
HER-SYSを利用して

発生届作成時から健康観察を実施する場合

《要約版》

(詳細は「診療・検査医療機関による健康観察等支援事業」実施マニュアル 6.0版をご参照ください)

東京都福祉保健局感染症対策部
（令和４年１２月）



□ 発生届の対象（※）となる陽性者にMy HER-SYS等の健康観察ツールを案内してください。また、
医療機関からの架電の時間や電話番号等も事前にお伝えください。
※発生届出対象者：（1）65歳以上の者、（2）入院を要する者、（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
要な者、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者、（4）妊婦 のいずれか

□ 療養終了予定日を陽性者に伝え、健康観察タブの「自由記述欄」に療養期間を記載
療養終了：発症日から7日間かつ症状軽快後24時間以上 ※入院している者・高齢者施設入所者を除く。

無症状患者についても、検体採取日を０日とし7日間療養し、8日目解除

□ 発生届の「医師が必要と認める事項」欄に、「自医療機関で健康観察を実施」と記載。
（記載がないと協力医療機関で健康観察を実施しているか保健所はわかりません。医療機関、

保健所間で重複した健康観察を行うことを避けるため、必ず記載してください。）

□ 療養期間中は、重症化リスクのある方のため、毎日架電をしてください。
□ 健康観察の内容をHER-SYS 健康観察タブの「自由記述欄」に必ず記載（記載がないと協力金支給
対象外と審査される可能性があります）

□ 都が定める期日までに東京都へ実績報告書を提出。
送付先：〒 163-0646 東京都新宿区西新宿1-25-1

新宿センタービル４６階 健康観察事業協力金事務局宛
お問い合わせ先：0570-000-531（平日9:00～17:00）

※発生届対象者以外の陽性者への健康観察は、本事業では支給対象外ですので、ご注意ください。 1

発生届の
作成まで

健康観察
期間中

健康観察
終了後

健康観察の流れ（特に重要なチェックポイント）
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全体の流れ（クイックガイド）

HER-SYSを利用して発生届作成時から健康観察を行う場合

①医療機関受診・検査

保健所
自宅療養者

③HER-SYSで発生届提出

④療養期間中の
健康観察実施

⑤健康観察結果をHER-
SYSに登録

②検査結果連絡・
症状等の確認、
宿泊療養の案内、
架電時間等の調整、
My HER-SYS案内等My HER-SYS

等に健康状態
を入力

⑥積極的疫学調査
（療養期間等確認）

協力医療機関
(診療・検査医療機関等)

・発生届作成
・入院必要性の判断
・宿泊療養の案内

⑦療養期間の変更等、
必要に応じて連絡

⑧症状軽快確認後、
療養終了を連絡

・HER-SYSで自
宅療養者の容体等
を確認
・積極的疫学調査
・療養期間の決定

⑨健康観察終了後
都へ実績報告提出

※発生届出対象者：
（1）65歳以上の者
（2）入院を要する者
（3）重症化リスクがあり、
かつ、新型コロナ治療薬の投
与が必要な者、
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者
（4）妊婦



①医療機関受診・検査

・入院が必要と判断する場合は、速やかに担当保健所

に発生届を提出してください。担当保健所にて、入院

先の調整を行います。（この場合は協力金の支給対象

とはなりません）

・宿泊療養をご希望の場合は、「ご自身で申込をし

て頂きたい」旨伝えてください。

マニュアル本編 P.22・23

３

②検査結果連絡・症状等の確認、宿泊療養の案内 マニュアル本編 P22・23

通常通り、検査をしてください。

【東京都宿泊療養申込窓口】

電話 03-5320-5997

受付時間 9：00～16：00（年中無休）

・宿泊療養施設へ入所するまでの間、健康観察を実

施した場合は、協力金の対象となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）協力医療機関の医師 

による入院要否の判断 
 

2）自宅療養者の 

宿泊療養希望有無 
 

 

速やかに発生届を提出 

 必要 
（中等症以上等） 

無 
有 「東京都宿泊療養申込窓口」 

の連絡先を案内。 

引き続き健康観察を実施。 

発生届の所定欄には、 

自医療機関で健康観察を行う旨を記載。 

療養方法の判断フロー図 

不要 



②検査結果連絡・症状等の確認、宿泊療養の案内(続き)マニュアル本編 P24～27

健康観察開始前に自宅療養者に確認してください。

□ 自宅療養期間中、医療機関から健康観察のための電話があることをお伝えください。

（※架電の頻度や電話番号、担当者等も可能な限り事前にお伝えください）

□ My HER-SYS等の案内をしてください。

・ My HER-SYS

・ 健康コール

・ 自動架電（利用には、担当保健所による設定が必要です（※医療機関では設定できません））

□ 療養終了予定日を伝えてください。

※療養終了の判断は、発症した日（又は検体採取日）を0日とカウントし、発症日から7日間かつ

症状軽快から24時間以上経過していることが必要です。（療養期間については、本マニュアルの14ページを参照してください。）

無症状患者についても、検体採取日を０日とし7日間療養し、8日目に解除となります。

□ 体調悪化時の連絡先を伝えてください。

①自医療機関の連絡先 ②担当保健所連絡先 ③自宅療養者フォローアップセンター（夜間帯）

（②及び③の連絡先は事業開始時に協力医療機関の皆様に通知しています。）

※速やかに保健所が体温等を把握できるように、

My HER-SYSの案内も併せて実施いただくようお願いします。

４

健康観察開始前チェックリスト



②検査結果連絡・症状等の確認、宿泊療養の案内(続き)マニュアル本編 P24～27

□ パルスオキシメーターや食料品の配送を希望される方に、ご自身で申込されるよう伝えてください。

自宅療養サポートセンター（うちさぽ東京） 電話０１２０－６７０－４４０

※オンラインフォームでも申請できます。「うちさぽ東京」で検索するようご案内ください。

□ 濃厚接触者について

健康観察開始前チェックリスト

＜濃厚接触者判断チェックリスト＞

① 対面で手が触れる距離（１ｍ以内）に15分以上一緒だったか

② マスクをしないで会っていたか

③ 同居あるいは長時間の接触があったか（車内・航空機等含）

④ 陽性者のくしゃみ、それらが付着した物等に触れたか

①と②同時に該当する場合、濃厚接触者の可能性あり

③と④いずれか該当する場合、濃厚接触者の可能性あり

５

【同居家族等の健康観察期間の考え方】

① 陽性者の発症日（無症状の場合は検体採取日）

又は住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い

方を0日として、5日間（6日目解除）の自宅待機

とします。

② 待機期間中に同居家族が発症した場合は、その

発症日を0日として起算し直します。

③ 同居家族の待機期間終了後も、陽性者の療養が

終了するまでは、濃厚接触者である同居家族等に

おいても、検温などのご自身による健康状態の確

認や、会食等を避け、マスクを着用すること等の

感染対策を行ってください。

＜濃厚接触者に該当する可能性がある場合＞

・症状の有無にかかわらず医師に相談。

・医療機関に連絡し、自分が濃厚接触者であることを伝え検査を受ける。



③発生届提出

６

HER-SYSの以下の欄に必ず記入してください。

マニュアル本編 P28～30

赤枠の箇所「医師が必要と認める事項」欄（※）に

自医療機関で健康観察を実施すること を記載してください。

※「特記事項」欄ではありません。発生届に印字されないため「医師が必要と認める事項」へ必ず記載してください。
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての時限的・特例的な取扱いによる電話や情報通信機器を用いた診察の有無」に「有」としても、
本事業の健康観察の実施とは見なせません。

1)FAX様式offの場合 2)FAX様式onの場合
↑でon/off変更できます



③発生届提出～MＹＨEＲ-ＳYＳの案内方法～

発生届入力時に、患者のスマホに、HER-SYS IDなどを送信する設定を選択します

※発生届入力時にしか設定できません。届出入力前に、患者に‘陽性’の旨連絡し、患者にスマホ入力による

健康観察が可能か確認しておいてください。

※入力マニュアルは厚労省ホームページをご案内下さい。

厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html 

【手順１】発生届タブの「電話番号２」欄に、必ずスマホ番号を入力してください

〈HER-SYSの操作手順〉

陽性者に、My HER-SYSで健康状態を入力してもらうことで健康観察を行う方法

※この方法の場合でも、架電での健康観察を行っていただく必要があります。

スマホ等の番号でないと、
この欄への入力によるID
送付はできません

マニュアル本編 P24、65～69

７



【手順２】発生届タブの一番下にある「My HER-SYS URL通知」欄の「する」をクリックしてください。
HER-SYS IDを通知する場合は、「HER-SYS ID通知」欄の「する」をクリックしてください。
HER-SYS IDは陽性者の方が、My HER-SYSにログインする際に必要となります。

発生届をHER-SYSに登録すると同時に、

患者のスマホにMy HER-SYS URLとHER-SYS IDが送信されます。

※患者へ１日に１回、自らMy HER-SYSに健康状態を登録するよう、診断結果連絡時に伝えてください。

時間の目安を決めることをお勧めします。登録がない場合には架電時に確認をしてください。

８

③発生届提出～MY ＨEＲ-ＳYＳの案内方法～(続き) マニュアル本編 P24、65～69



④療養期間中の健康観察実施

「健康観察」をクリックすると、
「健康観察票新規作成画面」に
遷移します。

マニュアル本編 P32～40、44

９

(1)（自宅療養者がMy HER-SYS等を活用する場合）

健康観察タブの「健康状態一覧画面」にて、自宅

療養者が登録した健康状態を確認してください。

※My HER-SYS等を活用して健康状態が登録されて
いない場合は、電話で聞き取った健康状態等を、医
療機関にて、この画面に入力してください。

(2) HER-SYSに登録されている健康状態を確認

後、自宅療養者に架電し、症状等を確認してく

ださい。また必要に応じて、電話診療に切り替

えて対応いただきますようお願いします。

(3) なお、発生届の対象となる自宅療養者は重

症化リスクが高いため、毎日の架電を原則とし

ます。

健康状態一覧画面



⑤健康観察結果をHER-SYSに登録

健康観察票新規作成画面

健康状態一覧画面

①健康観察タブを押下して、
健康観察票を入力してください。

②「健康観察一覧」を押下して、
「自由記述欄」を入力してください。
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架電により聞き取りした内容及び診療内容等を「健康観察」タブの健康状態一覧画面「自由記述欄」に随時追記
してください。
※体温等の健康状態が登録されていない場合は、医療機関にて「健康観察票新規作成画面」に記入してください。

マニュアル本編 P32 ～40



⑤健康観察結果をHER-SYSに登録(続き) マニュアル本編 P32 ～40

［自由記述欄の記載例］
療養期間：10月17日～10月23日
10月17日 12時30分架電 38.3度及び倦怠感あり、食事が十分にとれていない

との訴え
10月18日 10時往診 熱は37.8度 容体は昨日と変わらず。食欲はなく食事は

1日1食程度。○○を処方
〇〇保健所：初回架電（積極的疫学調査）の結果、発症日を10月15日修正した
ため、10月22日まで健康観察を実施してください。
10月19日 10時架電 平熱。My HER-SYSで経過確認していくので、引き続き

入力するよう伝え、 体調悪化時にクリニックに連絡するよう伝える。
10月20日 10時架電 平熱。特に異常なし。
10月21日 10時30分架電。症状軽快し良好。
10月22日 10時架電 平熱。明日療養解除の旨連絡。
10月23日 療養解除

発熱等の症状がある場合の健康観察記入例１
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【自由記述欄に必ず記載が必要な内容】
・健康観察方法(架電又は訪問※)
・「健康観察票」の健康観察項目以外で特記すべき事項
・診療等した場合、その診療・処置内容等

※本事業において算定可能な往診は、患者からの緊急の求めに応じて実施したものに限ります。訪問での
健康観察やオンライン診療のみでは対象とはなりません。

保健所による疫学調査等の結果、発症日が変更になった場合は、
保健所が自由記述欄に記載するか電話等での連絡があります。

※療養期間は原則発症日等から7日
間（無症状も同様）ですが、症状軽
快から24時間経過していないと療
養解除にはなりません。



⑦療養期間の変更がある場合は連絡

⑥積極的疫学調査
保健所にて実施します。

原則、保健所から連絡があります（連絡方法は保健所により異なります。）。

※自宅療養中に、入院を要する状態になった場合や往診を要するが自院では対応できない場合については、HER-SYSに

記載するだけでなく、9時から17時の間に必ず保健所に電話連絡をお願いします。

10月15日 倦怠感の訴えはあるが、重症化リスクはないため、自宅療養可能と判断（〇〇クリニック）。

10月16日 9時半頃に受電、SpO２92とのことで、居宅に訪問。食事はある程度摂取できるようになったが、

熱と倦怠感が続くとの訴え。入院が必要と判断し、保健所に電話連絡

⑤健康観察結果をHER-SYSに登録(続き) マニュアル本編 P32 ～40、44

記入例２ 健康観察中に体調悪化し、入院等の措置が必要になった場合

【保健所への連絡について】
① 原則、平日の9時から17時の間に連絡をお願いします。
② 夜間や休日に連絡する必要が生じた場合は、一部の保健所は休日夜間対応の連絡先をお知らせしていますが、

それ以外の保健所については、「ひまわり」を経由し保健所へ連絡をお願いします。
③「ひまわり」が通じない場合は、自宅療養者フォローアップセンターを介して保健所に連絡することも可能です。

（ ②と③の連絡先は各医療機関へ別途通知しています。）
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⑧病状軽快確認後、療養終了を連絡

【療養解除の基準】

※ 症状軽快：解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること

経過等 療養解除の基準

有症状の方 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快※後24時間経過した場合

無症状の方 陽性確定にかかる検体採取日から ７ 日間経過した場合

上述の基準を満たしている場合、呼吸器症状や味覚・嗅覚障害が残っている場合にも、
保健所から求める就業制限期間（療養期間）は終了としています。

保健所から患者に対して示す「療養期間」は、感染症法の療養解除の基準に基づき、感染症のまん延を防止す

るために必要な期間、との考え方です。就業制限期間は、療養期間と同じ期間となります。

マニュアル本編 P32・33・40 
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【注意】発症日：症状が出始めた日とし、発症日が明らかでない場合には、陽性確定に係る検体採取日とします。
有症状の場合：発症した日を0日とカウントします。
無症状病原体保有者の場合：陽性確定に係る検体採取日を0日としてカウントします。



⑨健康観察終了後、都へ実績報告 マニュアル本編 P53～55

各期の締め切り日までに、協力医療機関は実績報告資料を作成し、郵送にて以下の提出先に送付してください。

１ 締切日：翌月10日（同日消印有効） 例：令和4年9月分→締切日：10月10日
※閉庁日の場合は翌開庁日の消印有効となります。
※提出期限は厳守いただくようご協力お願いします。提出が遅れた場合、支払いができない可能性があります。
※健康観察期間が月をまたぐ場合は、健康観察終了日の属する月の請求分として報告してください。

２ 提出先 〒 163-0646 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル４６階 健康観察事業協力金事務局宛

３ 提出資料

①「実績報告書」「請求書」「口座振替依頼書」⇒ 健康観察を実施した医療機関は必ずご提出ください。

②「健康観察連絡票」⇒ HER-SYSを使用せず健康観察を行った場合、期間中に作成した全陽性者分の
健康観察連絡票の写し

４ 書類作成時の注意事項

① 実績報告書・請求書・口座振替依頼書は同じ印を押印してください。法人の場合は、代表者印を押印して
ください。

② 実績報告書等の内容に不備等がある場合は、協力金交付目安の時期に支払いできない場合がありますので、
チェックリストで確認を行ったうえでご提出ください。

③発生届対象者以外の陽性者への健康観察は、本事業では支給対象外ですので、ご注意ください。 14


