
令和 2年 12月 24日 

教職員・学生 各位 

危機対策本部長 

横 矢 直 和 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応について（第 25報 12月24日） 

このことについて、発熱時の対応等について、下記のとおり改訂しますので、遺漏なきようよろ

しくお願いします。 

なお、新型コロナウイルス感染症への対応について 7月27日（第 22 報）通知は廃止します。 

記 

○本人又は同居家族に発熱、症状がみられる場合の対応フロー

https://ad-info.naist.jp/k-soumu/somu/coronav_flow_J1224.pdf

○発熱時の対応等について

１．発熱や風邪症状がある場合は、出勤や登校を控え、速やかに身近な医療機関に電話相談のう

え、受診するようにしてください。 

（参考） 

◆本学近隣の診療所・病院（PCR検査可能機関）

① 生駒市民病院 東生駒駅すぐ

TEL 0743-72-1111 電話予約（２４時間受付可能）

② 生駒メディカルセンター 生駒駅徒歩 1分

TEL 0743-75-0111 電話予約（夜間・休日のみ）

③ 田中泌尿器科 生駒診療所 生駒駅徒歩 5分

TEL  0743-75-2861 電話予約（9：00～18：00）

④ 鈴木内科クリニック 西大寺駅徒歩 3分

TEL 0742-33-3786 電話予約（9：00～17：00）

※身近に医療機関がない場合などは、以下の相談窓口に相談してください。

◆電話相談窓口（帰国者・接触者相談センター）

① 奈良県：新型コロナ・発熱患者受診相談窓口（奈良県庁）

TEL 0742-27-1132 【24時間対応】

② 大阪府：新型コロナ受診相談センター

居住地の保健所 【土日を含め終日対応】

③ 京都府：きょうと新型コロナ医療相談センター

TEL 075-414-5487 【24時間対応】

https://ad-info.naist.jp/k-soumu/somu/coronav_flow_J1224.pdf


 

 

２．本人が PCR検査を受けた場合は、受検したこと及び受検の結果を必ず保健管理センターへ

報告してください。 

なお、PCR 検査の結果、陽性の場合は、保健所等の指示に従うとともに、治癒したと判断

されるまで「就業停止」「出席停止」となります。陰性の場合は、受診した医師の判断に従っ

て、出勤、登校してください。 

保健管理センター ℡：0743-72-5108  E-mail：hcc[at]hcc.naist.jp  

 

３．本人又は同居人が濃厚接触者として保健所等から検査等の協力要請があった場合は、保健

所等の指示に従い、指示のあった期間自宅待機してください。   

 

４．同居人に発熱や風邪症状がある場合は、本人に発熱や風邪症状があるか否かにかかわらず、

上記１の取扱いとします。 

 

奈良県ホームページ：http://www.pref.nara.jp/55410.htm 

大阪府ホームページ： 

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html 

京都府ホームページ：http://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/soudan.html 

 

○手続き方法 

１．教職員の場合 

   所属部署の担当係へメール・電話等で連絡をしてください。出勤後は休暇等の手続きを行

ってください。 

（担当係） 

・各領域・データ駆動型サイエンス創造センター → 研究科事務室（各領域） 

・事務局 → 各課（室）勤務時間管理担当係 

・男女共同参画室・戦略企画本部・ＩＲオフィス → 企画総務課総務係 

・教育推進機構教育推進部門及びキャリア支援部門 → 教育支援課教育企画係 

・教育推進機構教育連携部門 → 国際課国際連携係 

・研究推進機構 → 研究協力課研究推進係 

・総合情報基盤センター → 学術情報課情報総務係 

・保健管理センター → 環境安全衛生管理室 

 

２．学生の場合 

   所属研究室の長にメール・電話等で連絡をしてください。研究室の長は、授業担当教員に

連絡してください。 

 

 

 

【担当】 

危機対策本部 

企画総務課 有賀 家門 

TEL：0743-72-5024 

Mail：somu[at]ad.naist.jp 

 

 

http://www.pref.nara.jp/55410.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html
http://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/soudan.html


 

 

 

December 24th, 2020 

 

To all faculty, staff and students 

 

Measures concerning the new coronavirus (COVID-19) 

(December 24th announcement) 

 

Taking into account the changing new coronavirus (COVID-19) situation, NAIST 

has revised the measures concerning fevers, etc. as follows. Please make sure 

you are aware of the content changes. 

Please disregard the May 14th announcement of new coronavirus (COVID-19) 

infection prevention measures, etc. 

 

Flowchart for when you, your family or roommate, etc. has a fever or other 

symptoms 

 https://ad-info.naist.jp/k-soumu/somu/coronav_flow_E1224.pdf 

 

○Response in cases of fever 

１．In cases when you have a fever or other symptoms, you should stay at home 

and promptly contact a hospital to discuss seeking medical treatment, etc. 

---------------------------------------------------------------------------- 

（For reference） 

◆Clinics/hospitals near NAIST (performing PCR tests) 

① Ikoma City Hospital （near Higashi-Ikoma Station） 

   TEL: 0743-72-1111 （Reservations  24 hours a day） 

② Ikoma Medical Center （1 minute walk from Ikoma Station） 

   TEL: 0743-75-0111 （Reservations  late night and holidays only） 

③ Tanaka Urology Clinic （5 minute walk from Ikoma Station） 

 TEL: 0743-75-2861 （Reservations  9:00-18:00） 

④ Suzuki Internal Medicine Clinic （3 minute walk from Saidaiji Station） 

 TEL: 0742-33-3786 （Reservations  9:00-17:00） 

※Please contact Call Center below if there isn’t a hospital nearby.  

◆Call Center（Coronavirus Returnee and Exposure Call Center） 

① Nara Prefecture 

 TEL: 0742-27-1132 【24 hours a day】 

② Osaka Prefecture 

 Health Center nereby 【24 hours a day】 

③ Kyoto Prefecture 

 TEL: 075-414-5487 【24 hours a day】 

---------------------------------------------------------------------------- 

２．In cases when you have taken a PCR test, make sure to notify the Health 

Care Center of that fact with the result. If the result is positive, 

please follow the instructions of the public health office and understand 

that you will not be allowed to work or report to work until it is deemed 

https://ad-info.naist.jp/k-soumu/somu/coronav_flow_E1224.pdf


 

 

you are fully recovered. If the result is negative, please follow the 

treating physician’s instruction and return to work/your studies 

 

    Health Care Center Tel: 0743-72-5108  E-mail: hcc[at]hcc.naist.jp 

 

３．In cases when you or someone you live with is requested to cooperate with 

the public health offices, etc. as someone who has come into close contact 

with an infected person, follow the directions you receive and quarantine 

at home for the period that is stipulated  

 

Nara Prefecture：http://www.pref.nara.jp/55410.htm 

Osaka Prefecture： 

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html 

Kyoto Prefecture：http://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/soudan.html 

 

 

４．In cases when someone you live with has a fever or other cold-like symptoms, 

regardless of whether you have a fever or other cold-like symptoms, please 

follow either item 1 above. 

 

○How to complete procedures 

１．To all faculty and staff  

Please contact the following appropriate section or office by phone or e-

mail. Please complete the procedures for your leave of absence after you 

return to work. 

 

（Where to contact） 

・Division (of Information Science, Biological Science, Materials Science), 

Data Science Center → Secretariat Office (of each Division) 

・Administration Bureau → Working time management sections of each 

Division 

・Gender Equality Promotion Office, Center for Strategy and Planning and 

IR Office → General Affairs Section, Planning and General Affairs Division 

・Division for Educational Development, Division for Career Development 

→ Educational Planning Section, Educational Affairs Division 

・Division for Global Education → International Affairs Section, 

International Affairs Division 

・Institute for Research Initiatives (IRI) → Research Promotion Section, 

Cooperative Research Division 

・Information Initiative Center → General Information Affairs Section, 

Information and Digital Library Services Division 

・Health Care Center → General Safety and Health Management Office 

 

 

 

http://www.pref.nara.jp/55410.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html
http://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/soudan.html


 

 

２．To students  

Please contact the professor of your lab by phone or e-mail. When an 

excused absence is granted, the lecturer will provide a study assingnment. 

 

 

YOKOYA Naokazu 

Head, Crisis Measures Headquarters 

 

 

 

For inquiries: Crisis Measures Headquarters 

Planning and General Affairs Division Mr. Aruga, Mr. Kamon 

Phone number: 0743-72 -5024 E-mail: somu[at]ad.naist.jp 

 


