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風邪症状がある、体調不良を感じる 

I have cold symptoms. I don’t feel well 

 

次の症状はありますか？ 
  Do you have any of these symptoms? 

 

      □強いだるさ    □激しい咳・呼吸困難 

          Strong lethargy    Bad cough/trouble breathing 

帰国者・接触者相談センターに連絡   

 

➡各地の連絡先 

Contact Japan Visitor Hotline (Japan National 

Tourism Organization) 

 

基礎疾患※がある、ないし高齢者、妊婦に該当しますか？ 
Have an underlying disease, elderly or pregnant 

In case of underlying disease*, elderly, or pregnant, 

YES 

         NO YES 

※基礎疾患：高血圧、糖尿病、心臓疾患、腎臓疾患、慢性呼吸器疾患、肝疾患、

悪性腫瘍など 
*Underlying diseases/conditions: high blood pressure, diabetes, heart disease, 

kidney disease, chronic respiratory disease, liver disease, malignant tumor etc. 
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症状が続いていますか？ 
Are symptoms persisting? 

すぐに相談   ※急を要する場合は救急車要請 

Consult immediately     In urgent cases, call an ambulance 

 

かかりつけ医などに 

電話で相談 
Consult local doctor etc. by 

telephone 

4日以上続けばとくに 
Particularly for 4 days or more 

YES 

2020.5.12 

         NO 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://www.japan.travel/en/plan/hotline/
https://www.japan.travel/en/plan/hotline/


 

 

 

 

風邪症状（発熱やせきなど）やだるさ 

がある場合は、 
登校・出勤しないでください 

Do NOT come to the university if you have cold 

symptoms (such as a fever or coughing) or lethargy 

 

神奈川大学 緊急対策本部 
Kanagawa University Emergency Response Taskforce 

体温計を用意して 
 

登校・出勤前に体温測定 

Take your temperature before leaving for university 

 
【登校・出勤可能の目安】 
解熱剤・風邪薬を使用せず、発熱、せき、だるさなどの

自覚症状がまったくなくなった状態が 

４８時間以上続いたとき 
 
 

Only come to university if you see that your symptoms such as fever, coughing and 

lethargy have all gone without aid of medication 

新型コロナウイルス感染症対策のために 

As a measure to prevent spread of COVID-19 
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2020 年 4 月 3 日  

（2020 年 5 月 12 日変更 ）  

 

新型コロナウイルス感染症関連 Q&A 

 

Q１：  新型コロナウイルスに感染すると、どのような症状がありますか。  

A１ :  軽い場合は、のどの痛み・軽い咳 ・鼻水 ・軽い熱 ・軽いだるさなどの普通の風邪症状が数

日間続きます。嗅覚異常 ・味覚異常が現れる場合もあります。5 名に 1 名ほど、発症後

数日で急に症状が悪化し、強いだるさや息苦しさなどが現れ、重症化することがありま

す。  

 

Q２：  感染を予防する方法について教えてください。  

A2: ①飛沫感染と接触感染により感染することがわかっているので、以下のことを心掛けて  

ください。  

➢  こまめな手洗い・アルコール消毒  

☞正しい手洗い（厚生労働省）  ☞アルコール消毒の方法 （国立感染症研究所 ）  

➢  不要の外出はせず、外出する場合は人混みの多い場所を避ける  

➢  触る必要のない物にはなるべく触らない  

※  公共の場 （不特定多数の方が利用する施設・乗り物 ）には原則として行かず、

行くときも手にウイルスがつかないように注意  

➢ 手で顔 ・口 ・鼻などを触らない  

➢ 具合が少しでも悪い人が外出する際には、マスク着用と☞咳エチケット（厚生労働省）を忘れずに  

②集団感染防止につとめてください。  

➢  大学に登校 ・出勤前に体温を測定してください。  

③風邪症状（発熱や咳など）やだるさがある場合は、大学には絶対に登校 ・出勤せず、外

出を控えてください。  

➢  集団感染の共通点は、「換気が悪く」「人が密に集まって過ごすような空間で」「人

が接触、近距離で会話・食事する」ような状態です。それらを確実に避ける行動を

とってください。  

参照 ：☞「3 つの密を避けましょう」（厚生労働省 ）  

 

Q ３ ： 【本人】 昨日から風邪症状（発熱やせきなど）やだるさがありますが、どうしたら良いでしょうか。 

A3：  ①大学には絶対に登校 ・出勤せず、外出を控えてください。  

②毎日体温を測定し、症状を含め「体調管理シート」に記録してください。  

③強い症状や持病がある場合は、以下のいずれかにすぐに電話にて相談してください。  

 ・都道府県が開設している「帰国者・接触者相談センター」☞各地の連絡先 （厚 生労働省 ）  

 ・かかりつけ医や近隣の医療機関  

④症状が続く場合は、保健管理センター（kenko-hoken@kanagawa-u.ac.jp）に

ご連絡ください。  
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https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593495.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
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Ｑ４： 同居している【家族】が風邪症状（発熱やせきなど）やだるさがあります。どうしたら良いでしょうか。 

A4：  同居の場合は、自分も感染しているかもしれません。下記の通りの対応を取ってください。  

①  大学には絶対に登校 ・出勤せず、外出を控えてください。  

☞家庭内でご注意いただきたいこと～8つのポイント～（厚生労働省） 

② 毎日体温を測定し、症状を含め「体調管理シート」に記載してください。  

③ 自分と同居の家族が、解熱剤 ・風邪薬を使用せず、発熱 、せき、だるさなどの自覚症状

がまったくなくなった状態が 48 時間以上続いたら登校・出勤は可能です。 

          

Q５：  風邪症状 （発熱やせきなど）が 4 日間以上続いています。どうしたら良いでしょうか。  

A５：  ①以下のいずれかにすぐに電話にて相談してください。  

 ・都道府県が開設している「帰国者・接触者相談センター」☞各地の連絡先 （厚 生労働省 ）  

 ・かかりつけ医や近隣の医療機関  

②保健管理センター（kenko-hoken@kanagawa-u.ac.jp）にご連絡ください。  

 

Q６：  持病があり、風邪症状（発熱やせきなど）やだるさがありますが、どうしたら良いでしょうか。  

A６：  ①高血圧、糖尿病、心臓疾患、腎臓疾患、慢性呼吸器疾患、肝臓疾患、悪性腫瘍など

の持病がある場合は、以下のいずれかにすぐに電話にて相談してください。  

 ・都道府県が開設している「帰国者・接触者相談センター」☞各地の連絡先 （厚 生労働省 ）  

 ・かかりつけ医や近隣の医療機関  

②保健管理センター（kenko-hoken@kanagawa-u.ac. jp）にご連絡ください。  

  

Q７：  新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者と判断されました。どうしたら良いでしょうか。  

A７：  ①保健所からの指示に従ってください。  

②以下の報告先に必ず報告してください。折返し保健管理センターより連絡します。 

・報告内容：1.氏名、2.教職員番号、3.所属、4.連絡先（携帯番号）、5.連絡までの経緯など 

 報告先 

教員 教職員コロナ報告窓口 (kyoshoku-covid19@kanagawa-u.ac.jp) 

職員 所属長、教職員コロナ報告窓口 (kyoshoku-covid19@kanagawa-u.ac.jp) 
 

③毎日体温を測定し、症状を含め記録をしてください。  

 

Q8：  新型コロナウイルス感染症と診断されました。どうしたら良いでしょうか。  

A８：  ①保健所からの指示に従ってください。  

②以下の報告先に必ず報告してください。折返し保健管理センターより連絡します。 

・報告内容：1.氏名、2.教職員番号、3.所属、4.連絡先（携帯番号）、5.連絡までの経緯など 

 報告先 

教員 教職員コロナ報告窓口 (kyoshoku-covid19@kanagawa-u.ac.jp) 

職員 所属長、教職員コロナ報告窓口 (kyoshoku-covid19@kanagawa-u.ac.jp) 
 

③毎日体温を測定し、症状を含め記録をしてください。  

以上  
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