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 （病児保育）受付トリアージ・シート（2020 年 12 月 3 日以降） 

 Reception Triage Sheet (on and after December 3)  
 

※「新型コロナウイルス感染症」対策の一環ですので、ご協力をお願い致します。 

※ This sheet is part of Novel coronavirus infection countermeasures. We appreciate your cooperation. 
 

本日（（西暦）      年 /       月 /        日） 

Today’s Date (YYYY/MM/DD) 

姓名（漢字 / カタカナ：         /         ） 

Name (Kanji or Roman characters / Katakana) 

本日の体温（     度）（本日、1 階で確認済みの方は、再計測は不要です） 

Today’s body temperature    (Remeasurement not needed if already confirmed on the 1st floor.） 
 

過去 14 日以内に、下記に該当すれば、□ に ✓ をつけて下さい。 

Check the box that applies to his/her situation in the past 14 days. 

・37.5 度以上（または、普段よりも＋1 度以上）の発熱がある   □ 有り □ 無し 

・He/she has a fever of 37.5 oC or higher (or body temperature is 1 or more degrees higher than usual) 

□ Yes  □ No 

・咳・鼻水・息苦しさなどの呼吸器症状がある     □ 有り □ 無し 

・He/she has cough, runny nose, difficult breathing, or other respiratory symptom(s). 

□ Yes  □ No 

・普段と違って、「におい」や「あじ」を感じにくい     □ 有り □ 無し 

・He/she has more difficulty than usual with my sense of smell and/or taste.  □ Yes  □ No 
 

過去 14 日以内に、下記に該当すれば、□ に ✓ をつけて下さい。 

Check the box that applies to his/her situation in the past 14 days. 

・新型コロナウイルス感染者と接触したことがある     □ 有り □ 無し 

・He/she has had contact with a COVID-19 patient.                  □ Yes  □ No 

（有りでしたら、どなたですか（例：家族、友達）：                ） 

(If “Yes,” who was it?  (Examples: A family member, one of his/her friends) 

・発熱者、または、咳・鼻水・息苦しさなどの呼吸器症状のある者と接触したことがある

                   □ 有り □ 無し 

・He/she has had contact with a person who had a fever or any respiratory symptom(s).  

                                        □ Yes  □ No 

（有りでしたら、どなたですか（例：家族、友達）：                ） 

(If “Yes,” who was it?  (Examples: A family member, one of his/her friends) 
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過去 14 日以内に、本人あるいはその家族が、新型コロナウイルス感染症の「流行地」

に行きましたか。 

Within the last 14 days, has the child or any of his/her family members been to endemic areas 

of Novel coronavirus infection? 
 

※ 2020 年 12 月 3 日時点の流行地とは、北海道・埼玉・東京・千葉・神奈川・愛知・ 

※ 大阪・兵庫県（神戸市・西宮市・尼崎市）・福岡・沖縄・および、「海外」各国のこと

です。 

※ Endemic areas include: Hokkaido,Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Aichi, Osaka, 

Hyogo(Kobe, Nishinomiya,Amagasaki), Fukuoka, Okinawa, and any countries other than 

Japan as of July 9, 2020. 

 □ 行ったことが有る □ 行ったことが無い 

□ Yes, I have.      □ No, I haven’t.    

（有りでしたら、どちらですか（例：東京、アメリカ）：        ） 

(If “Yes,” which one(s)?) (Examples: Tokyo, United States) 

 

その他、特記すべき事項がありましたら、記載して下さい。 

Please enter any other matters that require special mention here. 

（                                   ） 

 

※ 記載がすみましたら、受付にご提出して下さい。ご協力ありがとうございました。 

※ After you complete this sheet, please submit it to reception. Thank you for your 

cooperation. 

 

感染制御部作成 (2020 年 12 月 3 日) 

  


