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Ver 変更内容 更新日

1.2 • 動作環境に関する記述を更新 2020/4/7

1.3 • 日次調査シート・週次調査シート記入要綱を更新 2020/4/24

1.4 • 週次調査シート（兼 医療物資緊急配布調査シート）の回答期限を
変更

• 日次調査シート・週次調査シート（兼 医療物資緊急配布調査シー
ト）記入要綱を更新

2020/4/27

1.5 • 日次調査シート・週次調査シート（兼 医療物資緊急配布調査シー
ト）記入要綱を更新

2020/5/8

1.6 • 日次調査シート・週次調査シート（兼 医療物資緊急配布調査シー
ト）記入要綱を更新

2020/5/17

1.7 • 日次調査シート・週次調査シート（兼 医療物資緊急配布調査シー
ト）記入要綱を更新

2020/6/5



Ver 変更内容 更新日

1.8 なし（Ver1.9として平仄を合わせるため） 2020/6/27

1.9 • 日次調査シート・週次調査シート（兼 医療物資緊急配布調査シー
ト）に回答するための導線を変更

• 日次調査シート・週次調査シート（兼 医療物資緊急配布調査シー
ト）記入要綱を更新

2020/6/27

2.0 • 日次調査シートにおける「医療提供状況＜一般公開＞」及び「医療
提供状況＜非公開＞」について、今後、提出日前日時点の状況を入
力いただくことに伴う記述の変更

• 日次調査シート・週次調査シート記入要綱を更新

2020/7/7

2.1 • アーカイブ用データ（日次調査シート）に関する記述を更新 2020/7/25

2.2 • 日次調査シートの一部項目において、最新（前日）回答を引き継がな
い処理とした旨の更新

• 日次調査シート・週次調査シート入力要領を更新

2020/10/28



調査について

 本調査は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況にかんがみ、国において、全
国の医療機関の医療提供体制の現状等を把握し、都道府県等に共有する目的で
行うものです。

 厚生労働省・内閣官房の委託による「医療機関調査事務局」から、各病院への
直接の調査を行います。

 調査手法は、集計の容易さの観点から、以下の順位で選択いただきます。

Webフォームへの入力（インターネット接続環境のある病院）【推奨】

 Fax（インターネット接続環境がない場合）
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※Webフォーム、Fax環境がない場合、電話での聞き取り等を検討させていただきます。
以下事務局までお問い合わせください。

厚生労働省・内閣官房IT総合戦略室 医療調査事務局
03-5846-8233(土日祝日を除く平日9時～17時)



調査の準備

本マニュアルの到着時点で窓口調査シートを
未返信の医療機関においては直ちに記入の上、
同シート記載の返送先（Webフォームまたは
Fax）に送信ください。※Webフォームを推奨
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「医療機関 窓口調査シート」を未提出の場合のみ、各医療機関のご担当
の連絡先と、調査手法を記入、直ちに返送ください。



各医療機関からご報告いただきたい事項①

外来・入院・救急等の患者受け入れ状況（通常／受
入れ制限／停止等）

新型コロナウイルス感染疑い患者用の外来設置／外
来受診／入退院状況

PCR検査（結果判明）状況

空床状況

医療機器リソース（人工呼吸器、新生児・小児呼吸
器、ECMO等）

医師・看護師・事務職員等の充足状況等
6

日次調査



各医療機関からご報告いただきたい事項②

 医療資材状況

（サージカルマスク、N95マスク、防護服、
サージカルガウン、滅菌手袋、手指消毒用ア
ルコール、検体検査用スワブ等）

 その他

（外来通院で化学療法中の患者）等
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週次調査



ご報告いただいたデータについて

 厚生労働省・内閣官房において集計の上、各都道府県及び市町村等に、各自治
体分のデータ（日次・週次）を共有いたします。

 都道府県において、重症者対応のための治療拠点の設定、医療体制の重点化な
どの検討に活用いただきます。

 医療提供状況（通常／受入れ制限／停止等）については、医療機関からの公開
許諾を得たものについて、厚生労働省・各都道府県ホームページ上での公開・
オープンデータ提供可能な形で提供予定です。
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Webフォームの入力方法

・初回ログイン方法
・窓口調査シートの入力方法
・日次調査シートの入力方法
・アーカイブ用データ（日次調査シート）の修正方法
・週次調査シートの入力方法
・日次調査シート・週次調査シート入力要領
・動作環境
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初回ログイン方法

Web入力フォームのID／初期パスワードは本資料
に同封されているご案内の「ID／初期パスワー
ド」をご確認ください。

10

①ID／初期パスワードのご案内

以下のステップをご確認ください。

1. PCのWebブラウザから以下のサイトにアクセスします。
https://covid-19-monitoring.cybozu.com/k/#/portal

2. ご案内した「ログイン名」と「初期パスワード」を入力します。
※「ログイン名」は「医療機関ID」を入力してください。

3. 「ログイン名を保存する」にチェックを入れます。

4. 「ログイン」ボタンをクリックします。

②初回ログイン

ID／初期パスワード通知書



初回ログイン方法

画面の案内に従って、新しいパスワードを入力し、
「保存」ボタンをクリックします。

※パスワードは忘れないように保管してください。

※半角英字と数字を組み合わせて、8文字以上で入力してください。
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③初期パスワードの変更

画面左側の「kintone」をクリックします。

④Kintoneにログイン



窓口調査シートの入力方法
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窓口調査シートの入力方法

窓口調査シートは、以下ステップに従って入
力してください。

1. ポータル画面の「窓口調査シート」ボタンをクリック
します。
※窓口調査シートは初回のみ入力をお願いします。

2. 各項目を入力していきます。完了したら「保存」ボタ
ンをクリックします。これで入力は完了です。

※日次調査シートおよび週次調査シートの入力の前に窓口
調査シートをご入力ください。
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⑤窓口調査シートの回答



窓口調査シートの入力方法

窓口調査シートの入力後、誤りがある場合は、
以下ステップに従って修正してください。

1. 画面左上の≡をクリックし、「アプリ」ボタンをク
リックします。その後、「医療機関 窓口調査シート
(初回のみ)」をクリックします。

2. 修正したい行の左端にある📄マークをクリックします。
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⑥窓口調査シートの修正



窓口調査シートの入力方法

3. 画面右上にある「レコードを編集する」ボタンをク
リックします。

4. 修正したい項目を変更していきます。完了したら「保
存」ボタンをクリックします。
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⑥窓口調査シートの修正



日次調査シートの入力方法

ご回答期限
平日毎日13:00までにご報告ください

※週末等で休診の日がある場合は、翌診療日にご報告ください
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日次調査シートの入力方法

日次調査シート（初日のみ）は、以下ス
テップに従って入力してください。

1. ポータル画面の「日次調査」ボタンをクリックし
ます。

2. 各項目を入力していきます。入力を終えたら、
「保存」ボタンをクリックします。これで入力は
完了です。

※日次調査の回答入力ができるのは1日に1回のみです。
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⑦日次調査シートの回答（初日のみ）



日次調査シートの入力方法

日次調査シート（2日目以降）は、以下ス
テップに従って入力してください。

1. ポータル画面の「日次調査」ボタンをクリックしま
す。

2. 右図のように、一部の項目を除いて、最新（前日）
入力分のデータがコピーされます。

※「一部の項目」とは、以下2項目のことを指します。
この2項目は最新（前日）回答が引き継がれませんので、
毎日入力していただくようお願い申し上げます。

(3)貴院における検査実施状況

(7)PCR検査結果判明件数
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⑧日次調査シートの回答（2日目以降）

Ver2.2
更新



日次調査シートの入力方法
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⑧日次調査シートの回答（2日目以降）

3. 各項目について、前回の入力内容から変更がある場合には、
「前日の回答からの変更」を「有り」にして変更部分を入
力してください。変更がなければ、「無し」にしてくださ
い。最後に「保存」をクリックしてください。

※日次調査の回答ができるのは1日に1回のみです。（同じ「提出日」で2回目
の回答を保存しようとすると、エラーが表示されます。）

※「提出日」の前日00時00分～23時59分の実績をご報告ください。
週末等で休診の日がある場合は、翌診療日にご報告ください。
「提出日」を入力対象日の翌日にすることで、過去の実績が入力できます。
例）7月4日（土）、5日（日）が休診の場合
7月6日（月）に以下①～③の入力をお願いします。
①提出日：7月4日（土）→7月3日（金）00時00分～23時59分の実績を入力
②提出日：7月5日（日）→7月4日（土）00時00分～23時59分の実績を入力
③提出日：7月6日（月）→7月5日（日）00時00分～23時59分の実績を入力 「提出日」を入力対象日

の翌日にすることで、
過去の実績が入力可能



日次調査シートの入力方法
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⑨日次調査シートの修正

日次調査シートの修正は、以下ステップに
従って入力してください。

1. 画面左上の≡をクリックし、「アプリ」ボタンをク
リックします。その後、「医療機関 日次調査シート
（令和2年）」をクリックします。

2. 修正したい日付の行の左端にある📄マークをクリック
します。



日次調査シートの入力方法
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⑨日次調査シートの修正

3. 画面右上にある「レコードを編集する」ボタンをク
リックします。

4. 修正したい項目を変更していきます。完了したら
「保存」ボタンをクリックします。



アーカイブ用データ（日次調査シート）の修正方法

修正期限
特にありません。

※特段修正の必要がない限り、修正いただく必要はございません。
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アーカイブ用データ（日次調査シート）
の修正方法
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⑩アーカイブ用データ（日次調査シート）の修正
※アーカイブ用データ：現在を起点に、過去約３０日以前のデータを指します

今後、医療機関様に入力いただいた過去分データは、
アーカイブ用として「医療機関日次調査シート【過
去分、閲覧/編集のみ可】」アプリに格納されていき
ます。アーカイブ用データの修正は、以下ステップ
に従って行ってください。

1. 画面左上の≡をクリックし、「アプリ」ボタンをクリックしま
す。その後、「医療機関日次調査シート【過去分、閲覧/編集
のみ可】）」をクリックします。

2. 修正したい日付の行の左端にある📄マークをクリックします。

※アーカイブとしての役割のため、本アプリからは過去分データ
の閲覧/編集のみ可能であり、新たに日次調査シートに回答するこ
とはできません。
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3. 画面右上にある「レコードを編集する」ボタンをク
リックします。

4. 修正したい項目を変更していきます。完了したら
「保存」ボタンをクリックします。

アーカイブ用データ（日次調査シート）
の修正方法

⑩アーカイブ用データ（日次調査シート）の修正
※アーカイブ用データ：現在を起点に、過去約３０日以前のデータを指します



週次調査シートの入力方法

ご回答期限
毎週水曜日の13:00までにご報告ください

※水曜日が祝日の場合は火曜日にご報告ください
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週次調査シートの入力方法
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⑪週次調査シートの回答（初週のみ）

週次調査シート（初週のみ）は、以下ステップ
に従って入力してください。

1. ポータル画面の「週次調査」ボタンをクリックします。

2. 各項目を入力していきます。入力を終えたら、「保存」
ボタンをクリックします。これで入力は完了です。

※週次調査の回答ができるのは1日に1回のみです。



週次調査シートの入力方法
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⑫週次調査シートの回答（次週以降）

週次調査シート（次週以降）は、以下ステップ
に従って入力してください。

1. ポータル画面の「週次調査」ボタンをクリックします

2. 右図のように最新（前週）入力分のデータがコピーされ
ます。

3. 各項目について前週からの変更がなくても「記入日」だ
けは当日に変更してください。入力を終えたら、「保
存」ボタンをクリックします。これで入力は完了です。

※週次調査の回答ができるのは1日に1回のみです。



週次調査シートの入力方法

28

⑬週次調査シートの修正

週次調査シートの修正は、以下ステップ
に従って入力してください。

1. 画面左上の≡をクリックし、「アプリ」ボタンを
クリックします。その後、「医療機関 週次調査
シート（令和2年）」をクリックします。

2. 修正したい日付の行の左端にある📄マークをク
リックします。



週次調査シートの入力方法
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⑬週次調査シートの修正

3. 画面右上にある「レコードを編集する」ボタンをク
リックします。

4. 修正したい項目を変更していきます。完了したら
「保存」ボタンをクリックします。



日次調査シート・週次調査シート入力要領
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動作環境
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動作環境

37

＜Windows＞
Internet Explorer 11
※Internet Explorer に搭載されている「互換表示」機能、もしくはエンタープライズモード（IE11）を使用しての表示は動作保証外です。
Microsoft Edge最新版
※Chromium版対応
Mozilla Firefox最新版
※FirefoxのESR版はサポート対象外です。
Google Chrome最新版

＜macOS＞
Safari最新版
Mozilla Firefox最新版
Google Chrome最新版



動作環境
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インターネット接続制限をされている環境の場合は下記ドメインをすべて許可してください。
設定方法については、各医療機関のネットワークご担当者様にご確認ください。

＜ドメイン名＞
covid-19-monitoring.cybozu.com
customine.gusuku.io
scripts-customine.gusuku.io
ws.gusuku.io


