
Response to “Covid-19 infection" and related information 
(Third report: Suspension of attendance at the College  

from the onset of symptoms and requirements for cancellation) 
 

If you have or are suspected of having a Covid-19 infection, your attendance at the College will be 
suspended in accordance with Article 19 of the School Health and Safety Act.  
As a general rule, the period of suspension of attendance will be based on Item 1, "Until healed", and 
the College will deal with each case in accordance with the reasons given below. 
 
(1) Contacting the College and procedural flow until examination/consultation 

Onset of symptoms ~ suspension of College attendance Report to the College 

① If you have any of the following symptoms: 
•  High  fever,  shortness  of  breath,  cough,  difficulty  in  breathing,   

fatigue, impaired sense of taste 
•  Persistent cold symptoms such as fever and cough continue 

② When there is a possibility of you being a close contact: 
↓ For both cases above, contact the College by phone and e-mail. 

③ Please search the website of the Ministry of Health, Labor and   
Welfare  or  the  Returnee/Contact  Person  Consultation  Center   
at your place of residence and consult with them first. Fill out the “Questionnaire" and 
You will be advised as to whether you require an examination or    send  it  with  a  photograph 
consultation at a medical institution. 
(Do  not  self-isolate  or  go  directly  to  a  medical  institution  at  by phone. your own discretion.) 

④ Report the result of the consultation to the College. 

 
Department/Homeroom 
Teacher/International Exchange 
Center 
Phone: 06-6782-2824 
e-mail:  
corona@higashiosaka.ac.jp 

 
(2) Suspension of College attendance and requirements for cancellation 

 Reason for suspension of College attendance 
Requirement for lifting suspension 

of College attendance 

 A Diagnosed as Covid-19 positive through a required PCR test, 
etc. 

Until healed 

 B Diagnosed as Covid-19 negative through a required PCR test, 
etc. 

Until the end of the “self-
isolation” period as instructed by 
the Public Health Center, etc. 

 C An instruction to self-isolate as a preventive measure, 
although an examination or consultation was not necessary, 
was received from the Public Health Center, etc. 
While self-isolating, please follow the instructions from the 
Infirmary such as taking temperature measurements twice 
daily in the mornings and evenings. 

Until the passage of two weeks 
following the disappearance of 
symptoms 

 D Overseas traveler/returnee Self-isolate for two weeks in 
accordance with the instructions 
received at the time of entry. 

 
(3) If it is recognized that you are able to return to the College, please contact the Infirmary before 
returning to the College. 

attached,  or  contact  the  College 

〇 Infirmary/Student Support 
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線
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Answer Date _____(day) / _____(month) / ______(year)

Student ID Number

Name

Your Current Temperature ℃

What symptoms do you have?
Check the appropriate items to the right and fill
in the blanks.

   ☐Fever (Max    ℃,）
 ☐Taking Antipyretic(Antifebrile)
 ☐Not taking

☐Cough  ☐Shortness of breath  ☐Runny nose
☐Sore Throat  ☐Malaise  ☐Diarrhea
☐Headache  ☐Dysgeusia  ☐Olfactory disorder
☐Other symptoms
 (detail: _________________________________)

How long have you had those symptoms? From _____ (day)/ ______(month) / _______(year)

What date is your last coming to the College ? _____ (day)/ ______(month) / _______(year)

Questionnaire(Fill out and send this in a picture to the College, or call.)

☎ First of all, CONTACT the College AND your local Public Health
Center!!

【From nurse's room of the college】
First,CALL your local health center for a consultation and follow them which clinic or hospital you
should go or stay home.

As your going to a hospital/clinic,
1)If a PCR test is...
①required : You get tested _____(day)_____(month) _____(year).
*After that, Stay home and isolate yourself until the test result is out.
(Examination gee: Only the initial examination fee you shall bear.)
②not required : Stay home, isolate yourself and fill out the observation form everyday.
After a permission from the college's or your local health center, bring that form to the college.

2)Ask a doctor when you may go to the college again, and then tell that date to the college.

Before you go to the college again with some permission, Make sure to let the college know.



外国語で相談したい人
がい こく ご そう だん ひと

大阪国際交 流 センターの「外国人のための相談窓口」に相談してください。
おおさかこくさいこうりゆう がいこくじん そうだんまどぐち そうだん

電話番号：06-6773-6533
でん わ ばんごう

E-Mail:center@ih-osaka.or.jp

対応時間：月曜日～金曜日 9：00～19：00
たいおう じ かん げつよう び きんよう び

土曜日・日曜日・ 祝 日 9：00～17：30
ど よう び にちようにち しゆくじつ

対応言語：英語、 中 国語、韓国・ 朝 鮮語、ベトナム語、フィリピン語
たいおうげん ご えい ご ちゆうごく ご かんこく ちようせん ご ご ご

※大阪国際交流センターは、相談にのってくれますが病院等の指示はできません
おおさかこくさいこうりゆう そうだん びよういんとう し じ

新型コロナ受診相談センター(帰国者・接 触 者相談センター)一覧(令和2年8月14日現在)
しんがた じゆしんそうだん き こくしや せつしよくしやそうだん いちらん

※土日 祝日を含め、 終 日つながります
ど にち ふく しゆうじつ

センター名 電話番号 FAX

大阪府池田保健所

大阪府茨木保健所

大阪府守口保健所

大阪府四條畷保健所

大阪府藤井寺保健所

大阪府富田林保健所

大阪府和泉保健所

大阪府岸和田保健所

大阪府泉佐野保健所

06-7166-9911 06-6944-7579

大阪市保健所 06-6647-0641 06-6647-1029

堺市保健所 072-228-0239 072-222-9876

高槻市保健所 072-661-9335 072-661-1800

東大阪市保健所 072-963-9393 072-960-3809

豊中市保健所 06-6151-2603 06-6152-7328

枚方市保健所 072-841-1326 072-841-5711

八尾市保健所 072-994-0668 072-922-4965

寝屋川市保健所 072-829-8455 072-838-1152

吹田市保健所 06-7178-1370 06-6339-2058

尼崎市保健所
平日　　9時00分～19時00分

土日祝　9時00分～17時00分
06-4869-3015 (専用ダイヤル)



保健所へ電話をします
ほ けん じよ でん わ

「 私 は( 住 所 )に住んでいる( 名前 )といいます。
わたし じゆうしよ す な まえ

( 国籍 )の 留 学生です。
こくせき りゆうがくせい

〇〇月〇〇日から熱が( °C )でています。
がつ にち ねつ

他にもこのような( 症 状 )があります。 近くの 病 院に行ってもいいですか？
ほか しようじよう ちか びよういん い

保健所の職員から質問がされます
ほ けん じよ しよくいん しつ もん

① もともと持っている 病 気（ 基礎疾患 ）はありますか
も びよう き き そ しつかん

② 毎日、飲んでいる 薬 はありますか
まいにち の くすり

③ 他の 病 気で 病 院に行っていませんか
ほか びよう き びよういん い

④ 女性は妊娠していませんか
じよせい にんしん

⑤ あなたの近くで「濃厚接 触 者」はいませんか
ちか のうこうせつしよくしや

⑥ 2 週 間以内で海外渡航歴はないですか
しゆうかん い ない かいがい と こうれき

病院に行くよう言われた場合(コロナ対応病院)
びよういん い い ば あい たい おうびよういん

近くの 病 院に 直 接行かずに、 必 ず電話をして次のように話しをします。
ちか びよういん ちよくせつ い かなら でん わ つぎ はな

「 私 は、〇〇保健所から 病 院に行くように言われた( 名前 )です。
わたし ほ けんじよ びよういん い い な まえ

〇〇月〇〇日から熱（ ℃）でています。他にも( 症 状 )があります。」
がつ にち ねつ ほか しようじよう

=> 病 院に行く日と時間などが説明されます。
びよういん い ひ じ かん せつめい

※保健所や病院との内容がわからない時は、国際交流センターへ電話してください。
ほ けん じよ びよういん ない よう とき こく さい こうりゆう でん わ

受診後は結果をすぐに大学へ報告し、指示に従うこと。
じゆ しん ご けつ か だい がく ほう こく し じ したが
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