
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２８日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※２月２８日（日）１６時時点 

 感染者数：２０４万１６２８人（前日比４３６１人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の５２万４８５８人で、カンピーナス市５万８２５０人、サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市４万７８８７人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万９４９３人（前日比６５人増（０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万８６４２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７１．１％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：未発表（前日７１．６％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２８日）：未発表（前日４２％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２８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：（１回目）１８３万２７２８人（２回目）５１万９１９７人 

 

※２月２７日（土）１５時時点 

 感染者数：２０３万７２６７人（前日比１万１１４２人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万９４２８人（前日比２９９人増（１％）） 

・死者は州内６４５市のうち６２７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：７１．１％（前日７０．４％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：７１．６％（前日７０．８％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２７日）：４２％（前日３９％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２７日）：４１％（前日３７％） 

 

※２月２６日（金）１８時時点 

 感染者数：２０２万６１２５人（前日比１万１５９６人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万９１２９人（前日比２５６人増（１％）） 

・死者は州内６４５市のうち６２７市で確認（前日６２５市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：７０．４％（前日６９．７％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：７０．８％（前日７０％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２６日）：３９％（前日４０％） 



・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２６日）：３７％（前日３８％） 

 その他 

・２６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マリーリアとリベイロン・プレトをフェーズ１／赤（最大限の警戒）に、カンピー

ナス、サンパウロ大都市圏、レジストロ及びソロカバの各地域をフェーズ２／橙（管理段階）に指定した。

アララクアラ、バヘットス、バウル及びプレジデンチ・プルデンチは引き続きフェーズ１／赤（最大限の警

戒）となる。感染状況の改善が見られたピラシカーバはフェーズ３／黄（緩和段階）へと前進した。 

・同日、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、州内の７７歳から７

９歳のグループへの接種を３月３日（水）より開始する旨発表。８０歳から８４歳の高齢者グループへの接

種は当初の予定より２日早い２７日（土）より開始する。 

 

【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-2-milhoes-de-casos-e-594-mil-

obitos-por-coronavirus/（２月２７日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-2-milhoes-de-casos-e-591-mil-

obitos-por-coronavirus/（２月２６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-23a-reclassificacao-do-

plano-sp-2/ （２月２６日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-antecipa-calendario-e-comeca-a-vacinar-

idosos-acima-de-77-anos-na-proxima-semana-2/（２月２６日） 

 

２ マット・グロッソ州 

※２月２８日（日）１７時時点 

 感染者数：２５万８８９人（前日比３６３人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の５万３７２９人で､ロンドノーポリス市１万９４８３人､ヴァルゼア・グランデ市１万

５８８８人､シノピ市１万２８８３人と続く 

 死者数：５８０６人（前日比２０人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１５２４人で､ヴァルゼア・グランデ市６６８人､ロンドノーポリス市５２５人､シノ

ピ市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：８８．９％（前日８７．１％） 

 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（２８日）４３．３％（前日３４．９％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（２７日）（クイアバ市のみ：未発表）（２２日：２万３６６９

人） 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-2-milhoes-de-casos-e-594-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-2-milhoes-de-casos-e-594-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-2-milhoes-de-casos-e-591-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-2-milhoes-de-casos-e-591-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-23a-reclassificacao-do-plano-sp-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-do-estado-faz-23a-reclassificacao-do-plano-sp-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-antecipa-calendario-e-comeca-a-vacinar-idosos-acima-de-77-anos-na-proxima-semana-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-antecipa-calendario-e-comeca-a-vacinar-idosos-acima-de-77-anos-na-proxima-semana-2/


 

※２月２７日（土）１６時時点 

 感染者数：２５万５２６人（前日比５５７人増（＋０．６％）） 

・最多はクイアバ市の５万３６５６人で､ロンドノーポリス市１万９３８７人､ヴァルゼア・グランデ市１万

５８７８人､シノピ市１万２８８３人と続く 

 死者数：５７８６人（前日比１７人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１５１４人で､ヴァルゼア・グランデ市６６８人､ロンドノーポリス市５２４人､シノ

ピ市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：８７．１％（前日８３．７％） 

 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（２７日）３４．９％（前日２９．４％） 

 

※２月２６日（金）１７時点 

 感染者数：２４万９９６９人（前日比１５２５人増（＋０．６％）） 

・最多はクイアバ市の５万３５９５人で､ロンドノーポリス市１万９１７８人､ヴァルゼア・グランデ市１万

５８６３人､シノピ市１万２８７８人と続く 

 死者数：５７６９人（前日比２２人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１５１０人で､ヴァルゼア・グランデ市６６４人､ロンドノーポリス市５２４人､シノ

ピ市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：８３．７％（前日８３．９％） 

 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（２６日）２９．４％（前日３０．１％） 

 

【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 (28): Mato Grosso registra 250.889 casos e 5.806 óbitos - Notícias - mt.gov.br (www.mt.gov.br)

（２月２８日） 

Sábado (27): Mato Grosso registra 250.526 casos e 5.786 óbitos - Notícias - mt.gov.br (www.mt.gov.br)

（２月２７日） 

Sexta-feira (26): Mato Grosso registra 249.969 casos e 5.769 óbitos - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（２月２６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２８日（日）１２時時点  

 感染者数：１８万１５２８人（前日５４２人増（＋０．３％）） 

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/16590203-domingo-28-mato-grosso-registra-250.889-casos-e-5.806-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16590203-domingo-28-mato-grosso-registra-250.889-casos-e-5.806-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16589689-sabado-27-mato-grosso-registra-250.526-casos-e-5.786-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16589689-sabado-27-mato-grosso-registra-250.526-casos-e-5.786-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16586222-sexta-feira-26-mato-grosso-registra-249.969-casos-e-5.769-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16586222-sexta-feira-26-mato-grosso-registra-249.969-casos-e-5.769-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７万４９５２人で､ドウラードス市２万７１３人､コルンバ市９６７１人､ト

レス・ラゴアス市６４７４人､ポンタ・ポラン市４３８６人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３３１９人（前日比１３人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１４６３人で､コルンバ市２６２人､ドウラードス市２５７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：８９％（前日８７％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２８日）の社会的隔離実施率：４１．９％（前日３４．６％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（２８日）：１６万１１６８人（２５日：１５万７４人） 

 その他 

・２８日（日）、マット・グロッソ・ド・スル州政府は州保健局を通じ、新型コロナウイルス変異種の感染

拡大防止措置について議論した。同州では未だ変異種は確認されていないものの、今後に備えた対応として

実施。 

 

※２月２７日（土）１１時時点  

 感染者数：１８万９８６人（前日９２８人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万４６７７人で､ドウラードス市２万６４１人､コルンバ市９６６１人､ト

レス・ラゴアス市６４５０人､ポンタ・ポラン市４３８１人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３３０６人（前日比１３人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１４５７人で､コルンバ市２６２人､ドウラードス市２５６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：８７％（前日８５％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２７日）の社会的隔離実施率：３４．６％（前日２８．６％） 

 

※２月２６日（金）１２時時点  

 感染者数：１８万５８人（前日９１４人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万４４４６人で､ドウラードス市２万５５６人､コルンバ市９５７８人､ト

レス・ラゴアス市６４１１人､ポンタ・ポラン市４３２６人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３２９３人（前日比２３人増（＋０．７％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１４５１人で､コルンバ市２６１人､ドウラードス市２５６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８３％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２６日）の社会的隔離実施率：２８．６％（前日３０．４％） 

 その他 

・２６日（金）、マット・グロッソ・ド・スル州政府は、３月１日（月）より州立学校の授業を遠隔式で再

開すると発表。 

・２６日（金）、カンポ・グランデ市は、夜間の外出禁止措置（２３時から５時まで）を３月１３日（土）



まで延長すると発表。 

 

【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２８日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（２月２７日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（２月２６日） 

Com situação de leitos preocupante, Capital registra 542 novos casos de Covid -19 nas últimas 24 

horas – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月２８日） 

Capacidade de leitos hospitalares segue em situação crítica e número de casos continua aumentando – 

Portal do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月２７日） 

Após um ano da pandemia no Brasil, Mato Grosso do Sul ultrapassa 180 mil casos confirmados de 

coronavírus – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月２６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 

SES inicia tratativas para evitar que nova variante do coronavírus chegue no Estado – Portal do 

Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月２８日） 

Governo de MS decide pela retomada das atividades da REE de forma remota – Portal do Governo de Mato 

Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（２月２６日） 

Decreto prorroga por mais 15 dias toque de recolher e regras de funcionamento das atividades econômicas 

e sociais em Campo Grande | CGNotícias（２月２６日） 

 (了) 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-347/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-346/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-345/
http://www.ms.gov.br/com-situacao-de-leitos-preocupante-capital-registra-542-novos-casos-de-covid-19-nas-ultimas-24-horas/
http://www.ms.gov.br/com-situacao-de-leitos-preocupante-capital-registra-542-novos-casos-de-covid-19-nas-ultimas-24-horas/
http://www.ms.gov.br/capacidade-de-leitos-hospitalares-segue-em-situacao-critica-e-numero-de-casos-continua-aumentando/
http://www.ms.gov.br/capacidade-de-leitos-hospitalares-segue-em-situacao-critica-e-numero-de-casos-continua-aumentando/
http://www.ms.gov.br/apos-um-ano-da-pandemia-no-brasil-mato-grosso-do-sul-ultrapassa-180-mil-casos-confirmados-de-coronavirus/
http://www.ms.gov.br/apos-um-ano-da-pandemia-no-brasil-mato-grosso-do-sul-ultrapassa-180-mil-casos-confirmados-de-coronavirus/
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
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