明海大学浦安キャンパス保健管理センター

2020 年 9 月 3 日更新

新型コロナウイルス感染症 対応フローチャート
以下は、厚生労働省の「受診・相談の目安」を参考に作成していますが、国の指針も刻々と変化しています。
ご自身でも最新の情報を入手するように努めてください。
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発熱、 咳、 のどの痛み 等
風邪症状がある

≪強い症状≫
強いだるさ、 息苦しさ、 高熱 等

症状はないものの体調が不安

一般電話相談窓口に相談する

≪軽い症状≫
４日以上（目安）続く風邪症状

■ 東京都：0570-550-571
（9 時～22 時）
■ 千葉県：0570-200-613
（24 時間対応）
■ 埼玉県：0570-783-770
（24 時間対応）
■ その他の都道府県の
電話相談窓口

直ぐに連絡

帰国者接触者相談センター または かかりつけ医に電話し指示に従う
■ 帰国者接触者相談センター
※居住地のセンターに相談してください

■ 電話診療（オンライン診療）
対応医療機関リスト
※かかりつけ医をお持ちでない方は下記の QR コード
より最寄りの医療機関に相談してください

■ 明海大学 保健管理センター
047-355-5128
（平日 9 時～17 時）

受診不要

保健管理センターに
電話で状況報告

受診指示

症
状
が
悪
化

047-355-5128
（平日 9 時～17 時）

医療機関を受診
医師の指示に従ってください
※ 移動時はなるべく公共交通機関の利用は避けてください

救急車要請

自宅で健康観察を行う

※ 毎日、朝晩に体温を測定して記録してください

受診結果を
保健管理センターに報告
PCR 検査の要否、陽性・陰性
の結果に関わらず、必ず状況
報告してください
相互で情報共有

不安な時は、更に相談

体調が回復するまでは大学を休み、
自宅待機してください

※ 医師・看護師・カウンセラーが
あなたの不安や心配事の相談を
受付けています

急激に悪化
(緊急性が高い)

学校医（産業医）

修学継続支援・相談室

【復学目安】 ※
(１) 発症後、少なくとも 8 日が経過していること

体調が回復

(２) 薬剤を服用しない状態で解熱後 および
症状消失後 72 時間（3 日）が経過していること
(１)、(２)の両方の条件を満たすこと

※ 発熱や風邪症状があるけれど、新型コロナウィルスと診断されなかった
（医療機関を受診していない・検査に至っていない・PCR 検査で陰性 等） 方は、
【 復学目安 】を基準に復帰を考えましょう。

条件を満たしたら、保健管理センターまたは修学継続支援・相談室
に報告した上で、登校してください

Meikai University Urayasu Campus Health Administration Center

Revised Sep 3, 2020

Flowchart for New Coronavirus (COVID-19)
This flowchart is based on the “Criteria for Medical Consultation” from the Ministry of Health, Labour
& Welfare. The guidelines are subject to change. Please try to keep up with the latest information.

Measure temperature
again at Health Center

Detect those with high temperatures
through infrared thermography or
walk-in to Health Center

Below 37.4℃

To class

Above 37.5℃

Go home
homeho
mehome

Stay home; measure temperature daily

homeho

Has one of the following
symptoms: extreme fatigue,
difficulty breathing high fever

Symptoms disappear in
less than 4 days

Has cold symptoms : e.g.,
fever, cough, sore throat

Cold symptoms have been
continuing more than 4 days

No symptoms, but is worried about
physical condition

Call the general consultation center
■ Tokyo：0570-550-571 （9:00～22:00）
■ Chiba：0570-200-613 （24 hours）

Contact immediately

Follow the instructions of the Consultation Center for returness &
close contact or your regular doctor those having
■ Returnee/close contact
Center for other areas

me

■ Saitama：0570-783-770 （24 hours）
■ Consultation center for other areas

■ List of Telemedicine
*If you do not have a family doctor, please consult

*Consult a center in your area.

the nearest medical institution using the QR below.

してください

■ Meikai University Health Administration
Center 047-355-5128 （Weekdays 9-5）
*Doctors/nurses/counselors are available for consultation.
Medical consultation unnecessary

047-355-5128
（Weekdays 9-5）

Symptoms worsen

Report condition to
Health Center by phone

Medical consultation needed

Report diagnostic results to
Health Center

See a docter
Please follow the instructions of your
docter.
*Wear a mask; avoid public transportation.

Report all PCR test results
(both positive & negative).

If worried, consult again

Observe physical condition at home
Do not attend university classes until
recovered.
*Record your temperature in the morning & evening.

Call an ambulance
Sudden worsening of
condition (emergency)

Criteria for Return to University

※

(１) At least 8 days since fever.
Recovery

(２) 3 days (72 hours) since fever (without
medication) and other symptoms.
Must meet both (１) & (２)

※ Those who had a fever or cold symptoms, but were not diagnosed with New Coronavirus (e.g., did not go to a medical institution, did not receive
a medical exam, had a negative PCR test) should follow the “Criteria for Return to University.”

