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2022 年 3 月 25 日 

1～4 年学生各位 

保護者各位 

学校法人岩崎学園 

横浜リハビリテーション専門学校 

教務部 

学校への登校について（お知らせ） 

 

前略 

オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は期待するように減少してきませんが、 

全国的にまん延防止等重点措置が解除されました。しかしながら、新規感染者数は第 5 波のピークより

も依然高いままとなっています。オミクロン株は感染力が高く、新型コロナワクチン接種をしていても感

染したり、感染しても無症状であることも特徴です。無症状であることから知らず知らずのうちに他者を

感染させている可能性があります。そのため、各自が感染しているものとして感染予防対策を徹底する必

要があります。 

また、4年生は 4月 4日（月）より臨床実習が開始されます。学校内の感染状況についても臨床実習が

継続できるか否かの判断材料になってきます。4年生の臨床実習が実施できるように 4年生や教職員はも

とより、1～3年生は感染予防を徹底してください。 

学校では授業を 1年生理学療法学科 4月 4日（月）、1年生作業療法学科 4月 5日（火）、2・3年生 4

月 7日（木）より開始します。時間割については別に皆さんに連絡していますが、今後の感染者の増加や

学内での感染者の発生状況により、オンライン授業が増えたり、すべての授業をオンラインに移行するこ

とがあります。 

学校への登校に際し、学生の皆さんにお願いする感染予防対策や学内の使用ルール等について以下に 

記載しましたので、必ず確認してください。基本的な感染予防対策は、マスクの着用（不織布マスク励

行）、手指衛生、3密回避、換気です。 

詳細について下記内容をよく読み、わからないことや不安なことは、各担任に連絡してください。なお、

本案内は保護者の方にも必ず目を通していただくようにしてください。 

草々 

 

3 月 31 日（木）からの登校形態について 

 

１．登校での授業について 

①基本的な考え方 

1) 通常の 1 限～4 限の時間割となります。 

 ＊時間割は各担任から classroom で配信します。スタログでも確認できます。 

 ＊正面玄関は 8:00 に開錠されます。 

 ＊登校日にもオンライン授業が併用されることがありますので、配信される時間割を確認し、パソ

コンを忘れずに持参してください。 

2) 教室の換気は、1 時間毎に 5～10 分程度、必ず学生自ら行ってください。 
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3) マスクは飲食時以外、絶対に外さないことが感染予防の最重要ポイントです。特例として気温の

高い日の熱中症予防のため、周囲 2ｍ以内に人がいないことを確認し一時的に外すことは差し支え

ありません。ただし、マスクなしでの会話やくしゃみ等は危険な行為になるため、感染予防行動を

徹底してください。 

4) 健康管理は医療従事者にとって自己責任での行動であり、医療従事者の学生として自覚を持った

行動をお願いします。  

 

②実技系の授業の徹底事項（必ず学生が自ら実施する行動）      

  1) フェイスシールドの着用をしてくください。必ず双方（PT・OT 役、患者役）の学生が着用して 

ください。（1 年生には学校から配布をします） 

2) 人に接触する前後の手洗い、あるいはアルコール消毒を必ず行ってください。 

  3) 人を変えて接触するときは手洗い、あるいはアルコール消毒を徹底してください。 

  4) 他の人がベッドを使用する前、授業の終わりには除菌シートで必ず拭いてください。 

  5) 枕の使用：頭部は角枕（使用後、除菌シートで拭く）、体位の保持（膝窩や腹部など）にはビーズ

枕を使用し使い分けてください。 

  6) 授業で使用する道具や機器については、直接皮膚に触れるものは除菌シートで拭くか、アルコー

ル綿でその都度消毒してください。 

 

③授業形態 

1) 対面授業では、各ホームルームの教卓にシールドが設置してあります。 

  2) オンライン授業は時間割内で明示します。 

   ＊自宅のインターネット接続環境が不安定で、受講が困難な学生は担任に申し出てください。 

  3) 時間割、シラバス、授業資料、オンライン授業（zoom）の URL はスタログから配信されます。

スタログについては別途案内します。 

 

④授業時間  

午前：1 限 9:00～10:30、 2 限 10:40～12:10、 

昼休み（50 分間） 

午後：3 限 13:00～14:30、 4 限 14:40～16:10 

 

２．個別面談ならびにグループ面談について 

1) お互いに 3 密や対面を避けるよう十分に注意してください。 

 

３．登校時の注意点 

①体調管理について 

1) 検温は毎朝自宅で行い、「健康観察表アプリ」に入力し、自己管理してください。（1 年生には別 

途案内をします） 

2) 風邪症状（咳・咽頭痛）や体調不良（だるさ・下痢など）、平熱より高い熱がある場合は登校を禁

じます。 

 ＊同居人やバイト先など身近な方で、感染症疑いにて PCR 検査を実施している、あるいは感染症 
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が疑われる症状がある場合は、登校前に電話で学校に連絡し、指示を受けてください。 

3) 欠席の連絡は 8:45～8:55 に教務に電話連絡（045-826-7553）してください。 

4) 上記の理由での欠席は出席停止の扱いとなります。 

5) 感染者、濃厚接触者となった場合は速やかに担任に連絡してください。 

＊同居人やバイト先などで身近な方が感染者になっても保健所から濃厚接触者として PCR 検査 

の指示や 2 週間の自宅待機の連絡がない場合があります。身近な方が感染者になった場合は必

ず登校前に電話で学校に連絡し、指示を受けてください。 

6) 出席停止を含め、欠席日数が出席すべき日数の 1/3 を超えた場合には補講を検討します。 

 

②登校時の感染予防対策について 

1) 原則、家を出る時から家に帰り着くまでの間は不織布マスクを着用してください。 

2) 学校に着いたら、正面玄関ロビーに設置されているアルコール消毒液で手指消毒を行ってくだ

さい。複数の人がいる時は間隔を空けて順番を待ってください。 

3) 入口の検温場所（2 か所）でサーマルカメラによる検温を受けてください。複数の人がいる時は

間隔を空けて待ってください。 

＊「表面温度 異常」と判断された時は、玄関ホールにいる警備員等による再検温を受けてくだ

さい。それでも体温が高い場合は教職員による再検温を行います。その場合、入校の可否は教

員が行います。 

4) 在校中は、自分以外の人も触れる物品などに触れた際はその都度、こまめに手洗い、あるいはア

ルコール消毒を行ってください。アルコール消毒液は正面玄関、各教室等に設置してあります。 

5) 下校するまでの間、複数の人が接触する物品に触れたときは、その都度の手洗いやアルコール消

毒を義務付けています。アルコールは玄関や各ホームルーム、実習室等に設置してあります。 

6) 自宅へ帰った際は、洗面所に直行し手洗いを徹底してください。通学途中に無意識のうちに目や 

額の周囲に触れていることが予測されるため、極力洗顔することを推奨します。 

 

③授業に使用する周辺環境の消毒について 

1) 各ホームルーム内の消毒（ドアノブ、机、椅子、授業アイテムなど）は、週番が中心となって実

施してください。 

2) 消毒は昼食前ならびにその日の授業終了後に必ず行ってください。 

 

４．新型コロナ感染対策中の校舎利用について 

①登校時の校舎利用ルール 

 1) 学生が在校できる時間は平日 8:00～17:30 です。  

 2) 実技の授業以外で、対面で座ることは禁止です。 

 3) 教務図書の貸出ならびに物品や教室（自習室、実習室など）の貸出は 17:30 までです。 

  ＊実技系練習を行う場合は、グループ内で 1 名の感染対策責任者を選出し、責任者の指示のもと

感染対策を徹底してください。感染対策行動がとれない場合は当該グループのへの貸出を禁止

します。 

  ＊感染対策責任者は教務カウンターで通常通りの貸出の手続きを行ってください。さらに、「感染

対策チェックリスト」を渡しますので、グループ内で徹底してください。 
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4) 図書室・学生ホールにはシールドが設置されています。3 密を避けて使用してください。 

5) エレベーターホールの椅子・テーブルの使用は 3 密が避けられないため、使用禁止です。 

6) エレベーターの使用は 1 台につき 5 名までの乗車とします。同じ方向を向き、会話はしないでく 

ださい。マスクをしての会話でも飛沫は漏れますし、狭い空間であるためウイルスが残存し、感染 

する可能性が否めません。なお、非常勤講師ならびに物品搬送をしている週番については優先して 

ください。 

7) ロッカールームの使用は、互いに 3 密を避けてください。 

 

②各教室の換気について 

1) 1 時間おきに 5～10 分は窓ならびにドアを開放してください。可能であれば常時開放してくださ

い。開放可能な窓は各担任から指定されたものとし、チェーンをつけたままの状態で安全に開放

してください。強風の際は常時の開放は避け、突風に注意して時間ごとに換気してください。 

＊各教室にサーキュレーターを設置しています。サーキュレーターは天井の換気口に向けて作動

させることで教室内の換気効率が上がります。 

2) 8 階後方ドアの開放時に屋上に出ることを禁じます。 

 

③登校時の飲食について 

全員が同一方向を向いて飲食し会話は厳禁です。話すときは食事中でもマスクを着用してください。 

 

④サークル活動について 

1) 基本的には全面的に中止としますが、感染状況や活動内容に応じて許可する場合がありますので、

活動を計画する際は顧問に必ず相談してください。 

2) サークルの集まりで飲食を伴うものは禁止です。 

3) 体育館の使用は禁止とします。 

 

⑤教科書やパソコンなど授業に必要な物品の持ち帰りについて 

感染者や濃厚接触者が発生した場合、直ちに学校が閉鎖されることが考えられます。教科書や教材、

パソコンは必ず自宅に持ち帰り、いつでもオンライン授業に速やかに移行できるよう準備してくだ

さい。 

 

５．学校外での飲食について 

 マスク会食が徹底できない場合は同居人以外との飲食を禁止します。外食する場合は感染対策を徹底 

しているお店を利用してください。  

 

６．4 年生について 

 ①臨床実習について 

  1) 実習開始 1 週間前より実習学生は自宅待機とします。 

    ＊Ⅰ期目（4 月 4 日開始）の学生は 3 月 31 日（木）の健康診断については学校へ登校しても 

らいますが、健康診断後は速やかに帰宅してください。 

    ＊実習施設から 2 週間の自宅待機を要望された場合で、実習時期を 1 週間遅らせて開始する場 
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合があります。 

2) 健康観察アプリへ体調（検温結果、症状の有無）を入力し、学生学校間で共有します。実習中も 

継続し学生の健康状態を学校側も把握します。また、体調管理表を 2 週間前より作成し、実習施 

設に開始時に提出してください。 

 ＊体調管理表は施設から指定のものがあればそちらを優先して使用してください。 

3) 実習中は、各施設の感染予防マニュアルに沿い、臨床実習指導者の指導の下、感染予防に努めて 

ください。 

＊3 年次に配布したフェイスシールドを持参してください。 

＊一部の施設で N-95 マスクを必要とする場合は学校より配布します。 

4) 実習開始前に体調不良があった場合は、実習施設と協議し対応を決定（中止の場合あり）します。 

実習期間中に発熱や症状が出た場合はただちに自宅待機とし、学校や臨床実習指導者の指示に従 

ってください。その後、対応について検討します。 

5) 実習開始前、実習中に感染陽性者となった場合、あるいは濃厚接触者となった場合は実習中止と 

なることがあります。 

＊ご家族様（同居人様）が体調不良になられた場合、あるいは感染陽性者・濃厚接触者になら 

れた場合も同様に学生が実習を継続できない可能性もあります。ご家族様（同居人様）も含 

め体調管理のご協力をお願い申し上げます。 

6) 実習が中止になった場合、学生が不利益を被ることがないように代替案を検討します。 

7) 4 年生の臨床実習に影響が出ないよう在校生（1～3 年生）ならびに教職員の感染予防対策を徹底 

します。 

 

②国家試験対策について 

1) 国家試験対策に伴う登校は平日 8:00～17:30 の時間内での自由登校とします。各自で感染予防

行動を徹底してください。上記１．～４．に書かれている感染予防行動や校舎使用ルールが守ら

れていない場合は、自由登校を禁止します。 

2) 17:30 以降は申請しても在校できません。 

3) 実力試験の日程や時間、使用教室は担任から案内があります。 

 

③就職活動について 

1) 施設に見学や就職試験で訪問する場合、手指消毒、不織布マスク着用、事前の検温など感染予防 

行動を徹底してください。 

2) 体調不良や家庭内で感染疑いの兆候があるときは、見学施設や就職試験を受験する施設に連絡

し、日程の変更について相談してください。 

 

以上 


