
１．発熱、咳、喉の痛み、倦怠感等の体調不良が
ある場合
直接医療機関に電話で相談する。受診先に迷う場合は，「受
診・相談センター」に電話で相談する。または，
健康支援センターに相談する（以下のフォームにより連絡）。
症状軽快後二日が経過するまで来学しない。

風邪症状・体調不良の報告フォーム（学生用）（Google Formヘリンクあり）

風邪症状・体調不良の報告フォーム（教職員用）（Google Formヘリンクあり）

２．新型コロナウイルス感染症について、
・陽性になった場合
・濃厚接触者に特定された場合
・濃厚接触者の可能性がある場合（陽性に

なった者との関係，行動履歴から）
・医療機関等で検査を受けた場合

健康支援センターに連絡する（以下のフォームにより連絡） 。
保健所からの指示に従い自宅等で待機。
待機終了まで来学しない。

保健所・医療機関等連絡の報告フォーム（Google Formヘリンクあり）

居住地の新型コロナウイルス感染症相談窓口
受診・相談センター，保健所
豊橋市は豊橋市保健所（開設時間9:00～17:00）

（夜間・土日祝日はオンコール(24時間)体制）
通常の健康相談窓口も開設しています
電話番号：0532-39-9119

豊橋技術科学大学健康支援センター
(平日：9:00～17:00)
電話番号：0532-44-6632
E-Mail:kenkou@office.tut.ac.jp
※各報告フォームにより連絡

（休日・時間外）
※各報告フォームにより連絡

（学生・教職員）症状等発生時における対応・大学への連絡フロー

新型コロナウイルス感染症検査を受けることとなった場合必ず

健康支援センターへの連絡と同時に，
学生は，授業等の欠席を要する場合本人から
指導教員・クラス担任および履修する授業担
当教員へ連絡。
欠席した場合は，後日，補講・追試等の実施，授業中
に課すものに相当するレポート課題等を実施します。

◎教務課教務係（受付時間：平日8:30～17:15）
電話番号：0532-44-6545

教職員は，本人から所属長へ連絡する。

医療機関受診（診断、治療）

３．新型コロナワクチン予防接種後，関連性が高い
と認められる症状（副反応によるものを含む）
が現れ，不安な場合

健康支援センターに連絡する。
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYTrwOarE36QEju6jQJ5CM00Kkg6aKWPyeTzaeJWllzjNedQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8kDNE-mwxxFYUJl_gNGC8Cgjk3tmtUPiFhiq_jzsJ8D5VPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiABfEQrBtUYE3BbgjpyMNw_yqxuarrCASF-dVYY6VMd1EpQ/viewform


１．Awareness of physical problems such as fever,coughsore throat, and
strong fatigue
Consult a medical institution directly by telephone. If you are not sure where to 
go to see a doctor, consult Medical Consultation Center by telephone.
Consult the TUT Health Care Center
Do not come to the university two days after the symptoms disappear. 

Report of cold symptoms and other health problems（Student）
（Link to Google Form）

Report of cold symptoms and other health problems（Faculty, Staff）
（Link to Google Form）

２．When the public health center identifies you as a positive , close contact
person with an infected person（including potentially close contact person），
or you take test for COVID-19 at a medical facility

Stay at home according to instructions from the public health center
Contact the TUT Health Care Center
Do not come to the university

Report on the contents of the contact to the Public Health 
Center（Hoken- jo）and to other organizations（Link to Google Form）

New Coronavirus Infectious Disease Counseling Service 
in your residential area, such as Medical Consultation 
Center, Public Health Center 
Contact of Toyohashi City: 
Toyohashi City Public Health Center
(Opening hours 9:00 to 17:00)
*On-call (24 hours) system at night, weekends and
holidays

*They also have a regular health consultation desk
Phone number: 0532-39-9119

TUT Health Care Center
(Weekdays 9:00-17:00)
Phone number: 0532-44-6632
E-Mail:kenkou@office.tut.ac.jp

※Contact via each Report Form.

Holidays and Before/After office hours
※Contact via each Report Form.

【For Students and faculty and staff members】
How to respond to symptoms of Covid-19 and the flow of contact to the university

When the decision is made to undergo testing for COVID-19

At the same time when contacting the TUT Health Care 
Center, please note that; 

Students need to be  absent from classes should 
contact their faculty member or class teacher.
*If you are absent, you will be given supplementary
lessons/re-examinations and report assignments
equivalent to those you will be given during the class. 

◎Contact: Educational Affairs Section, Educational
Affairs Division  
(Weekdays 8:30-17:15)
Phone number: 0532-44-6545 
The faculty or staff members need to contact the 
head  of the department or division, to which she/he 
belongs

Visit a medical institution (diagnosis and treatment)

3．When you feel uneasy because of highly relevant symptoms (including 
side effects) after vaccination against COVID-19

Consult the TUT Health Care Center

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYTrwOarE36QEju6jQJ5CM00Kkg6aKWPyeTzaeJWllzjNedQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8kDNE-mwxxFYUJl_gNGC8Cgjk3tmtUPiFhiq_jzsJ8D5VPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiABfEQrBtUYE3BbgjpyMNw_yqxuarrCASF-dVYY6VMd1EpQ/viewform

