
あなたが いった 医療機関(いりょう きかん)〈びょういん など〉
埼玉県(さいたまけん)に ない 医療機関〈いりょうきかん〉は、コードを0000000です）

７ケタの数字（10ケタある場合は後ろの７ケタ） 市町村と名称

新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)

「陽性(ようせい)」の 人(ひと)は

名前(なまえ)、住所(じゅうしょ)、携帯電話(けいたいでんわ)、医療機関(いりょう

きかん)〈びょういん など〉（コードは した）、受診(じゅしん)したこと〈びょう

いんに いった こと〉の 書類(しょるい)の 画像(がぞう)などを 電子申請(でん

し しんせい)で 登録(とうろく)してください。

［ 埼玉県 コロナ陽性者登録 ］で検索(けんさく)

埼玉県 保健医療部 感染症対策課 2022/10/14

陽性者 登録(ようせいしゃ とうろく)を

して ください

健康状況(けんこう じょうきょう)〈からだの こと〉を

My HER-SYS に 入力(にゅうりょく)して ください。
あなたの 体調(たいちょう)データを 管理(かんり)するため、 感染者情報自己登録(かんせん

しゃ じょうほう じことうろく)システム「My HER-SYS（マイハーシス）」で 健康状況(けんこう
じょうきょう)の 報告(ほうこく)※を して ください。
※感染症法(かんせんしょうほう)第44条の3(だい44じょう3)第2項(だい2こう)

陽性者〈ようせいしゃ〉相談窓口〈そうだんまどぐち〉 0570-089-081(24じかん)

聴覚障がい(ちょうかく しょうがい)〈みみが わるい ひと〉 FAX 048-643-7107
自宅療養者支援センター(じたく りょうようしゃ しえん せんたー) 24じかん)

未登録(みとうろく)〈とうろくを していない〉の 人(ひと)の 緊急(きんきゅう)の電話番号〈でんわばんごう

〉です。はやく 陽性者登録(ようせいしゃ とうろく)を して、 自宅療養者支援センター(じたく りょうよう
しゃ しえん せんたー)の 直通連絡先(ちょくつう れんらくさき)【看護師(かんごし)と はなす 登録者専
用電話(とうろくしゃ せんよう でんわ)、24じかん）】を 確認(かくにん)を して ください。

0570-007-989
登録(とうろく)を しない 人(ひと)
① 65歳(さい)以上(いじょう) ② 入院(にゅういん)が 必要(ひつよう)と 医者(いしゃ)が 判断(はんだん)
③ 重症化(じゅうしょうか)リスクが あり、新型コロナ治療薬(しんがた ころな ちりょうやく)が 必要
(ひつよう) あるいは 感染(かんせん)して 酸素投与(さんそ きゅうよ)が 必要(ひつよう)と 医者(いしゃ)が
判断(はんだん) ④ 妊娠(にんしん)して いる 人(ひと)

彩の国

埼玉県

登録(とうろく）・操作方法(そうさ ほうほう)の連絡先(れんらくさき)

(09:00～18:00)

体調悪化(たいちょう あっか)〈からだが わるくなる〉とき
は はやく 相談(そうだん)を して ください。

所在地・

機関名
医療機関
コード



埼玉県(さいたまけ

ん)に ない 病院

(びょういん)に 行

(い)った

住んで（すんで）
いる 市町村(しちょ
うそん)、保健所(ほ
けんじょ)に 聞(き)
いて ください。

My HER-SYS（マイハーシス）を つかう
感染者情報(かんせんしゃ じょうほう)を

登録(とうろく)できる システムです。

発症(はっしょう)の ７日後(ご)まで 自宅療養(じたく りょ
うよう)を してください。
発症(はっしょう)から ７日が 過(す)ぎ、症状(しょうじょう)が 軽
(かる)く なり 24時間(じかん)が 経過(けいか)するまで 自宅(じ
たく)で 療養(りょうよう)して ください。８日の後(あと)に 外出
(がいしゅつ)が できます。症状(しょうじょう)が つづいたり、入院
(にゅういん)や 高齢者施設(こうれいしゃ
しせつ)に はいっている人(ひと)は 療養期間
(りょうよう きかん)が 長(なが)く なります。
療養(りょうよう) 期間中(きかんちゅう)に、
症状(しょうじょう)が 軽(かる)くなり 24時間
後(じかんご)は、外出(がいしゅつ)が できます。
くわしいことは ウェブサイトを みてださい。

［ 埼玉県 コロナ自宅療養 で検索(けんさく)】

陰性(いんせい)の
場合(ばあい)

My HER-SYSを つかう

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-

19/observe.html

■ HER-SYS ID などの 知(し)らせが きます。

ショートメッセージ（ＳＭＳ）か 電話(でんわ)で 知(し)らせます。

・健康観察機関(けんこう かんさつ きかん)と 電話番号(でんわば

んごう)

・自宅療養期間(じたく りょうよう きかん)〈じぶんの いえに い

て びょうきを なおす ひ〉

・HER-SYS ID

・宿泊療養施設（しゅくはく りょうよう しせつ）の 申込方法（も

うしこみほうほう）

■ 医療機関(いりょう きかん)が 届け出(とどけで)【あなた

は 届出(とどけで)を しません】

医療機関(いりょう きかん)、が あなたの 新型コロナ感染(しん

がた ころな かんせんしょう)を 保健所(ほけんじょ)に 知(し)

らせます。あなたは 保健所(ほけんじょ)に 知(し)らせません。

パルスオキシメーターが 届(とど)きます。

①～④の人(ひと)
医療機関（いりょう きかん）が 届出(とどけで)

〈コロナの ことを しらせる〉を します。

■ 登録(とうろく)した 後(あと)は 保健所(ほけんじょ)などが

健康観察(けんこう かんさつ)を します。

My HER-SYS の登録(とうろく)を して、体温(たいおん)などを

記録(きろく)して ください。保健所(ほけんじょ)などが あなたの

体(からだ)の ことを 聞(き)いて、電話(でんわ)などで 健康観察

(けんこう かんさつ)を します。

■ 保健所(ほけんじょ)などが 知(し)らせる 療養終了日(りょうよ

う しゅうりょうび)まで 自宅療養(じたく りょうよう)を して

ください。

療養(りょうよう)が 終(お)わる 日(ひ)が 近(ちか)くなっても

発熱(はつねつ)や 咳(せき)などが あると 保健所(ほけんじょ)な

どの 健康観察機関(けんこう かんさつ きかん)の 判断(はんだ

ん)により 療養(りょうよう)が 終(お)わる 日(ひ)を 延期(えん

き)する〈ながくなる〉 場合(ばあい)が あります。

■ 支援(しえん)センターの 電話番号(でんわばんごう)など

が 届(とど)きます。

登録(とうろく)が おわると、スマートフォンに メールや

ショートメッセージ（ＳＭＳ）が きます。

・担当(たんとう)する 自宅療養者支援(じたく りょうようしゃ しえ

ん)センターの 電話番号(でんわばんごう)

・HER-SYS ID【My HER-SYS の 登録(とうろく)番号(ばんごう)】

①～④では ない 人(ひと)
医療機関(いりょう きかん)が 届出(とどけで)

〈コロナの ことを しらせる〉を しません。

■ あなたが 陽性者登録(ようせいしゃ とうろく)を します。

埼玉県新型コロナ陽性者登録窓口〈さいたまけん しんがた ころ

な ようせいしゃ とうろく まどぐち〉に、あなたが 登録(とう

ろく)をして ください（おもてを みる）。登録(とうろく)すると

パルスオキシメーター・宿泊療養施設〈しゅくはく りょうよう しせ

つ〉の 申込(もうしこ)みが できます。

■自宅療養期間(じたく りょうよう きかん)は じぶんの 家(いえ)

で 療養(りょうよう)を して ください。

した の「自宅療養期間(じたく りょうよう きかん)」を 見(み)

て ください。療養終了(りょうよう しゅうりょう)〈りょうようの

おわり〉の 連絡(れんらく)は ありません。なお、療養証明書(りょ

うよう しょうめいしょ)は 発行(はっこう)しません。

■ 登録(とうろく)した 後(あと)は じぶんで 健康観察(けんこう

かんさつ)を して ください。
My HER-SYS の登録(とうろく)を してください。体温(たいおん)を

記録(きろく)して、じぶんで 健康観察(けんこう かんさつ)をして

ください。体調(たいちょう)が 悪(わる)くなったら、自宅療養者支援

(じたく りょうようしゃ しえん)センターに 電話(でんわ)を して

ください。

新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)

検査(けんさ)の 後(あと)に すること。

感染症対策(かんせん

しょう たいさく)〈コロ
ナウイルの びょうきに
ならないように する〉を
して 普通(ふつう)の 生
活(せいかつ)を して く
ださい。

陽性(ようせい)の 人(ひと)

①65歳(さい) 以上(いじょう)の 人(ひと)
②入院(にゅういん)が 必要(ひつよう)と 医者(いしゃ)が 判断(はん
だん)した 人(ひと)
③重症化(じゅうしょうか)の リスクが あり、新型コロナ治療薬(しん
がた ころな ちりょうやく)が 必要(ひつよう)、感染(かんせん)し
て 酸素投与(さんそとうよ)が 必要(ひつよう)と 医者(いしゃ)が
判断(はんだん)した 人(ひと)
④妊娠(にんしん)して いる 人(ひと)

埼玉県 保健医療部 感染症対策課 2022/10/14

厚生労働省(こうせい ろうどうしょうの 専用(せんよう)ダイヤル

（9:30～18:15、どようび、にちようび、やすみのひを のぞく）

03-5877-4805


