
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１７日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※２月１７日（水）１４時時点 

 感染者数：１９３万８７１２人（前日比１万１３０２人増（＋１％）） 

・最多はサンパウロ市の５０万４３１０人で、カンピーナス市５万５７６５人、サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市４万５７９６人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万６９６０人（前日比２５８人増（１％）） 

・最多はサンパウロ市の１万８１４４人 

・死者は州内６４５市のうち６２４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：６６．３％（前日同） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６５．２％（前日同） 

 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４２％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１７日）：未発表（前日４０％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１７日）：１７８万６５１２人（１２日：１３７万７３５３人） 

 

※２月１６日（火）２１時時点 

 感染者数：１９２万７４１０人（前日比１万１４９６人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万６７０２人（前日比３９８人増（１％）） 

・死者は州内６４５市のうち６２４市で確認（前日６２２市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：６６．３％（前日６６．２％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６５．２％（前日６５．１％） 

 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）：４２％（前日４１％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１６日）：４０％（前日同） 

 

※２月１５日（月）１４時時点 

 感染者数：１９１万５９１４人（前日比２３１６人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万６３０４人（前日比３８人増（０％）） 

・死者は州内６４５市のうち６２２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：６６．２％（前日６６．４％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６５．１％（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（１５日）：４１％（前日４８％） 



・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１５日）：４０％（前日４８％） 

 

※２月１４日（日）１４時時点 

 感染者数：１９１万３５９８人（前日比２１８７人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万６２６６人（前日比７５人増（０％）） 

・死者は州内６４５市のうち６２２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：６６．４％（前日６６．５％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６５．２％（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（１４日）：４８％（前日４２％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１４日）：４８％（前日４１％） 

 

※２月１３日（土）１４時時点 

 感染者数：１９１万１４１１人（前日比９８３７人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万６１９１人（前日比２２０人増（１％）） 

・死者は州内６４５市のうち６２２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：６６．５％（前日６６．７％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６５．３％（前日６５．６％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（１３日）：４２％（前日３９％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１３日）：４１％（前日３７％） 

 

※２月１２日（金）１４時時点 

 感染者数：１９０万１５７４人（前日比１万１６０５人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万５９５１人（前日比２２９人増（１％）） 

・死者は州内６４５市のうち６２２市で確認（前日６２１市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：６６．７％（前日同） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６５．６％（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（１２日）：３９％（前日同） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１２日）：３７％（前日３８％） 

 その他 

・１２日（金）、サンパウロ州政府は、新型コロナウイルスワクチン接種キャンペーンに関し、２回目の接

種を開始した旨発表。 

 

【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/sao-paulo-

registra-193-milhao-de-casos-e-569-mil-obitos-por-coronavirus/（２月１７日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-192-milhao-de-casos-e-567-

mil-obitos-por-coronavirus/（２月１６日）    

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-191-milhao-de-casos-e-563-

mil-obitos-por-coronavirus/（２月１５日） 

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

registra-191-milhao-de-casos-e-562-mil-obitos-por-coronavirus/（２月１４日） 

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

registra-191-milhao-de-casos-e-561-mil-obitos-por-coronavirus/（２月１３日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/saude/sao-paulo-registra-19-milhao-de-casos-e-559-

mil-obitos-por-coronavirus/（２月１２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/sp-comeca-a-aplicar-segunda-dose-da-vacina-do-

butantan-contra-covid-19/（２月１２日） 

 

２ マット・グロッソ州 

※２月１７日（水）１７時時点 

 感染者数：２３万７２３９人（前日比１７１０人増（＋０．７％）） 

・最多はクイアバ市の５万５０６人で､ロンドノーポリス市１万７４４８人､ヴァルゼア・グランデ市１万５

１３６人､シノピ市１万２３４８人と続く 

 死者数：５５４４人（前日比４０人増（＋０．７％）） 

・最多はクイアバ市の１４３７人で､ヴァルゼア・グランデ市６４５人､ロンドノーポリス市５１８人､シノ

ピ市１８８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：７４．７％（前日６８．１％） 

 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）３６．６％（前日３９．５％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１６日）（クイアバ市のみ：２万３５１８人）（１５日：２万

３４０２人） 

 

※２月１６日（火）１７時時点 

 感染者数：２３万５５２９人（前日比１３７５人増（＋０．６％）） 

・最多はクイアバ市の５万１０人で､ロンドノーポリス市１万７２５９人､ヴァルゼア・グランデ市１万５０

４９人､シノピ市１万２２６０人と続く 

 死者数：５５０４人（前日比１９人増（＋０．３％）） 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-registra-193-milhao-de-casos-e-569-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-registra-193-milhao-de-casos-e-569-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-192-milhao-de-casos-e-567-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-192-milhao-de-casos-e-567-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-191-milhao-de-casos-e-563-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-191-milhao-de-casos-e-563-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-registra-191-milhao-de-casos-e-562-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-registra-191-milhao-de-casos-e-562-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-registra-191-milhao-de-casos-e-561-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-registra-191-milhao-de-casos-e-561-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/saude/sao-paulo-registra-19-milhao-de-casos-e-559-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/saude/sao-paulo-registra-19-milhao-de-casos-e-559-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/sp-comeca-a-aplicar-segunda-dose-da-vacina-do-butantan-contra-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-comeca-a-aplicar-segunda-dose-da-vacina-do-butantan-contra-covid-19/


・最多はクイアバ市の１４２０人で､ヴァルゼア・グランデ市６４１人､ロンドノーポリス市５１７人､シノ

ピ市１８７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：６８．１％（前日同） 

 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）３９．５％（前日３８．１％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１５日）（クイアバ市のみ：２万３４０２人）（１４日：２万

２５７６人） 

 その他 

・１６日（火）､クイアバ市は、翌１７日（水）から２３日（火）まで、８５歳以上の寝たきりの高齢者を対

象に新型コロナウイルスワクチン接種を実施する旨発表。 

 

※２月１５日（月）１７時時点 

 感染者数：２３万４１５４人（前日比１０６３人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の４万９６６３人で､ロンドノーポリス市１万７０６０人､ヴァルゼア・グランデ市１万

４９８２人､シノピ市１万２１８１人と続く 

 死者数：５４８５人（前日比２２人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１４１５人で､ヴァルゼア・グランデ市６３８人､ロンドノーポリス市５１６人､シノ

ピ市１８７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：６８．１％（前日６７．１％） 

 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）３８．１％（前日３８．７％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１４日）（クイアバ市のみ：２万２５７６人）（１３日：２万

１９７６人） 

 その他 

・１５日（月）、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、ノヴァ・シャヴァンチナ市を４段階中２番目の「高い」と評価し、クイアバ市、ロンドノーポリス

市、ヴァルゼア・グランデ市、バーラ・ド・ガルサス市、ソヒゾ市、アルタ・フロレスタ市、プリマヴェラ・

ド・レステ市、シノピ市及びノーヴァ・ムトゥン市の９市を４段階中３番目となる「並」とした。他１３１

市は引き続き４番目の「低い」とした。 

 

※２月１４日（日）１７時時点 

 感染者数：２３万３０９１人（前日比２１５人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の４万９４６２人で､ロンドノーポリス市１万６７７７人､ヴァルゼア・グランデ市１万

４９４３人､シノピ市１万２１０５人と続く 

 死者数：５４６３人（前日比１７人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１４１４人で､ヴァルゼア・グランデ市６３７人､ロンドノーポリス市５１５人､シノ

ピ市１８４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：６７．１％（前日６８．７％） 

 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（１４日）４７．７％（前日３８．７％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１３日）（クイアバ市のみ：２万１９７６人）（１２日：２万

９９８人） 

 

※２月１３日（土）１７時時点 

 感染者数：２３万２８７６人（前日比１０３２人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の４万９４３９人で､ロンドノーポリス市１万６６５８人､ヴァルゼア・グランデ市１万

４９４２人､シノピ市１万２１０５人と続く 

 死者数：５４４６人（前日比２２人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１４０９人で､ヴァルゼア・グランデ市６３６人､ロンドノーポリス市５１４人､シノ

ピ市１８４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：６８．７％（前日６６．７％） 

 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（１３日）３８．７％（前日３５％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１２日）（クイアバ市のみ：２万９９８人）（１１日：２万４

１０人） 

 

※２月１２日（金）１７時時点 

 感染者数：２３万１８４４人（前日比１３５９人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の４万９２７３人で､ロンドノーポリス市１万６４１７人､ヴァルゼア・グランデ市１万

４８８８人､シノピ市１万２０７９人と続く 

 死者数：５４２４人（前日比２３人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１４０１人で､ヴァルゼア・グランデ市６３５人､ロンドノーポリス市５１４人､シノ

ピ市１８２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：６６．７％（前日６８．９％） 

 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（１２日）３５％（前日３５．１％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１１日）（クイアバ市のみ：２万４１０人）（１０日：１万９

８１０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 

Informes | Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (saude.mt.gov.br) 

Quarta-feira (17): Mato Grosso registra 237.239 casos e 5.544 óbitos - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（２月１７日） 

Terça-feira (16): Mato Grosso registra 235.529 casos e 5.504 óbitos - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（２月１６日） 

Segunda-feira (15): Mato Grosso registra 234.154 casos e 5.485 óbitos - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（２月１５日） 

Domingo (14): Mato Grosso registra 233.091 casos e 5.463 óbitos - Notícias - mt.gov.br (www.mt.gov.br)

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/16515712-quarta-feira-17-mato-grosso-registra-237.239-casos-e-5.544-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16515712-quarta-feira-17-mato-grosso-registra-237.239-casos-e-5.544-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16507892-terca-feira-16-mato-grosso-registra-235.529-casos-e-5.504-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16507892-terca-feira-16-mato-grosso-registra-235.529-casos-e-5.504-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16498528-segunda-feira-15-mato-grosso-registra-234.154-casos-e-5.485-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16498528-segunda-feira-15-mato-grosso-registra-234.154-casos-e-5.485-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16490271-domingo-14-mato-grosso-registra-233.091-casos-e-5.463-obitos


（２月１４日） 

Sábado (13): Mato Grosso registra 232.876 casos e 5.446 óbitos - Notícias - mt.gov.br (www.mt.gov.br)

（２月１３日） 

Sexta-feira (12): Mato Grosso registra 231.844 casos e 5.424 óbitos - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（２月１２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 

Prefeitura de Cuiabá | Acamados a partir de 85 anos começam a ser imunizados em casa nesta quarta-

feira (17)（２月１６日） 

Nova Xavantina está com alto risco de contaminação pela Covid-19 - Notícias - mt.gov.br (www.mt.gov.br)

（２月１５日） 

 

３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※２月１７日（水）１２時時点  

 感染者数：１７万２４０２人（前日５７４人増（＋０．３％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万２１９３人で､ドウラードス市１万９６４３人､コルンバ市９０８１人､

トレス・ラゴアス市６０７８人､ポンタ・ポラン市３９７１人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３１６６人（前日比６人増（＋０．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１３９６人で､コルンバ市２５２人､ドウラードス市２４４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：６７％（前日６５％） 

 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：３６．９％（前日４６．３％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１７日）：１２万７５３７人（１６日：１２万２２１５人） 

 

※２月１６日（火）１３時時点  

 感染者数：１７万１８２８人（前日９１１人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万１９６８人で､ドウラードス市１万９５８３人､コルンバ市９０２６人､

トレス・ラゴアス市６０６５人､ポンタ・ポラン市３９５５人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３１６０人（前日比１８人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１３９３人で､コルンバ市２５１人､ドウラードス市２４４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：６５％（前日６８％） 

 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：４６．３％（前日３９．１％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１６日）：１２万２２１５人（１５日：１２万１３５０人） 

 

http://www.mt.gov.br/-/16489540-sabado-13-mato-grosso-registra-232.876-casos-e-5.446-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16489540-sabado-13-mato-grosso-registra-232.876-casos-e-5.446-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16485564-sexta-feira-12-mato-grosso-registra-231.844-casos-e-5.424-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16485564-sexta-feira-12-mato-grosso-registra-231.844-casos-e-5.424-obitos
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/
https://www.cuiaba.mt.gov.br/saude/acamados-a-partir-de-85-anos-comecam-a-ser-imunizados-em-casa-nesta-quarta-feira-17/23344
https://www.cuiaba.mt.gov.br/saude/acamados-a-partir-de-85-anos-comecam-a-ser-imunizados-em-casa-nesta-quarta-feira-17/23344
http://www.mt.gov.br/-/16499047-nova-xavantina-esta-com-alto-risco-de-contaminacao-pela-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16499047-nova-xavantina-esta-com-alto-risco-de-contaminacao-pela-covid-19


※２月１５日（月）１１時時点  

 感染者数：１７万９１７人（前日３９５人増（＋０．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万１６８０人で､ドウラードス市１万９４６１人､コルンバ市９００２人､

トレス・ラゴアス市６００４人､ポンタ・ポラン市３９２３人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３１４２人（前日比１２人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１３８２人で､コルンバ市２４９人､ドウラードス市２４３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：６８％（前日７３％） 

 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：３９．１％（前日４８．３％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１５日）：１２万１３５０人（１４日：１１万９７８１人） 

 

※２月１４日（日）１２時時点  

 感染者数：１７万５２２人（前日３９６人増（＋０．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万１４８４人で､ドウラードス市１万９４３７人､コルンバ市８９３７人､

トレス・ラゴアス市５９９６人､ポンタ・ポラン市３９１７人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３１３０人（前日比１５人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１３７７人で､コルンバ市２４９人､ドウラードス市２３９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：７３％（前日６８％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１４日）の社会的隔離実施率：４８．３％（前日３９．３％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１４日）：１１万９７８１人（１３日：１１万９５８５人） 

 

※２月１３日（土）１６時時点  

 感染者数：１７万１２６人（前日８１８人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万１３５０人で､ドウラードス市１万９３６８人､コルンバ市８９３６人､

トレス・ラゴアス市５９７２人､ポンタ・ポラン市３９１２人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３１１５人（前日比１５人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１３６８人で､コルンバ市２４９人､ドウラードス市２３９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：６８％（前日６６％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１３日）の社会的隔離実施率：３９．３％（前日３３．７％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１３日）：１１万９５８５人（１２日：１１万８１９３人） 

 

※２月１２日（金）１１時時点  

 感染者数：１６万９３０８人（前日７００人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万１１５１人で､ドウラードス市１万９２５４人､コルンバ市８８６７人､



トレス・ラゴアス市５９２６人､ポンタ・ポラン市３８７３人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３１００人（前日比１０人増（＋０．％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１３６２人で､コルンバ市２４７人､ドウラードス市２３８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％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１２日）の社会的隔離実施率：３３．７％（前日３５．４％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１２日）：１１万８１９３人（９日：８万５９１５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１７日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（２月１６日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（２月１５日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（２月１４日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（２月１３日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（２月１２日） 

Dos 172,4 mil casos confirmados de Covid-19 em MS, mais de 161,6 mil pessoas se recuperaram – Portal 

do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月１７日） 

Boletim desta terça-feira registra 911 novos testes positivos para Covid-19 em todo o Estado – Portal 

do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月１６日） 

Boletim traz registro de 395 novos casos de Covid-19 no Estado, 196 na Capital – Portal do Governo 

de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月１５日） 

Taxa de ocupação hospitalar por Covid-19 aumenta em algumas regiões de MS – Portal do Governo de Mato 

Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月１４日） 

Carnaval já inicia com registro de 818 novos casos de Covid-19 – Portal do Governo de Mato Grosso do 

Sul (www.ms.gov.br)（２月１３日） 

Mais 10 pessoas morrem por Covid-19 em MS e óbitos chegam à marca de 3,1 mil vítimas – Portal do 

Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月１２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) 

 

（了） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-336/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-335/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-334/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-333/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-332/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-331/
http://www.ms.gov.br/dos-1724-mil-casos-confirmados-de-covid-19-em-ms-mais-de-1616-mil-pessoas-se-recuperaram/
http://www.ms.gov.br/dos-1724-mil-casos-confirmados-de-covid-19-em-ms-mais-de-1616-mil-pessoas-se-recuperaram/
http://www.ms.gov.br/boletim-desta-terca-feira-registra-911-novos-testes-positivos-para-covid-19-em-todo-o-estado/
http://www.ms.gov.br/boletim-desta-terca-feira-registra-911-novos-testes-positivos-para-covid-19-em-todo-o-estado/
http://www.ms.gov.br/boletim-traz-registro-de-395-novos-casos-de-covid-19-no-estado-196-na-capital/
http://www.ms.gov.br/boletim-traz-registro-de-395-novos-casos-de-covid-19-no-estado-196-na-capital/
http://www.ms.gov.br/pacientes-de-covid-19-em-leitos-de-uti-ultrapassa-leitos-clinicos-e-ocupacao-hospitalar-volta-a-subir/
http://www.ms.gov.br/pacientes-de-covid-19-em-leitos-de-uti-ultrapassa-leitos-clinicos-e-ocupacao-hospitalar-volta-a-subir/
http://www.ms.gov.br/carnaval-ja-inicia-com-registro-de-818-novos-casos-de-covid-19/
http://www.ms.gov.br/carnaval-ja-inicia-com-registro-de-818-novos-casos-de-covid-19/
http://www.ms.gov.br/mais-10-pessoas-morrem-por-covid-19-em-ms-e-obitos-chegam-a-marca-de-31-mil-vitimas/
http://www.ms.gov.br/mais-10-pessoas-morrem-por-covid-19-em-ms-e-obitos-chegam-a-marca-de-31-mil-vitimas/
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

