
コロナ（陽性）になった皆さまにお願いしたいこと

～コロナ（陽性）になった人が どうすればいいか の流れ～

あなたが 会った○○さんに コロナが うつったか わかる には

③の日付は、②よりも前

ですか？後ですか？

コロナは うつって いない

かもしれないです

前です

③ ○○さんと最後に会った日は？

② ①の２日前の日にちは？
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年 月 日

① あなたは いつ コロナの症状（熱、せき など）が出ましたか？

※症状が無い時は、検査を受けた日

この日付が

大事！

○○さんに連絡をお願いします。

○○さんに、コロナが うつった かも しれない と 伝えてください。

①会社や学校などに連絡してください。

②コロナの症状が出る前と後に会った人（コロナが うつった かも しれ

ない 人）に連絡をお願いします。（一緒に住んでいる家族以外の人）

②の場合

年 月 日

年 月 日

後です いいえ

下に書いてある ような 接触が あった 場合は 「コロナが うつった」かも しれない です。

〇コロナになった人がマスクを着けないで、手が触れる近い距離（１ｍぐらい）で15分以上会話をした。

※マスクを着けて いたか、着けて いなかったか だけで、コロナがうつったか、決めないでください。

はい

○○さんはコロナが うつった かも しれない です
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コロナは、いつ、だれが、どこで なるか 分かりません 。親しい友人・知っている人など身近な

人や自分が コロナに ならない ために、日ごろから 気をつける ことが 大事です。

このリーフレットは、「自分が検査をして コロナになった と 言われた」時に、お願い したい こと

に ついて まとめた もの です。

自分や大切な人の健康を守るために、協力をお願いします。

Q２ コロナが うつった かもしれない 時は、どんな時？

A２ 下のような接触を参考にしてください。

◆ コロナになった（陽性者）と、うつる かも しれない 期間に（症状出た２日前から入院や家で休む日まで

の期間）に、マスクをしないで（口の下にずらして）会話をした人です。

◆ コロナが うつった かもしれない 目安は、会った時に「顔を合わせて話す」、距離は「１メートル以内」、時間は

「15分以上」だった時です。

◆ このほか、「咳や くしゃみを して いた」「部屋の空気の入れ替えが悪かった」「大きな声を出し

た」場合は、 コロナが うつった かもしれない と考えましょう。

参考：国立感染症研究所
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html

Q1検査をして コロナになった と 言われたら

A1下に書いてある ように 「コロナが うつった かもしれない人」（一緒に住んでいる家族以外の人）がいないか確認

して、いたら、連絡をお願いします。

◆ 確認すること

✓自分の検査日 ✓自分に症状が出た日

✓症状がでる２日前から一緒に行動した人を確認する。※症状が無い人は検査した日の2日前から

◆ Q2のコロナがうつったかもしれない人に連絡し、うつったかもしれないことを伝える

コロナ（陽性）になった皆さまにお願いしたいこと

～陽性になった人の対応の流れ～
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