
検 温 等 管 理 表
（松山市民病院見学／実習予定者用）

氏　　　　 名

学   校   名

見学／実習開始日　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　月　　　　　日 　　月　　　　　日 　　月　　　　　日 　　月　　　　　日 　　月　　　　　日 　　月　　　　　日 　　月　　　　　日
　　　　　　　曜日 　　　　　　　曜日 　　　　　　　曜日 　　　　　　　曜日 　　　　　　　曜日 　　　　　　　曜日 　　　　　　　曜日

体調
（不良の場合　具体的に症状を記載）

良　・　不良
（　　　　           　　）

良　・　不良
（　　　　           　　）

良　・　不良
（　　　　           　　）

良　・　不良
（　　　　           　　）

良　・　不良
（　　　　           　　）

良　・　不良
（　　　　           　　）

良　・　不良
（　　　　           　　）

体温 ℃　　 ℃　　 ℃　　 ℃　　 ℃　　 ℃　　 ℃　　

県外渡航歴（本人）
（有の場合　渡航地を
　　　　　　　　　市区町村まで記載）

有　・　無
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（渡航地　　    　　　　）

県外渡航歴（同居家族）
（有の場合　続柄・渡航地を
　　　　　　　　　市区町村まで記載）

有　・　無
（続柄　　　　   　 　　）
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（続柄　　　　   　 　　）
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（続柄　　　　   　 　　）
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（続柄　　　　   　 　　）
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（続柄　　　　   　 　　）
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（続柄　　　　   　 　　）
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（続柄　　　　   　 　　）
（渡航地　　    　　　　）

同居家族以外との会食
（有の場合　誰と・人数を記載）

有　・　無
（誰と　　　　   　 　　）
（人数　　　　   　人　）

有　・　無
（誰と　　　　   　 　　）
（人数　　　　   　人　）

有　・　無
（誰と　　　　   　 　　）
（人数　　　　   　人　）

有　・　無
（誰と　　　　   　 　　）
（人数　　　　   　人　）

有　・　無
（誰と　　　　   　 　　）
（人数　　　　   　人　）

有　・　無
（誰と　　　　   　 　　）
（人数　　　　   　人　）

有　・　無
（誰と　　　　   　 　　）
（人数　　　　   　人　）

味覚・嗅覚異常 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無

　　月　　　　　日 　　月　　　　　日 　　月　　　　　日 　　月　　　　　日 　　月　　　　　日 　　月　　　　　日 　　月　　　　　日
　　　　　　　曜日 　　　　　　　曜日 　　　　　　　曜日 　　　　　　　曜日 　　　　　　　曜日 　　　　　　　曜日 　　　　　　　曜日

体調
（不良の場合　具体的に症状を記載）

良　・　不良
（　　　　           　　）

良　・　不良
（　　　　           　　）

良　・　不良
（　　　　           　　）

良　・　不良
（　　　　           　　）

良　・　不良
（　　　　           　　）

良　・　不良
（　　　　           　　）

良　・　不良
（　　　　           　　）

体温 ℃　　 ℃　　 ℃　　 ℃　　 ℃　　 ℃　　 ℃　　

県外渡航歴（本人）
（有の場合　渡航地を
　　　　　　　　　市区町村まで記載）

有　・　無
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（渡航地　　    　　　　）

県外渡航歴（同居家族）
（有の場合　続柄・渡航地を
　　　　　　　　　市区町村まで記載）

有　・　無
（続柄　　　　   　 　　）
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（続柄　　　　   　 　　）
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（続柄　　　　   　 　　）
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（続柄　　　　   　 　　）
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（続柄　　　　   　 　　）
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（続柄　　　　   　 　　）
（渡航地　　    　　　　）

有　・　無
（続柄　　　　   　 　　）
（渡航地　　    　　　　）

同居家族以外との会食
（有の場合　誰と・人数）

有　・　無
（誰と　　　　   　 　　）
（人数　　　　   　人　）

有　・　無
（誰と　　　　   　 　　）
（人数　　　　   　人　）

有　・　無
（誰と　　　　   　 　　）
（人数　　　　   　人　）

有　・　無
（誰と　　　　   　 　　）
（人数　　　　   　人　）

有　・　無
（誰と　　　　   　 　　）
（人数　　　　   　人　）

有　・　無
（誰と　　　　   　 　　）
（人数　　　　   　人　）

有　・　無
（誰と　　　　   　 　　）
（人数　　　　   　人　）

味覚・嗅覚異常 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無


