
CATグループ 新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動指針（2022/07/29） 

 

学生/講師/職員の皆さまへ 

新型コロナウイルスの感染が猛威を振るっております。既にご承知おきのこととは思いますが、マスクの着用・三密の回避・手洗い・消毒な

ど、基本的な対策の徹底を引き続きお願いします。日常の行動や症状が出た場合などの対応について下記にまとめていますので、本行動

指針に沿って行動をお願いします。本校の取り組みについて皆さまのご理解とご協力をお願いします。 

CATグループ 
学校法人 創都学園 
学校法人 大阪創都学園 

 

本学園の対応について 

【日常の対応について】 

本学園では、感染拡大防止のため下記のような取り組みを行っています。（主な内容のみ記載) 

○入館時の手指消毒、検温の義務付け 

○館内の定期的な消毒、授業・実習終了後の使用箇所の消毒 

○授業・実習中のマスクの着用 

○ソーシャルディスタンスを考慮した教室の変更や授業・実習中の定期的な換気 

○教室、ロビーのアクリル板等の設置による飛沫拡散防止 

○行事等の分散実施及びオンラインによる配信での実施 

 

【感染者や濃厚接触者等が判明した場合の対応】 

感染者や濃厚接触者等の登校状況や接触状況を確認のうえ、休講等の対応を行います。また、保健所の指示に従い消毒等の処置を講じ

ます。予定されているオープンキャンパスやイベントについても同様に判断いたします。 

 

【感染者や濃厚接触者となった学生情報の取扱いについて】 

（1）濃厚接触者等に該当する方への連絡を実施するにあたり、保健所から学校に対して、対象者の連絡先などの個人情報を求められた場

合は、学校から保健所に提供することがありますのであらかじめご了承ください。 

（2）個人情報保護の観点及び本校の学生に風評被害が生じないよう、プライバシー及び人権について十分配慮し、ＳＮＳで拡散したり不用

意な詮索や発言をしたりするなど、誤った言動をとることのないよう、ご理解とご協力をお願いします。 

 

日常の行動について 

【検温について】 

本学園では、登校時検温の基準（※）を設けており、基準以上の体温の場合は館内へ入ることはできません。なお、体温については個人差

がありますので、毎日の体温を必ず記録し平熱の把握をお願いします。なお、求められた場合には提示できるように記録を取り、携帯するよ

うにしておいてください。 

※入館基準体温 4 月～9 月については 37.5℃、10 月～3月については 37.0℃とします。 

 

【体調不良や感染者等との接触が疑われる場合】 

・体調不良や感染者との接触、感染者が出た場所にいたことが疑われる場合は、無症状でも登校せず自宅待機し、担任/担当職員へ必ず

申し出てください。それぞれの状況に応じて対応が異なりますので以下の内容『各ケース別の対応について』をよく確認し対応をお願いしま

す。 

 

 



 

【その他行動について】 

・手指消毒、手洗い、うがいをこまめに行ってください。 

・登下校時や授業中、業務時間中はマスク着用とします。ただし、熱中症対策等が必要な場合など、講師より指示があった場合に限り授業

中のマスク不要とする場合があります。なお、本校では不織布マスクの着用を推奨しています。 

・学内だけではなく、学外においても三密を避ける行動をお願いします。 

・昼食時や飲食の際は黙食とし、喋る際はマスクの着用をお願いします。 

・自身での感染防止策として、マスク着用はもちろんのこと、めがねやフェイスシールドの着用するなどの対策を各自で講じてください。 

・帰省など遠方への外出が必要な場合は、感染防止対策を講じたうえで行ってください。 

・緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令されている場合は、発令内容に従って行動するようにしてください。 

 

 

CATグループにおける濃厚接触者の定義について 

新型コロナウイルス感染症の陽性者増加に伴い、該当する保健所において濃厚接触者の指定が困難な場合や時間を要する場合は、下記

学内の規定に基づき、濃厚接触者として扱い各ケース別の対応を行います。 

 

【濃厚接触者の定義】 

□授業/実習中 

授業/実習においては下記を前提に適切に運営されている場合は、授業/実習における濃厚接触者無しと判断します。ただし、授業/実習

中における個別状況については下記「個別の接触」を判断基準とします。 

 

・授業・実習終了後の使用箇所の消毒 

・授業・実習中のマスクの着用 

・ソーシャルディスタンスを考慮した教室の変更や授業・実習中の定期的な換気 

・教室のアクリル板等の設置による飛沫拡散防止 

 

□個別の接触 

個別の接触に対する濃厚接触者の判断は下記の要件を確認のうえ、総合的に判断します。なお、授業/実習内においても、下記要件に

該当する接触がある場合は同様に濃厚接触者と判断します。 

 

・陽性者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者 

・適切な感染防護なしに陽性者を診察、看護若しくは介護していた者 

・陽性者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 

・手で触れることの出来る距離（目安として 1 メートル）で、必要な感染予防策なしで、陽性者と 15 分以上の接触があった者（周辺の環

境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断します）。 

  



各ケース別の対応について 

それぞれの状況に応じて以下のように原則の対応についてまとめています。下記状況と併せて、休講等の措置を講じますので、本校からの

連絡を常に受けられるように sigfyの登録などを確認しておいてください。 

 

【陽性者となった場合】 

PCR 検査の結果陽性者となった場合は、検査結果が出た時点で担任/担当職員に連絡のうえ、保健所の指示に従って行動してください。ま

た、下記項目について報告してください。 

 

＜報告/確認内容＞ 

・現状の体調 

・保健所の指示内容 

・感染場所の心当たり 

・発症日 

・発症日（無症状の場合 PCR検査実施日）二日前までの登校状況及び学校関係者との接触状況 

・濃厚接触者の有無（※原則、保健所判断によるが、保健所から指示がない場合は、本校の定める【CAT グループにおける濃厚接触者

の定義について】に則り、個別に判断します。） 

＜日々の報告＞ 

・体温及び体調の報告 

 

（陽性者本人の行動） 

・保健所の指示に従ったうえで行動。 

・保健所の指示事項及び療養期間等の終了予定日を報告。 

・療養期間終了後、体調を確認後登校することができる。 

※保健所から指示がない場合は下記の通りとする。 

（症状がある場合） 

発症日を 0 日として、10 日間を自宅療養とし、かつ、症状軽快後 72 時間経過後、体調確認のうえ登校を許可します。 

（症状がない場合） 

PCR 検査実施日を 0 日として 7日間を経過観察期間とし、経過観察終了後体調確認のうえ登校を許可します。 

 

【濃厚接触者となった場合】 

陽性者からの連絡などにおいて、濃厚接触者となってしまった場合は、連絡を受けた時点で担任/担当職員に連絡のうえ、保健所の指示に

従って行動してください。保健所から指示の無い場合は、本校からの指示に従って行動してください。なお、下記項目について報告してくださ

い。 

 

＜報告/確認内容＞ 

・現状の体調 

・陽性者との接触日 

・接触場所 

・PCR 検査実施及び検査結果予定日 

・最終登校日及びその際の学校関係者との接触状況 

＜日々の報告＞ 

・体温及び体調の報告 



 

（濃厚接触者の行動） 

・保健所の指示に従ったうえで行動。 

・保健所の指示事項及び療養期間等の終了予定日を報告。 

・自宅待機期間終了後、体調を確認後登校することができる。 

※特に指示がない場合は、最終接触日を 0 日として 5 日間を経過観察期間とし、経過観察終了後体調確認のうえ登校を許可します。な

お、2 日目及び 3 日目に抗原定性検査キットによる検査を行い、陰性であれば体調確認のうえ登校を許可します。 

（同居の家族が陽性となり、濃厚接触となった場合） 

・保健所の指示に従ってうえで行動をお願いします。また、保健所から特に指示がない場合は、陽性者の発症日（陽性者が無症状の場合

は、検体採取日）または、陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を 0 日として 5 日間を経過観察期間と

し、経過観察終了後体調確認のうえ登校を許可します。なお、2 日目及び 3 日目に抗原定性検査キットによる検査を行い、陰性であれば

体調確認のうえ登校を許可します。 

 

【陽性者との接触がある場合】 

陽性者との接触があった場合は、連絡を受けた時点で担任/担当職員に連絡のうえ、自宅待機してください。保健所から指示がない場合は、

接触のある者が本校の定める【CAT グループにおける濃厚接触者の定義について】に定める項目に抵触しない場合は、個別の体調確認を

行ったうえで登校を許可します。なお、体温及び体調の報告を担任へお願いします。 

 

＜報告/確認内容＞ 

・現状の体調 

・陽性者との接触日 

・接触場所 

・最終登校日及びその際の学校関係者との接触状況 

・PCR 検査実施及び検査結果予定日（任意を含む） 

＜日々の報告＞ 

・体温及び体調の報告 

 

（濃厚接触者と指定された場合） 

上記、【濃厚接触者となった場合】の項目に従って行動してください。 

（濃厚接触者と指定されなかった場合/保健所から指示がなかった場合など） 

接触のある者が、自主的に PCR検査を行って陰性結果だった場合は体調を確認のうえ登校を許可します。 

また、本校の定める【CATグループにおける濃厚接触者の定義について】に定める項目に抵触しない場合は、個別の体調確認を行ったう

えで登校を許可します。なお、上記いずれの場合も、体温及び体調の報告を担任へお願いします。 

 

【濃厚接触者との接触がある場合】 

濃厚接触者との接触があった場合は、連絡を受けた時点で担任/担当職員に連絡のうえ、自宅待機してください。また、下記項目について

報告してください。ただし、接触のある者が本校の定める【CATグループにおける濃厚接触者の定義について】に定める項目に抵触しない場

合は、個別の体調確認を行ったうえで登校を許可します。なお、体温及び体調の報告を担任へお願いします。 

 

＜報告/確認内容＞ 

・現状の体調 

・濃厚接触者との接触日 



 

・接触場所 

・最終登校日及びその際の学校関係者との接触状況 

・PCR 検査実施及び検査結果予定日（任意を含む） 

 

＜日々の報告＞ 

・体温及び体調の報告 

 

（濃厚接触者が PCR検査の結果、陽性者となった場合） 

上記、【陽性者との接触がある場合】を参照してください。 

（濃厚接触者が PCR検査の結果、陰性となった場合） 

体調を確認後、登校を許可します。 

（濃厚接触者に対して保健所から指示がなかった場合など） 

接触のある者が、自主的に PCR 検査を行って陰性結果だった場合は体調を確認のうえ登校を許可します。また、本校の定める【CAT グ

ループにおける濃厚接触者の定義について】に定める項目に抵触しない場合は、個別の体調確認を行ったうえで登校を許可します。 

 

【発熱等の症状がある場合（同居の家族や最近接した方に同じ症状がある場合も同様）】 

下記症状が、本人や同居家族、または最近接した方にある場合は、担任/担当職員に連絡のうえ、自宅待機してください。（ワクチンの副反

応の可能性を除く）また、下記項目について報告してください。なお、同居のご家族に同様の症状がある場合についても予防的措置として自

宅待機してください。ただし、本人以外が発熱等の症状がある場合、本校の定める【CAT グループにおける濃厚接触者の定義について】に

定める項目に抵触しない場合は、個別の体調確認を行ったうえで登校を許可します。なお、体温及び体調の報告を担任へお願いします。 

 

＜症状＞ 

・本学園入館基準体温 （※4 月～9 月については 37.5℃、10 月～3 月については 37.0℃とします。）以上の発熱がある場合もしくは、平均体温より

1℃以上あり、かつ以下の複数の項目に該当する場合（※ただし、かかりつけ医等の判断によりコロナウイルス感染症とは認められない場合を除く） 

・強い倦怠感がある 

・頭痛やのどの痛みがある 

・息苦しさがある 

・味覚/臭覚障害がある 

 

＜報告/確認内容＞ 

・現状の体調 

・陽性者や濃厚接触者との接触などの有無 

・保健所やかかりつけ医への問い合わせ状況 

・最終登校日及びその際の学校関係者との接触状況 

・PCR 検査実施及び検査結果予定日（任意を含む） 

 

（登校を許可する場合） 

保健所やかかりつけ医の判断により感染の可能性がない場合や PCR 陰性の場合は、体調を確認のうえ登校を許可します。なお、体温

及び体調の報告を担任へお願いします。 

  



 

参  考 

・東京都発熱相談センター（東京） 

TEL 03-5320-4592 または 03-6258-5780 

受付時間：24 時間（土日・祝日を含む毎日） 

対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、タイ語、フランス語、ポルトガル語、 

スペイン語 

・東京都発熱相談センター 医療機関案内専門ダイヤル 

TEL 03-6732-8864 

受付時間 24 時間（土日・祝日を含む毎日） 

対応言語：日本語 

・吹田市新型コロナ受診相談センター 

（どこに受診したらよいかわからない場合・感染予防に関すること） 

TEL 06-7178-1370 FAX 06-6339-2058 

受付日時：平日の午前 9 時～午後 5 時 30 分 

※上記時間外の夜間・休日(電話)：050-3531-4455 （令和 3 年 8 月 2 日から電話番号が変わりました。おかけ間違いにご注意ください。） 

※大阪府は居住地域により異なります。詳しくは大阪府の WEBサイトを確認してください。 

・発熱者 SOS（大阪府新型コロナ受診相談センター） 

○かかりつけ医がいない、夜間・休日で診察できる病院が分からないから教えて欲しい など 

○新型コロナウイルス感染症の治療や療養終了後に、呼吸苦や味覚・嗅覚の異常等、後遺症に悩んでいる など 

【相談窓口】 TEL ０６-７１６６-９９１１ / ０６-７１６６-９９６６ / FAX ０６-６９４４-７５７９ 

※番号にお間違えのないようご確認をお願いいたします。 

【相談受付時間】 全日 24 時間受付（土曜・日曜・祝日も対応可） 

・大阪府内在住外国人向け相談窓口について 

TEL06-6941-2297 

受付時間：月曜日、金曜日 ９時から 20 時まで（祝日除く）/火曜日から木曜日まで ９時から 17時 30 分まで（祝日除く） 

第２日曜日、第４日曜日 13 時から 17 時まで 

対応言語：英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、 フィリピン語、タイ語、インドネシア語、ネパール語、 

日本語 

 

連 絡 先 

◇東京アニメーションカレッジ専門学校 

TEL 03-5332-3056 

※深夜など電話がつながらない場合は、担任/担当職員もしくは support@tokyo-anime.jp までメールを送信してください。 

 

◇大阪アニメーションカレッジ専門学校 

TEL 06-6369-5167 

※深夜など電話がつながらない場合は、担任/担当職員もしくは anicolle@osaka-anime.jp までメールを送信してください。 

 

◇キャットミュージックカレッジ専門学校 

TEL 06-6369-1101 

※深夜など電話がつながらない場合は、担任/担当職員までメールを送信してください。 
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