
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１０日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※１月１０日（日）１６時時点 

 感染者数：１５４万６１３２人（前日比５６１９人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の４２万９３９人で、カンピーナス市４万５６７１人、サン・ジョゼ・ド・リオ・プ

レット市３万８３８３人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：４万８３５１人（前日比５３人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万６１３０人 

・死者は州内６４５市のうち６１１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：６４．６％（前日６４％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６６．４％（前日６６．１％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（１０日）：未発表（前日４６％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１０日）：未発表（前日４４％） 

 

※１月９日（土）１６時時点 

 感染者数：１５４万５１３人（前日比１万１５６１人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万８２９８人（前日比２６９人増（＋１％）） 

・死者は州内６４５市のうち６１１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：６４％（前日６３．３％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率： ６６．１％（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（９日）：４６％（前日４０％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（９日）：４４％（前日３９％） 

 

※１月８日（金）１７時時点 

感染者数：１５２万８９５２人（前日比１万３７９４人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万８０２９人（前日比２６１人増（＋１％）） 

・死者は州内６４５市のうち６１１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：６３．３％（前日６２．８％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６５．５％（前日６５．３％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（８日）：４０％（前日４２％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（８日）：３９％（前日４１％） 



 その他 

・８日（金）、サンパウロ州政府は、サンパウロ州経済活動再開計画（Plano SP）に基づく州内各地域のフェ 

ーズの更新を発表。同日の更新で、マリリア市、プレヂデンチ・プルデンチ市、レジストロ市及びソロカバ 

市がフェーズ２（コントロール段階・オレンジ色）へと後退した。その他の地域においてはフェーズ３（緩 

和段階・黄色）を維持。 

・同日発表された新たな基準では、１１日（月）より、フェーズ２においても、スポーツジム、美容院、レ 

ストラン、映画館、劇場及び州立公園の営業が認められる。フェーズ２における商業施設等の営業可能時間 

は１日４時間から８時間に引き上げられ（フェーズ３では１日１０時間）、施設内の収容可能数は２０％か 

ら４０％に引き上げられた（フェーズ３も４０％）。全ての施設での対面でのサービスは２０時までとなり 

（フェーズ３では２２時まで）、バ－ルでの酒類の消費は禁止（フェーズ３では２０時まで営業可能）。 

・他方で、同日の発表でフェーズ３から２となる基準は引き下げられ、以前は集中治療室（ＩＣＵ）の収容

率が７５％を超えた場合とされていたのに対し、新たな基準では７０％以上となった。集中治療室（ＩＣＵ）

の収容率が８０％となった場合には、フェーズ１（最大警戒段階：赤色）となる。 

・次回のフェーズ更新は２月５日（金）の予定。但し、関連数値の悪化や医療体制の逼迫がみられる場合に 

は、いつでも変更の可能性あり。 

 

【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-154-milhao-de-casos-e-483-mil-obitos-

por-coronavirus-2/ （１月１０日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-154-milhao-de-casos-e-483-mil-obitos-

por-coronavirus/ （１月９日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-15-milhao-casos-e-48-mil-

obitos-por-coronavirus/ （１月８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/noticias-coronavirus/governo-revisa-criterios-e-requalifica-plano-

sp-2/ （１月８日） 

 

 

２ マット・グロッソ州 

※１月１０日（日）１７時時点 

 感染者数：１８万９３５９人（前日比２４０人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の４万２５７２人で､ヴァルゼア・グランデ市１万３０１３人､ロンドノーポリス市１万

３００６人､シノピ市１万９１人と続く 

 死者数：４６８４人（前日比１７人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１２２５人で､ヴァルゼア・グランデ市５７６人､ロンドノーポリス市４７２人､シノ

ピ市１５４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５８．５％） 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-154-milhao-de-casos-e-483-mil-obitos-por-coronavirus-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-154-milhao-de-casos-e-483-mil-obitos-por-coronavirus-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-154-milhao-de-casos-e-483-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-154-milhao-de-casos-e-483-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-15-milhao-casos-e-48-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-15-milhao-casos-e-48-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-revisa-criterios-e-requalifica-plano-sp-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-revisa-criterios-e-requalifica-plano-sp-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（１０日）５０％（前日４１％） 

 

※１月９日（土）１７時時点 

 感染者数：１８万９１１９人（前日比９２０人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の４万２５２５人で､ヴァルゼア・グランデ市１万３００９人､ロンドノーポリス市１万

２９９９人､シノピ市１万６３人と続く 

 死者数：４６６７人（前日比１９人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１２２０人で､ヴァルゼア・グランデ市５７４人､ロンドノーポリス市４６７人､シノ

ピ市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：５８．５％（前日５８％） 

 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（９日）４１％（前日３７．４％） 

 

※１月８日（金）１７時時点 

 感染者数：１８万８１９９人（前日比１３６８人増（＋０．７％）） 

・最多はクイアバ市の４万２３１９人で､ロンドノーポリス市１万２９９５人､ヴァルゼア・グランデ市１万

２９５５人､シノピ市１万２０人と続く 

 死者数：４６４８人（前日比１６人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１２１１人で､ヴァルゼア・グランデ市５７２人､ロンドノーポリス市４６７人､シノ

ピ市１５１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：５８％（前日５７．８％） 

 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（８日）３７．４％（前日３７．７％） 

 

【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 (10): Mato Grosso registra 189.359 casos e 4.684 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br) （１月１０日） 

Sábado (09): Mato Grosso registra 189.119 casos e 4.667 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br) （１月９日） 

Sexta-feira (08): Mato Grosso registra 188.199 casos e 4.648 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br) （１月８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 

※１月１０日（日）１１時時点  

 感染者数：１４万３５９６人（前日８３１人増（＋０．６％）） 

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/16203553-domingo-10-mato-grosso-registra-189.359-casos-e-4.684-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16203553-domingo-10-mato-grosso-registra-189.359-casos-e-4.684-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16203047-sabado-09-mato-grosso-registra-189.119-casos-e-4.667-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16203047-sabado-09-mato-grosso-registra-189.119-casos-e-4.667-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16199123-sexta-feira-08-mato-grosso-registra-188.199-casos-e-4.648-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16199123-sexta-feira-08-mato-grosso-registra-188.199-casos-e-4.648-obitos-por-covid-19
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral


・最多はカンポ・グランデ市の６万３９７２人で､ドウラードス市１万５４９０人､コルンバ市７１６６人､

トレス・ラゴアス市４８４９人､アキダウアナ市２８８３人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２５４６人（前日比２１人増（＋０．８％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１１５７人で､コルンバ市２０６人､ドウラードス市１８０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：８５％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１０日）の社会的隔離実施率：４９．３％（前日４０．９％） 

 

※１月９日（土）１１時時点  

 感染者数：１４万２７６５人（前日比１１１６人増（＋０．７％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万３７０４人で､ドウラードス市１万５３３６人､コルンバ市７０７３人､

トレス・ラゴアス市４８０２人､アキダウアナ市２８６７人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２５２５人（前日比１４人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１１４８人で､コルンバ市２０６人､ドウラードス市１７７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：８５％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（９日）の社会的隔離実施率：４０．９％（前日３６．９％） 

 

※１月８日（金）１１時時点  

 感染者数：１４万１６４９人（前日比１１８６人増（＋０．８％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万３４１８人で､ドウラードス市１万５１２９人､コルンバ市６９９９人､

トレス・ラゴアス市４７５５人､アキダウアナ市２８３７人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２５１１人（前日比２５人増（＋１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１１４４人で､コルンバ市２０５人､ドウラードス市１７５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：８５％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（８日）の社会的隔離実施率：３６．９％（前日３８．９％） 

 

【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１０日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br) （１月９日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br) （１月８日） 

Casos positivos de Covid-19 continua aumentando e se aproxima de 150 mil no Estado – Portal do Governo 

de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br) （１月１０日） 

Início de janeiro já registra 9.004 casos do novo coronovírus e 152 óbitos no Estado – Portal do 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-302/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-301/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-300/
http://www.ms.gov.br/casos-positivos-de-covid-19-continua-aumentando-e-se-aproxima-de-150-mil-no-estado/
http://www.ms.gov.br/casos-positivos-de-covid-19-continua-aumentando-e-se-aproxima-de-150-mil-no-estado/
http://www.ms.gov.br/inicio-de-janeiro-ja-registra-9-004-casos-do-novo-coronovirus-e-152-obitos-no-estado/


Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br) （１月９日） 

Mato Grosso do Sul atinge a triste marca de 2,5 mil mortes por Covid – Portal do Governo de Mato 

Grosso do Sul (www.ms.gov.br) （１月８日） 

○社会的隔離実施率 

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

         （了） 

http://www.ms.gov.br/inicio-de-janeiro-ja-registra-9-004-casos-do-novo-coronovirus-e-152-obitos-no-estado/
http://www.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-atinge-a-triste-marca-de-25-mil-mortes-por-covid/
http://www.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-atinge-a-triste-marca-de-25-mil-mortes-por-covid/
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral

