
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２９日 

在サンパウロ日本国総領事館 

 

１ サンパウロ州 

※１１月２９日（日）１３時時点 

 感染者数：１２４万４７３人（前日比２３７９人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の３４万９６２２人で，カンピーナス市３万６７１２人，サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市３万２２８人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：４万２０７６人（前日比２８人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万４３９４人 

・死者は州内６４５市のうち５９８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：５１．８％（前日５１．１％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：５８．５％（前日５８％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２９日）：未発表（前日４２％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２９日）：未発表（前日４２％） 

 

※１１月２８日（土）１６時時点 

 感染者数：１２３万８０９４人（前日比４５０７人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：４万２０２８人（前日比１４６人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち５９８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：５１．１％（前日同） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：５８％（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（２８日）：４２％（前日４０％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２８日）：４２％（前日３９％） 

 

※１１月２７日（金）１８時時点 

 感染者数：１２３万３５８７人（前日比４３２０人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万１９０２人（前日比１２９人増（＋０％）） 

 ・死者は州内６４５市のうち５９８市で確認（前日５９７市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：５１．１％（前日５０％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率： ５８％（前日５７．２％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２７日）：４０％（前日同） 



・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２７日）：３９％（前日４０％） 

 

【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/noticias-coronavirus/sp-registra-42-mil-obitos-e-124-milhao-casos-

de-coronavirus/  （１１月２９日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-42-mil-obitos-e-123-milhao-casos-

de-coronavirus/  （１１月２８日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sp-registra-419-mil-obitos-e-123-

milhao-casos-de-coronavirus/  （１１月２７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２９日（日）１７時時点 

 感染者数：１５万８４１７人（前日比１０３人増（＋０．０６％）） 

・最多はクイアバ市の３万４９５０人で，ロンドノーポリス市１万１７０７人，ヴァルゼア・グランデ市１

万１２３１人，シノピ市８２９５人と続く 

 死者数：４１３４人（前日比７人増（＋０．１６％）） 

・最多はクイアバ市の１０８４で，ヴァルゼア・グランデ市５２６人，ロンドノーポリス市３８７人，シノ

ピ市１３３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：３１．５％（前日３２％） 

 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（２９日）４５％（前日３８．８％） 

 

※１１月２８日（土）１７時時点 

 感染者数：１５万８３１４人（前日比２３０人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の３万４９０２人で，ロンドノーポリス市１万１７００人，ヴァルゼア・グランデ市１

万１２２９人，シノピ市８２９４人と続く 

 死者数：４１２７人（前日比７人増（＋０．１６％）） 

・最多はクイアバ市の１０８３人で，ヴァルゼア・グランデ市５２５人，ロンドノーポリス市３８５人，シ

ノピ市１３３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：３２％（前日３３．２％） 

 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（２８日）３８．８％（前日３４．５％） 

 

※１１月２７日（金）１７時時点 

 感染者数：１５万８０８４人（前日比５６０人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の３万４８３５人で，ロンドノーポリス市１万１６７４人，ヴァルゼア・グランデ市１

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-42-mil-obitos-e-124-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-42-mil-obitos-e-124-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-42-mil-obitos-e-123-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-42-mil-obitos-e-123-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sp-registra-419-mil-obitos-e-123-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sp-registra-419-mil-obitos-e-123-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/


万１２０１人，シノピ市８２６５人と続く 

 死者数：４１２０人（前日比４人増（＋０．０９％）） 

・最多はクイアバ市の１０８３人で，ヴァルゼア・グランデ市５２４人，ロンドノーポリス市３８０人，シ

ノピ市１３４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：３３．２％（前日３３．５％） 

 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（２７日）３４．５％（前日３６．３％） 

 その他 

・２７日（金），クイアバ市は市内の経済活動に関する新たな規定を発表。例えば，小売り等の一般店舗の営

業時間は祝日を含めて月曜から日曜までの９時から２０時（以前は１７時までであった）までとなる。市内

の私立幼稚園（０ 歳から４歳の子女を対象）以外の初等教育機関の対面授業は１２月７日まで中断が継続

する。 

 

【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 (29): Mato Grosso registra 158.417 casos e 4.134 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１１月２９日） 

Sábado (28): Mato Grosso registra 158.314 casos e 4.127 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１１月２８日） 

Sexta-feira (27): Mato Grosso registra 158.084 casos e 4.120 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１１月２７日） 

○社会的隔離実施率 

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

○その他 

download.php (cuiaba.mt.gov.br) 

 

３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※１１月２９（日）１５時時点  

 感染者数：９万８３６３人（前日比７５８人増（＋０．８％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の４万５１６３人で，ドウラードス市９９１３人，コルンバ市５４４８人，ト

レス・ラゴアス市３３９２人，シドロランジア市２２３４人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１７６６人（前日比９人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７６９人で，コルンバ市１７４人，ドウラードス市１１８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％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２９日）の社会的隔離実施率：４８．６％（前日４０．１％） 

 

※１１月２８日（土）１１時時点  

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/15960604-domingo-29-mato-grosso-registra-158.417-casos-e-4.134-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15960604-domingo-29-mato-grosso-registra-158.417-casos-e-4.134-obitos-por-covid-19
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
https://www.cuiaba.mt.gov.br/download.php?id=116511


 感染者数：９万７６０５人（前日比１８８４人増（＋２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の４万４７４９人で，ドウラードス市９８３０人，コルンバ市５４１９人，ト

レス・ラゴアス市３３９２人，シドロランジア市２２３４人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１７５７人（前日比３人増（＋０．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７６３人で，コルンバ市１７３人，ドウラードス市１１８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（２８日）の社会的隔離実施率：４０．１％（前日３５．８％） 

 

※１１月２７日（金）１１時時点  

 感染者数：９万５７２１人（前日比５２８人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の４万３５７１人で，ドウラードス市９７１２人，コルンバ市５３６３人，ト

レス・ラゴアス市３３６９人，シドロランジア市２２２８人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１７５４人（前日比６人増（＋０．３％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７６０人で，コルンバ市１７３人，ドウラードス市１１８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：６０％（前日５６％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２７日）の社会的隔離実施率：３５．８％（前日３６．４％） 

 

【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 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１１月２９日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１１月２８日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１１月２７日） 

Número de testes positivos para Covid -19 em MS sobe para 98.363 – Portal do Governo de Mato Grosso 

do Sul (www.ms.gov.br)（１１月２９日） 

Capital registra 1.178 novos casos nas últimas 24 horas – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 

(www.ms.gov.br)（１１月２８日） 

MS registra 6 óbitos por coronavírus em 24 horas, com 1.754 mortes desde o início da pandemia – Portal 

do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１１月２７日） 

○社会的隔離実施率 

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

 

（了） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-262/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-261/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-260/
http://www.ms.gov.br/numero-de-testes-positivos-para-covid-19-em-ms-sobe-para-98-363/
http://www.ms.gov.br/numero-de-testes-positivos-para-covid-19-em-ms-sobe-para-98-363/
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral

