus-2/ （１０月１１日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-372-mil-obitos-e-103-milhao-casos-de-

coronavirus/ （１０月１０日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-registra-37-mil-obitos-e-102-milhao-

casos-de-coronavirus/ （１０月９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 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-372-mil-obitos-e-103-milhao-casos-de-coronavirus-3/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-372-mil-obitos-e-103-milhao-casos-de-coronavirus-3/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-372-mil-obitos-e-103-milhao-casos-de-coronavirus-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-372-mil-obitos-e-103-milhao-casos-de-coronavirus-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-372-mil-obitos-e-103-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-372-mil-obitos-e-103-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-registra-37-mil-obitos-e-102-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-registra-37-mil-obitos-e-102-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/


※１０月１２日（月）１７時時点 

 感染者数：１３万２２１６人（前日比１９２人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の２万５９２８人で，ヴァルゼア・グランデ市９５１５人，ロンドノーポリス市９４７

８人，ソヒゾ市５９５２人と続く 

 死者数：３６３５人（前日比１３人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の９７０人で，ヴァルゼア・グランデ市４６１人，ロンドノーポリス市３１３人，シノ

ピ市１１６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：５３．４％（前日５２．９％） 

 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（１２日）４２．６％（前日４３．４％） 

 その他 

・１２月（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，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州

内全１４１市を４段階で最も下となる「低い」に引き続き位置付けたと発表。  

 

※１０月１１日（日）１７時時点 

 感染者数：１３万２０２４人（前日比１７０人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の２万５８５４人で，ヴァルゼア・グランデ市９５０４人，ロンドノーポリス市９４７

４人，ソヒゾ市５９３４人と続く 

 死者数：３６２２人（前日比８人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の９６８人で，ヴァルゼア・グランデ市４６０人，ロンドノーポリス市３１３人，シノ

ピ市１１４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：５２．９％（前日５１．４％） 

 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（１１日）４３．４％（前日３５．７％） 

 

※１０月１０日（土）１７時時点 

 感染者数：１３万１８５４人（前日比３０６人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の２万５８１８人で，ヴァルゼア・グランデ市９４９４人，ロンドノーポリス市９４７

１人，ソヒゾ市５９１５人と続く 

 死者数：３６１４人（前日比１２人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の９６６人で，ヴァルゼア・グランデ市４６０人，ロンドノーポリス市３１２人，シノ

ピ市１１４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：５１．４％（前日５２．９％） 

 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（１０日）３５．７％（前日３３．５％） 

 

※１０月９日（金）１７時時点 

 感染者数：１３万１５４８人（前日比７６５人増（＋０．６％）） 



・最多はクイアバ市の２万５７７５人で，ヴァルゼア・グランデ市９４８７人，ロンドノーポリス市９４２

３人，ソヒゾ市５９１４人と続く 

 死者数：３６０２人（前日比１６人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の９６６人で，ヴァルゼア・グランデ市４６０人，ロンドノーポリス市３１０人，シノ

ピ市１１４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：５２．９％（前日５３．４％） 

 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（９日）３３．５％（前日３４％） 

 

【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/-/15638319-segunda-feira-12-mato-grosso-registra-132.216-casos-e-3.635-obitos-

por-covid-19（１０月１２日） 

http://www.mt.gov.br/-/15636758-domingo-11-mato-grosso-registra-132.024-casos-e-3.622-obitos-por-

covid-19（１０月１１日） 

http://www.mt.gov.br/-/15635435-sabado-10-mato-grosso-registra-131.854-casos-e-3.614-obitos-por-

covid-19（１０月１０日） 

http://www.mt.gov.br/-/15630165-sexta-feira-09-mato-grosso-registra-131.548-casos-e-3.602-obitos-

por-covid-19（１０月９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/-/15638493-todos-os-municipios-de-mato-grosso-apresentam-risco-baixo-de-

contaminacao-da-covid-19（１０月１２日） 

 

３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※１０月１２日（月）１２時時点  

 感染者数：７万４８３９人（前日比１６４人増（＋０．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の３万２９２０人で，ドウラードス市７７８５人，コルンバ市４３９２人，ト

レス・ラゴアス市２３７８人，シドロランジア市２０５９人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１４４０人（前日比７人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６２８人で，コルンバ市１４２人，ドウラードス市１０１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：４５％（前日４６％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１２日）の社会的隔離実施率：４３％（前日４２．６％） 

 

※１０月１１日（日）１２時時点  

 感染者数：７万４６７５人（前日比１０８人増（＋０．１％）） 

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/15638319-segunda-feira-12-mato-grosso-registra-132.216-casos-e-3.635-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15638319-segunda-feira-12-mato-grosso-registra-132.216-casos-e-3.635-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15636758-domingo-11-mato-grosso-registra-132.024-casos-e-3.622-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15636758-domingo-11-mato-grosso-registra-132.024-casos-e-3.622-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15635435-sabado-10-mato-grosso-registra-131.854-casos-e-3.614-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15635435-sabado-10-mato-grosso-registra-131.854-casos-e-3.614-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15630165-sexta-feira-09-mato-grosso-registra-131.548-casos-e-3.602-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15630165-sexta-feira-09-mato-grosso-registra-131.548-casos-e-3.602-obitos-por-covid-19
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
http://www.mt.gov.br/-/15638493-todos-os-municipios-de-mato-grosso-apresentam-risco-baixo-de-contaminacao-da-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15638493-todos-os-municipios-de-mato-grosso-apresentam-risco-baixo-de-contaminacao-da-covid-19


・最多はカンポ・グランデ市の３万２８４８人で，ドウラードス市７７８２人，コルンバ市４３７３人，ト

レス・ラゴアス市２３７５人，シドロランジア市２０５９人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１４３３人（前日比８人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６２４人で，コルンバ市１４１人，ドウラードス市１０１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：４６％（前日４４％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１１日）の社会的隔離実施率：４２．６％（前日３５．８％） 

 

※１０月１０日（土）１３時時点  

 感染者数：７万４５６７人（前日比４７５人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の３万２８０４人で，ドウラードス市７７８０人，コルンバ市４３６７人，ト

レス・ラゴアス市２３６８人，シドロランジア市２０５９人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１４２５人（前日比１６人増（＋１．１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６２１人で，コルンバ市１４１人，ドウラードス市１００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：４４％（前日４５％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１０日）の社会的隔離実施率：３５．８％（前日３２．６％） 

 その他 

・１０日（土），マット・グロッソ・ド・スル州政府は，カンポ・グランデ市内のパルケ・ダス・ナソエンス・

インジジェナ州立公園を８日（木）に再開園したと発表。 

 

※１０月９日（金）１２時時点  

 感染者数：７万４０９２人（前日比５４４人増（＋０．７％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の３万２５８４人で，ドウラードス市７７４０人，コルンバ市４３１９人，ト

レス・ラゴアス市２３３５人，シドロランジア市２０５８人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１４０９人（前日比１４人増（＋１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６１２人で，コルンバ市１４０人，ドウラードス市９９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：４５％（前日４７％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（９日）の社会的隔離実施率：３２．６％（前日３２．４％） 

 

【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-19-217/（１０月１２日） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-216/（１０月１１日） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/8418-2/（１０月１０日） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-217/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-216/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/8418-2/


https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-215/（１０月９日） 

http://www.ms.gov.br/com-total-de-74-839-casos-numeros-no-ms-caem-pelo-segundo-dia-consecutivo/ 

（１０月１２日） 

http://www.ms.gov.br/boletim-deste-domingo-apresentou-queda-no-numero-de-novos-casos/（１０月１１日） 

http://www.ms.gov.br/semana-fecha-com-alta-taxa-de-letalidade-e-faixa-etaria-dos-que-testam-

positivo-para-o-covid-19-sao-os-mais-jovens/（１０月１０日） 

http://www.ms.gov.br/na-vespera-do-feriado-prolongado-ms-registra-554-novos-casos-de-covid-19-e-14-

obitos/（１０月９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/reabertura-do-parque-das-nacoes-indigenas-agrada-frequentadores-que-retomam-

atividades-ao-ar-livre-com-seguranca/（１０月１０日） 

（了） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-215/
http://www.ms.gov.br/com-total-de-74-839-casos-numeros-no-ms-caem-pelo-segundo-dia-consecutivo/
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http://www.ms.gov.br/semana-fecha-com-alta-taxa-de-letalidade-e-faixa-etaria-dos-que-testam-positivo-para-o-covid-19-sao-os-mais-jovens/
http://www.ms.gov.br/semana-fecha-com-alta-taxa-de-letalidade-e-faixa-etaria-dos-que-testam-positivo-para-o-covid-19-sao-os-mais-jovens/
http://www.ms.gov.br/na-vespera-do-feriado-prolongado-ms-registra-554-novos-casos-de-covid-19-e-14-obitos/
http://www.ms.gov.br/na-vespera-do-feriado-prolongado-ms-registra-554-novos-casos-de-covid-19-e-14-obitos/
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
http://www.ms.gov.br/reabertura-do-parque-das-nacoes-indigenas-agrada-frequentadores-que-retomam-atividades-ao-ar-livre-com-seguranca/
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