2021 年 5 月 10 日 医学部保健学科教授会承認
2022 年２月１４日改訂 医学部保健学科教授会承認

【保健学科・保健学研究科全学年】新型コロナウイルス感染症罹患者・濃厚接触者・接触者が発生した場
合の対応
【罹患者】
入院・ホテル入所・自主隔離（自宅待機を含む）等の隔離手段は、保健所の指示に従う。
保健所から連絡があれば必ず保健学科教務担当に連絡する。
【濃厚接触者】
保健所により濃厚接触者として認定された場合、保健所の指示に従い PCR 検査を受ける。
保健所から濃厚接触者として連絡があれば必ず保健学科教務担当に連絡し、自主隔離。
・PCR 陽性の場合：【罹患者】の対応に従う。
・PCR 陰性の場合：罹患者との最終接触から 7 日間（168 時間）は自主隔離の上、健康観察。
【接触者】
保健所により接触者として認定された場合、保健所の指示に従い PCR 検査を受ける。
保健所から接触者として連絡があれば必ず保健学科教務担当に連絡する。保健学科教務担当に連絡がつ
かない場合は、連絡がつくまで自宅待機する。
・PCR 検査
→PCR 陽性の場合：【罹患者】の対応に従う。
→PCR 陰性の場合：陰性結果を大学に伝え、大学より自主隔離解除連絡を受けた後に登校可能。
付記：
○上記以外の場合に感染源を調べるための PCR 検査対象となった者：
PCR 検査対象となった旨、必ず保健学科教務担当に連絡する。PCR 陰性であれば、結果を大学に伝え、
大学より自主隔離解除連絡を受けた後に登校可能。
○風邪の症状（発熱・咳・鼻水・咽頭痛・倦怠感等）又は味覚障害・嗅覚障害などの体調不良の場合：
症状改善後３日間（72 時間）経過、もしくは PCR 検査で陰性が確認され、陰性結果を大学に伝えたう
えで、大学より自主隔離解除連絡を受けた後に登校可能（主要症状が消失した後、５日間（120 時間）
を経過するまでは全学的に公欠扱い）
〇濃厚接触者・接触者の判定は保健所の判断に委ねるが、必要に応じて大学病院の感染対策チームが判断
をすることがある。
〇周りで罹患者が出た場合、自宅待機で保健所からの指示を待つ。保健所から連絡がない場合でも、自宅
待機を継続のうえ、必ず保健学科教務担当に連絡し、大学からの指示に従う。保健学科教務担当に連絡が
つかない場合は、連絡がつくまで自宅待機を続ける。
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〇保健所の調査に対しては、誠実に対応すること（調査結果が不正確な場合、自身だけでなく周辺の方々
にも健康被害が発生することになる）

■定義（説明）
濃厚接触者
新型コロナウイルス罹患者と近距離あるいは⻑時間接触し、感染した可能性
が高い場合
接触者
濃厚接触者ほどではないが、新型コロナウイルス罹患者との接触歴があり、感染している可能性が否定で
きない場合。接触の程度に応じて要請される行動規制について、医学部保健学科学生は一般人よりも厳格
なものが求められることに留意する。

2022 年２月１４日 医学部保健学科教授会承認

「医学部保健学科

新型コロナウイルス感染症罹患者・濃厚接触者・接触者が発生した場合の対応」

（2021 年 4 月 21 日作成、2022 年２月１４日改訂）の運用に係る附帯事項
1. 感染の拡大により保健所機能が逼迫し、保健所が濃厚接触者や接触者の特定ができなくなり、濃厚接
触者や接触者への連絡がない場合の対応を下記のとおり定める。
1-1．学生は、自身の周りで罹患者が出たことを把握した時点で自宅待機を開始し、保健学科教務担当
に連絡する。
1-2．1-1 が非臨床実習学生であった場合、感染制御担当保健学域教員が濃厚接触か接触者などの判定
を行う。
1-1 が臨床実習学生であった場合、岡山大学病院感染制御部が濃厚接触か接触者などの判定を行
う。
1-3．1-2 の判定結果に基づき、学生は「医学部保健学科 新型コロナウイルス感染症罹患者・濃厚接
触者・接触者が発生した場合の対応」に定める【濃厚接触者】又は【接触者】の対応に従う。
但し、臨床実習学生に関しては、岡山大学病院のルールを追加で適用することがある。

医学部保健学科において新型コロナウイルス感染症罹患者・濃厚接触者・接触者が発生した場合の対応のガイドライン

2021年4月23日保健学科運営会議承認，2022年2月14日改訂の

このガイドラインは，医学部保健学科において罹患者・濃厚接触者・接触者が発生した場合の学生への指示・指導の方針として策定。

「新型コロナウイルス感染症罹患者・濃厚接触者・接触者が発生した場合の対応」を図示

学内外での臨床実習の有無にかかわらず適用する。
別紙「医学部保健学科において新型コロナウイルス感染症罹患者・濃厚接触者・接触者が発生した場合の対応フローチャート」で流れを確認する。

●罹患者となった場合
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退院等（退院後28日間は保健所指示により経過観察）

入院、宿泊施設、自宅での療養

隔離解除後は基本的感染対策（マスク着用・手指衛生）を徹底しながら登校可能

●濃厚接触者もしくは接触者となった場合（保健所の連絡がなくとも，接触した罹患者から連絡があった場合を含む）
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隔離解除後は基本的感染対策

保健所もしくは大学の指示によりPCR検査⇒ 陰性
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保健所もしくは大学の指示によりPCR検査

大学の指示に
従う

自宅待機

※PCR検査の結果を医学部保健学科教務担当に必ず連絡し，登校許可を得ること。
※濃厚接触者・接触者の判定は保健所の判断に委ねるが、必要に応じて大学病院の感染対策チームが判断をすることがある。

●感染源調査のためのPCR検査対象となった場合
PCR検査の陰性が確認され次第，登校可能

●風邪の症状（発熱・咳・鼻水・咽頭痛・倦怠感等）又は味覚障害・嗅覚障害などの体調不良の場合
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待機解除
隔離解除後は基本的感染対策（マスク着用・手指衛生）を徹底しながら登校可能

症状改善 PCR検査⇒陰性 待機解除
※学外実習の場合，受入先病院の規定に従う。
※PCR検査の結果を医学部保健学科教務担当に必ず連絡し，登校許可を得ること。

【用語説明】
●濃厚接触者：新型コロナウイルス患者と近距離あるいは⻑時間接触し，感染した可能性が⾼い方。濃厚接触者は，罹患者との最終接触から7日間（168時間）は隔離しながら健康観察をしなければならない。
●接触者：濃厚接触者ほどではないが，新型コロナウイルス罹患者との接触歴があり，感染している可能性が否定できない方。接触者は必ずしも隔離対応の必要はないが，罹患者との最終接触から数日〜１週間程度で
PCR検査を受けるよう保健所より指示される。
※基本的に，濃厚接触者・接触者の判定は保健所の判断に委ねる。医療系職員・医療系学生の場合，別途，必要に応じて大学病院の感染対策チームが判断することがある。
●感染源調査：新型コロナウイルス罹患者の感染源がわからない場合に，その方の所属する集団（職場・部活・サークル等）を対象にPCR検査を実施する調査
●接触者調査：新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者・接触者を特定し，その後の感染連鎖を止めるための調査。最終接触から発症までの期間を考慮に入れ，濃厚接触者・接触者に対し，PCR検査が行われる。
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※感染制御担当教員（検査技術科学専攻

学生

学務課

勝山准教授

教員

6870）
科目担当教員・チューター教員

発熱等の風邪症状がある
登校・出勤せずに自宅待機
かかりつけ医、受信相談センター等
に電話相談
電話予約をし、マスクをして「発熱
患者等の診療・検査医療機関」を受
診

新型コロナウイルス感染症以外と診
断された

医師の指示に従い療養後、体調に留意

保健所から「接触者」、「濃厚接触者」であることの連絡が来ない場合、その判断を感染制御担当教員（検査技術

して、通常の生活（新しい生活様式）

科学専攻

に戻る

ローに従う。

勝山准教授

6870）に判断を依頼する。「接触者」、「濃厚接触者」と判断された場合は、②以降のフ

①保健所から「接触者」と判定され
た。あるいは、接触歴のある者から

①保健所から「濃厚接触者」と判定
①保健所から「陽性」と判定され

された。

た。

※マスクなしで１m以内15分以上の
接触が濃厚接触者の基本的条件

「罹患者」「濃厚接触者」であると告

学科⻑は，保健学科での対応を鹿田コロナ対策室

げられた。接触の期間は、過去2日間

と情報共有し，鹿田キャンパス全体として必要な

にさかのぼる。マスクをせずに15分以

対応を協議する。

上の会話をしたり、サークル活動を
行った場合。

②自宅待機の上，医学部保健学科教務担当（086-235-7984）へ連絡。
※連絡がつなかい場合，連絡がつくまで自宅待機を継続。

v

※受講する授業科目の担当教員に必ず連絡をとる。

①学科⻑と教務委員⻑が主体となり，対面講義と

対面実施科目のオンライン変更

講義室使用継続の可否を検討。変更内容を学務課

公欠学生へのオンラインでの学修機

と教員に速やかに周知連絡。

会の提供などのサポート

②学生からの連絡を受け，聞き取り調査を行う。

②学科⻑と該当専攻⻑が主体となり，実習，実

オンラインなどでの実施方法の検討

学科⻑・該当専攻⻑・教務委員⻑・学生生活委員

験，演習，研究の継続の可否をを検討。該当専攻

開講時期の変更の検討

⻑・該当チューター教員に連絡。チューター教員

⻑は学務，チューター教員や担当教員に速やか

公欠学生への学修機会の提供などの

からの情報も収集。消毒などの対応を実施。

に，対応方針を周知連絡。

サポート

①学生からの連絡を受け，安全衛生部，保健管理
センター，総務課⻑，鹿田コロナ対策室に連絡。

★
③「接触者」は保健所あるいは大学が
判断する。大学の調査は、発症当日を
1日目として過去5日間まで。一緒に食
③保健所の指示に従い，隔離や入院

③自宅待機の上，保健所の指示に従

等の加療。

い，PCR検査（行政検査）を受け

保健所及び大学からの聞き取り調査

る。保健所及び大学からの聞き取り

への回答。

調査への回答。

事、バスや車で移動、サークル活動、
実習を行ったなどが接触者の基準。保
健所からPCR検査（行政検査）につい
て指示があれば、教務担当へ連絡。鹿
田では、保健所からの指示がなくて
も、大学からPCR検査の指示がでるこ
とがある。保健所及び大学からの聞き
取り調査への回答。

③学生からの連絡を受け，安全衛生部，保健管理
④医学部保健学科教務担当へ連絡。（086-235-7984）

センター，鹿田コロナ対策室，学科⻑・該当専攻

学生は保健所からの指示をすべて医学部保健学科教務担当に伝える。

⻑・該当チューター教員・教務委員⻑，学生生活
委員⻑に連絡。

⑤10日間の自宅待機。
医学部保健学科教務担当に48時間症

⑤PCR検査の結果が「陽性」の場合

状がないことを報告し，登校の許可

は「陽性」のフローチャートに従

を得る。

う。「陰性」の場合であっても，最

隔離解除後，保健所の指示に従い，

終接触から7日間は自宅待機。隔離

健康観察を継続。

解除後は基本的感染対策（マスク着

隔離解除後は基本的感染対策（マス

用・手指衛生）を徹底しながら登校

ク着用・手指衛生）を徹底しながら

可能。

登校可能。

⑤PCR検査をうけ、「陽性」の場合は

★：感染者急増により、PCR検査が早急に受け

「陽性」のフローチャートに従う。

られず、実習等の継続に支障の出る場合は、保健

「陰性」となり、問題ないと言われた

学科検査技術科学専攻

（保健所からPCR検査を2回受けるよ

チューター教員が連絡し、PCR検査を依頼す

う指示された場合は、2回目の結果）

る。PCRの結果については佐藤研究室から

場合は，医学部保健学科教務担当に検

チューター教員へ連絡し、チューター教員から学

査結果を知らせ，登校の許可を得る。

生本人へ連絡する。学生から医学部保健学科教務

7日間の健康観察（検温、健康状態の

担当に連絡する。「陰性」の場合は、体調に留意

観察/記録等）が課せられる。場合に

して、通常の生活（新しい生活様式）に戻り、7

よっては7日間の自宅待機となること

日間の体温記録を行う。症状が出ればPCR検査

がある。症状が出ればPCR検査を受け

を受ける。「陽性」の場合は、「陽性」のフロー

る。

チャートに従う。

退院，登校可能日を連絡する。
（086-235-7984）
※学生は保健所からの指示をすべて医学
部保健学科教務担当に伝える。

検査結果を知らせ，登校許可を得
る。
（登校可能日について，保健所の指示が
あった場合は，医学部保健学科教務担当
に伝える。）（086-235-7984）

④学生からの連絡を受け，安全衛生部，保健管理
センター，鹿田コロナ対策室，学科⻑，該当専攻
⻑，該当チューター教員に連絡。

※学生は保健所からの指示をすべて医学
部保健学科教務担当に伝える。

⑦隔離解除後，医学部保健学科教務担当にて公欠の手続きを行う。

⑧基本的感染対策（マスク着用・手指衛生）の徹底,健康観察の継続。

※大学のヒアリング調査では，接触者，最終接触日，接触時の状態（マスクの有無等）,自身の体調等について調査しますので,準備しておいてください。

を協議・実施。チューター教員，学務と連携し，
学生・教員に必要事項を連絡。

チューター教員は，学生と継続的に
連絡を取り，入院中，自宅待機中の
体調に関する情報収集を行い、学務
に連絡。

佐藤教授（6896）に

⑥医学部保健学科教務担当へのPCR
⑥医学部保健学科教務担当へ入院，

③学科⻑と学生生活委員⻑が主体となり，対応策

⑤授業担当教員へ公欠届の送付。

チューター教員は，継続して情報を
収集するとともに，メンタル面のサ
ポートを行う

