令和２年１２月１５日
在学者各位
金沢大学理事（教育）・副学長
【第１７報】新型コロナウイルス感染症に関する注意事項 ＜重要＞
新型コロナウイルス感染拡大防止のため，これまで【第１報から第１６報で】通知し，第１６報では冬
季休業期間中の「県外の流行地域への移動を可とする」と通知しました。しかしながら，全国的な感染の
急拡大によって各地で医療崩壊の危機が現実的になっており ，本学でも PCR 検査の対象となる学生が増
えてきていることから，冬季休業期間の １２月２６日（土）から 1 月３日(日)までの期間は，不要・不
急の県外の流行地域への移動の自粛を要請 します。特に年末年始に向けて，各個人の行動が決定的に重
要になる局面に入るため，感染リスクを抑えることが重要であり，一人一人が引き続き基本的な感染防
止対策を徹底してください。
※県外の流行地域：具体的には，１２月１４日(月)１２時現在では，北海道，岩手県，宮城県，山形県，
福島県，茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，長野県，岐阜県，静岡県，
愛知県，三重県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，岡山県，広島県，高知県，福岡県，熊本県，
大分県，鹿児島県，沖縄県の２９都道府県が該当する。
当面，「都道府県別感染者推移」を，本学の Web サイト「金沢大学の活動指針 ／
Kanazawa University's Guideline to Prevent the Spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID19)」に掲載し，毎週最初の平日の１２時頃更新するのでその都度確認すること。
“第３波”の到来を受け，学内外での感染拡大を防止する対策を両立することが重要であり，
『自分は
感染しない』ではなく，
『すでに自分は感染していて，他人にうつす恐れがある』ことを念頭に行動して
ください。
また，別紙，本日付けの学長からの通知にもあるとおり，PCR 検査又は抗原検査が保留されたものの，
新型コロナウイルスの感染を懸念する症状が続き検査の実施を希望している場合は，保健管理センタ―
等に相談してください。※休日・夜間の緊急連絡先：角間キャンパス中央監視室 076-264-6295
今後も社会の状況に応じ，随時通知を配信するので，本学からの全ての通知（Web,ポータル通知等）
を必ず確認してください。
※参考【新型コロナウイルス感染症対策分科会が提言する感染リスクが高まる「５つの場面」
】

※参考サイト【新型コロナウイルス感染症にかかる対応について】
本学 Web サイトトップ→【随時更新】令和２年度最新教務関連情報→
●【新型コロナウイルス感染症への対応／Response to the Covid-19】
https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html
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発熱などの症状がある場合の相談・受診について

新型コロナウイルス感染症の第３波を迎え感染の危険性が高まっていることから、学生
の健康維持に鑑み、以下の対応をお願いします。

〇

日頃から健康管理に留意するとともに 発熱、呼吸困難、倦怠感などの症状がある場

合は、早期に石川県が発表している別紙の手続きに基づき相談・受診 を行ってくださ
い。
〇 かかりつけ医や石川県発熱患者等受診相談センターの判断により ＰＣＲ検査又は抗
原検査が保留されたものの、新型コロナウイルスの感染を懸念する症状が続き検査の
実施を希望している場合は、ためらわずに保健管理センター等へ相談 してください。

区分
平日
8：30 から 17：00

相談先
保健管理センター
076-264-5256
角間キャンパス中央監視室

夜間・休日等

076-264-6295

※状態が悪化する等、急を要する場合は、上記の取り扱いによらず、かかりつけ医もしく
は石川県発熱患者等受診相談センター（0120-540-004 24 時間対応）に相談（受診）
又は救急車（119 番）を要請してください。

新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓⼝について | ⽯川県 新型コロナウイルス感染症対策サイト
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新型コロナウイルス感染症
対策サイト

発症前

※最新の情報はWebページをご覧ください
https://stopcovid19.pref.ishikawa.jp/
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December 15, 2020
To all students
Trustee(Education and Student Affairs)，
Vice President
【17th Report】<IMPORTANT>Notice on New Coronavirus Infectious Disease
We have been providing notifications from 1st report to 16th report regarding the response
to new coronavirus infectious diseases (COVID-19), and we notified that "it is possible to
move to endemic areas outside the prefecture" during the winter holidays in the 16th report.
However, due to the rapid spread of infection nationwide, the crisis of medical collapse has
become a reality in various places, and the number of students who got tested for coronavirus
are increasing at Kanazawa University. Therefore, during the winter holiday period from December
26th to January 3rd, we request that you refrain from moving to endemic areas outside the
prefecture that are unnecessary and non-urgent. Especially during the year-end and New Year
holidays, the behavior of each individual is crucial, so it is important that each person
continue to implement basic infection prevention measures in order to reduce the risk of
infection.
*Endemic Areas：Specifically, as of 12:00 on December 14, there are 29 prefectures of Hokkaido,
Iwate, Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa,
Nagano, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Okayama, Hiroshima, Kochi,
Fukuoka, Kumamoto, Oita, Kagoshima and Okinawa. For the time being, we will post the transition
of infected persons by prefecture on the website （Kanazawa University’s Guideline to Prevent
the Spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)） of the university and update it around
12:00 on the first weekday of every week.
In response to the arrival of the "3rd wave", it is important to balance measures to prevent
the spread of infection inside and outside the university. Instead of thinking "I won’t be
not infected", please act with the mind "There is a possibility that I am already infected and
may transfer to others."
In addition, as stated in the attached notice from the president today, if the PCR test or
antigen test has been put on hold, but you still have symptoms of concern about infection with
the coronavirus and wish to be tested, please consult the Health Service Center.
*Holiday/night emergency contact: Kakuma Campus Central Monitoring Room. (Tel:076-264-6295)
We will notify you at any time according to the social situation, so be sure to check all
notifications (Web, portal etc.) from Kanazawa University.
(Continue to next page)

*Reference【"5 situations" of higher infection risk, recommended by the subcommittee on measures
against new coronavirus infection】

*Reference: The University’s Response to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Kanazawa University top → Information of Latest Schedule →
●【新型コロナウイルス感染症への対応／Response to the Covid-19】
https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html
Contact
Student Affairs Division, General Affairs Section
Tel: +81-76-264-5156
E-mail: stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp

December 15, 2020
To all students,
President

About consultation and examination when there are symptoms such as fever

With the arrival of the third wave of new coronavirus infection, the risk of
infection has increased, so please take the following measures in consideration of
maintaining the health of students.

○ In addition to paying attention to health management on a daily basis, if you
have symptoms such as fever, dyspnea, or malaise, please consult as soon as
possible according to the procedures announced by Ishikawa Prefecture.

○ If the PCR test or antigen test has been put on hold at the discretion of your
primary doctor or the Ishikawa Prefectural Fever Patient Consultation Center,
but you still have symptoms of concern about infection and wish to be tested,
please do not hesitate to consult with the Health Service Center.

Period
Weekdays
From 8:30 to 17:00
Night or holiday etc.

Contact
Health Service Center
076-264-5256
Kakuma Central Monitoring Room
076-264-6295

*If the situation worsens and you need to urgently, please consult your primary
doctor or Ishikawa Prefecture Fever Patient Consultation Center (0120-540-004
24 hours support) or request an ambulance (119) regardless of the above measures.

