
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２９日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※３月２９日（月）１８時時点 

 感染者数：２４２万５３２０人（前日比５２２０人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の６０万６３０１人で、カンピーナス市６万６７８４人、サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市５万７７５５人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：７万２２８３人（前日比２９２人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の２万１５５８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：９２．３％（前日９２％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：９２．６％（前日９１．３％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２９日）：未発表（前日５１％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２９日）：未発表（前日５０％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（２９日）：【１回目】４３９万６２２４人【２回目】１４３万

４１４２人  

 

※３月２８日（日）１６時時点 

 感染者数：２４２万１００人（前日比９６０２人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：７万１９９１人（前日比２４４人増（＋０％）） 

・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：９２％（前日９１．６％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：９１．３％（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（２８日）：５１％（前日４６％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２８日）：５０％（前日４５％） 

 

※３月２７日（土）１３時時点 

 感染者数：２４１万４９８人（前日比１万８１２４人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：７万１７４７人（前日比１０５１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：９１．６％（前日同） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：９１．６％（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（２７日）：４６％（前日４３％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２７日）：４５％（前日４２％） 

 

※３月２６日（金）１８時時点 

 感染者数：２３９万２３７４人（前日比２万１４８９人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：７万６９６人（前日比１１９３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：９１．６％（前日同） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：９１．６％（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（２６日）：４３％（前日同） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２６日）：４２％（前日同） 

 その他 

・２６日（金）、サンパウロ州政府は、同州経済活動再開計画（Plano SP）の緊急事態フェーズを４月１１

日（日）まで延長することを発表。 

・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、６８歳への接種、及

び州内の保安業務従事者への接種を４月５日（月）より開始する旨発表。翌週１２日（月）からは、４７

歳以上の教育従事者にも接種が開始される。 

 

【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-31-mil-internados-por-covid-19/（３

月２９日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-312-mil-internados-por-covid-19/（３月２

８日）   

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/sp-tem-1-mil-mortes-por-covid-19-em-24h-ainda-com-efeito-

de-mudancas-em-sistema-federal/（３月２７日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-ultrapassa-70-mil-mortes-por-covid-19-apos-

represamento-de-notificacoes/（３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/sp-prorroga-fase-emergencial-de-combate-a-

pandemia-ate-11-de-abril-2/（３月２６日）  

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sao-paulo-comeca-a-vacinar-idosos-

de-68-anos-em-abril-2/（３月２６日） 

 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-31-mil-internados-por-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-312-mil-internados-por-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/sp-tem-1-mil-mortes-por-covid-19-em-24h-ainda-com-efeito-de-mudancas-em-sistema-federal/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/sp-tem-1-mil-mortes-por-covid-19-em-24h-ainda-com-efeito-de-mudancas-em-sistema-federal/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-ultrapassa-70-mil-mortes-por-covid-19-apos-represamento-de-notificacoes/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-ultrapassa-70-mil-mortes-por-covid-19-apos-represamento-de-notificacoes/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-prorroga-fase-emergencial-de-combate-a-pandemia-ate-11-de-abril-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-prorroga-fase-emergencial-de-combate-a-pandemia-ate-11-de-abril-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sao-paulo-comeca-a-vacinar-idosos-de-68-anos-em-abril-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sao-paulo-comeca-a-vacinar-idosos-de-68-anos-em-abril-2/


２ マット・グロッソ州 

※３月２９日（月）１５時時点 

 感染者数：３０万４４１６人（前日比２２０５人増（＋０．７％）） 

・最多はクイアバ市の６万５５８３人で､ロンドノーポリス市２万３２２７人､ヴァルゼア・グランデ市１万

９５３５人､シノピ市１万５２５３人と続く 

 死者数：７４８５人（前日比１１５人増（＋１．６％）） 

・最多はクイアバ市の２０２０人で､ヴァルゼア・グランデ市８１７人､ロンドノーポリス市５９０人､シノ

ピ市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：９６．７％（前日９６．７％） 

 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）（２９日）：【１回目】４万４５９人【２回

目】１万６９０５人 

 

※３月２８日（日）１４時時点 

 感染者数：３０万２２１１人（前日比７５７人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の６万５１５７人で､ロンドノーポリス市２万３１２４人､ヴァルゼア・グランデ市１万

９４２１人､シノピ市１万５１１８人と続く 

 死者数：７３７０人（前日比６５人増（＋０．７％）） 

・最多はクイアバ市の１９９１人で､ヴァルゼア・グランデ市８０５人､ロンドノーポリス市５８５人､シノ

ピ市２４２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：９６．７％（前日９６．７％） 

 

※３月２７日（土）１４時時点 

 感染者数：３０万１４５４人（前日比１３９６人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の６万４８８３人で､ロンドノーポリス市２万３０９０人､ヴァルゼア・グランデ市１万

９３７７人､シノピ市１万５０９０人と続く 

 死者数：７３０５人（前日比５０人増（＋０．７％）） 

・最多はクイアバ市の１９７２人で､ヴァルゼア・グランデ市７９３人､ロンドノーポリス市５８２人､シノ

ピ市２４１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：９６．７％（前日９７．２％） 

 

※３月２６日（金）１４時時点 

 感染者数：３０万５８人（前日比２３４６人増（＋０．８％）） 

・最多はクイアバ市の６万４６５７人で､ロンドノーポリス市２万２９８６人､ヴァルゼア・グランデ市１万

９２３２人､シノピ市１万５０８０人と続く 

 死者数：７２５５人（前日比８７人増（＋１．２％）） 

・最多はクイアバ市の１９５８人で､ヴァルゼア・グランデ市７９２人､ロンドノーポリス市５８２人､シノ

ピ市２４０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：９７．２％（前日９８．１％） 



 

【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) 

Segunda-feira (29): Mato Grosso registra 304.416 casos e 7.485 óbitos por Covid-19（３月２９日） 

Domingo (28): Mato Grosso registra 302.211 casos e 7.370 óbitos por Covid-19（３月２８日） 

Sábado (27): Mato Grosso registra 301.454 casos e 7.305 óbitos por Covid-19（３月２７日） 

Sexta-feira (26): Mato Grosso registra 300.058 casos e 7.255 óbitos por Covid-19（３月２６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) 

 

３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※３月２９日（月）１１時時点  

 感染者数：２１万２４１９人（前日１１３７人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の８万４５２２人で､ドウラードス市２万３７７３人､コルンバ市１万８７５人､

トレス・ラゴアス市９３２４人､ナヴィライー市５４９１人と続く 

 死者数：４１６４人（前日比４１人増（＋１．０％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１８２３人で､ドウラードス市３１１人、コルンバ市３００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１０８％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（２９日）：【１回目】２９万２５７人【２回目】９万２４０９

人 

 

※３月２８日（日）１１時時点  

 感染者数：２１万１２８２人（前日１２８０人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の８万３９０９人で､ドウラードス市２万３６７３人､コルンバ市１万８５６人､

トレス・ラゴアス市９２４０人､ナヴィライー市５４８４人と続く 

 死者数：４１２３人（前日比４６人増（＋１．１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１８０５人で､ドウラードス市３０９人、コルンバ市２９９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：１０８％（前日１０４％） 

 

※３月２７日（土）１２時時点  

 感染者数：２１万２人（前日１５０７人増（＋０．７％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の８万３５４０人で､ドウラードス市２万３５２６人､コルンバ市１万８１８人､

トレス・ラゴアス市９０６８人､ナヴィライー市５４１６人と続く 

 死者数：４０７８人（前日比３４人増（＋０．８％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１７８６人で､ドウラードス市３０８人、コルンバ市２９４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：１０４％（前日１１１％） 

 

※３月２６日（金）１１時時点  

http://www.saude.mt.gov.br/
http://www.mt.gov.br/-/16774740-segunda-feira-29-mato-grosso-registra-304.416-casos-e-7.485-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16768689-domingo-28-mato-grosso-registra-302.211-casos-e-7.370-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16767249-sabado-27-mato-grosso-registra-301.454-casos-e-7.305-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16765259-sexta-feira-26-mato-grosso-registra-300.058-casos-e-7.255-obitos-por-covid-19
https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/


 感染者数：２０万８４９５人（前日１５２７人増（＋０．７％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の８万３２４１人で､ドウラードス市２万３３８６人､コルンバ市１万７８４人､

トレス・ラゴアス市８８４９人､ナヴィライー市５３２６人と続く 

 死者数：４０４５人（前日比７０人増（＋１．８％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１７６９人で､ドウラードス市３０８人、コルンバ市２９４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：１１１％（前日１０２％） 

 

【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) 

Mais de mil novos casos e 41 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira (29)（３月２９日） 

Novo recorde: Pandemia mata 70 pessoas nas últimas 24 horas（３月２６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/mais-de-mil-novos-casos-e-41-mortes-por-covid-19-nesta-segunda-feira-29/
http://www.ms.gov.br/pandemia-mata-70-pessoas-nas-ultimas-24-horas/
http://mais.saude.ms.gov.br/sense/app/d3edb27b-8f52-4dff-a2e0-fc82bfc3fb6a/sheet/8cad7a0a-ba50-4760-a72b-f25fa7164022/state/analysis

