
当館管轄３州におけるコロナウイルス関連情報 

２０２０年１２月６日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※１２月６日（日）１４時時点 

 感染者数：１２８万７７６２人（前日比２６７５人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の３６万１１８２人で，カンピーナス市３万８２９０人，サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市３万１９９０人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：４万３０１５人（前日比４６人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万４６９８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：５５．５％（前日５４．８％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６２．２％（前日６１．７％） 

 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）：未発表（前日４１％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（６日）：未発表（前日４１％） 

 

※１２月５日（土）１３時時点 

 感染者数：１２８万５０８７人（前日比８９３８人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：４万２９６９人（前日比１８１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：５４．８％（前日５４．３％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６１．７％（前日６１．３％） 

 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）：４１％（前日３９％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（５日）：４１％（前日３８％） 

 

※１２月４日（金）１５時時点 

 感染者数：１２７万６１４９人（前日比８２３７人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万２７８８人（前日比１５１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：５４．３％（前日５３．７％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率： ６１．３％（前日６０．７％） 

 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）：３９％（前日４０％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（４日）：３８％（前日３９％） 



 

【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-43-mil-obitos-e-128-milhao-casos-de-

coronavirus/（１２月６日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-429-mil-obitos-e-128-milhao-casos-de-

coronavirus/（１２月５日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-427-mil-obitos-e-127-milhao-

casos-de-coronavirus/（１２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 

※１２月６日（日）１７時時点 

 感染者数：１６万２３８９人（前日比２０３人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の３万６２０５人で，ロンドノーポリス市１万２０８６人，ヴァルゼア・グランデ市１

万１５１５人，シノピ市８５１５人と続く 

 死者数：４１９１人（前日比５人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の１０９２で，ヴァルゼア・グランデ市５３０人，ロンドノーポリス市４００人，シノ

ピ市１３８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：３４．７％（前日３４％） 

 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）未発表（３８．４％） 

 

※１２月５日（土）１７時時点 

 感染者数：１６万２１８６人（前日比３８５人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の３万６１５７人で，ロンドノーポリス市１万２０７８人，ヴァルゼア・グランデ市１

万１５０８人，シノピ市８４９０人と続く 

 死者数：４１８６人（前日比７人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の１０９２で，ヴァルゼア・グランデ市５２９人，ロンドノーポリス市３９９人，シノ

ピ市１３８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：３４％（前日３５．２％） 

 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（５日）３８．４％（３６．２％） 

 

※１２月４日（金）１７時時点 

 感染者数：１６万１８０１人（前日比６８５人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の３万６０２８人で，ロンドノーポリス市１万２０３２人，ヴァルゼア・グランデ市１

万１４７６人，シノピ市８４８４人と続く 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-43-mil-obitos-e-128-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-43-mil-obitos-e-128-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-429-mil-obitos-e-128-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-429-mil-obitos-e-128-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-427-mil-obitos-e-127-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-427-mil-obitos-e-127-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/


 死者数：４１７９人（前日比１５人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１０９１で，ヴァルゼア・グランデ市５２８人，ロンドノーポリス市３９８人，シノ

ピ市１３８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：３５．２％（前日３６．２％） 

 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（４日）３６．２％（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 

Informes | Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (saude.mt.gov.br) 

Domingo (6): Mato Grosso registra 162.389 casos e 4.191 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１２月６日） 

Sábado (5): Mato Grosso registra 162.186 casos e 4.186 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１２月５日） 

Sexta-feira (4): Mato Grosso registra 161.801 casos e 4.179 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１２月４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 

※１２月６日（日）１２時時点  

 感染者数：１０万５２２３人（前日比４９６人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の４万８４７０人で，ドウラードス市１万４９９人，コルンバ市５７１７人，

トレス・ラゴアス市３５０６人，シドロランジア市２２８０人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１８３３人（前日比６人増（＋０．３％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の８０６人で，コルンバ市１７７人，ドウラードス市１２５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：７９％（前８１％） 

 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：未発表（前日４０．９％） 

 

※１２月５日（土）１３時時点  

 感染者数：１０万４７２７人（前日比１２９４人増（＋１．３％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の４万８２７７人で，ドウラードス市１万４３５人，コルンバ市５６７１人，

トレス・ラゴアス市３５０３人，シドロランジア市２２８０人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１８２７人（前日比９人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の８０１人で，コルンバ市１７７人，ドウラードス市１２５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：８１％（前７９％） 

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/16011100-domingo-6-mato-grosso-registra-162.389-casos-e-4.191-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16011100-domingo-6-mato-grosso-registra-162.389-casos-e-4.191-obitos-por-covid-19
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral


 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：４０．９％（前日３４．６％） 

 

※１２月４日（金）１１時時点  

 感染者数：１０万３４３３人（前日比１１９７人増（＋１．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の４万７６１９人で，ドウラードス市１万３１２人，コルンバ市５６２９人，

トレス・ラゴアス市３４７３人，シドロランジア市２２７２人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１８１８人（前日比１４人増（＋０．８％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７９７人で，コルンバ市１７７人，ドウラードス市１２４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：７９％（前６９％） 

 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：３４．６％（前日同） 

 

【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)（１２月６日） 

Boletim Coronavírus – Covid-19 – CORONA VÍRUS (coronavirus.ms.gov.br)（１２月５日） 

Boletim Coronavírus – Covid-19 – CORONA VÍRUS (coronavirus.ms.gov.br)（１２月４日） 

Corumbá registra 100% de ocupação dos leitos hospitalares – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 

(www.ms.gov.br)（１２月６日） 

Capital apresentou 658 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas – Portal do Governo de Mato Grosso 

do Sul (www.ms.gov.br)（１２月５日） 

Com mais 1.197 exames novos, coronavírus atinge 103.433 pessoas em MS – Portal do Governo de Mato 

Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１２月４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=4324
https://www.coronavirus.ms.gov.br/?p=4311
https://www.coronavirus.ms.gov.br/?p=4300
http://www.ms.gov.br/corumba-registra-100-de-ocupacao-dos-leitos-hospitalares/
http://www.ms.gov.br/corumba-registra-100-de-ocupacao-dos-leitos-hospitalares/
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral

