
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１７日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※１月１７日（日）１７時時点 

 感染者数：１６２万５３３９人（前日比５７２０人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の４３万８３６９人で、カンピーナス市４万７７３１人、サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市４万２５７万人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：４万９９４５人（前日比６０人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万６５８０人 

・死者は州内６４５市のうち６１２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：６８．３％（前日６８％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６９．２％（前日６９．４％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（１７日）：未発表（前日４３％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１７日）：未発表（前日４２％） 

 その他 

・１７日（日）、サンパウロ州政府は新型コロナウイルスワクチン Coronavac の緊急使用が国家衛生監督庁

（ANVISA）より承認されたことを受け、ワクチン接種キャンペーンを開始した。第一段階の対象となる医療

従事者への接種に向け、州内６病院へのワクチンや注射器等の発送が１８日（月）より開始される。 

 

※１月１６日（土）１６時時点 

 感染者数：１６１万９６１９人（前日比１万３７７４人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万９８８５人（前日比２８５人増（＋１％）） 

・死者は州内６４５市のうち６１２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：６８％（前日６７．５％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６９．４％（前日６９％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（１６日）：４３％（前日４０％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１６日）：４２％（前日３９％） 

 

※１月１５日（金）１５時時点 

感染者数：１６０万５８４５人（前日比１万５０１６人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：４万９６００人（前日比３１１人増（＋１％）） 

・死者は州内６４５市のうち６１２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：６７．５％（前日６６．９％） 



・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６９％（前日６８．３％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（１５日）：４０％（前日４１％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１５日）：３９％（前日４０％） 

 その他 

・１５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）のフェーズ更新を発表し、

感染状況の悪化が見られる州内７地域（サン・ジョゼ・ド・リオ・プレト、フランカ、リベイロン・プレト、

アラサトゥーバ、バウル、ピラシカーバ、タウバテ）がフェーズ３／黄（緩和段階）からフェーズ２／オレ

ンジ（管理段階）に後退した。ＩＣＵ占有率が８０％を超えたマリリアにおいてはフェーズ１／赤（最大限

の警戒）となった。１月８日に行われた前回の更新でフェーズ２となった３地域（ソロカバ、レジストロ、

プレジデンチ・プレデンテ）は引き続きフェーズ２となる。 

 

【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/sp-registra-162-milhao-de-casos-e-499-mil-

obitos-por-coronavirus/ （１月１７日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-161-milhao-de-casos-e-498-mil-

obitos-por-coronavirus/ （１月１６日） 

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

registra-16-milhao-de-casos-e-496-mil-obitos-por-coronavirus/ （１月１５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/estado-de-sao-paulo-inicia-vacinacao-contra-

covid-19/ （１月１７日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-poe-regiao-de-marilia-na-fase-vermelha-

e-outras-10-na-laranja-do-plano-sp/ （１月１５日） 

 

２ マット・グロッソ州 

※１月１７日（日）１７時時点 

 感染者数：１９万９００６人（前日比５６２人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の４万４０９８人で､ヴァルゼア・グランデ市１万３４７８人､ロンドノーポリス市１万

３２７０人､シノピ市１万６８３人と続く 

 死者数：４７９３人（前日比１１人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の１２５２人で､ヴァルゼア・グランデ市５８７人､ロンドノーポリス市４８０人､シノ

ピ市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：７０．８％（前日６９％） 

 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（１７日）５２％（前日４２％） 

 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-162-milhao-de-casos-e-499-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-162-milhao-de-casos-e-499-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-161-milhao-de-casos-e-498-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-161-milhao-de-casos-e-498-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-registra-16-milhao-de-casos-e-496-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-registra-16-milhao-de-casos-e-496-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sao-paulo-inicia-vacinacao-contra-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sao-paulo-inicia-vacinacao-contra-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-poe-regiao-de-marilia-na-fase-vermelha-e-outras-10-na-laranja-do-plano-sp/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-poe-regiao-de-marilia-na-fase-vermelha-e-outras-10-na-laranja-do-plano-sp/


※１月１６日（土）１７時時点 

 感染者数：１９万８４４４人（前日比１０５０人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の４万４０６０人で､ヴァルゼア・グランデ市１万３４９０人､ロンドノーポリス市１万

３２０６人､シノピ市１万６０５人と続く 

 死者数：４７８２人（前日比２１人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１２４９人で､ヴァルゼア・グランデ市５８７人､ロンドノーポリス市４７７人､シノ

ピ市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：６９％（前日７０．３％） 

 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（１６日）４２％（前日３７.３％） 

 

※１月１５日（金）１７時時点 

 感染者数：１９万７３９４人（前日比１４０６人増（＋０．７％）） 

・最多はクイアバ市の４万３８８６人で､ヴァルゼア・グランデ市１万３４５５人､ロンドノーポリス市１万

３０９９人､シノピ市１万５７１人と続く 

 死者数：４７６１人（前日比１４人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１２４７人で､ヴァルゼア・グランデ市５８５人､ロンドノーポリス市４７６人､シノ

ピ市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：７０．３％（前日６８．８％） 

 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（１５日）３７．３％（前日３７.７％） 

 その他 

・１５日（金）、マット・グロッソ州政府は、州内における新規感染者の増加及び ICU 占有率の上昇を踏ま

え、２月８日（月）に予定する州立学校の授業再開は、対面式ではなく遠隔式で実施すると発表。 

 

【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 (17): Mato Grosso registra 199.006 casos e 4.793 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br) （１月１７日） 

Sábado (16): Mato Grosso registra 198.444 casos e 4.782 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br) （１月１６日） 

Sexta-feira (15): Mato Grosso registra 197.394 casos e 4.761 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br) （１月１５日） 

○社会的隔離実施率 

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

○その他 

Aulas na rede estadual de ensino começam dia 8 de forma não presencial - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br) （１月１５日） 

 

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/16287459-domingo-17-mato-grosso-registra-199.006-casos-e-4.793-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16287459-domingo-17-mato-grosso-registra-199.006-casos-e-4.793-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16286652-sabado-16-mato-grosso-registra-198.444-casos-e-4.782-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16286652-sabado-16-mato-grosso-registra-198.444-casos-e-4.782-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16281996-sexta-feira-15-mato-grosso-registra-197.394-casos-e-4.761-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16281996-sexta-feira-15-mato-grosso-registra-197.394-casos-e-4.761-obitos-por-covid-19
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
http://www.mt.gov.br/-/16279644-aulas-na-rede-estadual-de-ensino-comecam-dia-8-de-forma-nao-presencial
http://www.mt.gov.br/-/16279644-aulas-na-rede-estadual-de-ensino-comecam-dia-8-de-forma-nao-presencial


３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※１月１７日（日）１０時時点  

 感染者数：１５万４９８人（前日７６２人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万５９４６人で､ドウラードス市１万６６３１人､コルンバ市７５６６人､

トレス・ラゴアス市５１４５人､ポンタ・ポラン市３１８２人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２６７４人（前日比１３人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１２０９人で､コルンバ市２１３人､ドウラードス市１９６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％（前日８３％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１７日）の社会的隔離実施率：５１．５％（前日４４％） 

 その他 

・１７日（日）、マット・グロッソ・ド・スル州政府は、９万７千回分の新型コロナウイルスワクチン（Coronavac）

を１８日（月）に受領すると発表。２０日（水）から接種キャンペーンを開始、第一段階として老人ホーム

等の施設に入居する６０歳以上の州民や先住民、医療時従事者を対象とする。 

 

※１月１６日（土）１０時時点  

 感染者数：１４万９７３１人（前日１３１６人増（＋０．９％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万５６６０人で､ドウラードス市１万６４８３人､コルンバ市７５１１人､

トレス・ラゴアス市５１１９人､ポンタ・ポラン市３１６３人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２６６１人（前日比１３人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１２０３人で､コルンバ市２１１人､ドウラードス市１９５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：８３％（前日８５％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１６日）の社会的隔離実施率：４４％（前日３７．４％） 

 

※１月１５日（金）１１時時点  

 感染者数：１４万８４１５人（前日１１６６人増（＋０．８％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万５３９２人で､ドウラードス市１万６３００人､コルンバ市７４３３人､

トレス・ラゴアス市５０５９人､ポンタ・ポラン市３００４人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２６４８人（前日比２３人増（＋０．９％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１１９７人で､コルンバ市２１１人､ドウラードス市１９３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９４％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１５日）の社会的隔離実施率：３７．４％（前日３７．１％） 

 

【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１７日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br) （１月１６日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br) （１月１５日） 

Ocupação de leitos em UTI Covid continua alta nas cinco macrorregiões do Estado – Portal do Governo 

de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br) （１月１７日） 

Em 24 horas MS registra 1.316 exames positivos de Covid-19 e 13 mortes – Portal do Governo de Mato 

Grosso do Sul (www.ms.gov.br) （１月１６日） 

MS chega à metade de janeiro com 272 mortes por Covid-19 – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 

(www.ms.gov.br) （１月１５日） 

○社会的隔離実施率 

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

○その他 

Mato Grosso do Sul recebe 97 mil doses de vacina contra Covid-19 – Portal do Governo de Mato Grosso 

do Sul (www.ms.gov.br) 

（了） 

 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-309/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-308/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-307/
http://www.ms.gov.br/ocupacao-de-leitos-em-uti-covid-continua-alta-nas-cinco-macrorregioes-do-estado/
http://www.ms.gov.br/ocupacao-de-leitos-em-uti-covid-continua-alta-nas-cinco-macrorregioes-do-estado/
http://www.ms.gov.br/em-24-horas-ms-registra-1-316-exames-positivos-de-covid-19-e-13-mortes/
http://www.ms.gov.br/em-24-horas-ms-registra-1-316-exames-positivos-de-covid-19-e-13-mortes/
http://www.ms.gov.br/338449-2/
http://www.ms.gov.br/338449-2/
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
http://www.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-recebe-97-mil-doses-de-vacina-contra-covid-19/
http://www.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-recebe-97-mil-doses-de-vacina-contra-covid-19/

