
当館管轄３州におけるコロナウイルス関連情報 

２０２１年２月７日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※２月７日（日）１６時時点 

 感染者数：１８４万９３３４人（前日比４２４８人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の４８万５１５５人で、カンピーナス市５万３４８９人、サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市４万４４１０人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万４６１４人（前日比６９人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万７６５０人 

・州内６４５市のうち死者が１人でも確認された市の数は未発表 

 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６７．２％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：未発表（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（７日）：未発表（前日４２％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（７日）：未発表（前日４１％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（７日）：８０万８８８７人（４日：６５万６６６７人） 

 

※２月６日（土）１５時時点 

 感染者数：１８４万５０８３人（前日比１万１９２３人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万４５４５人（前日比２２１人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち６２０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：６７．２％（前日６７．４％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６６％（前日６６．３％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（６日）：４２％（前日３９％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（６日）：４１％（前日３７％） 

 

※２月５日（金）１６時時点 

 感染者数：１８３万３１６３人（前日比１万２２２２人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万３４２４人（前日比３２７人増（＋１％）） 

・死者は州内６４５市のうち６２０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：６７．４％（前日６７．６％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６６．３％（前日６６．７％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（５日）：３９％（前日４０％） 



・サンパウロ市の社会的隔離実施率（５日）：３７％（前日３８％） 

 その他 

・５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。

感染状況の改善が見られたサンパウロ大都市圏、アラサトゥーバ、バイシャーダ・サンチスタ、カンピーナ

ス、プレジデンチ・プルデンチ及びレジストロをフェーズ３／黄（緩和段階）に、バヘットス、マリリア、

ヒベイラオン・プレト及びタウバテの各地域をフェーズ２／橙（管理段階）に指定した。同措置は翌６日（土）

より適用。 

 

【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-184-milhao-de-casos-e-545-mil-

obitos-por-coronavirus/（２月６日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-183-milhao-de-casos-e-543-mil-

obitos-por-coronavirus/（２月５日）     

○社会的隔離実施率 

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

○新型コロナウイルスワクチン接種人数 

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

○その他 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/com-melhora-de-indices-dez-regioes-progridem-

de-fase-no-plano-sp-2/（２月５日） 

 

２ マット・グロッソ州 

※２月７日（日）１７時時点 

 感染者数：２２万５４５８人（前日比４１６人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の４万８１０３人で､ロンドノーポリス市１万６０７９人､ヴァルゼア・グランデ市１万

４５５０人､シノピ市１万１８２０人と続く 

 死者数：５３０８人（前日比２３人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１３７２人で､ヴァルゼア・グランデ市６２４人､ロンドノーポリス市５０９人､シノ

ピ市１７８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：７６．７％（前日７８．６％） 

 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（７日）４８．９％（前日４０．７％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（クイアバ市のみ：１万７８４０（６日）：１万５６３０人（５

日：１万６７４０人） 

 その他 

・７日（日）、マット・グロッソ州政府は、保健省より新型コロナウイルスワクチン（CoronaVac）３万６０

０回分を受領したと発表。これを受け、９０歳以上の高齢者のワクチン接種を開始予定。 

 

※２月６日（土）１７時時点 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-184-milhao-de-casos-e-545-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-184-milhao-de-casos-e-545-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-183-milhao-de-casos-e-543-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-183-milhao-de-casos-e-543-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/com-melhora-de-indices-dez-regioes-progridem-de-fase-no-plano-sp-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/com-melhora-de-indices-dez-regioes-progridem-de-fase-no-plano-sp-2/


 感染者数：２２万５０４２人（前日比６２６人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の４万８０６９人で､ロンドノーポリス市１万５８５８人､ヴァルゼア・グランデ市１万

４５４４人､シノピ市１万１８２０人と続く 

 死者数：５２８５人（前日比２２人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１３６５人で､ヴァルゼア・グランデ市６２３人､ロンドノーポリス市５０９人､シノ

ピ市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：７８．６％（前日７９．４％） 

 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（６日）４０．７％（前日３５．３％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（クイアバ市のみ：１万６７４０（５日）：１万５６３０人（４

日：１万５６３０人） 

 

※２月５日（金）１７時時点 

 感染者数：２２万４４１６人（前日比１３６２人増（＋０．６％）） 

・最多はクイアバ市の４万８０１３人で､ロンドノーポリス市１万５６４８人､ヴァルゼア・グランデ市１万

４５１２人､シノピ市１万１７９５人と続く 

 死者数：５２６３人（前日比２６人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の１３５９人で､ヴァルゼア・グランデ市６２１人､ロンドノーポリス市５０９人､シノ

ピ市１７４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：７９．４％（前日８０．５％） 

 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（５日）３５．３％（前日３６．８％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（クイアバ市のみ：４日）：１万５６３０人（３日：１万３５６

９人） 

 

【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 

Domingo (07): Mato Grosso registra 225.458 casos e 5.308 óbitos | Notícia | Secretaria de Estado de 

Saúde de Mato Grosso (saude.mt.gov.br)（２月７日） 

Sábado (06): Mato Grosso registra 225.042 casos e 5.285 óbitos - Notícias - mt.gov.br (www.mt.gov.br)

（２月６日） 

Sexta-feira (05): Mato Grosso registra 224.416 casos e 5.263 óbitos - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（２月５日） 

○社会的隔離実施率 

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

○新型コロナウイルスワクチン接種人数（クイアバ市） 

Vacina Cuiabá - Sua Saúde em Primeiro Lugar. (cuiaba.mt.gov.br) 

○その他 

Com chegada de nova remessa de imunizante, MT iniciará vacinação de idosos acima de 90 anos | Notícia 

| Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (saude.mt.gov.br)（２月７日） 

http://www.saude.mt.gov.br/noticia/7259
http://www.saude.mt.gov.br/noticia/7259
http://www.mt.gov.br/-/16430660-sabado-06-mato-grosso-registra-225.042-casos-e-5.285-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16430660-sabado-06-mato-grosso-registra-225.042-casos-e-5.285-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16428192-sexta-feira-05-mato-grosso-registra-224.416-casos-e-5.263-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16428192-sexta-feira-05-mato-grosso-registra-224.416-casos-e-5.263-obitos
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/
http://www.saude.mt.gov.br/noticia/7258
http://www.saude.mt.gov.br/noticia/7258


 

３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※２月７日（日）１０時時点  

 感染者数：１６万５５５３人（前日４１２人増（＋０．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万１８９人で､ドウラードス市１万８７２２人､コルンバ市８６０７人､ト

レス・ラゴアス市５７９９人､ポンタ・ポラン市３６８４人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３０１２人（前日比１３人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１３２６人で､コルンバ市２３６人､ドウラードス市２３０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：６２％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（７日）の社会的隔離実施率：４８．３％（前日３９．９％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（７日）：未発表（５日：７万１６８８人） 

 その他 

・７日（日）､マット・グロッソ・ド・スル州政府は、保健省より新型コロナウイルスワクチン（CoronaVac）

３万２０００回分を受領したと発表。４回目となる今回のロットは州内７９市に配送し，８０歳以上の高齢

者及び医療従事者の接種に使用する。 

 

※２月６日（土）１０時時点  

 感染者数：１６万５１４１人（前日８２７人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万４１人で､ドウラードス市１万８６８５人､コルンバ市８５４９人､トレ

ス・ラゴアス市５７７７人､ポンタ・ポラン市３６７１人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２９９９人（前日比１６人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１３２０人で､コルンバ市２３６人､ドウラードス市２３０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：６２％（前日６６％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（６日）の社会的隔離実施率：３９．９％（前日３４．６％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（６日）：未発表（５日：７万１６８８人） 

 

※２月５日（金）１１時時点  

 感染者数：１６万４３１４人（前日６２２人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万９８２３人で､ドウラードス市１万８５９３人､コルンバ市８４５５人､

トレス・ラゴアス市５７４９人､ポンタ・ポラン市３６５２人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２９８３人（前日比１１人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１３１６人で､コルンバ市２３４人､ドウラードス市２２９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：６６％（前日６９％） 

 社会的隔離実施率 



・マット・グロッソ・ド・スル州（５日）の社会的隔離実施率：３４．６％（前日３７．７％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（５日）：７万１６８８人（４日：６万３７８７人） 

 

【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)（２月７日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（２月６日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（２月５日） 

Estado ultrapassa a marca de 3 mil mortes por Covid-19 – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 

(www.ms.gov.br)（２月７日） 

Fevereiro já registrou 4.120 infectados e 59 óbitos causados pela Covid-19 – Portal do Governo de 

Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月６日） 

Taxa de contágio cai, mas comprometimento dos leitos de UTI em Dourados mantém nível alarmante – 

Portal do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月６日） 

○社会的隔離実施率 

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

○新型コロナウイルスワクチン接種人数（カンポ・グランデ市） 

VACINÔMETRO - MS - Covid19 - VACINÔMETRO - MS - Covid19 | Pasta - Qlik Sense (saude.ms.gov.br) 

○その他 

MS recebe mais 32 mil doses da vacina contra Covid-19 e já prepara a distribuição aos municípios – 

Portal do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月７日） 

（了） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-327/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-326/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/9201-2/
http://www.ms.gov.br/estado-ultrapassa-a-marca-de-3-mil-mortes-por-covid-19/
http://www.ms.gov.br/estado-ultrapassa-a-marca-de-3-mil-mortes-por-covid-19/
http://www.ms.gov.br/inicio-de-fevereiro-com-altos-numeros-de-infectados-e-obitos-causados-pela-covid-19/
http://www.ms.gov.br/inicio-de-fevereiro-com-altos-numeros-de-infectados-e-obitos-causados-pela-covid-19/
http://www.ms.gov.br/taxa-de-contagio-cai-mas-comprometimento-dos-leitos-de-uti-em-dourados-mantem-nivel-alarmante/
http://www.ms.gov.br/taxa-de-contagio-cai-mas-comprometimento-dos-leitos-de-uti-em-dourados-mantem-nivel-alarmante/
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
http://mais.saude.ms.gov.br/sense/app/d3edb27b-8f52-4dff-a2e0-fc82bfc3fb6a/sheet/8cad7a0a-ba50-4760-a72b-f25fa7164022/state/analysis
http://www.ms.gov.br/ms-recebe-mais-32-mil-doses-da-vacina-contra-covid-19-e-ja-prepara-a-distribuicao-aos-municipios/
http://www.ms.gov.br/ms-recebe-mais-32-mil-doses-da-vacina-contra-covid-19-e-ja-prepara-a-distribuicao-aos-municipios/

