
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２１日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※２月２１日（日）１５時時点 

 感染者数：１９７万５９２７人（前日比４５０４人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の５１万１９２４人で、カンピーナス市５万６６７２人、サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市４万６５０２人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万７７９９人（前日比５６人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万８３０６人 

・死者は州内６４５市のうち６２５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：６７．６％（前日６７．２％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６７．３％（前日６６．８％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２１日）：未発表（前日４２％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２１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（２１日）：２００万４７９４人（１８日：１８９万２４００人） 

 

※２月２０日（土）１３時時点 

 感染者数：１９７万１４２３人（前日比１万８５９人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万７７４３人（前日比２４４人増（１％）） 

・死者は州内６４５市のうち６２５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６６．７％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６６．８％（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（２０日）：４２％（前日３９％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２０日）：４０％（前日３７％） 

 

※２月１９日（金）１８時時点 

 感染者数：１９６万５６４人（前日比１万１１０５人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万７４９９人（前日比２５９人増（１％）） 

・死者は州内６４５市のうち６２５市で確認（前日６２４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６６．５％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６６％（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（１９日）：３９％（前日４０％） 



・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１９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）のフェーズを更新し、   

感染状況が悪化しているアララクアラ、バヘットス、バウル、プレジデンチ・プルデンチの各地域をフェー

ズ１／赤（最大限の警戒）に指定した。改善が見られたフランカはフェーズ２／橙（管理段階）に、ソロカ

バはフェーズ３／黄（緩和段階）へとそれぞれ前進した。 

 

【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-197-milhao-de-casos-e-577-mil-obitos-

por-coronavirus-2/ （２月２１日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-197-milhao-de-casos-e-577-mil-obitos-

por-coronavirus/（２月２０日）   

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-196-milhao-de-casos-e-574-mil-

obitos-por-coronavirus/（２月１９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/governo-do-estado-faz-22a-reclassificacao-do-

plano-sp-2/（２月１９日） 

 

２ マット・グロッソ州 

※２月２１日（日）１７時時点 

 感染者数：２４万人１７７２人（前日比３１４人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の５万１６４８人で､ロンドノーポリス市１万８２１３人､ヴァルゼア・グランデ市１万

５２９４人､シノピ市１万２４８６人と続く 

 死者数：５６２５人（前日比１０人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の１４６３人で､ヴァルゼア・グランデ市６５２人､ロンドノーポリス市５２２人､シノ

ピ市１９０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：７５．８％（前日７４．２％） 

 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（２１日）４３．１％（前日３５％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（２０日）（クイアバ市のみ：未発表）（１７日：２万３５６９

人） 

 

※２月２０日（土）１７時時点 

 感染者数：２４万人１４５８人（前日比３７３人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の５万１６１０人で､ロンドノーポリス市１万８０８５人､ヴァルゼア・グランデ市１万

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-197-milhao-de-casos-e-577-mil-obitos-por-coronavirus-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-197-milhao-de-casos-e-577-mil-obitos-por-coronavirus-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-197-milhao-de-casos-e-577-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-197-milhao-de-casos-e-577-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-196-milhao-de-casos-e-574-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-196-milhao-de-casos-e-574-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/governo-do-estado-faz-22a-reclassificacao-do-plano-sp-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-do-estado-faz-22a-reclassificacao-do-plano-sp-2/


５２９２人､シノピ市１万２４８６人と続く 

 死者数：５６１５人（前日比２１人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１４６１人で､ヴァルゼア・グランデ市６５２人､ロンドノーポリス市５２１人､シノ

ピ市１９０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：７４．２％（前日７２．８％） 

 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（２０日）３５％（前日３５．９％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１９日）（クイアバ市のみ：未発表）（１７日：２万３５６９

人） 

 

※２月１９日（金）１７時時点 

 感染者数：２４万人１０８５（前日比２３０４人増（＋０．９％）） 

・最多はクイアバ市の５万１５８７人で､ロンドノーポリス市１万７９２８人､ヴァルゼア・グランデ市１万

５２８６人､シノピ市１万２４６４人と続く 

 死者数：５５９４人（前日比２０人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１４５７人で､ヴァルゼア・グランデ市６５０人､ロンドノーポリス市５１９人､シノ

ピ市１８９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：７２．８％（前日７３．７％） 

 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（１９日）３１．１％（前日３５．９％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１８日）（クイアバ市のみ：未発表）（１７日：２万３５６９

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) 

Domingo (21): Mato Grosso registra 241.772 casos e 5.625 óbitos - Notícias - mt.gov.br (www.mt.gov.br)

（２月２１日） 

Sábado (20): Mato Grosso registra 241.458 casos e 5.615 óbitos - Notícias - mt.gov.br (www.mt.gov.br)

（２月２０日） 

Sexta-feira (19): Mato Grosso registra 241.085 casos e 5.594 óbitos - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（２月１９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) 

 

３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※２月２１日（日）１２時時点  

 感染者数：１７万５５４４人（前日４３１人増（＋０．２％）） 

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/16538068-domingo-21-mato-grosso-registra-241.772-casos-e-5.625-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16538068-domingo-21-mato-grosso-registra-241.772-casos-e-5.625-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16537301-sabado-20-mato-grosso-registra-241.458-casos-e-5.615-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16537301-sabado-20-mato-grosso-registra-241.458-casos-e-5.615-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16532236-sexta-feira-19-mato-grosso-registra-241.085-casos-e-5.594-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16532236-sexta-feira-19-mato-grosso-registra-241.085-casos-e-5.594-obitos
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/


・最多はカンポ・グランデ市の７万３０８７人で､ドウラードス市１万９９７４人､コルンバ市９３１８人､

トレス・ラゴアス市６２４７人､ポンタ・ポラン市４０８４人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３２０４人（前日比６人増（＋０．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１４１１人で､コルンバ市２５４人､ドウラードス市２４６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％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２１日）の社会的隔離実施率：４２．４％（前日３４．５％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（２１日）：１４万５２８人（２０日：１４万５２２人） 

 

※２月２０日（土）１１時時点  

 感染者数：１７万５１１３人（前日１００７人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万２９５６人で､ドウラードス市１万９９００人､コルンバ市９２７０人､

トレス・ラゴアス市６２３３人､ポンタ・ポラン市４０７８人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３１９８人（前日比１２人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１４１１人で､コルンバ市２５３人､ドウラードス市２４６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％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２０日）の社会的隔離実施率：３４．５％（前日３４．６％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（２０日）：１４万５２２（１９日：１４万９４人） 

 

※２月１９日（金）１１時時点  

 感染者数：１７万４１０６人（前日８７１人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万２６７３人で､ドウラードス市１万９７７８人､コルンバ市９１９０人､

トレス・ラゴアス市６１７４人､ポンタ・ポラン市４０３０人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３１８６人（前日比８人増（＋０．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１４０５人で､コルンバ市２５２人､ドウラードス市２４５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（１９日）の社会的隔離実施率：２９．６％（前日３４．６％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（１９日）：１４万９４人（１７日：１２万７５３７人） 

 その他 

・１９日（金）、マット・グロッソ・ド・スル州保健局は、カンポ・グランデ市内で実施してきたドライブ

スルー形式のＰＣＲ検査を２２日（月）に終了すると発表。同検査の需要が減っているため。 

 

【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２１日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（２月２０日） 

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

Pela primeira vez não há registro de óbito por Covid -19 na capital – Portal do Governo de Mato Grosso 

do Sul (www.ms.gov.br)（２月２１日） 

Número de pacientes contaminados pelo novo coronavírus continua crítico – Portal do Governo de Mato 

Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月２０日） 

Internações em leitos de UTI para tratamento da Covid-19 aumentam em MS – Portal do Governo de Mato 

Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月１９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 

Drive-thru e Posto do Lúcia Martins Coelho são desativados e testes serão feitos nas unidades de 

saúde – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br) 

（了） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-340/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-339/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-338/
http://www.ms.gov.br/pela-primeira-vez-nao-ha-registro-de-obito-por-covid-19-na-capital/
http://www.ms.gov.br/pela-primeira-vez-nao-ha-registro-de-obito-por-covid-19-na-capital/
http://www.ms.gov.br/numero-de-pacientes-contaminados-pelo-novo-coronavirus-continua-critico/
http://www.ms.gov.br/numero-de-pacientes-contaminados-pelo-novo-coronavirus-continua-critico/
http://www.ms.gov.br/internacoes-em-leitos-de-uti-para-tratamento-da-covid-19-aumentam-em-ms/
http://www.ms.gov.br/internacoes-em-leitos-de-uti-para-tratamento-da-covid-19-aumentam-em-ms/
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/drive-thru-e-posto-do-lucia-martins-coelho-sao-desativados-e-testes-serao-feitos-nas-unidades-de-saude-da-capital/
http://www.ms.gov.br/drive-thru-e-posto-do-lucia-martins-coelho-sao-desativados-e-testes-serao-feitos-nas-unidades-de-saude-da-capital/

