
当館管轄３州におけるコロナウイルス関連情報 

２０２１年１月３日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※１月３日（日）１２時時点 

 感染者数：１４７万１４２２人（前日比３４６９人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の４０万４０２５人で、カンピーナス市４万３５６１人、サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市３万６５７３人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：４万６８４５人（前日比３７人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万５７２５人 

・死者は州内６４５市のうち６０９市で確認（前日６０７市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：６１．８％（前日６１．７％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６４．９％（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（３日）：未発表（前日未発表） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（３日）：未発表（前日未発表） 

 

※１月２日（土）１５時時点 

 感染者数：１４６万７９５３人（前日比１７６２人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万６８０８人（前日比３３人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち６０７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％（前日未発表） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率： ６４．９％（前日未発表） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２日）：未発表（前日未発表） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２日）：未発表（前日未発表） 

 

※１月１日（金） 

感染者数：１４６万６１９１人（前日比３８８４人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万６７７５人（前日比５８人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち６０７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：未発表（前日６１．３％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：未発表（前日６５％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（１日）：未発表（前日未発表） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１日）：未発表（前日未発表） 



 

※１２月３１日（木）１１時時点 

 感染者数：１４６万２２９７人（前日比１万２１９人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万６７１７人（前日比２４０人増（＋０％）） 

 ・死者は州内６４５市のうち６０７市で確認（前日６０６市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：６１．３％（前日６１．４％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率： ６５％（前日６５．２％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（３１日）：未発表（前日４２％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（３１日）：未発表（前日４０％） 

 その他 

・３１日（木）、サンパウロ州政府は、不要不急の商業活動を規制する政令（「quarentena（クアレンテーナ）」）

を２月７日（日）まで延長すると発表。 

 

※１２月３０日（水）１３時時点 

 感染者数：１４５万２０７８人（前日比１万１８４９人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万６４７７人（前日比２８２人増（＋０％）） 

 ・死者は州内６４５市のうち６０６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６１．１％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率： ６５．２％（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（３０日）：４２％（前日４３％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（３０日）：４０％（前日４１％） 

 

※１２月２９日（火）１９時時点 

 感染者数：１４４万２９９人（前日比１万２４７７人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万６１９５人（前日比２９３人増（＋０％）） 

 ・死者は州内６４５市のうち６０６市で確認（前日６０４市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：６１．１％（前日同） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率： ６５．２％（前日６５．５％） 

 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）：４３％（前日４２％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２９日）：４１％（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-14-

milhao-casos-e-468-mil-obitos-por-coronavirus/（１月３日） 

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

468-mil-obitos-e-14-milhao-casos-de-coronavirus/（１月２日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-termina-o-ano-com-1-462-297-casos-e-

46-717-obitos-por-covid-19/（１２月３１日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-tem-68-de-aumento-em-casos-de-covid-

19-em-dezembro/（１２月３０日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-124-mil-casos-e-293-mortes-de-

covid-19-nas-ultimas-24h/（１２月２９日） 

○社会的隔離実施率 

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

○その他 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v6/index.asp?c=29976&e=20201231&p=1（１２月３１日） 

 

２ マット・グロッソ州 

※１月３日（日）１７時時点 

 感染者数：１８万１３３５人（前日比４３４人増（＋０．２％））  

・最多はクイアバ市の４万１００３人で､ロンドノーポリス市１万２９０６人､ヴァルゼア・グランデ市１万

２６２９人､シノピ市９７７４人と続く 

 死者数：４５５２人（前日比１３人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１１８０人で､ヴァルゼア・グランデ市５６８人､ロンドノーポリス市４６０人､シノ

ピ市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：５０．６％（前日５４．３％） 

 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（３日）５１．１％（前日４８．１％） 

 

※１月２日（土）１７時時点 

 感染者数：１８万９０１人（前日比２４２人増（＋０．１％））  

・最多はクイアバ市の４万９４０人で､ロンドノーポリス市１万２９０１人､ヴァルゼア・グランデ市１万２

６２３人､シノピ市９７７１人と続く 

 死者数：４５３９人（前日比９人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の１１７９人で､ヴァルゼア・グランデ市５６８人､ロンドノーポリス市４５６人､シノ

ピ市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：５４．３％（前日５０．８％） 

 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（２日）４８．１％（前日４７．２％） 

 

※１月１日（金）１７時時点 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sp-registra-14-milhao-casos-e-468-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sp-registra-14-milhao-casos-e-468-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sp-registra-468-mil-obitos-e-14-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sp-registra-468-mil-obitos-e-14-milhao-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-termina-o-ano-com-1-462-297-casos-e-46-717-obitos-por-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-termina-o-ano-com-1-462-297-casos-e-46-717-obitos-por-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-tem-68-de-aumento-em-casos-de-covid-19-em-dezembro/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-tem-68-de-aumento-em-casos-de-covid-19-em-dezembro/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-124-mil-casos-e-293-mortes-de-covid-19-nas-ultimas-24h/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-124-mil-casos-e-293-mortes-de-covid-19-nas-ultimas-24h/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v6/index.asp?c=29976&e=20201231&p=1


 感染者数：１８万６５９人（前日比２０８人増（＋０．１％））  

・最多はクイアバ市の４万８８２人で､ロンドノーポリス市１万２８９６人､ヴァルゼア・グランデ市１万２

６１３人､シノピ市９７６５人と続く 

 死者数：４５３０人（前日比１０人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の１１７６人で､ヴァルゼア・グランデ市５６７人､ロンドノーポリス市４５５人､シノ

ピ市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：５０．８％（前日４８．８％） 

 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（１日）４７．２％（前日３７．１％） 

 

※１２月３１日（木）１７時時点 

 感染者数：１８万４５１人（前日比７４１人増（＋０．４％））  

・最多はクイアバ市の４万７７１人で､ロンドノーポリス市１万２８９０人､ヴァルゼア・グランデ市１万２

５９３人､シノピ市９７６５人と続く 

 死者数：４５２０人（前日比１４人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１１７５人で､ヴァルゼア・グランデ市５６７人､ロンドノーポリス市４５５人､シノ

ピ市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：４８．８％（前日４６．９％） 

 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（３１日）３７．１％（前日３８．２％） 

 その他 

・３１日（木）、マット・グロッソ州保健局は、新型コロナウイルスの感染拡大に関する自治体別のリスク評 

価で、テゾウロ市を４段階中３番目となる「並」に引き上げた。他方、累計感染者数や死者数が多いクイア

バ市、ヴァルゼア・グランデ市、ロンドノーポリス市等を含む他１４０市は引き続き４番目の「低い」とし

た。 

 

※１２月３０日（水）１７時時点 

 感染者数：１７万９７１０人（前日比１１４２人増（＋０．６％））  

・最多はクイアバ市の４万５８１人で､ロンドノーポリス市１万２８８２人､ヴァルゼア・グランデ市１万２

５４６人､シノピ市９７６４人と続く 

 死者数：４５０６人（前日比２０人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１１７１人で､ヴァルゼア・グランデ市５６５人､ロンドノーポリス市４５５人､シノ

ピ市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：４６．９％（前日４７．９％） 

 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（３０日）３８．２％（前日３９．３％） 

 その他 

・３０日（水）､クイアバ市は感染拡大防止策の一環として、市内の年末年始のイベントやパーティー等の開

催を禁止または一部制限する旨発表。 



 

※１２月２９日（火）１７時時点 

 感染者数：１７万８５６８人（前日比１２７５人増（＋０．７％））  

・最多はクイアバ市の４万３０２人で､ロンドノーポリス市１万２８７２人､ヴァルゼア・グランデ市１万２

４７５人､シノピ市９７５１人と続く 

 死者数：４４８６人（前日比１８人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１１６５人で､ヴァルゼア・グランデ市５６３人､ロンドノーポリス市４５４人､シノ

ピ市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：４７．９％（前日４８．４％） 

 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（２９日）３９．３％（前日３８．９％） 

 

【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 (03): Mato Grosso registra 181.335 casos e 4.552 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１月３日） 

Sábado (02): Mato Grosso registra 180.901 casos e 4.539 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１月２日） 

Sexta-feira (01): Mato Grosso registra 180.659 casos e 4.530 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１月１日） 

Quinta-feira (31): Mato Grosso registra 180.451 casos e 4.520 óbitos por Covid-19 - Notícias - 

mt.gov.br (www.mt.gov.br))（１２月３１日） 

Quarta-feira (30): Mato Grosso registra 179.710 casos e 4.506 óbitos por Covid-19 - Notícias - 

mt.gov.br (www.mt.gov.br)（１２月３０日） 

Terça-feira (29): Mato Grosso registra 178.568 casos e 4.486 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１２月２９日） 

○社会的隔離実施率 

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

○その他 

Município de Tesouro está com risco moderado de contaminação pela Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１２月３１日） 

Prefeitura de Cuiabá | Prefeito assina decreto para festejos de Ano Novo; eventos em espaços públicos 

estão vetados (cuiaba.mt.gov.br)（１２月３０日） 

 

３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※１月３日（日）１１時時点  

 感染者数：１３万５９１７人（前日比５５６人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万１７３１人で､ドウラードス市１万４１９３人､コルンバ市６７２９人､

トレス・ラゴアス市４４６７人､アキダウアナ市２７３５人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/16172212-domingo-03-mato-grosso-registra-181.335-casos-e-4.552-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16172212-domingo-03-mato-grosso-registra-181.335-casos-e-4.552-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16171392-sabado-02-mato-grosso-registra-180.901-casos-e-4.539-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16171392-sabado-02-mato-grosso-registra-180.901-casos-e-4.539-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16170842-sexta-feira-01-mato-grosso-registra-180.659-casos-e-4.530-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16170842-sexta-feira-01-mato-grosso-registra-180.659-casos-e-4.530-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16170217-quinta-feira-31-mato-grosso-registra-180.451-casos-e-4.520-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16170217-quinta-feira-31-mato-grosso-registra-180.451-casos-e-4.520-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16168112-quarta-feira-30-mato-grosso-registra-179.710-casos-e-4.506-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16168112-quarta-feira-30-mato-grosso-registra-179.710-casos-e-4.506-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16163732-terca-feira-29-mato-grosso-registra-178.568-casos-e-4.486-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16163732-terca-feira-29-mato-grosso-registra-178.568-casos-e-4.486-obitos-por-covid-19
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
http://www.mt.gov.br/-/16170273-municipio-de-tesouro-esta-com-risco-moderado-de-contaminacao-pela-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16170273-municipio-de-tesouro-esta-com-risco-moderado-de-contaminacao-pela-covid-19
https://www.cuiaba.mt.gov.br/governo/prefeito-assina-decreto-para-festejos-de-ano-novo-eventos-em-espacos-publicos-estao-vetados/22923
https://www.cuiaba.mt.gov.br/governo/prefeito-assina-decreto-para-festejos-de-ano-novo-eventos-em-espacos-publicos-estao-vetados/22923


 死者数：２３７２人（前日比１２人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１０８３人で､コルンバ市１９５人､ドウラードス市１５９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：９１％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（３日）の社会的隔離実施率：５２％（前日４８．６％） 

 

※１月２日（土）１１時時点  

 感染者数：１３万５３６１人（前日比６１１人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万１４８２人で､ドウラードス市１万４１１４人､コルンバ市６７２２人､

トレス・ラゴアス市４４４６人､アキダウアナ市２７２４人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２３６０人（前日比１３人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１０７９人で､コルンバ市１９５人､ドウラードス市１５８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：９１％（前日９２％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２日）の社会的隔離実施率：４８．６％（前日４８．８％） 

 

※１月１日（金）１１時時点  

 感染者数：１３万４７５０人（前日比９８９人増（＋０．７％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万１０６０人で､ドウラードス市１万４１０６人､コルンバ市６６６６人､

トレス・ラゴアス市４４３５人､アキダウアナ市２７２０人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２３４７人（前日比１８人増（＋０．８％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１０７２人で､コルンバ市１９３人､ドウラードス市１５７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：９２％（前日９５％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１日）の社会的隔離実施率：４８．８％（前日３８．３％） 

 

※１２月３１日（木）１０時時点  

 感染者数：１３万３７６１人（前日比１３３０人増（＋１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万７７２人で､ドウラードス市１万３８５９人､コルンバ市６６０９人､ト

レス・ラゴアス市４３７８人､アキダウアナ市２７０６人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２３２９人（前日比２９人増（＋１．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１０６３人で､コルンバ市１９１人､ドウラードス市１５６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：９５％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（３１日）の社会的隔離実施率：３８．３％（前日３８．５％） 



 その他 

・３１日（木）､マット・グロッソ・ド・スル州政府は、州内全域を対象に１月９日まで延長した外出禁止措

置（２２時～５時）に関し、軍警察や軍消防団、州・市衛生監督局、市警察による取り締まりを強化した旨

発表。 

 

※１２月３０日（水）１１時時点  

 感染者数：１３万２４３１人（前日比１５８１人増（＋１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万２６７人で､ドウラードス市１万３７２７人､コルンバ市６５９４人､ト

レス・ラゴアス市４３２７人､アキダウアナ市２６９３人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２３００人（前日比３０人増（＋１．３％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１０４７人で､コルンバ市､ドウラードス市１５５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：９５％（前日９６％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（３０日）の社会的隔離実施率：３８．５％（前日３９．３％） 

 

※１２月２９日（火）１０時時点  

 感染者数：１３万８５０人（前日比１３６６人増（＋１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の５万９６８７人で､ドウラードス市１万３４４４人､コルンバ市６５３５人､

トレス・ラゴアス市４２４６人､アキダウアナ市２６４９人と続く 

  ・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２２７０人（前日比２５人増（＋１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１０３１人で､コルンバ市１９０人､ドウラードス市１５３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：９６％（前日９４％） 

 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：３９．３％（前日３９．７％） 

 

【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)（１月３日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１月２日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１月１日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１２月３１日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１２月３０日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１２月２９日） 

Covid-19: número de pacientes hospitalizados apresenta queda、 mas ocupação de leitos em UTI ainda 

preocupa – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１月３日） 

Casos de Covid no Estado ultrapassam os 135 mil; total de óbitos é de 2.360 – Portal do Governo de 

Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１月２日） 

Ano inicia com mais 989 casos confirmados de coronavírus em 24 horas no Estado – Portal do Governo 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-295/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-294/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-293/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-292/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-291/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-290/
http://www.ms.gov.br/covid-19-numero-de-pacientes-hospitalizados-apresenta-queda-mas-ocupacao-de-leitos-em-uti-ainda-preocupa/
http://www.ms.gov.br/covid-19-numero-de-pacientes-hospitalizados-apresenta-queda-mas-ocupacao-de-leitos-em-uti-ainda-preocupa/
http://www.ms.gov.br/casos-de-covid-no-estado-ultrapassam-os-135-mil-total-de-obitos-e-de-2-360/
http://www.ms.gov.br/casos-de-covid-no-estado-ultrapassam-os-135-mil-total-de-obitos-e-de-2-360/
http://www.ms.gov.br/ano-inicia-com-mais-989-casos-confirmados-de-coronavirus-em-24-horas-no-estado/


de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１月１日） 

População não colabora e Estado tem mais de 1 óbito a cada hora por coronavírus – Portal do Governo 

de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１２月３１日） 

Mesmo antes de finalizar、 dezembro já é o mês mais letal da pandemia até agora – Portal do Governo 

de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１２月３０日） 

Mato Grosso do Sul registra 25 óbitos em apenas 24 horas por coronavírus – Portal do Governo de Mato 

Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１２月２９日） 

○社会的隔離実施率 

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

○その他 

Com a prorrogação do Toque de Recolher、 PM intensifica ações para coibir festas clandestinas durante 

o réveillon – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１２月３１日） 

（了） 

 

http://www.ms.gov.br/ano-inicia-com-mais-989-casos-confirmados-de-coronavirus-em-24-horas-no-estado/
http://www.ms.gov.br/estado-tem-mais-de-1-obito-a-cada-hora-por-coronavirus/
http://www.ms.gov.br/estado-tem-mais-de-1-obito-a-cada-hora-por-coronavirus/
http://www.ms.gov.br/mesmo-antes-de-finalizar-dezembro-ja-e-o-mes-mais-letal-da-pandemia-ate-agora/
http://www.ms.gov.br/mesmo-antes-de-finalizar-dezembro-ja-e-o-mes-mais-letal-da-pandemia-ate-agora/
http://www.ms.gov.br/corona29/
http://www.ms.gov.br/corona29/
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
http://www.ms.gov.br/com-a-prorrogacao-do-toque-de-recolher-pm-intensifica-acoes-para-coibir-festas-clandestinas-durante-o-reveillon/
http://www.ms.gov.br/com-a-prorrogacao-do-toque-de-recolher-pm-intensifica-acoes-para-coibir-festas-clandestinas-durante-o-reveillon/

