
当館管轄３州におけるコロナウイルス関連情報 

２０２１年３月７日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※３月７日（日）１６時時点 

 感染者数：２１１万３７３８人（前日比６０５１人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の５３万９６８３人で、カンピーナス市５万９９８８人、サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市４万９９５１人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：６万１４６３人（前日比４６人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万９０５２人 

・州内６４５市のうち死者が一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（前日未発表） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：未発表（前日未発表） 

 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４６％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（７日）：未発表（前日４４％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数：（１回目）２４１万３２０７人（２回目）８１万８４４９人 

 

※３月６日（土） 

 感染者数：２１０万７６８７人（前日比１万３７６３人増（＋１％）） 

  ・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：６万１４１７人（前日比３５３人増（＋１％）） 

・州内６４５市のうち死者が一人でも確認された市の数は未発表（前日６２９市） 

 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７７．４％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：未発表（前日７９．１％） 

 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）：４６％（前日４０％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（６日）：４４％（前日３８％） 

 

※３月５日（金）２０時時点 

 感染者数：２０９万３９２４人（前日比１万３０７２人増（＋１％）） 

  ・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：６万１０６４人（前日比３７０人増（＋１％）） 

・・死者は州内６４５市のうち６２９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：７７．４％（前日７６．３％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：７９．１％（前日７７．９％） 

 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）：４０％（前日同） 



・サンパウロ市の社会的隔離実施率（５日）：３８％（前日３９％） 

 

【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/sao-paulo-registra-2-milhoes-de-casos-e-61-mil-

obitos-por-coronavirus/（３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/ 

 

２ マット・グロッソ州 

※３月７日（日）１７時時点 

 感染者数：２６万１１１６人（前日比３５６人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の５万６２３１人で､ロンドノーポリス市２万０４４０人､ヴァルゼア・グランデ市１万

６４２０人､シノピ市１万３３２０人と続く 

 死者数：６０１６人（前日比２３人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１５９５人で､ヴァルゼア・グランデ市６８４人､ロンドノーポリス市５２５人､シノ

ピ市２００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：９９％（前日９９．６％） 

 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）４５．４％（前日３６．０％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（４日）：３万５７３２人 

 

※３月６日（土）１６時時点 

 感染者数：２６万０７６０人（前日比８１４人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の５万６１５１人で､ロンドノーポリス市２万０４０４人､ヴァルゼア・グランデ市１万

６４０３人､シノピ市１万３２６０人と続く 

 死者数：５９９３人（前日比２５人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１５８４人で､ヴァルゼア・グランデ市６８４人､ロンドノーポリス市５２４人､シノ

ピ市２００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：９９．６％（前日９６．４％） 

 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）３６．０％（前日３１．１％） 

 

※３月５日（金）１６時点 

 感染者数：２５万９９４６人（前日比１４８６人増（＋０．６％）） 

・最多はクイアバ市の５万５９１３人で､ロンドノーポリス市２万０３６３人､ヴァルゼア・グランデ市１万

６３５２人､シノピ市１万３２０７人と続く 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-2-milhoes-de-casos-e-61-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-2-milhoes-de-casos-e-61-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/


 死者数：５９６８人（前日比２７人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の１５７５人で､ヴァルゼア・グランデ市６８１人､ロンドノーポリス市５２３人､シノ

ピ市２００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：９６．４％（前日９６．９％） 

 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（５日）３１．１％（前日３０．７％） 

 

【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 (07): Mato Grosso registra 261.116 casos e 6.016 óbitos (http://www.mt.gov.br/noticias)（３

月７日） 

Sábado (06): Mato Grosso registra 260.760 casos e 5.993 óbitos (http://www.mt.gov.br/noticias)（３月

６日） 

Sexta-feira (05): Mato Grosso registra 259.946 casos e 5.968 óbitos (http://www.mt.gov.br/noticias)

（３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) 

 

３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※３月７日（日）１２時時点  

 感染者数：１８万７６１５人（前日５４２人増（＋０．３％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万６６８９人で､ドウラードス市２万１３５７人､コルンバ市１万００７９

人､トレス・ラゴアス市６８３７人､ポンタ・ポラン市４６０３人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３４４４人（前日比１３人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１５１４人で､コルンバ市２６９人､ドウラードス市２６６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：９６％（前日９３％） 

 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：４２．６％（前日３３．４％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（８日）：（１回目）１３万１９６６人（２回目）５万９７５５

人 

 

※２月６日（土）１１時時点  

 感染者数：１８万７０７３人（前日１１９０人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万６５６０人で､ドウラードス市２万１３１３人､コルンバ市１００２３人､

トレス・ラゴアス市６８１１人､ポンタ・ポラン市４５８７人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

http://www.saude.mt.gov.br/
http://www.saude.mt.gov.br/
http://www.mt.gov.br/-/16636421-domingo-07-mato-grosso-registra-261.116-casos-e-6.016-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16635430-sabado-06-mato-grosso-registra-260.760-casos-e-5.993-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16632974-sexta-feira-05-mato-grosso-registra-259.946-casos-e-5.968-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16632974-sexta-feira-05-mato-grosso-registra-259.946-casos-e-5.968-obitos
https://public.tableau.com/profile/inloco．tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/


 死者数：３４３１人（前日比１６人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１５０６人で､コルンバ市２６８人､ドウラードス市２６６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：９３％（前日８９％） 

 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：３３．４％（前日２９．９％） 

 

※２月５日（金）１１時時点  

 感染者数：１８万５８８３人（前日７７１人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の７万６１２５人で､ドウラードス市２万１１６０人､コルンバ市９９６５人､

トレス・ラゴアス市６７３２人､ポンタ・ポラン市４５６８人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３４１６人（前日比２３人増（＋０．７％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１４９８人で､コルンバ市２６８人､ドウラードス市２６４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９４％） 

 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：２９．９％（前日３０．６％） 

 

【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)（３月７日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（３月６日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（３月５日） 

SES registra 23 novos óbitos por Covid, e MS já acumula 3.416 vidas perdidas (www.ms.gov.br)（３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（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-19-354/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-353/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-352/
http://www.ms.gov.br/ses-registra-23-novos-obitos-por-covid-e-ms-ja-acumula-3-416-vidas-perdidas/
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

