
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２１日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※３月２１日（日）１８時時点 

 感染者数：２３０万６３２６人（前日比８２６５人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の５８万１０１３人で、カンピーナス市６万４３４０人、サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市５万４６９９人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：６万７５５８人（前日比１４４人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の２万３６８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：９１．２％（前日９１．５％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：９１．２％（前日９１．７％） 

 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４７％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２１日）：未発表（前日４６％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（２１日）：【１回目】３４４万４８人【２回目】１２０万５８

８８人  

 

※３月２０日（土）１７時時点 

 感染者数：２２９万８０６１人（前日比１万８０２８人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：６万７４１４人（前日比６１６人増（＋１％）） 

・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：９１．５％（前日９１．４％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：９１．７％（前日９１．６％） 

 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）：４７％（前日４３％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２０日）：４６％（前日４２％） 

 

※３月１９日（金）２０時時点 

 感染者数：２２８万３３人（前日比１万８６７３人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：６万６７９８人（前日比６２０人増（＋１％）） 

 ・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：９１．４％（前日９０．６％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：９１．６％（前日９０．９％） 

 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）：４３％（前日４４％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１９日）：４２％（前日４３％） 

 その他 

・１９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、７０歳及び

７１歳への接種スケジュールに６９歳を追加し、当初の予定より２日早い２７日（土）より開始する旨発表。 

 

【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/ultimas-noticias/sp-tem-286-mil-internados-por-covid-19-e-

ultrapassa-a-marca-de-12-mil-pacientes-em-uti/ （３月２１日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/estado-de-sp-tem-28-mil-internados-por-covid-19/（３

月２０日）   

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-ultrapassa-27-mil-internados-por-covid-19/（３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/sp-amplia-vacinacao-incluindo-idosos-de-69-

anos-no-calendario-de-marco/ （３月１９日）  

 

２ マット・グロッソ州 

※３月２１日（日）１３時時点 

 感染者数：２８万６６９３人（前日比６２８人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の６万１９２１人で､ロンドノーポリス市２万２２２２人､ヴァルゼア・グランデ市１万

８１７７人､シノピ市１万４２９５人と続く 

 死者数：６８１３人（前日比４６人増（＋０．７％）） 

・最多はクイアバ市の１８２３人で､ヴァルゼア・グランデ市７５２人､ロンドノーポリス市５６５人､シノ

ピ市２２０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：９８．８％（前日９１．６％） 

 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）（２１日）：未発表（１７日）【１回目】３

万１０５人【２回目】１万６４５人 

 

※３月２０日（土）１４時時点 

 感染者数：２８万６０６５人（前日比１６３３人増（＋０．６％）） 

・最多はクイアバ市の６万１６７３人で､ロンドノーポリス市２万２１６９人､ヴァルゼア・グランデ市１万

８１４２人､シノピ市１万４２９２人と続く 

 死者数：６７６７人（前日比７１人増（＋１．０％）） 

・最多はクイアバ市の１８１０人で､ヴァルゼア・グランデ市７４９人､ロンドノーポリス市５６２人､シノ

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-tem-286-mil-internados-por-covid-19-e-ultrapassa-a-marca-de-12-mil-pacientes-em-uti/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-tem-286-mil-internados-por-covid-19-e-ultrapassa-a-marca-de-12-mil-pacientes-em-uti/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/estado-de-sp-tem-28-mil-internados-por-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-ultrapassa-27-mil-internados-por-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-amplia-vacinacao-incluindo-idosos-de-69-anos-no-calendario-de-marco/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-amplia-vacinacao-incluindo-idosos-de-69-anos-no-calendario-de-marco/


ピ市２２０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：９１．６％（前日９４．８％） 

 

※３月１９日（金）１４時時点 

 感染者数：２８万４４３２人（前日比１８３７人増（＋０．６％）） 

・最多はクイアバ市の６万１２５５人で､ロンドノーポリス市２万２０７０人､ヴァルゼア・グランデ市１万

８０２８人､シノピ市１万４１９７人と続く 

 死者数：６６９６人（前日比５５人増（＋０．８％）） 

・最多はクイアバ市の１７９０人で､ヴァルゼア・グランデ市７４２人､ロンドノーポリス市５５９人､シノ

ピ市２２０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：９４．８％（前日９７．１％） 

 

【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 (21): Mato Grosso registra 286.693 casos e 6.813 óbitos por Covid-19（３月２１日） 

Sábado (20): Mato Grosso registra 286.065 casos e 6.767 óbitos por Covid-19（３月２０日） 

Sexta-feira (19): Mato Grosso registra 284.432 casos e 6.696 óbitos por Covid-19（３月１９日） 

○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) 

〇その他 

22 municípios estão com risco muito alto de contaminação pela Covid-19 

 

３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※３月２１日（日）１１時時点  

 感染者数：２０万２１６８人（前日１０４３人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の８万１３５１人で､ドウラードス市２万２７３９人､コルンバ市１万５８９人､

トレス・ラゴアス市８０７６人､ナヴィライー市４９９９人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３８２６人（前日比２７人増（＋０．７％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１６７５人で､ドウラードス市３０３人、コルンバ市２８６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：１０６％（前日１０３％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（２１日）：【１回目】１９万６６人【２回目】８万７２９人 

 

※３月２０日（土）１１時時点  

 感染者数：２０万１１２５人（前日１１０８人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の８万９７４人で､ドウラードス市２万２５８４人､コルンバ市１万５３９人､

トレス・ラゴアス市７９５７人､ナヴィライー市４９９３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.mt.gov.br/-/16731001-domingo-21-mato-grosso-registra-286.693-casos-e-6.813-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16728030-sabado-20-mato-grosso-registra-286.065-casos-e-6.767-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16724916-sexta-feira-19-mato-grosso-registra-284.432-casos-e-6.696-obitos-por-covid-19
https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/
http://www.mt.gov.br/-/16715678-22-municipios-estao-com-risco-muito-alto-de-contaminacao-pela-covid-19


 死者数：３７９９人（前日比２４人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１６６５人で､ドウラードス市３００人、コルンバ市２８６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：１０３％（前日１０７％） 

 

※３月１９日（金）１０時時点  

 感染者数：２０万１７人（前日１２２２人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の８万６５０人で､ドウラードス市２万２４６６人､コルンバ市１万５０２人､

トレス・ラゴアス市７８７５人､ポンタ・ポラン市４９６１人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：３７７５人（前日比３６人増（＋１．０％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１６５２人で､ドウラードス市２９９人、コルンバ市２８６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：１０７％（前日１１０％） 

 

【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 CORONAVIRUS COVID-19 - Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br) 

Com falta de leitos e alta taxa de infecção, MS ultrapassa a marca de 200 mil casos（３月１９日） 

MS tem pior semana da pandemia de Covid-19, com recordes de mortes e pessoas internadas（３月２０日） 

○新型コロナウイルスワクチン接種人数 

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

(了) 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/Geral/vigilancia-saude/vigilancia-epidemiologica/boletim-epidemiologico/covid-19/
http://www.ms.gov.br/com-falta-de-leitos-e-alta-taxa-de-infeccao-ms-ultrapassa-a-marca-de-200-mil-casos/
http://www.ms.gov.br/ms-tem-pior-semana-da-pandemia-de-covid-19-com-recordes-de-mortes-e-pessoas-internadas/
http://mais.saude.ms.gov.br/sense/app/d3edb27b-8f52-4dff-a2e0-fc82bfc3fb6a/sheet/8cad7a0a-ba50-4760-a72b-f25fa7164022/state/analysis

