
検 温 等 管 理 表
（見学/実習予定者用） 一般財団法人永頼会

松山市民病院氏　　　　 名

学   校   名

見学/実習月日 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日　

月　　 　日  （　   　）  月　　 　日  （　   　）  月　　 　日  （　   　）  月　　 　日  （　   　）  月　　 　日  （　   　）  月　　 　日  （　   　）  月　　 　日  （　   　）  

体　調
（不良の場合　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・同居者）
（有の場合は
 渡航地を市区町村まで記載）

有　・　無
（誰が　　　　　　　  　　）
（渡航地　　　    　　　　）

有　・　無
（誰が　　　　　　　  　　）
（渡航地　　　    　　　　）

有　・　無
（誰が　　　　　　　  　　）
（渡航地　　　    　　　　）

有　・　無
（誰が　　　　　　　  　　）
（渡航地　　　    　　　　）

有　・　無
（誰が　　　　　　　  　　）
（渡航地　　　    　　　　）

有　・　無
（誰が　　　　　　　  　　）
（渡航地　　　    　　　　）

有　・　無
（誰が　　　　　　　  　　）
（渡航地　　　    　　　　）

同居家族以外の会食
（本人・同居者）
（有の場合 誰と・人数を記載）

有　・　無
（誰が　　　       　 　　）
（誰と　　　　     　　　　）
（人数　　　　     　　　　）

有　・　無
（誰が　　　       　 　　）
（誰と　　　　     　　　　）
（人数　　　　     　　　　）

有　・　無
（誰が　　　       　 　　）
（誰と　　　　     　　　　）
（人数　　　　     　　　　）

有　・　無
（誰が　　　       　 　　）
（誰と　　　　     　　　　）
（人数　　　　     　　　　）

有　・　無
（誰が　　　       　 　　）
（誰と　　　　     　　　　）
（人数　　　　     　　　　）

有　・　無
（誰が　　　       　 　　）
（誰と　　　　     　　　　）
（人数　　　　     　　　　）

有　・　無
（誰が　　　       　 　　）
（誰と　　　　     　　　　）
（人数　　　　     　　　　）

本人・同居者周辺の
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染者及び
濃厚接触者について

有　・　無
（いつ　　　　　    　 　　）
（誰が　　　　　　     　　）
（現在の状況　　　 　  　　）

有　・　無
（いつ　　　　　    　 　　）
（誰が　　　　　　     　　）
（現在の状況　　　 　  　　）

有　・　無
（いつ　　　　　    　 　　）
（誰が　　　　　　     　　）
（現在の状況　　　 　  　　）

有　・　無
（いつ　　　　　    　 　　）
（誰が　　　　　　     　　）
（現在の状況　　　 　  　　）

有　・　無
（いつ　　　　　    　 　　）
（誰が　　　　　　     　　）
（現在の状況　　　 　  　　）

有　・　無
（いつ　　　　　    　 　　）
（誰が　　　　　　     　　）
（現在の状況　　　 　  　　）

有　・　無
（いつ　　　　　    　 　　）
（誰が　　　　　　     　　）
（現在の状況　　　 　  　　）

月　　 　日  （　   　）  月　　 　日  （　   　）  月　　 　日  （　   　）  月　　 　日  （　   　）  月　　 　日  （　   　）  月　　 　日  （　   　）  月　　 　日  （　   　）  

体　調
（不良の場合　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・同居者）
（有の場合は
 渡航地を市区町村まで記載）

有　・　無
（誰が　　　　　　　  　　）
（渡航地　　　    　　　　）

有　・　無
（誰が　　　　　　　  　　）
（渡航地　　　    　　　　）

有　・　無
（誰が　　　　　　　  　　）
（渡航地　　　    　　　　）

有　・　無
（誰が　　　　　　　  　　）
（渡航地　　　    　　　　）

有　・　無
（誰が　　　　　　　  　　）
（渡航地　　　    　　　　）

有　・　無
（誰が　　　　　　　  　　）
（渡航地　　　    　　　　）

有　・　無
（誰が　　　　　　　  　　）
（渡航地　　　    　　　　）

同居家族以外の会食
（本人・同居者）
（有の場合 誰と・人数を記載）

有　・　無
（誰が　　　       　 　　）
（誰と　　　　     　　　　）
（人数　　　　     　　　　）

有　・　無
（誰が　　　       　 　　）
（誰と　　　　     　　　　）
（人数　　　　     　　　　）

有　・　無
（誰が　　　       　 　　）
（誰と　　　　     　　　　）
（人数　　　　     　　　　）

有　・　無
（誰が　　　       　 　　）
（誰と　　　　     　　　　）
（人数　　　　     　　　　）

有　・　無
（誰が　　　       　 　　）
（誰と　　　　     　　　　）
（人数　　　　     　　　　）

有　・　無
（誰が　　　       　 　　）
（誰と　　　　     　　　　）
（人数　　　　     　　　　）

有　・　無
（誰が　　　       　 　　）
（誰と　　　　     　　　　）
（人数　　　　     　　　　）

本人・同居者周辺の
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染者及び
濃厚接触者について

有　・　無
（いつ　　　　　    　 　　）
（誰が　　　　　　     　　）
（現在の状況　　　 　  　　）

有　・　無
（いつ　　　　　    　 　　）
（誰が　　　　　　     　　）
（現在の状況　　　 　  　　）

有　・　無
（いつ　　　　　    　 　　）
（誰が　　　　　　     　　）
（現在の状況　　　 　  　　）

有　・　無
（いつ　　　　　    　 　　）
（誰が　　　　　　     　　）
（現在の状況　　　 　  　　）

有　・　無
（いつ　　　　　    　 　　）
（誰が　　　　　　     　　）
（現在の状況　　　 　  　　）

有　・　無
（いつ　　　　　    　 　　）
（誰が　　　　　　     　　）
（現在の状況　　　 　  　　）

有　・　無
（いつ　　　　　    　 　　）
（誰が　　　　　　     　　）
（現在の状況　　　 　  　　）


