
当館管轄３州におけるコロナウイルス関連情報 

２０２０年１１月２２日 

在サンパウロ日本国総領事館 

 

１ サンパウロ州 

※１１月２２日（日）１３時時点 

 感染者数：１２０万９５８８人（前日比４１５３人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の３４万１０３５人で、カンピーナス市３万５９６６人、サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市２万９００２人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：４１万２６７人（前日比１１人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万４１７５人 

・死者は州内６４５市のうち５９７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：４６．５％（前日４５．６％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：５４．３％（前日５３．２％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２２日）：未発表（前日４２％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２２日）：未発表（前日４２％） 

 

※１１月２１日（土）１４時時点 

 感染者数：１２０万５４３５人（前日比５０８７人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：４万１２５６人（前日比７７人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち５９７市で確認（前日５９６市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：４５．６％（前日４４．７％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：５３．２％（前日５１．８％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２１日）：４２％（前日４１％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２１日）：４２％（前日４０％） 

 

※１１月２０日（金）１７時時点 

 感染者数：１２０万３４８人（前日比９０５８人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万１１７９人（前日比１０５人増（＋０％）） 

 ・死者は州内６４５市のうち５９６市で確認（前日５９５市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：４４．７％（前日４３．５％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率： ５１．８％（前日４９．７％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２０日）：４１％（前日４０％） 



・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２０日）：４０％（前日同） 

 

【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/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sp-registra-

412-mil-obitos-e-12-milhao-casos-de-coronavirus-2/ （１１月２２日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sp-registra-

412-mil-obitos-e-12-milhao-casos-de-coronavirus/ （１１月２１日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-

registra-411-mil-obitos-e-1-2-mil-casos-de-coronavirus/ （１１月２０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 

※１１月２２日（日）１７時時点 

 感染者数：１５万４９２４人（前日比８５人増（＋０．０５％）） 

・最多はクイアバ市の３万３４８９人で，ロンドノーポリス市１万１４４９人，ヴァルゼア・グランデ市１

万１０３０人，シノピ市８１６１人と続く 

 死者数：４０８９人（前日比７人増（＋０．１７％）） 

・最多はクイアバ市の１０７５人で，ヴァルゼア・グランデ市５２０人，ロンドノーポリス市３７７人，シ

ノピ市１３２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：３３．５％（前日３３％） 

 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（２２日）４７．４％（前日３９．２％） 

 

※１１月２１日（土）１７時時点 

 感染者数：１５万４８３９人（前日比２４３人増（＋０．１５％）） 

・最多はクイアバ市の３万３４５２人で，ロンドノーポリス市１万１４４４人，ヴァルゼア・グランデ市１

万１０２５人，シノピ市８１５５人と続く 

 死者数：４０８２人（前日比１人増（＋０．０２％）） 

・最多はクイアバ市の１０７５人で，ヴァルゼア・グランデ市５２０人，ロンドノーポリス市３７７人，シ

ノピ市１３２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：３３％（前日３０．７％） 

 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（２１日）３９．２％（前日４２．９％） 

 

※１１月２０日（金）１８時時点 

 感染者数：１５万４５９６人（前日比１５８人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の３万３３０３人で，ロンドノーポリス市１万１４３７人，ヴァルゼア・グランデ市１

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sp-registra-412-mil-obitos-e-12-milhao-casos-de-coronavirus-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sp-registra-412-mil-obitos-e-12-milhao-casos-de-coronavirus-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sp-registra-412-mil-obitos-e-12-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sp-registra-412-mil-obitos-e-12-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-registra-411-mil-obitos-e-1-2-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-registra-411-mil-obitos-e-1-2-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/


万１０１０人，シノピ市８１５３人と続く 

 死者数：４０８１人（前日比８人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の１０７４人で，ヴァルゼア・グランデ市５２０人，ロンドノーポリス市３７６人，シ

ノピ市１３１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：３０．７％（前日３４．７％） 

 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（２０日）４２．９％（前日３５％） 

 

【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  

Domingo (22): Mato Grosso registra 154.924 casos e 4.089 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１１月２２日） 

Sábado (21): Mato Grosso registra 154.839 casos e 4.082 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１１月２１日） 

Sexta-feira (20): Mato Grosso registra 154.596 casos e 4.081 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１１月２０日） 

○社会的隔離実施率 

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

 

３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※１１月２２日（日）１０時時点  

 感染者数：９万２４６７人（前日比７８５人増（＋０，９％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の４万１７８９人で，ドウラードス市９５０９人，コルンバ市５２７５人，ト

レス・ラゴアス市３３０５人，シドロランジア市２２１３人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１７２２人（前日比４人増（＋０．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７３９人で，コルンバ市１７２人，ドウラードス市１１７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：４７％（前日４５％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２２日）の社会的隔離実施率：４７．７％（前日４０％） 

 

※１１月２１日（土）１０時時点  

 感染者数：９万１６８２人（前日比９１７人増（＋１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の４万１２１７人で，ドウラードス市９４６４人，コルンバ市５２５７人，ト

レス・ラゴアス市３３０１人，シドロランジア市２２１３人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１７１８人（前日比５人増（＋０．３％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７３７人で，コルンバ市１７０人，ドウラードス市１１７人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/15908664-domingo-22-mato-grosso-registra-154.924-casos-e-4.089-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15908664-domingo-22-mato-grosso-registra-154.924-casos-e-4.089-obitos-por-covid-19
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral


・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４１％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２１日）の社会的隔離実施率：４０％（前日３４．８％） 

 

※１１月２０日（金）１１時時点  

 感染者数：９万７６５人（前日比５３６人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の４万６９３人で，ドウラードス市９４０４人，コルンバ市５２３８人，トレ

ス・ラゴアス市３２５５人，シドロランジア市２２０９人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１７１３人（前日比８人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７３３人で，コルンバ市１７０人，ドウラードス市１１７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：４１％（前日４３％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２０日）の社会的隔離実施率：３４．８％（前日３５．８％） 

 

【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 

Boletim Coronavírus – Covid-19 – CORONA VÍRUS (coronavirus.ms.gov.br)（１１月２２日） 

Boletim Coronavírus – Covid-19 – CORONA VÍRUS (coronavirus.ms.gov.br)（１１月２１日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１１月２０日） 

Coronavírus: MS registra 92.467 casos confirmados da doença e 1.722 óbitos – Portal do Governo de 

Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１１月２２日） 

Em apenas 24 horas, MS registra 917 casos novos de coronavírus – Portal do Governo de Mato Grosso do 

Sul (www.ms.gov.br)（１１月２１日） 

Número de internações e de casos confirmados por coronavírus em MS aumenta consideravelmente – Portal 

do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１１月２０日）      

○社会的隔離実施率 

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

 

（了） 

 

 

https://www.coronavirus.ms.gov.br/?p=4141
https://www.coronavirus.ms.gov.br/?p=4138
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-253/
http://www.ms.gov.br/coronavirus-ms-registra-92-467-casos-confirmados-da-doenca-e-1-722-obitos/
http://www.ms.gov.br/coronavirus-ms-registra-92-467-casos-confirmados-da-doenca-e-1-722-obitos/
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral

