
新型コロナウイルス感染症の
全数届出の見直しについて

海匝保健所 健康生活支援課



新型コロナウイルス感染症の
発生届出の対象となる方

①６５歳以上

②入院を要する方

③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の

投与が必要な方

又は

重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患によ

り新たに酸素投与が必要な方

④妊娠されている方



重症化リスク

・悪性腫瘍

・慢性呼吸器疾患

・慢性腎臓病

・心血管疾患

・脳血管疾患

・喫煙歴

・高血圧

・糖尿病

・脂質異常症

・肥満（BMI30以上）

・臓器の移植・免疫

抑制剤・抗がん剤等

の使用その他の事

由による免疫機能

の低下



新型コロナ治療薬とは

・ロナプリーブ（カシリビマブ・イムデビマブ）

・ステロイド薬

・ゼビュディ（ソトロビマブ）

・トシリズマブ

・パキロビッド（ニルマトレルビル・リトナビル）

・バリシチニブ

・ラゲブリオ（モルヌピラビル）

・ベクルリー（レムデシビル）
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＜フロー図＞

発生届対象者（４類型該当）
（①６５歳以上の方②入院を要する方③重症化リスクがありコロナ治
療薬投薬若しくは新たに酸素投与が必要な方④妊婦の方）

（医療機関）これまでどおり発生届を提出 ①（医療機関）抗原検査等でその場で陽性
判定。
A票に①診断年月日　②患者氏名　③医療
機関名
を記載し手渡す。
※医療機関名をゴム印等で印字しておいて
印刷（コピー）しておくことも想定。

①（医療機関）PCR検査等で後日判明する
方。
後日判定結果を伝達することを伝え、B票
を手渡す（医師の記載事項なし）。

医師

②（患者）A票に診察券を置いて撮影し、
登録申込フォームに必要事項を記載して陽
性者登録を申請

②（患者）判定結果が出てから、B票と添
付書類を撮影して登録申込フォームに必要
事項を記載し陽性者登録を申請

診断を
受けた方

医療機関へ受診

陽性者登録センターに患者自身で登録

③（陽性者登録センター）申請後、申請受付をした旨のメールが送付される。

④（陽性者登録センター）陽性者登録センターで申込内容をチェックし、不備がなけ
ればハーシスで登録する。
　→必要事項が記載されていないなど確認ができない場合は再登録の依頼が届きま
す。

⑤（陽性者登録センター）登録後、登録完了の旨のメールが送付され、支援等が案内
される。

発生届非対象者（４類型非該当）



診断年月日： 年 月 日

患者氏名： 様
あなたを新型コロナウイルス感染症と診断しました。
なお、あなたは発生届の届出対象外です。

登録申込みは
こちらから

宿泊療養施設への入所や配食サービス、
パルスオキシメーターの貸出等を希望
する方は、陽性者登録完了後にお申し
込みできます。

破棄しないでください。
医療機関に問合せをする場合があります。

千葉県新型コロナウイルス感染症診断票

医療機関名

発生届対象外の方へ【Ａ票】

医療機関から交付されたこの診断票を利用して、陽性者登録センターに登録申込みをしてください。

医療機関の方へ：
患者さんの氏名を記載の上、
「診断年月日」欄に診断した日の日付けを、「医療機関名」欄に医療機関名を記載（手書
き、ゴム印押印、印字など）し、患者さんに渡してください。

診断を受けた方へ：
「診察券」欄の場所に診察券を置き、紙全体を撮影したうえで、下記により、
インターネット経由で県の陽性者登録センターへ登録申込みをしてください。

診察券
ここに置いて紙全体を撮影

裏面もお読みください。

医療機関記載欄

ＵＲＬ：https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kenkoufukushi/register-positive-jushinsya.html

登録申込みに関するお問い合わせ
専用コールセンター

０１２０－７３２－２３０
（土日祝日含む午前９時～午後６時）



新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
陽性と診断されたみなさまへ、心よりお見舞い申し上げます。陽性と診断された方にご案内したい情報についてまとめました。

千葉県

体調悪化時のご相談は

☑ 家族と部屋を分け、個室にする
（食事や寝るときも別室）

☑ ご本人のお世話は限られた人で行う
☑ こまめな手洗い、換気の実施
☑ 家の中でもマスクを着用する

ご家庭で気を付けていただきたいこと

➣療養期間を安心してお過ごしいただくために、
右記HPに感染者向け情報（療養期間、濃厚接触者につい
て等）を掲載しています。必ずご確認ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/covid19-sms.html
（ページ名：千葉県から新型コロナウイルス感染症に関するショートメッセージ(SMS)
またはメールが届いた方へ）

●千葉県在住の方（以下の市にお住まいの方を除く）
千葉県自宅療養者フォローアップセンター
TEL：050-5527-2156（24時間対応）

●千葉市在住の方
千葉市新型コロナウイルス感染症相談センター
TEL：043-238-9966（24時間対応）

●船橋市在住の方
船橋市新型コロナウイルス感染症フォローアップセンター
TEL：047-409-1896（24時間対応）

●柏市在住の方
柏市コロナフォローアップセンター
TEL：050-5527-6941（24時間対応）

■ 急激な体調悪化時には、救急要請してください。
■ 救急要請に迷う場合や、電話やオンラインでの診療を希望する場合は、

上記にご相談ください。
■ 市販の解熱剤で症状をやわらげることができる場合があります。

☑ 手で触れる共有部分を消毒する
☑ 汚れた衣服やリネンは

直接触れずに洗濯する
☑ ゴミは密閉して捨てる

陽性者登録センターに申込み後、登録が完了すると
メールが届きます。
登録完了後、配食サービス、パルスオキシメーターや
宿泊療養施設の利用に対する申込みが可能となります。



※〔根拠書類となるもの いずれかを添付〕
○医療機関等で実施されたＰＣＲ検査や抗原検査の結果がわかる書類
○コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
○ＰＣＲ検査等を実施する検査センターの検査結果
○診療明細書（医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」
（外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む）が記載されたもの） 等

千葉県新型コロナウイルス感染症陽性者登録申込票

根拠書類（※）
ここに置いて紙全体を撮影

＊日付や氏名、医療機関名等が読み取れるように撮影してください。
＊この枠に収まらない場合は、別に撮影し、診察券の画像とあわせて２枚を、
陽性者登録センターでの登録申込みの際にアップロードしてください。

新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方は、この陽性者登録票を利用して、陽性者登録
センターに登録申込みをしてください。

診察券
ここに置いて紙全体を撮影

裏面もお読みください。

登録申込みは
こちらから

宿泊療養施設への入所や配食サービス、
パルスオキシメーターの貸出等を希望
する方は、陽性者登録完了後にお申し
込みできます。

診断を受けた方へ：
「診察券」欄の場所に診察券を、「根拠書類」欄の場所に根拠書類を置いて、
紙全体を撮影したうえで、下記により、インターネット経由で県の陽性者登
録センターへ登録申込みをしてください。

発生届対象外の方へ【Ｂ票】
（検査結果が後日判明する方）

ＵＲＬ：https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kenkoufukushi/register-positive-jushinsya.html

登録申込みに関するお問い合わせ
専用コールセンター

０１２０－７３２－２３０
（土日祝日含む午前９時～午後６時）



新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
陽性と診断されたみなさまへ、心よりお見舞い申し上げます。陽性と診断された方にご案内したい情報についてまとめました。

千葉県

体調悪化時のご相談は

☑ 家族と部屋を分け、個室にする
（食事や寝るときも別室）

☑ ご本人のお世話は限られた人で行う
☑ こまめな手洗い、換気の実施
☑ 家の中でもマスクを着用する

ご家庭で気を付けていただきたいこと

➣療養期間を安心してお過ごしいただくために、
右記HPに感染者向け情報（療養期間、濃厚接触者につい
て等）を掲載しています。必ずご確認ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/covid19-sms.html
（ページ名：千葉県から新型コロナウイルス感染症に関するショートメッセージ(SMS)
またはメールが届いた方へ）

●千葉県在住の方（以下の市にお住まいの方を除く）
千葉県自宅療養者フォローアップセンター
TEL：050-5527-2156（24時間対応）

●千葉市在住の方
千葉市新型コロナウイルス感染症相談センター
TEL：043-238-9966（24時間対応）

●船橋市在住の方
船橋市新型コロナウイルス感染症フォローアップセンター
TEL：047-409-1896（24時間対応）

●柏市在住の方
柏市コロナフォローアップセンター
TEL：050-5527-6941（24時間対応）

■ 急激な体調悪化時には、救急要請してください。
■ 救急要請に迷う場合や、電話やオンラインでの診療を希望する場合は、

上記にご相談ください。
■ 市販の解熱剤で症状をやわらげることができる場合があります。

☑ 手で触れる共有部分を消毒する
☑ 汚れた衣服やリネンは

直接触れずに洗濯する
☑ ゴミは密閉して捨てる

陽性者登録センターに申込み後、登録が完了すると
メールが届きます。
登録完了後、配食サービス、パルスオキシメーターや
宿泊療養施設の利用に対する申込みが可能となります。



(a)医療機関を受診し、

陽性と診断された
発生届対象外の方向け

(b)自己検査等の結果が

陽性であった
発生届対象外の方向け

以下の全てに該当する方

• 県内在住である

• 医療機関を受診し、陽性と診断さ
れた

• ６４歳以下である

• 入院が必要ではない

• 「重症化リスクがあり、かつ、コ
ロナ治療薬や酸素の投与が必要」
と診断されていない

• 妊娠していない

以下の全てに該当する方

• 県内在住である

• 自己検査等の結果が陽性であった

• ６４歳以下である

• 重症化リスクがない

• 妊娠していない

9月26日以降の陽性者登録センター（イメージ）

千葉県陽性者登録センター
県、千葉市、

船橋市、柏市
の4者で運営

※

重症化リスク
悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾
患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満（BMI30以
上）、臓器の移植,免疫抑制剤,抗がん剤等の使用その他の事由に
よる免疫機能の低下、妊娠



9月26日以降の陽性者登録の流れ

(a)医療機関を受診し、

陽性と診断された
発生届対象外の方

(b)自己検査等の結果が

陽性であった
発生届対象外の方

本人が千葉県
ホームページから

申込み

医療機関から受け取った診断
票等を撮影してアップロード

検査結果の分かる写真
等をアップロード

センターで内容を
確認・審査

申込内容に不備がないか等を確
認

医師の管理下で陽性である

かどうかを確認し診断

センターで
HER-SYSへ

患者情報を入力

発生届非対象者として入力

療養証明は表示されない

本人へ結果を連絡
（電子メール）

療養に当たって確認いただきたい事項を記載
（症状悪化時の相談先、宿泊療養や配食サービスの申込み等）
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