令和４年１月４日
学生各位
宮崎大学長
新型コロナウイルス危機対策本部長
鮫 島

浩

１月６日（木）授業開始以降のオミクロン株感染拡大防止について
新たな変異株であるオミクロン株の感染が、世界各国で広がっており、今後、国内での感
染拡大も懸念されます。本学においても、オミクロン株による感染の再拡大を引き起こさな
いよう、引き続き、基本的な感染対策の徹底にご協力をお願いします。
本学における新型コロナウイルス感染対策は、１月４日に更新していますので、良くお読
みください。
１月６日（木）授業開始以降の留意点は下記のとおりです。
記
体調不良者について
発熱や風邪症状のほか、息苦しさ、倦怠感、味覚・臭覚異常などの症状があった場合に
は、所属の教務・学生担当係へ連絡の上、「チェックシート２」に体調を記録し、大学への
登校を控えてください。

陽性者となった場合、または濃厚接触者となった場合の対応について
令和２年７月３０日付で通知しました「新型コロナウイルス感染症発生時対応手順につい
て（木花キャンパス学生用）」及び「英語版」を改めて通知しますので、手順に添った行動
を確実にお願いします。
＊医学部の学生は、学部からの指示に従ってください。

＊県が指定する感染拡大地域・感染流行地域へ移動した場合の行動制限は、帰県翌日より
１週間は、対面による授業やゼミ、課外活動への参加は禁止となっていますので、注意して
ください。

①感染確認フロー

①新型コロナウイルス感染症への感染が確認された学生

所属する学部・研究科の教務・学生担当係
又は担当教員へ電話で連絡する。
教務・学生担当係
連絡先

学部名

COCOA 利用者
は「陽性情報の
登録」を行って
ください。

教務・学生担当係
連絡先

大学院研究科名

教 育 学 部

0985-58-2891

教育学研究科

0985-58-2890

医

学

部

0985-85-9243

看護学研究科

0985-85-9126

工

学

部

0985-58-2874

工学研究科

0985-58-7979

農

学

部

0985-58-3834

農学研究科

0985-58-7152

0985-58-7847

地域資源創成学研究科

0985-58-7847

医学獣医学総合研究科
農学工学総合研究科

0985-85-9126
0985-58-7870

地域資源創成学部

平日時間外や土日・祝日は

０９８５－５８－２８９４（木花キャンパス門衛所）

「感染時行動履歴確認書１（初動）
」の
質問に回答する。
〇大学では、症状の有無、キャンパスでの行動の概
要を聞いて、素早く、行動範囲の立ち入り禁止な
ど感染拡大阻止のための初動対策を行います。

「感染時行動履歴確認書２（詳細）
」の
質問にメール、電話等で回答する。
行動履歴の詳細の聞取りは、保健所等が行う場合がある。

時間外は、門衛
所から各所属の
教務・学生担当
へ連絡します。

プライバシーに
配慮し情報は取
り扱います。

プライバシーに
配慮し情報は取
り扱います。

〇提供いただいた情報をもとに行動範囲の消毒や
濃厚接触者の調査などを行います。濃厚接触者
は、保健所が決定します。

治療等は医療機関の指示に従うこと。
（医療機関への入院等により陰性となるまでの間、隔離される。
）

医療機関よる治癒等の診断により登校可
（退院後も、医療機関からの指示があれば、それに従う。）

登校前に所属の
教務・担当係へ
電話連絡を！

②濃厚接触フロー

②新型コロナウイルス感染者の濃厚接触と判定された学生
大学から連絡を受けた場合
（経過観察対象者）

保健所等外部機関から連絡を受けた場合

保健所からは濃厚接触者と指定
されてはいないが、本学として
一定期間、体調管理の経過観察
を求めることがあります。

所属する学部・研究科の教務・学生担当係
又は担当教員へ電話で連絡する。
学部名

教務・学生担当係
連絡先

教務・学生担当係
連絡先

大学院研究科名

教 育 学 部

0985-58-2891

教育学研究科

0985-58-2890

医

学

部

0985-85-9243

看護学研究科

0985-85-9126

工

学

部

0985-58-2874

工学研究科

0985-58-7979

農

学

部

0985-58-3834

農学研究科

0985-58-7152

0985-58-7847

地域資源創成学研究科
医学獣医学総合研究科
農学工学総合研究科

0985-58-7847
0985-85-9126
0985-58-7870

地域資源創成学部

平日時間外や土日・祝日は

0985-58-2894（木花キャンパス門衛所）

最後に接触した日から２週間は外出や人との接触を可能な限り控
える。「経過観察体調チェックシート１」により 2 週間健康観察
を行うこと。

体調に異常がな
ければ、遠隔授
業は受講し、対
面授業は特別欠
席となります。

〇やむを得ず外出する場合には、マスクを必ず着
用し、手指消毒の徹底、人との距離（２ｍ以上）
を保ち、会話や接触を避けてください。

保健所等から PCR 検査を受けるよう指示があ
った場合には、その指示に従うこと。
陰性
〇「陰性」と判定された場合も、
２週間の健康観察と外出の
自粛を継続してください。

COCOA 利用者
は「陽性情報の
登録」を行って
ください。

陽性
〇「陽性」と判定された場合は、
「①新型コロナウイルス感染
症への感染が確認された学生」
のフローに従ってください。

①感染確認フローへ

時間外は、門衛
所から各所属の
教務・学生担当
へ連絡します。

プライバシーに
配慮し情報は取
り扱います。

PCR 検査の結果は所属の教務・学生担当係
へ電話で連絡する。
２週間異常がなければ登校可
（健康状態に異常があった場合には、新型コロナウイルス感染症健康相談セ
ンター（0985-78-5670）へ電話で相談）

登校前に所属の
教務・担当係へ
電話連絡を！

③COCOA フロー

③新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」で
陽性者との接触の可能性の通知を受けた場合
「COCOA」の「陽性者との接触を確認する」を起動
接触の可能性の通知を受ける

接触者数や接触
した日付、人数
などが確認でき
ます。

所属する学部・研究科の教務・学生担当係又は担当教員へ
接触者数、接触日、症状の有無を電話で連絡する。
教務・学生担当係
連絡先

学部名

教務・学生担当係
連絡先

大学院研究科名

教 育 学 部

0985-58-2891

教育学研究科

0985-58-2890

医

学

部

0985-85-9243

看護学研究科

0985-85-9126

工

学

部

0985-58-2874

工学研究科

0985-58-7979

農

学

部

0985-58-3834

農学研究科

0985-58-7152

0985-58-7847

地域資源創成学研究科
医学獣医学総合研究科
農学工学総合研究科

0985-58-7847
0985-85-9126
0985-58-7870

地域資源創成学部

平日時間外や土日・祝日は

0985-58-2894（木花キャンパス門衛所）

COCOA アプリで症状の有無等について回答するか、「新型コロナウ
イルス感染症健康相談センター」に電話で相談する。

時間外は、門衛
所から各所属の
教務・学生担当
へ連絡します。

症状あり

症状なし

〇「症状あり」の場合には、
「新型コロナウイル
ス感染症健康相談センター」へ相談し、その
指示に従ってください。0985-78-5670

相談結果は、所
属の教務・学生
担当係へ連絡し
てください。

身近に感染者や感染が疑われる症状がある方
がいる場合や繁華街へ行ったり、会食等行った場合
該当しない
〇通知された接触した日から
２週間は「経過観察体調チェ
ックシート１」により健康観
察を行うこと。

該当
〇濃厚接触の可能性が高いので、「新型
コロナウイルス感染症健康相談セン
ター」へ相談し、その指示に従ってく
ださい。0985-78-5670

濃厚接触の可能性は低いので登校は可能
です。体調変化に気を付け、外出時はマ
スクを必ず着用し、手指消毒の徹底、人
との距離を保つようにしてください。

相談結果等を所属の
教務・学生担当係へ
電話で連絡してくだ
さい。

②濃厚接触フローへ

２週間異常がなければ「新しい生活様式」による通常の生活へ
（健康状態に異常があった場合には、新型コロナウイルス感染症健康相談セン
ター（0985-78-5670）へ電話で相談）

「感染時行動履歴確認書１（初動）」
宮崎大学におけるクラスター発生及び感染拡大を防止するため、濃厚接触者等の速やかな隔離とキャ
ンパス内の消毒等感染対策を実施したいので、感染時行動履歴の確認にご協力をお願いいたします。
提供いただいた情報は、新型コロナウイルス感染対策のため以外には使用しません。
１．氏名・所属等

氏名

学籍番号

学部・研究科

学科・専攻

学年

住居種

参加サーク
ル活動
連絡先
陽性確認日

自宅 ・ アパート ・ 寮

（複数加入している場合には全て記入）

携帯：
e-mail：
月
日

通学手段

徒歩

自家用車等

バス

JR

タクシー

※自家用車等には、自転車、バイクを含みます。
２．症状の有無
発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐
味覚・嗅覚異常などの症状はありますか。該当する方に〇を記入してください。
はい
いいえ
（「はい」の場合、症状が出た最初の日を記入してください：
月
日
）
３．行動履歴概要確認
発症前 2 日又は無症状で陽性確定前 3 日のいずれか早い日から隔離されるまでの間の行動につい
てお答えください。該当する方に〇を記入してください。

行動履歴概要

問 No
問１

「いいえ」の場合、問 6 からお答えください。
学生食堂で食事をしましたか。

問３

ニコカフェで食事をしましたか。

問４

所属学部・研究科の建物に入りましたか。

問６

いいえ

木花キャンパスに立ち入りしましたか。

問２

問５

はい

所属学部･研究科以外の建物に入りましたか。
「はい」の場合、その建物名
清武キャンパス（医学部等）に入りましたか。
「はい」の場合、その建物名
キャンパス内でマスクは着用していましたか。

問７
常時着用

屋内では常時着用

着用していない（時々着用を含む。）

４．感染に思い当たる行動はありませんか。ある場合には、状況を記入ください。

日時・場所
状

況

「感染時行動履歴確認書２（詳細）」
宮崎大学におけるクラスター発生及び感染拡大を防止するため、濃厚接触者等の速やかな隔離とキャ
ンパス内の消毒等感染対策を実施したいので、感染時行動履歴の確認にご協力をお願いいたします。
提供いただいた情報は、新型コロナウイルス感染対策のため以外には使用しません。
１．氏名・所属等（「感染時行動履歴確認書１」で確認済みの場合、省略可）

氏名

学籍番号

学部・研究科

学科・専攻

学年

住居種

参加サーク
ル活動
連絡先

自宅 ・ アパート ・ 寮

（複数加入している場合には全て記入）

携帯：
e-mail：

２．症状が出る２日前又は無症状で陽性が確認された日の３日前のいずれか早い日から隔離されるまで
の間の行動履歴を記入してください。

月日

発症２日
前又は陽
性確認３
日前

発症 1 日
前又は陽
性確認２
日前

発症日又
は陽性確
認１日前

月

月

月

時刻

日

日

日

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

場所

行動

濃厚接触者
（連絡先）

備考

発症１日
後又は陽
性確認日

発症 2 日
後

発症３日
後

※

月

月

月

日

日

日

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

：
～

：

必要に応じて表を追加してください。

※

濃厚接触者及び経過観察対象者について
本確認書において濃厚接触者及び経過観察対象者の範囲は、感染者と、症状が出る２日前又は無症
状で陽性が確認された３日前のいずれか早い日から隔離されるまでの間に次のいずれかに該当する
ことをした方とする。（濃厚接触者は、提供いただいた情報などを勘案し、保健所が判断する。）
１）感染学生と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者
２）同じテーブルで一緒に食事をした。
３）ドリンク等の回し飲みなど飲食物をシェアした。
４）感染者がマスクをせずに１５分以上１m 程度以内の距離にいた。
５）体が直接触れた、
（お互い服同士の場合を除く。）または接触（近接含む。）があるスポーツを一
緒にした。
６）その他、安全衛生保健センターが濃厚接触者（候補）と認めた場合。

※

経過観察対象者とは、濃厚接触者等に該当する者のうち、保健所からは濃厚接触者と指定されては
いないが、本学として一定期間、体調管理の経過を観察する必要があると判断された方とする。

① Follow up after
confirmed令和2年７月
infection日

①

Case where UoM student is confirmed to have COVID-19

Contact the academic or student affairs section. of your
faculty or your supervising professor by telephone

Faculty

For COCOA user:
Please register
‘Positive Request
Information’

Phone Number

Faculty of Education

０９８５－５８－２８９１

Faculty of Medicine
Faculty of Engineering

０９８５－８５－９２４３

Faculty of Agriculture
Faculty of Regional Innovation

Outside of
service hours, a
security guard

０９８５－５８－２８７４

will contact the

０９８５－５８－３８３４

staffs in charge

０９８５－５８－７８４７
See Attached Document for Graduates
After hours, Weekend and Holiday:０９８５－５８－２８９４
（Security Office Shuei-shitsu in Kibana Campus）

of academic
affairs, or
students
support

Fill in “Confirmation sheet 1: Actions at the time of
infection１（initial survey）”

Consider
Privacy
Information

〇 At the university, we will ask your physical
conditions and your action history in campus.

Fill in “Confirmation sheet 2: Actions at the time of
infection (detailed survey)” via email or telephone

Consider
Privacy
Information

(health center may also ask for details about your actions)

〇 Public Health Center gives you the
instructions for student with high-risk
contact

For treatment follow the instructions of the medical care provider
(patient will be quarantined at hospital etc. until no longer infected)
Please call the
staffs in charge
of academic
affairs or student
Student allowed to return to university once medical facility has confirmed he or
she is no longer infected (student should follow any guidance given by the medical
facility even after being released

support
before you go to
school

②Follow up on closecontact person
② Student determined to have been in close contact with a person
infected by COVID-19
Case where notified by a health-care facility or

Case where notified by UoM

other outside organization
Contact student affairs dept. of faculty or Student Affairs
Dept. by telephone
Phone Number

Faculty
Faculty of Education

０９８５－５８－２８９１

Faculty of Medicine
Faculty of Engineering

０９８５－８５－９２４３

Outside of service

０９８５－５８－２８７４

hours, a security

Faculty of Agriculture
Faculty of Regional Innovation

０９８５－５８－３８３４
０９８５－５８－７８４７

See Attached Document for Graduates

guard will contact
staff in charge of
academic affairs, or
student support

After hours, Weekend and Holiday:０９８５－５８－２８９４

（Security Office Shuei-shitsu in Kibana Campus）
Avoid going out or coming into contact with persons for two weeks from the last
day you were in contact with the infected persons. Self-monitor your physical
condition for two weeks using Health Check Sheet 1.
〇 When going out, be sure to wear a mask, wash and
sanitize your hands, keep a distance (2 m or more) with
people, and avoid conversations and contact.

If instructed by a health center etc. to take a PCR test, comply

If you feel OK,
please attend
remote lectures.
Please do not
attend in-person
classes. Your
absence will be
treated as
“Special
Absence”

with this request.
Postive

Negative
〇 Even if you are “negative ” ,

〇 If you are “positive, follow the

continue to monitor your physical

flow of “(1) Students who have

condition for 2 weeks and avoid

been confirmed to be infected

going out..

For COCOA
user: Please
register
‘Positive
Request
Information’

with COVID-19.

① Follow up after
confirmed infection

Consider
Privacy
Information

If instructed by a health center etc. to take a PCR test,
comply with this request.
Please call staff in
charge of academic

Inform the academic or student affairs section of your faculty
of the PCR test results.

affairs or students
support
before you go to

③Flow of COCOA
③ If you are notified by the COVID-19 contact confirmation app COCOA
of possibility of contact with an infected person
COCOA can
confirm the
number of person
who were in close
contact with
infected person
date of incident,
and so on

If you launch “confirm contact with infected person” function on
COCOA you will be notified if there is a possibility of such contact

Contact the academic or student affairs section of your faculty or you
supervising professor to explain how many people you came into
contact with, the dates of contact, and whether you have any
Phone Number

Faculty
Faculty of Education

０９８５－５８－２８９１

Faculty of Medicine
Faculty of Engineering

０９８５－８５－９２４３

Faculty of Agriculture

０９８５－５８－３８３４

Faculty of Regional Innovation

０９８５－５８－７８４７

０９８５－５８－２８７４

Outside of
service hours,
a security
guard will
contact staff
in charge of
academic
affairs or
students
support

See Attached Document for Graduates
After hours, Weekend and Holiday:０９８５－５８－２８９４
（Security Office Shuei-shitsu in Kibana Campus）
Consult with the COVID-19 consultation center to determine whether to answer questions on COCOA
about whether you have symptoms or not.

Has
Symptom

No Symptom

Please tell the result

〇For Student who has symptoms such as difficulty breathing, acute

of consultation to

weariness or tiredness (fatigue), or a fever, call “Advice Center for

staffs who is in

People Affected by COVID-19 (Available 24 Hours)and follow the

charge of academic

instructions. 0985-78-5670

affairs or students
support

If there is someone you are in contact with who was infected with COVID19 or has symptoms, or if you went out drinking or to a dinner party

Not
applicable
〇 Monitor your physical condition for
two weeks from notified date with
filling out “経過観察体調チェックシート
１”(kei-ka kan-satsu tai-cho check
sheet 1)

Applicable
〇You

have high possibility of being a close

contact.

Call “ Advice Center for People

Affected

by

COVID-19

(Available

24

Hours)and follow the instructions. 0985-

Please tell the result of

78-5670

consultation to staffs
who is in charge of
academic affairs or

You have low possibility of being a close contact.

You can

students support

attend classes. Be careful with your physical condition
changes, always wear a mask when you go out, wash and
sanitize your hands, and keep a distance from people.

②Follow up on closecontact person

If there are no abnormalities after 2 weeks, you can return to normal life accordance with the
“New Lifestyle” form Can return to university after two weeks if no abnormalities occur
（If some health abnormalities arise contact the COVID-19 consultation center at 0985-78-5670 for consultation）.

Graduates School(Research School) Phone Number
Faculty

Phone Number

Graduate School of Education

0985-58-2890

Graduate School of Nursing
Science
Graduate School of Engineering

0985-85-9126
0985-58-7979

Graduate School of Agriculture

0985-58-7152

Graduate School of Regional
Innovation
Interdisciplinary Graduate School
of Medicine and Veterinary
Medicine
Interdisciplinary Graduate School
of Agriculture and Engineering

0985-58-7847
0985-85-9126
0985-58-7870

