
 

 

 

厚生労働省など信頼できる情報源から最新情報を確認のうえ、感染拡大防止のため、以下のフローチャートに

従い、適切な判断、行動をとってください。 

 

体温 37.5℃以上を「発熱」とみなします。発熱等、体調不良がある場合には通学を含め外出を控えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                               【 参考 】 待機期間（※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■ 東京都：0570-550-571  

（毎日 9時～22時） 

■ 千葉県：03-6747-8414 

（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 

一般相談窓口 QR コード 

 
 

■ 明海大学 保健管理センター 
 

   047-355-5128 （平日 9 時～17時） 
   

 不在時 ： 修学継続支援・相談室 

047-350-4994 

gakuseishien@meikai.ac.jp 

指示された待機期間（※）までは大学を休む。 

 

居住地のセンターに相談し、 

医療機関を紹介してもらう。 

 

直ぐに連絡 

症状はないものの体調が不安 

 

 

 
 

(１) 発症後、少なくとも 8日が経過していること 
 

(２) 薬剤を服用しない状態で解熱後 および 

症状消失後（3日）が経過していること 

医師の指示を受ける。 

(１)、(２)の両方の条件を満たすこと 

救急車要請 

 

登校後の体調不良や 

サーモカメラでの発熱検知 

 

新型コロナウイルス感染症対応フローチャート（学生用） 

明海大学浦安キャンパス保健管理センター  2021年 11月 25日更新 

保健所もしくは保健管理センターの指示に従い、健康観察を行う 

 

PCR検査の要否、陽性・陰性

の結果に関わらず、医師の指

示等を必ず報告する。 

一般相談窓口に相談する 

発熱相談センターの指示に従う 

受診もしくは相談結果を 

保健管理センターに報告 

医療機関を受診 

報告・連絡・相談 

保健管理センターに状況報告 

047-355-5128 
（平日 9時～17時） 

不在時：修学継続支援・相談室 

047-350-4994 

保健管理センターに状況報告 

保健管理センターに来室して 

指示を受ける。 

学校医（産業医） 
 PCR・抗原検査 【 陰性 】  

または、 

医師の指示を受けていない人 

急激に体調悪化 

(緊急性が高い) 

 

登校前（在宅時）の体調不良 

  PCR・抗原検査 【 陽性 】  

待機期間は保健所の指示 

  PCR・抗原検査 【 未検/不要 】  

または、 

医師の指示を受けた人 

医師の指示の待機期間に従う 

必ず、保健管理センターの登校許可 

を得た上で、登校すること。 



 

 

 

Keep up with the latest information from reliable sources, such as the Ministry of Health, Labour & 

Welfare. Follow this flowchart to prevent infection. 
 

A body temperature of over 37.5℃ will be counted as a “fever.” If you have a fever or feel sick, please stay 

at home (e.g., do not come to the university). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact immediately 

Has no symptoms, but is worried 

about physical condition 

Both conditions (１) and (２) must be met. 

Call an ambulance 

Poor physical condition (at 

university): ); fever detected 

by thermal camera 

 

 

Flowchart for New Coronavirus (For Students) 

Meikai University Urayasu Campus Health Administration Center  Revised Nov. 25, 2021 

 

Follow the instructions of the Health Center or the Health 

Administration Center & monitor your condition. 

 

■ Tokyo：0570-550-571  

（9:00～22:00, 7 days/week） 

■ Chiba：03-6747-8414 

（24 hours a day） 

■ Saitama：0570-783-770  

（24 hours a day） 

■ QR code for general consultation 

centers in other prefectures 

 
 

■ Meikai University Health 

Administration Center 
 

047-355-5128 （Weekdays 9:00-17:00） 
            

After Hours：Student Support Services & 

Consultation  047-350-4994 

gakuseishien@meikai.ac.jp 

Stay at home for the required quarantine period. （※） 

 

Consult your local center for an 

introduction to a medical facility. 

 

Report the doctor’s instructions 

regardless of whether you had 

a PCR test or not, or whether 

the PCR test was positive/ 

negative. 

Consult a general consultation center  

center 

(１) At least 8 days since start of fever/ 

symptoms. 
 

(２) 3 days since fever (without 

medication) and other symptoms. 

Follow the doctor’s 

instructions. 

Follow the instructions of the 

Fever Consultation Center 

  

Report your diagnosis or 

consultation results to the 

Health Administation Center 
 

Visit a medical facility 

047-355-5128 
（Weekdays 9:00～17:00） 

After hours： Student Support 

Services & Consultation 

047-350-4994 

Report, contact, 

consult 

Report condition to the 

Health Administration Center 

Come to the Health 

Administration Center and 

receive instructions. 

Report condition to the Health 

Administration Center 

） 

 PCR・Antigen Test 【 Negative 】  

& those who have not received 

quarantine instructions from doctor 

  No PCR/Antigen Test 

[Untested/unrequired] & those who 

have been told to quarantine by 

doctor 

 
Follow the doctor’s instructions. 

Attend classes only with the approval of the Health 

Administration Center. 

Sudden decline in 

condition (emergency) 

 

 

Poor physical condition at 

home (before coming to 

university) 

  PCR・Antigen Test 【 Positive 】  

Follow the Health Center’s instructions 

for the length of quarantine. 

【For reference】 Length of 

Quarantine （※） 

 


