
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２０日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※１２月２０日（日）２１時時点 

※保健省公式システムの不具合により，同日の感染者数等が未更新となっている。 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：６２％（前日６１．９％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６７．３％（前日６７．５％） 

 

※１２月１９日（土）１９時時点 

 感染者数：１３８万４１００人（前日比１万２４４７人増（＋１％）） 

・最多はサンパウロ市の３８万２０３０人で，カンピーナス市４万９３６人，サン・ジョゼ・ド・リオ・プ

レット市３万４１３８人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：４万５０２９人（前日比１５１人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万５２６６人 

・死者は州内６４５市のうち６０３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：６１．９％（前日６１．６％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６７．５％（前日６７．１％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（１９日）：４１％（前日３９％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１９日）：３９％（前日３８％） 

 

※１２月１８日（金）１７時時点 

 感染者数：１３７万１６５３人（前日比９９２２人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万４８７８人（前日比１９７人増（＋０％）） 

 ・死者は州内６４５市のうち６０３市で確認（前日６０２市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：６１．６％（前日６１．１％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率： ６７．１％（前日６６．５％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（１８日）：３９％（前日４０％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１８日）：３８％（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/noticias-coronavirus/informe-covid-19-estado-de-sao-paulo-20-12-20/ 

（１２月２０日） 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/informe-covid-19-estado-de-sao-paulo-20-12-20/


https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-45-mil-obitos-e-138-milhao-casos-

de-coronavirus/（１２月１９日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sp-registra-448-mil-obitos-e-137-

milhao-casos-de-coronavirus/（１２月１８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２０日（日）１７時時点 

 感染者数：１７万２２５１人（前日比２９２人増（＋０．１％））  

・最多はクイアバ市の３万８６９３人で，ロンドノーポリス市１万２７２１人，ヴァルゼア・グランデ市１

万２０３７人，シノピ市９３６７人と続く 

 死者数：４３３１人（前日比１１人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の１１２５人で，ヴァルゼア・グランデ市５４６人，ロンドノーポリス市４２３人，シ

ノピ市１４２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：４１．７％（前日４２．９％） 

 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（２０日）４６．１％（前日３８．３％） 

 

※１２月１９日（土）１７時時点 

 感染者数：１７万１９５９人（前日比４６９人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の３万８６４２人で，ロンドノーポリス市１万２７１１人，ヴァルゼア・グランデ市１

万２０３１人，シノピ市９３３８人と続く 

 死者数：４３２０人（前日比４人増（＋０．０９％）） 

・最多はクイアバ市の１１２４人で，ヴァルゼア・グランデ市５４３人，ロンドノーポリス市４２２人，シ

ノピ市１４１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：４２．９％（前日４５．４％） 

 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（１９日）３８．３％（前日３４．４％） 

 

※１２月１８日（金）１７時時点 

 感染者数：１７万１４９０人（前日比８７１人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の３万８５６１人で，ロンドノーポリス市１万２６８１人，ヴァルゼア・グランデ市１

万１９９４人，シノピ市９２７６人と続く 

 死者数：４３１６人（前日比１３人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１１２４人で，ヴァルゼア・グランデ市５４１人，ロンドノーポリス市４２２人，シ

ノピ市１４１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：４５．４％（前日４３．７％） 

 社会的隔離実施率 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-45-mil-obitos-e-138-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-45-mil-obitos-e-138-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sp-registra-448-mil-obitos-e-137-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sp-registra-448-mil-obitos-e-137-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/


・マット・グロッソ州の社会的隔離実施率（１８日）３４．４％（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 

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

Domingo (20): Mato Grosso registra 172.251 casos e 4.331 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１２月２０日） 

Sábado (19): Mato Grosso registra 171.959 casos e 4.320 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１２月１９日） 

Sexta-feira (18): Mato Grosso registra 171.490 casos e 4.316 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１２月１８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２０日（日）１２時時点  

 感染者数：１２万１４６１人（前日比１０６６人増（＋０．９％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の５万５８９６人で，ドウラードス市１万２２３４人，コルンバ市６２１６人，

トレス・ラゴアス市３９１０人，アキダウアナ市２４９９人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２０５１人（前日比１９人増（＋０．９％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の９２３人で，コルンバ市１８４人，ドウラードス市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：１００％（前日１０３％） 

 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：４７．８％（前日３９．８％） 

 

※１２月１９日（土）１２時時点  

 感染者数：１２万３９５人（前日比１３１６人増（＋１．１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の５万５４１４人で，ドウラードス市１万２０７０人，コルンバ市６１６０人，

トレス・ラゴアス市３８８０人，アキダウアナ市２４７４人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２０３２人（前日比２３人増（＋１．１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の９１１人で，コルンバ市１８３人，ドウラードス市１３５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：１０３％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１９日）の社会的隔離実施率：３９．８％（前日３４．６％） 

 

※１２月１８日（金）１１時時点  

 感染者数：１１万９０７９人（前日比１０７６人増（＋０．９％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の５万４８１７人で，ドウラードス市１万１９６９人，コルンバ市６０９７人，

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/16120433-domingo-20-mato-grosso-registra-172.251-casos-e-4.331-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16120433-domingo-20-mato-grosso-registra-172.251-casos-e-4.331-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16119089-sabado-19-mato-grosso-registra-171.959-casos-e-4.320-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16119089-sabado-19-mato-grosso-registra-171.959-casos-e-4.320-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16112831-sexta-feira-18-mato-grosso-registra-171.490-casos-e-4.316-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16112831-sexta-feira-18-mato-grosso-registra-171.490-casos-e-4.316-obitos-por-covid-19
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral


トレス・ラゴアス市３８４７人，アキダウアナ市２４３４人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２００９人（前日比１６人増（＋０．８％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の９０１人で，コルンバ市１８２人，ドウラードス市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：１０３％（前日１００％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１８日）の社会的隔離実施率：３４．６％（前日３５．７％） 

 その他 

・１８日（金），カンポ・グランデ市は，市内の感染拡大状況及び病床占有率の上昇を踏まえ，１２月以降に

一部強化した各種経済・社会活動の制限措置を現状１月５日まで継続する旨発表。主な措置は以下の通り。 

①夜間（２２時～５時）の外出を原則禁止 

②教会，フェスタ，スポーツ大会等の各種イベントの入場については，会場の受入れ能力の４０％かつ最 

大８０人までに制限。 

   ③一般小売店の営業時間は８時～２１時。ショッピングセンターは１０時～２２時。 

   ④市内公共バスの乗客は最大７０％に制限。 

 

【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) （１２月２０日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br) （１２月１９日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br) （１２月１８日） 

Número de exames positivos de Covid-19 continua alto em todo o MS, com mais de mil casos nas últimas 

24 horas – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br) （１２月２０日） 

Final de semana começa com números altos de novos casos da Covid-19 – Portal do Governo de Mato Grosso 

do Sul (www.ms.gov.br) （１２月１９日） 

MS vive mais um dia de alta de casos positivos e mortes pela Covid; outros dez mil casos aguardam 

resultados – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br) （１２月１８日） 

○社会的隔離実施率 

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

○その他 

Decreto prorroga toque de recolher em Campo Grande | CGNotícias 

（了） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-281/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-280/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-279/
http://www.ms.gov.br/numero-de-exames-positivos-de-covid-19-continua-alto-em-todo-o-ms-com-mais-de-mil-casos-nas-ultimas-24-horas/
http://www.ms.gov.br/numero-de-exames-positivos-de-covid-19-continua-alto-em-todo-o-ms-com-mais-de-mil-casos-nas-ultimas-24-horas/
http://www.ms.gov.br/final-de-semana-comeca-com-numeros-altos-de-novos-casos-da-covid-19/
http://www.ms.gov.br/final-de-semana-comeca-com-numeros-altos-de-novos-casos-da-covid-19/
http://www.ms.gov.br/ms-vive-mais-um-dia-de-alta-de-casos-positivos-e-mortes-pela-covid-outros-dez-mil-casos-aguardam-resultados/
http://www.ms.gov.br/ms-vive-mais-um-dia-de-alta-de-casos-positivos-e-mortes-pela-covid-outros-dez-mil-casos-aguardam-resultados/
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/decreto-prorroga-toque-de-recolher-em-campo-grande/

