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一般社団法人 日本看護系大学協議会 

会員校の皆さま 

 

新型コロナウイルス感染拡大にかかる対応について 

 新型コロナウイルス感染症について、日本国内での感染者が増加している状況です。 

 現在、国をあげて感染の拡大防止に取り組んでいるところですが、看護職を目指す学生、大学院生、卒

業生の皆様、また看護職を育成する看護系大学の教職員の皆様においては、各自の安全確保と健康に配慮

するとともに、医療人として適切に行動するよう、ご理解、ご協力をお願いします。 

 日本看護系大学協議会は、標記感染症に伴う重要なお知らせ等を、JANPUの HPに掲載してまいりま

す。随時確認いただければ幸いです。また、JANPUへのご意見等があればお寄せください。 

【新着情報】 https://www.janpu.or.jp/ 

【新型コロナウイルス感染症の対応と情報提供】 https://www.janpu.or.jp/virus-info/ 

 

【学生・今春卒業される皆様へ】 

１．日ごろから丁寧な手洗いやうがい、マスクの着用など基本的な感染防止対策を心掛けること、また、

健康観察や体温測定を心掛け、体調管理に努めてください。医療人となるべく学んでいる皆様は、各人で

感染防止と健康管理に努め、皆様自身が感染源にならない、また感染を拡大する原因とならないという責

任を自覚してください。 

 状況は日々変化しますので、大学の HP等、確認してください。 

 

２．不要又は不急の集会（食事会、飲み会を含む。）や活動（サークル活動、合宿、等）は、開催の必要

性を改めて検討し、延期・中止・規模縮小等をするなどして、感染拡大防止に努めて下さい。延期や中止

が困難な場合は、マスク着用の徹底やアルコール消毒液の準備、こまめな換気等、細心の注意を払い、感

染防止対策に努めて下さい。その他、感染リスクの高いイベント等への参加を見合わせるなど感染防止に

努めてください。 

 

３．今春卒業生される皆様は、4月から様々な職場、あるいは学びの場で、医療人としての一歩を踏み出

します。その時点で、自分の健康状態を整えておくことが必要です。特に海外に行った人は、帰国後 2週

間は発熱の有無等健康状態を自らチェックし、異常がないことを確認しておく必要があります。これは、

海外から戻って、2週間は日本にいる時間が確保されていなければならないということです。入職時に、

海外渡航の状況、その後の健康状態について聞かれると思います。その時、しっかり答えられるようにし

てください。 

 

○首相官邸ホームページ  

 新型コロナウイルス感染症に備えて ～一人ひとりができる対策を知っておこう～ 

（http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html） 

○（日本語） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

https://www.janpu.or.jp/
https://www.janpu.or.jp/virus-info/
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○（English） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html 

 

４．各国・地域で旅行者の国籍・滞在歴による入国制限措置がとられています。今後、国内または海外に

旅行に行く予定のある学生は、最新の情報を確認し、安全確保に最新の注意を払うようにしてください。 

 「新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の抜本的強化に向けた 更なる取組に伴う対応について

（通知）」が発出されました。渡日予定の外国人留学生、今後留学を予定している学生については、今後

の通知等に、十分に留意し、必要な対応をご検討ください、 

 

〇外務省 海外安全ホームページ 

○通知（文部科学省高等教育局令和 2年 3月 6日）：新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の抜本

的強化に向けた 更なる取組に伴う対応について（通知） 

 

【教職員の皆さまへ】 

１．新型コロナウイルス感染拡大に伴う、大学行事の変更等の対応にあたっては、学生、保護者、教職

員、関係者の健康に留意し、不利益が生じないよう配慮するとともに、十分な説明と周知を行うようお願

いします。 

 

【文部科学省】 

○新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について（1月 24日）

（https://www.mext.go.jp/content/000031008.pdf） 

○新型コロナウイルス感染症の「指定感染症」への指定を受けた学校保健安全法上の対応（1月 28日） 

（https://www.mext.go.jp/content/000031003.pdf） 

○新型コロナウイルスに感染した場合等の受験生への配慮について（依頼）（1 月 30日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200204-mxt_kouhou01-000003979_6.pdf） 

○新型コロナウイルス感染症の最新情報について（1月 31日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200129-mext_kenshoku-000004520_44.pdf） 

○高等学校入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応について（2月 3日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200203-mxt_jidou01-000004520_7.pdf） 

○中国から帰国した児童生徒等への対応に関する学齢簿の取扱いについて（2月 6日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200214-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf） 

○新型コロナウイルスに感染した場合等の大学入学者選抜における受験生への配慮について（補足）（2月

7 日） 

（https://www.mext.go.jp/content/20200210-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf） 

○中国から一時帰国中又は一時帰国を予定しているお子様の保護者の皆様へ（2月 10日）

（https://www.mext.go.jp/content/202002226-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf） 

○中国から帰国した児童生徒等への対応について（210_現在）（通知）（2月 10日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200212-mxt_kenshoku-000004520_6.pdf） 
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○日本人留学生及び外国人留学生に関する新型コロナウイルスに関連した感染症への対応について（依

頼）（2月 14日） 

（https://www.mext.go.jp/content/20200214_mxt_gakushi02_000004520_0001.pdf） 

○児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について（2月 18日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_kouhou02-000004520_3.pdf） 

○学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について（2月 18日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_kouhou02-000004520_2.pdf） 

○高等学校入学者選抜等における新型コロナウイルス感染症への対応について（第 2報）（2月 19日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200219-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf） 

○大学入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応に関する情報提供等について（2月 20日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200220-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf） 

○児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について（第 2報）（2月 25日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200225-mxt_kouhou02-000004520_01.pdf） 

○学校の卒業式・入学式等の開催に関する考え方について（2月 25日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200225-mxt_kouhou02-000004520_02.pdf） 

○社会教育施設において行われるイベント・講座等の開催に関する考え方について（2月 26日）

（https://www.mext.go.jp/content/202002228-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf） 

○新型コロナウイルス感染症対策に関する地域学校協働活動の取扱について（2月 28日）

（https://www.mext.go.jp/content/202000302-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf） 

○新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における臨時休

業に伴う教育課程関係の参考情報について（2月 28日） 

（https://www.mext.go.jp/content/202002228-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf） 

○新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨

時休業について（通知）（2 月 28日） 

（https://www.mext.go.jp/content/202002228-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf） 

○新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての幼稚園の対応について（2月 28

日） 

（https://www.mext.go.jp/content/202002228-mxt_kouhou01-000004520_5.pdf） 

○中国から帰国した児童生徒等への対応について[追加２報（韓国・大邱広域市及び慶尚北道清道郡の追

加）]（3月 2日） 

（https://www.mext.go.jp/content/202000305-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf） 

○▲新型コロナウイルス感染症対策のための小・中・高等学校等における臨時休業の状況について（3月

4 日） 

（https://www.mext.go.jp/content/20200304-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf） 

○新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた業務体制の確保について（通知）（3月 5日）

（https://www.mext.go.jp/content/202000306-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf） 

○「新型コロナウイルス感染拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇

の取扱いについて」の適切な対応について（通知）（3月 5日）
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（https://www.mext.go.jp/content/202000306-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf） 

 

【文部科学省・厚生労働省】 

○児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について（2月 18日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_kouhou02-000004520_4.pdf） 

○新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応につい

て（2月 28日） 

（https://www.mext.go.jp/content/202000302-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf） 

○新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用によ

る子どもの居場所の確保について（依頼）（3月 2日） 

（https://www.mext.go.jp/content/20200303-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf） 

 

【厚生労働省】 

○ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合家庭内でご注意いただきたいこと～８つのポイント～

（3月 1日） 

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf） 

○新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために（3月 1日）

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf） 

○クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」内の感染制御策について（2月 20日）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_09646.html） 

○新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた見解（2月 24日） 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00006.html） 

○新型コロナウイルス感染症対策の基本方針（2月 25日）

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599698.pdf） 

 

【スポーツ庁】 

○新型コロナウイルス感染症の対応について（依頼）（都道府県等宛）（2月 4日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200210-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf） 

○新型コロナウイルス感染症の対応について（依頼）（スポーツ関係団体宛）（2月 4日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200210-mxt_kouhou02-000004520_2.pdf） 

○新型コロナウイルス感染症の最新情報について（2月 12日）（都道府県等宛）

（https://www.mext.go.jp/content/20200213-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf） 

○新型コロナウイルス感染症の最新情報について（2月 12日）（スポーツ関係団体宛）

（https://www.mext.go.jp/content/20200213-mxt_kouhou01-000004520_3.pdf） 

○各種スポーツイベントの開催に関する考え方について（2月 21日）（都道府県等宛）

（https://www.mext.go.jp/content/20200221-mxt_kouhou02-000004520_2.pdf） 

○各種スポーツイベントの開催に関する考え方について（2月 21日）（スポーツ関係団体宛）

（https://www.mext.go.jp/content/20200221-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf） 
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○東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた代表選考会、テストイベント等の開催について

（依頼）（2月 21日） 

（https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html） 

○各種スポーツイベントの開催に関する考え方について（2月 26日）（都道府県等宛）

（https://www.mext.go.jp/content/202002226-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf） 

○各種スポーツイベントの開催に関する考え方について（2月 26日）（スポーツ関係団体宛）

（https://www.mext.go.jp/content/202002226-mxt_kouhou01-000004520_3.pdf） 

○東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた代表選考会、テストイベント等の開催について

（2月 26日） 

（https://www.mext.go.jp/content/20200226-mxt_kouhou01-000004520_5.pdf） 

 

【文化庁・スポーツ庁】 

○新型コロナウイルスに係る訪日外国人旅行者向けコールセンター等の周知について（協力依頼）（2月 3

日） 

（https://www.mext.go.jp/content/20200207-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf） 

 

【文化庁】 

○新型コロナウイルス感染症の最新情報について（2月 12日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200213-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf） 

○各種文化イベントの開催に関する考え方について（2月 26日）

（https://www.mext.go.jp/content/202002226-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf） 

○新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について（依頼）（2 月 3日）

（https://www.mext.go.jp/content/20200207-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf） 

 

【日本学校保健会】 

○学校において予防すべき感染症の解説

（https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H290100/index_h5.html#1） 

 

２．大学における授業や実習の実施が困難な状況が生じている場合、学生の不利益が生じないよう、下記

の通知を参照のうえ、各大学で適正にご配慮ください。 

 

○新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所 及び養成施設等の対応につ

いて（2月 28日） 

https://www.mext.go.jp/content/202000302-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf 

 

３．教職員の服務について 

 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情により、教職員の服務が困難な状

況になった場合、各大学の服務規程、就業規則、また設置主体の規定等により、裁量労働制、在宅勤務、
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https://www.mext.go.jp/content/20200226-mxt_kouhou01-000004520_5.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200207-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200213-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/202002226-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200207-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf
https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H290100/index_h5.html#1
https://www.mext.go.jp/content/202000302-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf
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病気休暇、特別休暇等の制度をもとに、適正な対応をお願いします。 

  

【文部科学省】 

○新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨

時休業中の児童生徒の外出について（3月 4日） 

（https://www.mext.go.jp/content/20200304-mxt_kouhou02-000004520_3.pdf） 

○新型コロナウイルス感染拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の

取扱いについて（通知）（3 月 2日） 

（https://www.mext.go.jp/content/202000302-mxt_kouhou01-000004520_5.pdf） 

○新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイトの開

設について（3月 2日） 

（https://www.mext.go.jp/content/20200303-mxt_kouhou01-000004520_02.pdf） 

○新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨

時休業に関する Q&Aの送付について（3月 4日） 

（https://www.mext.go.jp/content/20200305-mxt_kouhou02-000004520-3.pdf） 

 

流行状況等は日々変化しますので、関連情報ホームページの確認や最新情報に十分注意してくださ

い。 

○内閣官房ホームページ 

（http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html） 

○厚生労働省ホームページ 

 （https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html） 

 

 

【新型コロナウイルス感染拡大に係る、看護系大学への影響に関する調査協力のお願い】 

 JANPUでは、今般の新型コロナウイルス感染拡大に関連して、下記の内容についての調査を行います。

今後の JANPUの活動への基礎データとさせていただきたいと存じます。別途メールとホームページに掲載

致します。ご協力のほど、よろしくお願いします。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwUv_4O8bl3Rw0_TaTgi78f7BI1_CxOfy-

hbJ0RtFAKzgh4A/formResponse 

 

 

2020年 3月 10日 

一般社団法人日本看護系大学協議会 

代表理事 上泉和子 

 

https://www.mext.go.jp/content/20200304-mxt_kouhou02-000004520_3.pdf
https://www.mext.go.jp/content/202000302-mxt_kouhou01-000004520_5.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200303-mxt_kouhou01-000004520_02.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200305-mxt_kouhou02-000004520-3.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwUv_4O8bl3Rw0_TaTgi78f7BI1_CxOfy-hbJ0RtFAKzgh4A/formResponse
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