
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２７日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※１２月２７日（日）１５時時点 

 感染者数：１４２万６１７６人（前日比２８３６人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の３９万１９１７人で、カンピーナス市４万２１０９人、サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市３万５３３５人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万５８６３人（前日比５５人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万５４６３人 

・死者は州内６４５市のうち６０４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：６１．１％（前日６１．４％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６５．６％（前日６６％） 

 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）：未発表（前日４７％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２７日）：未発表（前日４７％） 

 

※１２月２６日（土）１５時時点 

 感染者数：１４２万３３４０人（前日比１２５３人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万５８０８人（前日比１３人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち６０４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：６１．４％（前日６１．７％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６６％（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（２６日）：４７％（前日４８％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２６日）：４７％（前日同） 

 

※１２月２５日（金）１７時時点 

 感染者数：１４２万２０８７人（前日比３５９６人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万５７９５人（前日比３７人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち６０４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：６１．７％（前日６１．９％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６６．５％（前日６６．８％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２５日）：４８％（前日４２％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２５日）：４７％（前日４２％） 



 

※１２月２４日（木）１４時時点 

 感染者数：１４１万８４９１人（前日比９３５１人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万５７５８人（前日比１８２人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち６０４市で確認（前日６０３市） 

 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６２％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６６．８％（前日６７％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２４日）：４２％（前日４０％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２４日）：４２％（前日３９％） 

 その他 

・２４日（木）、サンパウロ州政府は、ブタンタン研究所（サンパウロ市）が中国の製薬会社 Sinovac社と提

携して開発を進めている新型コロナウイルスワクチン Coronoavac に関し、中国から輸送された５５０万回

分がヴィラコッポス国際空港（同州カンピーナス市）に到着したと発表。さらに２８日及び３０日に追加の

Coronavac がグアルーリョス国際空港に到着予定にて、２０２０年内に同研究所が受け取る Coronoavac の

総量としては１０８０万回分となる由。 

 

※１２月２３日（水）１６時時点 

 感染者数：１４０万９１４０人（前日比１万３８３人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万５５７６人（前日比１８１人増（＋０％）） 

・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：６２％（前日６１．９％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６７％（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（２３日）：４０％（前日同） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２３日）：３９％（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/ultimas-noticias/numero-de-casos-de-coronavirus-dos-ultimos-30-dias-

supera-total-dos-100-primeiros-dias/（１２月２７日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-56-mil-casos-de-covid-19-por-dia-mil-a-

mais-que-a-media-do-final-de-novem/（１２月２６日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/media-diaria-de-casos-e-mortes-por-coronavirus-

crescem-mais-de-60-em-dezembro/（１２月２５日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/media-movel-de-mortes-em-sp-aumenta-53-nos-ultimos-

30-dias/（１２月２４日） 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/numero-de-casos-de-coronavirus-dos-ultimos-30-dias-supera-total-dos-100-primeiros-dias/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/numero-de-casos-de-coronavirus-dos-ultimos-30-dias-supera-total-dos-100-primeiros-dias/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-56-mil-casos-de-covid-19-por-dia-mil-a-mais-que-a-media-do-final-de-novem/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-56-mil-casos-de-covid-19-por-dia-mil-a-mais-que-a-media-do-final-de-novem/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/media-diaria-de-casos-e-mortes-por-coronavirus-crescem-mais-de-60-em-dezembro/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/media-diaria-de-casos-e-mortes-por-coronavirus-crescem-mais-de-60-em-dezembro/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/media-movel-de-mortes-em-sp-aumenta-53-nos-ultimos-30-dias/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/media-movel-de-mortes-em-sp-aumenta-53-nos-ultimos-30-dias/


https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-aumento-de-77-em-casos-e-obitos/（１２月

２３日） 

○社会的隔離実施率 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/ 

○その他 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/governo-de-sp-recebe-quarto-lote-com-55-milhoes-de-

doses-da-vacina-do-butantan/（１２月２４日） 

 

２ マット・グロッソ州 

※１２月２７日（日）１７時時点 

 感染者数：１７万６５４５人（前日比３０５人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の３万９８０１人で、ロンドノーポリス市１万２８２５人、ヴァルゼア・グランデ市１

万２３８４人、シノピ市９６８０人と続く 

 死者数：４４５７人（前日比７人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の１１５８人で、ヴァルゼア・グランデ市５５８人、ロンドノーポリス市４５０人、シ

ノピ市１４５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４１．７％） 

 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（２７日）５１．２％（前日４６．８％） 

 

※１２月２６日（土）１７時時点 

 感染者数：１７万６２４０人（前日比１９６人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の３万９７１８人で、ロンドノーポリス市１万２８１８人、ヴァルゼア・グランデ市１

万２３８０人、シノピ市９６３６人と続く 

 死者数：４４５０人（前日比１５人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１１５７人で、ヴァルゼア・グランデ市５５８人、ロンドノーポリス市４４８人、シ

ノピ市１４５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４３．７％） 

 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（２６日）４６．８％（前日４９．５％） 

 

※１２月２５日（金）１７時時点 

 感染者数：１７万６０４４人（前日比２５４人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の３万９６９４人で、ロンドノーポリス市１万２８１４人、ヴァルゼア・グランデ市１

万２３７５人、シノピ市９６００人と続く 

 死者数：４４３５人（前日比１３人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１１５６人で、ヴァルゼア・グランデ市５５７人、ロンドノーポリス市４４２人、シ

ノピ市１４５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：４３．７％（前日４４．７％） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-aumento-de-77-em-casos-e-obitos/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/governo-de-sp-recebe-quarto-lote-com-55-milhoes-de-doses-da-vacina-do-butantan/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/governo-de-sp-recebe-quarto-lote-com-55-milhoes-de-doses-da-vacina-do-butantan/


 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（２５日）４９．５％（前日３７．４％） 

 

※１２月２４日（木）１６時時点 

 感染者数：１７万５７９０人（前日比５６７人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の３万９６０２人で、ロンドノーポリス市１万２８１１人、ヴァルゼア・グランデ市１

万２３４１人、シノピ市９５６７人と続く 

 死者数：４４２２人（前日比２人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の１１５４人で、ヴァルゼア・グランデ市５５５人、ロンドノーポリス市４４０人、シ

ノピ市１４５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：４４．７％（前日４２．４％） 

 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（２４日）３７．４％（前日３５．７％） 

 

※１２月２３日（水）１７時時点 

 感染者数：１７万５２２３人（前日比１０６１人増（＋０．６％）） 

・最多はクイアバ市の３万９４２７人で、ロンドノーポリス市１万２７９９人、ヴァルゼア・グランデ市１

万２３００人、シノピ市９５５４人と続く 

 死者数：４４２０人（前日比１５人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１１５３人で、ヴァルゼア・グランデ市５５５人、ロンドノーポリス市４４０人、シ

ノピ市１４５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：４２．４％（前日４１．４％） 

 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（２３日）３５．７％（前日３７．１％） 

 

【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 (27): Mato Grosso registra 176.545 casos e 4.457 óbitos por Covid-19（１２月２７日） 

Sábado (26): Mato Grosso registra 176.240 casos e 4.450 óbitos por Covid-19（１２月２６日） 

Sexta-feira (25): Mato Grosso registra 176.044 casos e 4.435 óbitos por Covid-19（１２月２５日） 

Quinta-feira (24): Mato Grosso registra 175.790 casos e 4.422 óbitos por Covid-19（１２月２４日） 

Quarta-feira (23): Mato Grosso registra 175.223 casos e 4.420 óbitos por Covid-19（１２月２３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２７日（日）１５時時点  

 感染者数：１２万９２６１人（前日比１０９７人増（＋０．９％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の５万９２１５人で、ドウラードス市１万３０１７９人、コルンバ市６４９２

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/16155555-domingo-27-mato-grosso-registra-176.545-casos-e-4.457-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16154561-sabado-26-mato-grosso-registra-176.240-casos-e-4.450-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16153350-sexta-feira-25-mato-grosso-registra-176.044-casos-e-4.435-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16152291-quinta-feira-24-mato-grosso-registra-175.790-casos-e-4.422-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16148278-quarta-feira-23-mato-grosso-registra-175.223-casos-e-4.420-obitos-por-covid-19
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral


人、トレス・ラゴアス市４１８４人、アキダウアナ市２６３０人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２２２９人（前日比２２人増（＋１．０％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１０１２人で、コルンバ市１８８人、ドウラードス市１５２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：８８％（前日同） 

 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：５１．１％（前日４７．０％） 

 

※１２月２６日（土）１２時時点  

 感染者数：１２万８１６４人（前日比２９０人増（＋０．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の５万８７０１人で、ドウラードス市１万３０９８人、コルンバ市６４０８人、

トレス・ラゴアス市４１６７人、アキダウアナ市２６２０人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２２０７人（前日比２４人増（＋１．１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１００３人で、コルンバ市１８８人、ドウラードス市１４８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：８８％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２６日）の社会的隔離実施率：４７．０％（前日４９．０％） 

 

※１２月２５日（金）１１時時点  

 感染者数：１２万７８７４人（前日比１２９１人増（＋１．０％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の５万８６１５人で、ドウラードス市１万３０７３人、コルンバ市６３７８人、

トレス・ラゴアス市４１５４人、アキダウアナ市２６０５人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２１８３人（前日比２３人増（＋１．１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の９９３人で、コルンバ市１８８人、ドウラードス市１４７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：８８％（前日９８％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２５日）の社会的隔離実施率：４９．０％（前日３６．９％） 

 

※１２月２４日（木）１１時時点  

 感染者数：１２万６５８３人（前日比１４０２人増（＋１．１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の５万８０６２人で、ドウラードス市１万２８６１人、コルンバ市６３４１人、

トレス・ラゴアス市４０９９人、アキダウアナ市２５８６人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２１６０人（前日比３０人増（＋１．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の９８３人で、コルンバ市１８６人、ドウラードス市１４６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：９８％（前日９８％） 



 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２４日）の社会的隔離実施率：３６．９％（前日３５．８％） 

 

※１２月２３日（水）１０時時点  

 感染者数：１２万５１８１人（前日比１６５２人増（＋１．３％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の５万７３９１人で、ドウラードス市１万２７６３人、コルンバ市６２８４人、

トレス・ラゴアス市４０４４人、アキダウアナ市２５６３人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２１３０人（前日比２２人増（＋１．０％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の９６３人で、コルンバ市１８６人、ドウラードス市１４６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：９８％（前日９８％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２３日）の社会的隔離実施率：３５．８％（前日３５．７％） 

 

【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２７日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１２月２６日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１２月２５日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１２月２４日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１２月２３日） 

Neste sábado 12 municípios registraram óbitos por Covid -19（１２月２６日） 

MS registra 30 mortes por coronavírus na véspera do Natal（１２月２４日） 

Covid segue crítica e MS registra 1.652 novos casos e mais 22 mortes pela doença（１２月２３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-19-288/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-287/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-286/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-285/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-284/
http://www.ms.gov.br/neste-sabado-12-municipios-registraram-obitos-por-covid-19/
http://www.ms.gov.br/ms-registra-30-mortes-por-coronavirus-na-vespera-do-natal/
http://www.ms.gov.br/covid-segue-critica-e-ms-registra-1-652-novos-casos-e-mais-22-mortes-pela-doenca/
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral

