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はじめに 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）については、世界中で今なお

猛威を奮っており、令和５年３月現在、世界全体で約６億７千万人（死

者は約 600万人）、日本国内では約３千３百万人（死者は約７万３千人）

を超える感染者が確認され、いまだ終息が見えていない。 

いわゆる with コロナ時代において、大学はその目的及び使命を果た

すため、学内における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した

上で持続的に教育・研究・社会貢献の諸活動に取り組む必要がある。学

生及び教職員の安全・安心の観点から、本学としてマニュアルを策定す

るものである。 

１．本マニュアルについて 

 本マニュアルにおいて、当該感染症に対する本学としての活動指針

を段階別に示すことに加えて、本学の学生及び教職員個人が、当該感染

症に感染しないように、また、第三者に感染させないようにするために

心掛けるべき行動、さらには、万が一当該感染症に罹患した場合やその

疑いがあるときにとるべき対応などを示すこととする。今後、大学全体

として当該感染症の予防及び蔓延阻止に向けてとるべき行動は、政府

の方針のほか、本マニュアルによるものする。 

※内閣官房ホームページより抜粋
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  なお、本マニュアルに定められていない事項については、随時対策を

決定し、周知することとする。 

  また、今後の社会情勢の変化等によって、適宜、本マニュアルを改訂

する。 

 

２．新型コロナウイルス感染症について 
 

 ２－１ 新型コロナウイルス感染症の基本的な症状 

   

新型コロナウイルス感染症は、発熱やのどの痛み、咳が長引くこ

と（１週間前後）が多く、味覚・嗅覚異常、強いだるさ（倦怠感）

を訴える方が多いことが特徴とされている。 

また、感染しても症状が出ない場合や症状が出るまでの潜伏期

間にばらつきがあり、症状が出る前から他の人に感染するほか、症

状が出ない場合でも他の人に感染することがある。軽症で治る例

も多いが、季節性インフルエンザと比べ、特に高齢者や基礎疾患の

ある方は重症化するリスクが高く、死亡例も確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２－２ 新型コロナウイルス感染症の感染ルート 

   

新型コロナウイルスは、主たる感染経路として考えられてきた

飛沫感染及び接触感染に加えて、マイクロ飛沫感染（微細な飛沫粒

子が換気の悪い密室等において空気中を漂い、少し離れた距離や

長い時間において感染が起こる感染経路）が世界的にも重要と認

※厚生労働省ホームページより抜粋 

4



 
 

識されており、大声や閉鎖した空間・近距離での多人数の会話等に

は注意が必要とされている。 

また、接触感染や飛沫感染の具体例として、ドアノブやタッチパ

ネルに触った手指や、飲み会でウイルスが付いた食べ物を通じて

感染する可能性も指摘されている。その一方で、屋外を歩いたり、

感染対策のとられている店舗での買い物や食事、十分に換気され

た電車での通勤・通学でマイクロ飛沫感染が起きる可能性は限定

的と考えられている。 

当該感染症の伝播は、主にクラスターを介して拡大することか

ら、クラスター連鎖をしっかり抑えることが必須とされており、こ

れまでのクラスター分析で得られた知見から、特に、感染リスクが

高まる「５つの場面」（①飲食を伴う懇親会等、②大人数や長時間

におよぶ飲食、③マスクなしでの会話、④狭い空間での共同生活、

⑤居場所の切り替わり）に留意するとともに、特に飲酒を伴う会食

においてクラスターの発生が多く見られていることから、「感染リ

スクを下げながら会食を楽しむ工夫」の実践が必要とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれにせよ、「３密」（換気の悪い密閉空間・多数が集まる密集

場所・間近で会話や発声をする密接場面）や至近距離で大声を上げ

る環境の回避（「ゼロ密」を目指す）、こまめな換気等を徹底する。

また、外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石

※内閣官房ホームページより抜粋 
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けんやアルコール消毒液等による手洗いを心掛ける。 
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 ２－３ 新型コロナウイルス感染症に関する検査 

   

新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR検査、

抗原定量検査、抗原定性検査等がある。 

新型コロナウイルスの検査は、発熱や咳などの症状がある方や、

感染者の濃厚接触者であれば、保健所や医療機関において、自己負

担なしで検査を受けることができる（行政検査）。一方で、例えば、

仕事で海外に行く場合や、コンサートなどのイベントへの参加な

ど社会経済活動を行うために希望する方については、無症状であ

っても、検査費用を自己負担することで検査を受けることができ

る（自費検査、自治体による PCR等検査無料化事業により、無料で

受検できる場合もある）。 

自費検査には、主に、医師による診察が行われ診断がなされる場

合と、検査を行い結果が通知されるのみで医師の診断を伴わない

場合の、２つの場合がある。医師による診察の結果、新型コロナウ

イルス感染症と診断された場合には、保健所による治療療養場所

の調整や濃厚接触者の特定等を受けることができるが、医師の診

断が無い場合、このような対応につながらないことから、医療機関

※内閣官房ホームページより抜粋 
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又は提携医療機関をもつ検査機関で検査を受けることが推奨され

ている。このため、自費検査を希望する場合は、検査機関を選択し、

検査を受ける際に留意すべき事項（厚生労働省ウェブサイト 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000012143

1_00199.html）を確認のうえ、検査機関についての十分な情報をも

とに、自分にあった検査機関を選ぶこと。また、検査を受けた後も、

感染予防に努める注意が必要であることに留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
３．新型コロナウイルス感染症に対する活動指針

について 
 

 ３－１ 一橋大学における活動指針 

   

    本学における当該感染症拡大防止のため、当該感染症の感染状

況などに応じた、授業、研究活動、業務体制、学生の課外活動など

の活動指針をレベルごとに策定した。「０」を通常として、全５段

階に分けて構成している。 

※医学検査研究所ホームページより抜粋 
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レベル判定については、「新たなレベル分類の考え方」（新型コロ

ナウイルス感染症対策分科会（令和３年 11 月８日））で示された

指標に基づき各自治体が定める指標をはじめ、学内における感染

状況や社会情勢等も勘案したうえで総合的に判断して決定する。 

 

  

 

 

３－２ 活動指針に沿った本学の対応 

   

    当該感染症の状況などに応じて速やかにレベルを決定し、本学

ウェブサイト、CELS、manaba 又は HWP において通知するので、本

学学生及び教職員は、適時、最新情報を確認すること。 

※東京都ホームページより抜粋 
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    また、各レベルに応じた対応を行うにあたり、特に事務室等にお

ける「３密」を避けるため、こまめな換気を心掛けつつ、事務室内

において職員間の距離を拡幅するなどにより一定距離を確保し、

スペースに余裕がない場合は、事務机間にアクリルパーテーショ

ンを設置する、もしくは、会議室等を活用して事務室を分散するな

どの工夫を行う。 

さらに、本学学生及び教職員の安全確保の観点から、学生が授

業等のために来校する場合や教職員が研究や事務事業等のために

出勤等する場合には、大学として、教室や事務室等に手指消毒液

を配布する。 

    このほか、当該感染症への感染リスク低減又は当該感染症拡大

防止を図るため、管理監督者の判断のもと、時差出勤またはテレ

ワークによる勤務を推奨するものとする。なお、その際、勤務管

理を適切に行うこと。 
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 ３－３ 授業の在り方 

   

    文部科学省は、感染対策をより慎重に講じた上で、面接授業と遠

隔授業を効果的に活用した質の高い学修機会を確保すること、す

なわち、感染防止の徹底と学修機会の確保の両立を求めている。 

    特例的な措置として認められる遠隔授業等は、当該感染症の感

染拡大により、本来授業計画において面接授業の実施を予定して

いた授業科目に係る授業を予定通り実施することが困難で、十分

な感染症対策を講じても面接授業を実施することが困難である場

合に限り実施可能であることに留意しなければならない。 

面接授業にあたっては、３つの条件（換気の悪い密閉空間、多く

の人が密集、近距離による会話や発話）が重なることを徹底的に回

避する対策が不可欠であり、万全の感染症対策を講じ、衛生環境の

整備に特に留意が必要とされている。授業の開始時間の変更や分

散実施等の通勤時間帯の回避による感染リスクの低減や、大学構

内に不特定多数の者が出入りしないように配慮し、施設出入口に

消毒液を設置するなど構内の衛生管理の徹底が求められている。 

さらに、面接授業の実施・不実施にかかわらず、在籍学生及び

教職員に対し、夜間も含め、３つの条件が同時に重なるような場

所に行くなど、感染拡大のリスクを高める行動をしないよう、正

確な情報提供と適切な注意喚起を行うこととされている。 

面接授業を実施する際には、これらの点に留意が必要である。 

 

 

 ３－４ 学生の課外活動の在り方 

   

    大学等については、授業そのものよりは、いわゆる飲み会や寮生

活、課外活動等における感染事案が多く発生している。そのため、

大学等における部活動・サークル活動等については、当該感染症拡

大防止の観点からは引き続き慎重な取り扱いが求められている。 

本学において課外活動を行う場合には、「各団体独自のガイドラ

イン」、「課外活動の活動条件」を遵守し、「三つの密」や至近距離

で大声を上げる環境の回避、及びこまめな換気、消毒、手洗いの徹

底など、基本的な感染症対策の継続が重要となる。 

また、夏場など熱中症の発生リスクが高まっている時期におい

ては十分な休息をとることもあわせて、顧問の教員の指導の下、安

全な課外活動を行うよう努めることも重要である。 
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４．新型コロナウイルス感染症を予防又は感染拡

大しないようにするための行動指針について 
 

 ４－１ 国が推奨している行動指針 

   

    新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した新型コロナウイ

ルス感染症対策の基本的対処方針（令和３年 11月 29 日（令和５

年２月 10 日変更））においては、新型コロナウイルス感染症の感

染経路は、せき、くしゃみ、会話等のときに排出される飛沫やエア

ロゾルの吸入、接触感染等と考えられていることから、基本的な感

染対策が重要であるとされている。 

    基本的な感染対策とは、「三つの密」（①密閉空間（換気の悪い密

閉空間である）、②密集場所（多くの人が密集している）、③密接場

面（互いに手を伸ばしたら手が届く距離での会話や発声が行われ

る）という３つの条件をいう。以下同じ。）の回避、「人と人との距

離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等を

いう。 

    このうち、「マスクの着用」の考え方については、令和５年３月

13 日より、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委

※日本気象協会ホームページより抜粋 
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ねることを基本とされ、これを踏まえ、「令和５年４月１日以降の

大学等におけるマスク着用の考え方の見直しと学修者本位の授業

の実施等について（周知）」（文部科学省高等教育局高等教育企画課

事務連絡 令和５年３月 17日）において、令和５年４月１日以降

の大学等におけるマスク着用の取扱い等については、下記の対応

が主に示されている。 

 

・ 学生及び教職員については、教育研究活動の実施に当たって、

マスクの着用を求めないことを基本とすること。 

 

・ ただし、通学時に通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスを利

用する場合や、学修活動等において医療機関や高齢者施設等を

訪問する場合など、マスクの着用が推奨される場面においては、

学生及び教職員についても、着用が推奨されること。 

 

・ 基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マ

スクの着用を希望する場合や、健康上の理由によりマスクを着

用できない場合もあることなどから、学生及び教職員に対して

マスクの着脱を強いることのないようにすること。学生の間で

もマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に対

応すること。 

 

・ 新型コロナウイルス感染症に限らず、季節性インフルエンザ

等も含め、感染症が流行している場合などには、教職員がマス

クを着用する又は学生にマスクの着用を促すことも考えられ

るが、そういった場合においても、マスクの着用を強いること

のないようにすること。 

 

・ 咳やくしゃみの際には、咳エチケットを行うことに留意する

こと。 

 

・ 入学式等の式典や行事においても、学生・教職員・来賓・保

護者等にマスクの着用を求めないことを基本とすること。 

 

・ 「マスク着用の考え方の見直し等について」においては、「・・・

基本的な感染対策は重要であり、引き続き、「三つの密」の回

避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」
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等の励行をお願いする。」とされているところであり、大学等

においても、引き続き、効果的な換気の実施など基本的な感染

症対策を適切に講じること。 
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４－２ 都が推奨している行動指針 
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 ４－３ 本学が推奨する行動指針 

   

    当該感染症を各自で予防することに加え、自分が感染している

可能性があることを意識した行動を心掛けることによって感染拡

大しないために、国及び都の方針を参考として、本学が推奨する行

動指針を以下のとおりとする。 

 

①マスクの着用は、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に

委ね、マスクの着脱を強いることのないようにすること。 

②通学時に通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスを利用する場

合や、学修活動等において医療機関や高齢者施設等を訪問する

場合など、マスクの着用が推奨される場面においては、着用に

ついて適切に対応すること。 

③毎朝の体温測定など健康チェックを怠らず、発熱等体調に異変

がある場合は無理せず自宅で療養すること 

④手洗いなどによる咳エチケットを徹底すること（マスク着用の

際には熱中症に気を付けること） 

⑤執務室や会議室等においてはこまめに換気を行うこと 

⑥人と人との距離の確保を保つこと 

⑦「三つの密」を回避すること 

   

飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなし

での会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わりといった場

面では感染が起きやすいので、引き続き注意すること。 

新型コロナウイルス感染症は、３密（密閉・密集・密接）や混雑、

大声を出すような場面などの環境で感染リスクが高まります。 

 

※東京都ホームページより抜粋 ※厚生労働省ホームページより抜粋 
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なお、基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、

マスクの着用を希望する場合や、健康上の理由によりマスクを着用

できない場合もあることなどから、学生及び教職員に対してマスク

の着脱を強いることのないようにすること。学生の間でもマスクの

着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に対応すること。 

 
 
 
５．新型コロナウイルス感染症の症状、又は疑わ

しい症状が出た場合の対応について 
 

 ５－１ 医療機関等に相談する目安 

   

発熱等の症状がある場合や、民間検査機関等で陽性と判定され

医師の診断が必要な場合には、まずはかかりつけ医等の身近な医

療機関に直接電話相談し、医療機関を受診すること。例えば、冬に

は、季節性インフルエンザ等、発熱や咳を起こす感染症が流行しや

すくなるが、こうした感染症と新型コロナウイルス感染症の症状

は非常に似ており、同時に２つ以上のウイルスに感染する場合も

ある。「筋肉痛があるからコロナではない」等の自己判断は控え、

医療機関を受診することが大切である。 

なお、医療機関に迷う場合には、「受診・相談センター」（自治体

によって名称が違うので注意。東京都の場合は「東京都発熱相談セ

ンター」。）に相談すること。 
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５－２ 感染又は感染の疑いがある場合の対応 

   

医療機関や「受診・相談センター」に相談した結果、医療機関の

受診が必要であると判断された場合には、指示に従って医療機関

を受診することとなる。その際の PCR 検査において陽性判定が出

た場合には、指定医療機関に入院又は自宅等療養となる。 

万が一、本学学生及び教職員において PCR 検査で陽性となった

場合には、別添フローチャートに基づき、速やかに報告をし、治療

に専念して完治するまで来校しないこと。また、当該検査対象には

ならなかったが、発熱等の症状が改善しない場合など感染の疑い

がある場合や濃厚接触者に特定された場合には、その旨同フロー

チャートに基づいて報告をし、報告先である保健センター又は所

属部局と相談の上、一定期間自宅待機し、健康管理表などを活用し

て経過観察を行う。 

各部局においては、学生及び教職員から当該感染症に感染した

等の報告があった場合には、同フローチャートに基づいて、速やか

に危機管理室長に報告するものとする。必要に応じて、学長に報告

※東京都ホームページより抜粋 
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し、場合によっては危機対策本部の設置を検討する。 

感染者及び濃厚接触者情報は、個人情報保護法及び個人情報保

護規則等に基づいて慎重に取り扱うこととし、２次感染防止や事

業活動の継続のため、可及的速やかに、必要最小限の情報を学内及

び学外に提供する。なお、その際、感染者及び濃厚接触者本人の同

意を得ることを原則とするが、場合によっては同意なしで情報提

供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－３ 感染が特定された場合の対応 

   

本学学生及び教職員が当該感染症に感染したことが特定された

場合には、保健所の指示に従い、可及的速やかに、濃厚接触者及び

消毒が必要な箇所を特定する。 

濃厚接触者とは、新型コロナウイルス感染症に感染した者と、当

該感染者の発症２日前から必要な感染予防策をしないで手で触れ
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ること、または対面でお互いに手を伸ばしたら届く距離（１ｍ程度）

で 15分以上接触があった者を指すとされている。 

濃厚接触者の特定を迅速に行うため、事務職員は、特に学内にお

いて濃厚接触に該当する対応等をした場合には、行動記録表を作

成することとする。 

また、感染者の報告内容及び行動記録表等から、消毒が必要な箇

所（教室、執務室、廊下、エレベーター等）を特定して、保健所の

指示に従い、可及的速やかに専門業者による消毒を行う。 

先述のとおり、当該感染症の感染が特定された本学学生及び教

職員は、入院又は自宅等療養となる。療養又は自宅等待機期間につ

いても、保健センター又は所属部局に感染等の報告を行う際に、併

せて報告すること。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

５－４ 濃厚接触者として特定された場合の対応 

   

保健所等から濃厚接触者に特定された又は陽性者から濃厚接触

者に該当する旨の連絡があった場合、指示に従って PCR 検査を受

診又は自宅待機することとし、同フローチャートに準じて、保健セ

ンター又は所属部局にその旨報告すること。 

自宅待機中は健康管理表等を活用した経過観察を行うこととし、

症状が出た場合には、速やかに、「受診・相談センター」等に連絡

し、その結果について、保健センター又は所属部局にその旨報告す

ること。 

なお、濃厚接触者として特定された者の濃厚接触者（いわゆる

「第二次濃厚接触者」）については、自覚症状がない限り、登校又

は出勤しても差し支えないが、少しでも体調に異変を感じた場合
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は自宅待機（健康管理表等を活用した経過観察を実施）とし、保健

センター又は所属部局にその旨報告することとする。 

 

 ５－５ 海外から入国した場合の対応 

 

    外国人の入国については、令和４年 10 月 11 日以降の水際措置

の見直しが行われ、全ての外国人の新規入国について、日本国内に

所在する受入責任者による入国者健康確認システム（ERFS）におけ

る申請を求めないこととなることに加えて、外国人観光客の入国

について、パッケージツアーに限定する措置も解除されるなど、一

定の条件の下、外国人の新規入国制限の緩和措置が実施されるこ

ととなった。 

    ただし、これらの措置については、当該感染症の状況により日々

更新されている。入国を予定している場合、必要となる最新の情報

を取得する必要があることから、本学担当者と連絡を密に取り合

うとともに、外務省又は厚生労働省のウェブサイトで最新情報を

必ずチェックすること。 

 

 

６．本人以外の身近な人が感染、または感染の疑
いがある場合の対応について 

 

    家族又は同居人が感染又は感染の疑いがある場合においては、

登校又は出勤するかどうかについて、同フローチャートに準じて、

保健センター又は所属部局に相談し（対応については、「５－４ 

濃厚接触者として特定された場合の対応」を参照のこと。）、日本環

境感染学会が示している以下の８つの項目に特に気を付けて、感

染リスク低減に努める。 

①感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける 

②感染者の世話は、できるだけ限られた方（一人）にする 

③できるだけ全員が不織布マスクを使用する 

④小まめにうがい・手洗いをする 

⑤日中はできるだけ換気をする。 

⑥取っ手、ノブなどの共用する部分を消毒する 

⑦汚れたリネン、衣服を洗濯する 

⑧ゴミは密閉して捨てる 

    また、当該感染症に関連して、感染者及び濃厚接触者、医療従事
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者等に対する誤解や偏見に基づく差別は許されません。公的機関

の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新型コロナウイルス感染症関連情報】 

 

首相官邸「新型コロナウイルス感染症対策について」   

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

 

文部科学省「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html 

 

外務省「海外安全ホームページ」 

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

 外務省「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html 

 

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

厚生労働省「新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター」   

※人権教育啓発推進センターホームページより抜粋 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html 

 

法務省「外国人生活支援ポータルサイト」 

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 

 

 東京都「新型コロナウイルス感染症対策サイト」 

  https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/ 

 

 

  

※内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策室ホームページより抜粋 
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2022.11.1改訂

授業 研究活動 業務体制 会議等 入構・門扉 学生の課外活動 出張等

0 制限なし 制限なし。 制限なし。 制限なし。 制限なし。 制限なし。 制限なし。 制限なし。

1 一部制限
感染防止に最大限配慮したうえ
で、原則として対面授業とする。

感染拡大防止に最大限配慮し
たうえで、大学内における研究
活動を可とする。

感染拡大防止に最大限配慮し
たうえで、通常通りの勤務とす
る。

オンライン会議を活用することと
し、対面で会議を行う際には、感
染拡大防止に最大限配慮する。

感染拡大防止に最大限配慮し
たうえで、入構を可とする。

感染拡大防止に最大限配慮し
ていると認められた課外活動に
限る。

出張等を行う場合は、必要性を
十分勘案し、感染症対策を徹底
する。ただし、海外の流行地域
への出張等を自粛するように要
請する。

2 制限（小） 同上 同上

可能な限りの時差出勤、限定的
なテレワークを活用し、職員間
の距離を拡幅するなど、より一
層の感染拡大防止策を講じたう
えで業務を実施する。

同上

感染拡大防止に最大限配慮し
たうえで、入構を可とする。ただ
し、感染状況により、門扉は閉
門し、入構の際に身分証を確認
するとともに、大学関係者以外
の入構については、本学の業務
上入構が必要であり、感染拡大
防止に最大限配慮されている場
合とする。

感染拡大防止に最大限配慮し
ていると認められた課外活動に
限る。会食、宿泊等の濃厚接触
を伴うイベント、活動等は原則と
して禁止する。

流行地域が目的地又は出発地
となる出張等を自粛するように
要請する。

3 制限（中）

対面授業とオンライン授業を組
み合わせて実施。対面の場合
は、感染拡大防止に最大限配
慮する。

大学内における研究活動ととも
に、在宅による研究も活用す
る。集合形式によるセミナーなど
の実施を禁止する。

同上。
原則として、オンライン会議のみ
実施。

門扉は閉門し、入構の際に身分
証を確認する。大学関係者以外
の入構については、本学の業務
上入構が必要であり、感染拡大
防止に最大限配慮されている場
合とする。

原則として、全面禁止とする。

流行地域が目的地又は出発地
となる不要不急の出張等を原則
禁止し、部局長の判断により許
可する場合のみ例外として認め
る。

4 制限（大）

原則としてオンライン授業とし、
ゼミなど必要最小限において対
面授業の実施を可とする。対面
の場合は、感染拡大防止に最
大限配慮する。

在宅での研究を原則とし、大学
内で行う研究活動は緊急を要す
る場合のみとする。

大学運営に支障のない範囲に
おいてテレワークを活用して出
勤人数を減らし、業務の効率化
やローテーション体制なども併
用して業務を継続する。

オンライン会議のみ実施。

大学関係者以外の入構を禁止
するとともに、学生・教職員の不
要不急の入構を原則禁止する。
門扉は閉門し、必要かつ緊急を
要する場合のみ身分証を提示し
て入構することとする。

全面禁止とする。
流行地域が目的地又は出発地
となる不要不急の出張等を原則
禁止する。

5 原則停止

オンライン授業のみ実施する。
ただし、教員が大学内からオン
ライン授業を行うことは禁止す
る。

原則、大学内で行うすべての研
究活動を停止する。ただし、部
局長の判断により緊急性の高い
場合のみ例外的に出勤を許可
し、守衛所でのチェックを受けて
から入構することとする。

原則、出勤停止とし、テレワーク
に切り替える。ただし、管理監督
者の判断により緊急性の高い場
合のみ例外的に出勤を許可し、
守衛所でのチェックを受けてか
ら入構することとする。

オンライン会議のみ実施。ただ
し、大学内からオンライン会議を
行うことは禁止する。

門扉は閉門し、緊急性の高い業
務・研究に限り、守衛所におい
てチェックをして、入構を許可す
る。

同上。 原則禁止とする。

※千代田キャンパスについては、門扉の取扱いは学術総合センターの判断によることとする。

※上記内容は今後の社会情勢の変化等により、予告なく変更する場合がある。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための一橋大学の活動指針

レベル
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本学学生及び教職員が新型コロナウイルスに
罹患等した場合のフローチャート

＜報告の流れ＞ ※医師から来校可能と診断された旨の報告についても同様に取り扱う。
①陽性診断又は罹患の疑いがある場合、学生は電話にて保健センターに、教職員は電話又はメールにて所属
部局の事務部（総務担当）に報告
（報告事項：氏名、症状経過、渡航歴、本学関係者との接触状況（症状が出る２日前から）、入構状況等）

②保健センター及び所属部局の事務部（総務担当）は、報告内容について、それぞれ学生支援課及び人事課に
速やかに報告

③学生支援課及び人事課は、報告内容について総務課（危機管理室）に速やかに報告
④総務課（危機管理室）は、遅滞なく担当理事（危機管理室長）に報告
⑤危機管理室長は、遅滞なく学長に報告（場合により、危機対策本部を設置）
⑥総務課（危機管理室）は、罹患者の発生について、本学ウェブサイトへの掲載、
場合によっては報道各社にプレスリリース ※罹患の疑いがある者のみの場合は除く。

＜危機管理室としての対応＞
①報告内容に基づき、濃厚接触者及び消毒が必要な箇所を特定
②濃厚接触者として特定された学生及び教職員に対して、保健所の指定する期間、自宅待機を要請
（自宅待機中は健康管理表等を活用して経過観察を行い、症状が出た場合は、速やかにかかりつけ医や保健所、
各自治体の相談窓口（東京都の例：自宅療養者フォローアップセンター）等に連絡するよう促す）

③授業及び事務業務の継続について検討し、本学の対応方針を決定するとともに学内（ＣＥＬＳ及びＨＷＰ等）及び
学外（ウェブサイト等）に周知
④保健所の指示に従い、消毒が必要な教室、執務室、廊下、エレベーター等の消毒を業者に依頼
（消毒する日については立ち入りを禁止し、場合によっては授業や事務業務を停止）

⑤事務業務停止としていた場合は、業務再開日を設定し、関係者に連絡

罹
患
の
疑
い

PCR検査で陽性と診断された者又は罹患の疑いがある者

※
（一定期間、業務等停止を連絡）

消毒必要箇所で勤務等する者

濃厚接触者

保健センター

学生支援課

所属部局

人事課

総務課
（危機管理室）

学生支援課 or 人事課

（自宅待機を要請）

消毒業者

※別教室又はオンラインによる授業、別室勤務は可能とし、消毒のために
必要な期間経過後に教室使用又は業務を再開するよう指示。

広報室

（対外的に公表）

（学生） （教職員）

＜咳・発熱・味覚障害等の症状がある場合は、かかりつけ医や各自治体の新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口に事前相談を行い、
医療機関受診＞

※保健所の指示に従う

※PCR検査陽性の場合、指定医療機関に入院。その後、ウイルス検査で２回陰性が出れば退院。医師から来校可能と診断
された場合はその旨を報告すること。なお、罹患の疑いがある者は、自主的に休養を取るように呼びかけ。

担当理事
（危機管理室長）

学長

所属部局

陽
性
診
断
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