
〇 新型コロナウイルス感染者報告書　(ver4)

【提出先】町田市　介護保険課　給付係

TEL：042-724-4366

宛先：介護保険課　    ikiiki050@city.machida.tokyo.jp

同報(CC): 保健予防課  hoken030@city.machida.tokyo.jp

項目 内容

1 市への報告書提出日

2 事業所番号

3 法人名

4 事業所名

5 サービス種別

6 所在地

7 記載者名

（部署、役職、連絡先、休日等連絡先）

8 連絡用メールアドレス

9 初発者の発生日

10 ２人以上の陽性者発生日

11 利用者（入居者）数

12 職員数

13 陽性者数の累計

（本件に係るこれまでの陽性者数）

14 陽性者数（今回報告分のみ）

15 陽性者報告の概要（今回報告分のみ）

16 陽性者（職員）の内訳

職種、人数

17 陽性者（利用者）の内訳

※利用フロア、居室ごとにの内訳等を記入し

て、発生状況がわかるようにしてください。

18 初発者についての概要

　※第１報のみ記入

　※発症（無症状の場合は検査のきっかけ）

から陽性判定までの経緯

19 事業者から保健所への連絡状況

20 濃厚接触者の把握状況

21 検査の状況

22 初発者の基本情報

　※第2報以降は省略可

23 初発時の症状

　※第2報以降は省略可

24 初発者のサービス利用状況

（職員の場合は勤務状況）

　※第2報以降は省略可

25 初発者の療養状況

　※第2報以降は省略可

26 初発後の事業所の消毒日（自主消毒を含む。）

27 事業の継続状況

28 利用者のサービス確保について

29 事業所ホームページ等での公表予定の有無

30 利用者（入居者）の陽性者数（最終）

31 職員の陽性者数（最終）

32 死亡者数（最終）

33 終息日（最終）

＜報告書の記載に当たって＞
※今回報告の陽性者数については、第２報以
降は、前回までの報告人数とダブルカウントし
ないようご注意願います。

※発生日は、2人以上の発生が初めて確認さ
れた日付等を入力してください。

※利用・職員数は、集団発生期間中に施設を
利用した人数及び従事した人数を入力してく
ださい。

※陽性者数の累計
①前回までの陽性者数＋②今回の陽性者数の
合計を記載してください。

※今回、報告する陽性者数（差分）を記載してく
ださい。

※前回までの報告書で報告済みの方は含めな
いでください。

※利用フロア、居室ごとにの内訳等を記載して、
エリア的な発生状況がわかるようにしてください。

※訪問系サービスの場合は、利用者合計のみの
記載で結構です。

※第１報のみ　（第2報以降は省略可）
※初発と考えられる方について、記載してください。

※感染急拡大時は、分かる範囲で記載してください。

※人数に初発者を含んでいるか否かが分かるよう
に記載してください。

※第１報のみ　（第2報以降は省略可）
※初発と考えられる方について、記載してくださ
い。初発者については、以下同じ。
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〇 新型コロナウイルス感染者報告書　(ver4)

【提出先】町田市　介護保険課　給付係

TEL：042-724-4366

宛先：介護保険課　    ikiiki050@city.machida.tokyo.jp

同報(CC): 保健予防課  hoken030@city.machida.tokyo.jp

項番 項目 内容

1 市への報告書提出日 2022年8月2日（第1報）

2 事業所番号 ●●●●●●●●

3 法人名 株式会社　●●

4 事業所名 ●●ホーム

5 サービス種別 介護老人福祉施設

6 所在地 町田市●●町3-5-7

7 記載者名

（部署、役職、連絡先、休日等連絡先）

役職、記載者名：　施設長　●●●●

TEL：042-XXX－XXXX、休日等：070-XXXX-XXXX（施設長）

8 連絡用メールアドレス xxxxx@xxx.com

9 初発者の発生日 2022年8月2日

10 ２人以上の陽性者発生日 2022年8月2日

11 利用者（入居者）数 95名

12 職員数 35名

13 陽性者数の累計

（本件に係るこれまでの陽性者数）

25名（うち職員7名、利用者18名）

14 陽性者数（今回報告分のみ） 15名

15 陽性者報告の概要（今回報告分のみ） 8/1　職員5名、PCR検査検体採取、8/2陽性判明。

8/2　利用者10名、抗原定性検査、陽性判明。

16 陽性者（職員）の内訳

職種、人数

職員：5名

　介護職：1名、清掃員：1名

　看護職：1名、調理員：1名

　事務職：1名

17 陽性者（利用者）の内訳

※利用フロア、居室ごとにの内訳等を記入し

て、発生状況がわかるようにしてください。

利用者：10名

・2階

　　201号室：2名、203号室：3名

・3階北棟

　　310号室：1名、

・3階西棟

　　320号室：2名、321号室：2名

18 初発者についての概要

　※第１報のみ記入

　※発症（無症状の場合は検査のきっかけ）

から陽性判定までの経緯

（職員の場合の例）

・7/31、20時頃、当該職員発熱。

・8/1、自宅待機、ＰＣＲ検体採取。8/2、陽性判明

（利用者の場合の例）

・8/2、定期検査（抗原定性）検体採取、10名陽性判明。

・8/2、無症状者8名、個室へ隔離。

19 事業者から保健所への連絡状況 ●●市保健所に連絡済

20 濃厚接触者の把握状況 ・保健所により、陽性の職員と7/30に接触した利用者２名、職員１名

について濃厚接触者として特定された。

21 検査の状況 8/3、初発者を除き、濃厚接触者の利用者２名、職員１名のＰＣＲ検

査検体採取。３名とも陰性、引き続き健康観察中。

22 初発者の基本情報

　※第2報以降は省略可

（職員の場合の例）

介護職、男性、30歳、一人暮らし。

（利用者の場合の例）

ショートステイ利用者、女性、82歳、相部屋利用。

23 初発時の症状

　※第2報以降は省略可

発熱38度、咳

24 初発者のサービス利用状況

（職員の場合は勤務状況）

　※第2報以降は省略可

（職員の場合の例）

7/31休暇。7/29~7/30出勤。8/1以降自宅療養。

（利用者の場合の例）

7/28からショートステイ利用。

25 初発者の療養状況

　※第2報以降は省略可

・8/3から●●病院に入院予定。

26 初発後の事業所の消毒日（自主消毒を含む。） 2022年8月2日

27 事業の継続状況 （例）

・8/2～8/11までショートステイ新規の受入停止

・8/2～8/11まで通所サービス休業

・休業予定なし　　等

28 利用者のサービス確保について （例）

・休業期間中のサービスについて、ケアマネと他事業所への利用者の

振分け調整中。

・休業予定なしのためサービス確保に問題なし。　等

29 事業所ホームページ等での公表予定の有無 ・事業所ホームページにて公表予定

・公表予定なし　等

30 利用者（入居者）の陽性者数（最終）

31 職員の陽性者数（最終）

32 死亡者数（最終）

33 終息日（最終）

今回報告分の

職員5名の内訳を記載

今回報告分の

利用者10名の内訳を記載

【ポイント】

・検査については、検体採取日が重要です。

・自宅待機、個室移動など、隔離開始といえる

タイミングが重要です。

【重要】

記載例の文面を、よく確認してから報

告書を作成してください。

【ポイント】

・提出するファイル名のカッコ内に事業所名、報

数を記載してください。

【ポイント】

＝第1報の10名＋今回報告の15名の合計

【ポイント】

・今回は15名の新規陽性者の報告

・職員5名、利用者10名

※陽性者数の累計
①前回までの陽性者数＋②今回の
陽性者数の合計を記載してください。

※今回、報告する陽性者数（差分）を記載してください。

※前回までの報告書で報告済みの方は含めないでくださ
い。

※利用フロア、居室ごとにの内訳等を記載して、エリア的
な発生状況がわかるようにしてください。

※訪問系サービスの場合は、利用者合計のみの記載で結
構です。

※第１報のみ　（第2報以降は省略可）
※初発と考えられる方について、記載してください。

※人数に初発者を含んでいるか否かが分かるように記載して
ください。

※第１報のみ　（第2報以降は省略可）
※初発と考えられる方について、記載してください。初発
者については、以下同じ。

※感染急拡大時は、分かる範囲で記載してください。

※発生日は、2人以上の発生が
初めて確認された日付等を入力
してください。

提出日と、報数を記載してください。
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