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学校法人 医学アカデミー 薬学ゼミナール 学生寮規則 

 

（趣旨） 

第1条 この規則は、学校法人医学アカデミー 薬学ゼミナール学生寮（以下「学生寮」と

いう）の管理及び運営、その他必要な事項について定めるものとする。 

 

（学生寮の目的） 

第2条 学生寮は、学校法人 医学アカデミー 薬学ゼミナール（以下「本学」という）の学

生に生活と勉学の場を提供し、もって修学上の便宜を図ることを目的とする。 

 

（管理運営責任者及び管理者） 

第3条 学生寮の管理及び運営に関する管理責任者は学長とし、管理者を川越教室 教室長

とする。 

 

（名称、位置及び収容定員） 

第4条 学生寮の名称、位置及び収容定員は、次の表のとおりとする。 

名称 

（位置） 

薬学ゼミナール 学生寮 Bay Laurel 

川越市中台元町 1-10-11 

収容定員 

60 名 

男子 26 名 

女子 34 名 

 

（入寮資格） 

第5条 入寮資格は次項のとおりとする。 

１．学生寮に入寮することができる者は、本学 川越教室に在籍する既卒の学生とする。 

２．健康で規律ある生活ができる者。基礎疾患や持病があり、保健衛生上、学生寮での

生活に不適切と認められたときは入寮資格がないものとする。 

 

（入寮時期） 

第6条 入寮の時期は原則として 5 月とし、管理者が別途定めた日とする。 

ただし、収容定員に欠員が生じ管理責任者が認めた場合はこの限りではない。 

 

（入寮の選考） 

第7条 入寮の選考については、次項のとおりとする。 

１. 入寮を希望する者は、本規則を理解した上で入寮願に本学が指定する書類を添え

て所定の期間内に本学に願い出るものとする。 

２. 管理者は前項に規定する希望者の中から本学で選考し、入寮を許可する。 
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（入寮各種手続き等） 

第 8 条 入寮各種手続きについては次の号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

１．入寮を許可された者は、指定された期日までに誓約書等の書類を本学に提出し、

入寮しなければならない。 

２．入寮を許可された者が手続きを怠り若しくは指定された期日までに入寮しないと

き、又は入寮選考の過程において虚偽の申立てをしたことが判明したときは、管理

責任者はその者の入寮許可を取り消すことができる。 

３．入寮 2 週間前からの検温、行動記録を「健康観察記録表」に記録し、入寮時に提

出するものとする。提出がない場合、入寮許可を取り消すことができる。 

４．帰省する際は、「帰省届」を提出すること。 

 

（居室の部屋割） 

第9条 管理者は、各居室の入居者を定める。 

 

（エリア分け） 

第10条 学生寮内でのエリアは次項のとおり定められる。 

１．学生寮の 1 階を食堂、1 階及び 2 階の居室及び 2 階の自習室を男子寮、3 階及び 4

階の居室・自習室を女子寮とする。 

２．入寮者は異性のエリアに立ち入ってはならない。 

３．許可なく管理人室、機械室、屋上等住居スペース以外のエリアは立ち入り禁止とす

る。 

４．全各項において、緊急時や災害時、管理者が認めた場合にはこの限りではない。 

 

（入寮期間） 

第11条 入寮期間は、次項に定める期間とする。 

  １．5 月コース 5 月から最長、当該年度の国家試験終了後最初の土曜までとする。 

  ２．9 月コース 9 月から最長、当該年度の国家試験終了後最初の土曜までとする。 

  ３．途中入寮した際は、入寮時から最長、当該年度の国家試験終了後最初の土曜まで

とする。 

 

（再入寮） 

第12条 再入寮については次項に掲げるとおりとする。 

１． 翌年度以降、再入寮を希望する者は、新年度申込時期に新規入寮者として手続きを

行うこととする。 

２． 年度途中の退寮後による、再入寮は認めない。 

 

（規則の遵守） 

第13条 入寮者は、本規則を遵守しなければならない。 
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（退寮） 

第14条 退寮についての規定は次項のとおりとする。 

１． 期間を満了せずに退寮を希望する者は、退寮希望日の 1 ヵ月前までに退寮願を管

理者に提出し、その承認を受けなければならない。 

２． 退寮の承認を受けた場合は、退寮承認日から 7 日以内に退寮しなければならな

い。 

３． 退寮する場合、いかなる場合も納金を返金しない。 

４． 第 20 条に定める退寮時の点検を受けなければならない。 

 

第15条 入寮者が次項の一つでも該当する場合は、管理責任者は退寮を命じるものとする 

１． 本学学生の身分を失ったとき。 

２． 第 11 条に定める入寮期間を超えたとき。 

３． 3 ヵ月以上寮費又は第 21 条に定める経費の納入を怠ったとき。 

４． 管理責任者が退寮の必要性を認めたとき。 

５． 疾病その他の事由により保健衛生上、寮生活に支障が生じた際、本学は学生を保

証人の元に帰すが、回復が見込まれないとき。 

６． 学生寮において第 16 条における迷惑行為があったとき。 

７． 学生寮において第 17 条における管理業務を怠ったとき。 

 

（迷惑行為） 

第16条 入寮者は管理者、他の入寮者及び近隣居住者に迷惑のかかる以下の行為を行って

はならない。 

１． 銃刀法や薬物関連法等、法令等に反するもの（鉄砲、刀剣類等）又は爆発性、発

火性を有する危険物を製造又は保管すること。 

２． 学生寮の建物、設備及び備品（配水管等を含む）を腐食又は毀損させる恐れのあ

る液体等を使用又は保管すること。 

３． 反社会的集団への加入・関係者の出入り、政治、思想、宗教活動 

４． 学生寮内での商業行為、又は、これに類すること。 

５． ビラ、パンフレット等の印刷物の配布及び掲示。 

６． 学生寮内での動画の撮影、動画配信（YouTube,17LIVE,Tiktok,インスタライブ他） 

７． 暴力行為及び賭博行為。 

８． 学生寮内及び周辺での喫煙（加熱式たばこ等を含む）及び吸い殻等を放置する行

為。 

９． 強制飲酒や喫煙（加熱式たばこ等を含む）・飲食などを強要する行為。 

１０． 他人の迷惑となる音量でのオーディオ機器の使用、楽器演奏を行うなどの騒音行

為。 

１１． 階段の昇降、扉の開閉、廊下での立ち話、居室内での話し声等には十分配慮し、

他の入寮者に対し迷惑となる行為を行うこと。 

１２． 本学生を含む入寮者以外の者を許可なく寮内に立ち入らせること。 

１３． 本学生を含む入寮者以外の者、家族の宿泊。 
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１４． 入寮者間の居室訪問。 

１５． 他の入寮者に対する不適切な行為及び迷惑行為。 

１６． 他の入寮者及び近隣居住者に迷惑がかかると管理者が判断した行為。 

１７． テレビ、電子レンジ、冷蔵庫等大型家電を持ち込むこと。 

１８． 学生寮においてガス器具、石油ストーブ、その他火気の使用。 

１９． 犬、猫その他小動物・魚等のペットの飼育。 

２０． ベランダ、階段・玄関ホール等共有スペースへの物品の残置及び設置、ごみを放

置する行為。 

２１． 共有スペース（廊下、自習室等）の電源を使用すること。 

２２． 学生寮の建物、設備、居室内の改造行為。 

２３． 学生寮の設備・備品等の器物及び建物等を故意に破損あるいはそれらの効力を消

失あるいは低下させる行為。 

 

 

（管理業務） 

第17条 入寮者は以下の管理項目を遵守する義務を負う。 

１. 居室を不在にする場合は、必ず施錠をすること。万一、居室内での盗難、個人所

有物の破損があっても、管理者はその責任を負わない。 

２. 居室内の清掃を行い、清潔に保つとともに整理整頓を心掛けること。 

３. 居住環境の維持として定期的に配布される排水口洗浄剤、洗濯槽洗剤を使用し、

指定された期間内に清掃をすること。 

４. ベランダ排水溝の詰まり除去のため、職員立ち合いのもと、清掃員が各居室に立

ち入ることがある。 

５. 日常のごみの処理については自治体のルールに従い、種類別に分別を行い指定す

る場所に出すこと。 

６. 電化製品や処分が有料な粗大ごみは入寮者が費用を負担すること。 

７. 共有物（電子レンジ、掃除機）は使用後清掃・片付けを行い、次の使用者が気持

ちよく使用できるようにすること。 

８. 許可なく共有スペースに私物を残置した場合、管理者の判断で私物を移動又は廃

棄する場合がある。 

９. 居室及び共有スペースに置いてある家具、電化製品等の使用に際しては丁寧に扱

い、万一故障したら速やかに管理者に報告すること。故意に壊したと認められ、

その原状回復に必要な経費が入館費を超えた場合、その費用は入寮者が負担する。 

１０. 居室の電球・電池・トイレットペーパー等の消耗品は入寮者の負担で交換する。 

１１. 休日以外の室内待機は認めない。ただし、体調不良の理由による欠席は必ず管理

者もしくは教室職員に連絡し、承認を得ること。 

１２. 体調不良による長期欠席の場合、一旦保証人の元に帰し、治療に専念するものと

する。 

１３. 自転車には施錠を必ず行い、盗難に注意すること。万一盗難や破損等があっても

管理者はその責任を負わない。また、決められた場所に駐輪すること。 
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（施設、設備保全の義務） 

第18条 入寮者は、居室・居室内の設備・備品、共有の設備・備品等、学生寮の施設を保全

し、保健衛生及び災害防止に努め、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 

１．施設設備、備品等に不具合が生じた場合、速やかに管理者へ報告すること。 

２．故意又は過失により施設設備等を滅失、損傷又は汚損したときは、その原状回復

に必要な経費が入館費を超えた場合、その費用を弁償する。 

３．防火管理、保健衛生管理、災害防止、その他学生寮の管理運営に必要な事項につ

いては、本学の指示に従い、積極的に協力すること。 

４．鍵は各自の責任で管理・保管すること。万一、鍵の紛失・破損の場合は、速やか

に管理者に報告すること。交換、紛失とな った場合、それぞれ費用が発生する。 

・シリンダーキーの再発行 5,000 円 

・カードキー再発行 3,000 円 

５．緊急時、又は管理保全のため原則入寮者の許可を得て、管理者又は職員が居室に

立ち入ることがある。 

６．管理者又は職員は、火災・地震等の災害時や事件・事故等の緊急時、必要と認め

られる場合、入寮者が不在であっても居室内に立ち入ることがある。 

 

（自習室の利用） 

第19条 自習室の利用は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

１. 利用時間：平日 放課後 19 時～、休日 終日利用可能とする。 

２. 利用時間はひとり 3 時間まで。3 時間以上利用したい場合は、再度自習室利用

表に記載。再利用者は、1 時間空けてから利用すること。 

３. 別紙１「自習室利用マニュアル」に則って利用すること。 

 

（退寮時等の居室の点検） 

第20条 入寮者は、退寮及び居室の変更に際し、居室及び居室内の備品、設備について管理

者の指定する者の点検を受け、その指示に従わなければならない。 

 

（寮費及び経費） 

第21条 寮費及び経費については次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

１．入寮者は定められた額の寮費を、所定の期日までに本学に納入しなければならな 

い。 

２．寮費は 3 ヵ月ごとに納入し、途中退寮であっても納入した寮費は返金しない。 

３．使用した電気代は 3 ヵ月ごとの請求に従って期日までに納入しなければならない。 

４． 寮食を食べないときは、必ず申し出ること。例え寮食をとらないことがあっても、

食費の返金はしない。 

 

（庶務） 

第22条 学生寮の見学、運営に関する問い合わせは川越教室、寮費、抽選、お申込みに関す
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る問い合わせは本部事務において処理する。 

 

（新型コロナウイルス感染防止対策） 

第23条 新型コロナウイルス感染防止対策として、「新型コロナウイルス感染防止対策に関

する特別運営規則」を定める。別紙２ 

 

（雑則） 

第24条 この規則に定めるもののほか、学生寮の管理運営に関し必要な事項は、管理責任者

が判断するものとする。 

 

附則 

この規則は、2021 年 4 月 1 日から施行し、2021 年 5 月 1 日から適用する。 

 



 

 
 

 

別紙 1 
薬学ゼミナール 学生寮規則 

 

 学生寮 自習室の利用マニュアル 

 

【自習室】２～４階 

■ 開放時間 
平日 放課後 19：00～ 
休日 終日利用可  

 
■ 利用時間  

ひとり 1回の使用は３時間まで 
３時間以上利用したい場合は、再度自習室利用表に記載 
※再利用者は、１時間空けてから利用できます。 

 
■ 注意事項 
  ①利用者は、自習室入口の利用表に記載  （記入した座席番号を使用） 
   ※利用表記入時刻から 30分過ぎても使用していない場合は、キャンセルとみなされます。 
  ②入室時に手指消毒の実施 
  ③マスク着用。体調不良時の利用禁止（発熱、咳など） 
  ④自習室での私語・会話禁止 
  ⑤飲食禁止（水分補給としての水、お茶はOK） 
  ⑥使用後は、座席・椅子の消毒と整理整頓（消しカスの始末など） 
  ⑦ゴミは自室へ持ち帰る 
  ⑧室内換気のお願い 1時間毎に 5分程度  
   出入口ドアは常時開放    

３階～４階 窓の開放  2階は、サーキュレーターを作動 
  ⑨座席取りの禁止 
  ⑩最後に利用した方は、エアコン・電気・窓の戸締り確認 
 
※自習室の開放は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を見ながらの運営となります。 
※上記のルールを遵守できない場合は、自習室の利用を禁止します。 
皆さんでルールを守りましょう。 
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別紙 2 

薬学ゼミナール 学生寮規則 

 

新型コロナウイルス感染防止対策に関する特別運営規則 

 

（入寮前） 

第 1 条 入寮者は、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐために入寮前より下記事項を遵守しな

ければならない 

1. 日頃より体調管理に気を付け、感染予防対策と体調管理を徹底すること。 

2. 入寮までの 2 週間、毎日の検温、健康状態の確認を行い、行動履歴とともに「健康観察

記録表」に記録すること。 

3. 本人あるいは同居する家族等が新型コロナウイルス感染症の発症者、濃厚接触者、PCR

検査対象者となった場合は、速やかに本学まで連絡をすること。 

4. 本人あるいは同居する家族等に濃厚接触者、PCR 検査対象者がいる場合は、入寮を延

期し、自宅等において少なくとも 2 週間経過観察を行う。経過観察後、異常が認められ

なかった場合、入寮が許可される。 

5. 本人あるいは同居する家族等が新型コロナウイルス感染者と判定された場合は、入寮を

延期する。医療機関又は保健所等の意見を含め、再度入寮日を設定する。 

 

（入寮日） 

第 2 条 入寮者は、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐために、下記事項に則って入寮受付を

済ませること 

1. 自宅を出る際に、検温と健康状態の確認を行う。風邪の症状（発熱、咳、のどの痛みな

ど）が見られる場合は、例え軽症であっても入寮を延期する。 

2. 入寮受付の際、手洗い、手指消毒、体温チェックを受け、職員の誘導に従って入寮の説

明を受ける。 

3. 入寮受付で「誓約書」「健康観察記録表」を提出する。提出がない場合、入寮を認めな

い。 

4. 受付で発熱、明らかな体調不良が認められた場合、学生寮や校舎への立ち入りは認め

ず、直ちに帰宅をお願いする場合がある。 

5. 学生寮、校舎への立ち入りは入寮者に限る。例え保護者、兄弟姉妹であっても学生寮、

校舎への立ち入りはできないものとする。 

 

（感染症対策） 

第 3 条 入寮者は、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐために、下記事項を遵守し、寮内での

感染症対策に努める 

1. こまめな手洗い、アルコールによる手指消毒、うがい、マスクの着用、「3 密を避け

る」を徹底する。 
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2. 食事は当面の間、教室の自席あるいは学生寮の自室でとり、グループなどで会話をしな

がらの食事は禁止。また、食事方法については状況を鑑み変更する場合があるので、適

宜教室職員の指導に従うこと。 

3. 不要不急の外出を控え、人混みを避け、遊興施設などいわゆる「３つの密」がそろう場

への外出や集まりへの参加は禁止。 

4. 屋外散歩をする場合は単独で行う。 

5. 外出にあたっては、必ずマスクをして咳エチケットを徹底するとともにソーシャルディ

スタンスを確保する。 

6. 他の寮生との居室間の往来を禁止。なお、共用施設利用の場合もマスクを着用すること。 

7. 新型コロナウイルス感染症の患者と濃厚接触の疑いが生じたときは、保護者または保証

人の迎え（公共交通機関の利用禁止）を必須とし、疑いがなくなるまで帰寮できない。

その際に発生した費用は自己負担とする。 

8. 新型コロナウイルス感染症の患者と濃厚接触の疑いが生じたとき、帰省が困難であると

判断された場合は、速やかに自身で PCR 検査を受検すること。またその際に発生した費

用は自己負担とする。 

9. 帰省中、本人あるいは同居する家族等が新型コロナウイルス感染者と判定された場合、

あるいは濃厚接触者、PCR 検査対象者となった場合は帰寮できない。 

10. 帰省した場合、帰寮後 2 週間は自室において待機し、発熱、風邪症状等体調に異常がな

ければ、講義に出席できる。 

11. 発熱、風邪症状等の体調不良があった場合、速やかに教室職員に連絡し、原則、自室か

らは出ない。 

12. 第 4 条に定める「新型コロナウイルス感染症対策における学生寮生活マニュアル」の遵

守を怠り、教室職員からの注意を聞き入れず新型コロナウイルス感染症に罹患及び濃厚

接触の疑いが生じたとき、管理者は退寮を命じることができる。 

 

（日常生活） 

第 4 条 入寮者は、「新型コロナウイルス感染症対策における学生寮生活マニュアル」を遵守

し、規則正しい生活を送らなければならない。別紙 3 

なお、「新型コロナウイルス感染症対策における学生寮生活マニュアル」の遵守を怠り、

教室職員からの注意を聞き入れず新型コロナウイルス感染症に罹患及び濃厚接触の疑い

が生じたとき、管理者は退寮を命じることができる。 

 

（雑則） 

この規則に定めるもののほか、学生寮の管理運営に関し必要な事項は、管理責任者が判断するも

のとする。 

 

この規則は、2021 年 4 月 1 日から施行し、2021 年 5 月 1 日から適用する。 
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別紙 3 

薬学ゼミナール 学生寮規則 

新型コロナウイルス感染症対策における学生寮生活マニュアル 

 

 薬学ゼミナールは、新型コロナウイルス感染症対策における学生寮の運営について、感染防止に

全力を挙げ、国や地方自治体の行っている感染対策等を参考にし、必要な対応を積極的に進めて

いきます。新型コロナウイルスの状況を見据えながら，柔軟な対応を取り、感染拡大阻止に努め、学

習に集中できる住環境と学習支援を提供していきます。新型コロナウイルス感染症予防に備えて、

寮生のみなさんも一人ひとりが実施できる対策を行い、国家試験に向けて頑張っていきましょう。 

 

【予防と対策】 

① 健康管理の実施   

体調に留意し、感染予防対策として体調管理を毎日行います。規則正しい生活を送れるように

毎日決められた時間に検温し、健康状態を「健康観察記録表」に記入しましょう。 

※入寮時に「健康観察記録表」（１週間分）用紙を配布します。 

提出場所  学生寮１階カフェまたは、川越教室１階ホール （昼食配布時の指定場所） 

提出方法  毎週、月曜日（昼）に前の週の「健康観察記録表」（１週間分の記録）提出 

※提出時に新しい用紙を受け取ってください。 

月曜日に職員が回収し、みなさんの体調確認を行います。提出していない学生さんには直接連

絡がいきます。また、体調に（発熱など）異変があった場合は、川越教室までご連絡ください。 

② １日の自分の行動を記録（自己管理） 

感染者が出た場合、保健所が「濃厚接触者」を特定する必要があります。外出した際の１日の

行動を記録しておきましょう。 

※健康観察記録表に記入欄があります。 

③ 手洗い、うがい、消毒、室内の換気、自室以外のマスク着用の徹底 

外から帰った際の手の消毒（１階入り口）、こまめな手洗いやうがい、共用備品使用後の消毒、

室内の定期的な換気、自室以外のマスクの着用を徹底してください。 

④ 食料品備蓄の準備 

発熱などの異変があった場合や寮内で感染者が発生した場合、居室でしばらく過ごしていただき

ます。その時のために、保存食の準備をしておきましょう。また、共用の電子レンジ等は使用でき

なくなりますので、IH 用の鍋などもレトルト食品を温めや調理のために必要です。 

・備蓄品：インスタント食品、レトルト食品など保存ができるもの 

⑤ 不要不急の外出自粛 

・不要不急の外出は控えてください。 
   ・講義実施日にやむを得ず医療機関へ行く場合は教室へ連絡し、許可を得てください。 
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・遊興施設などいわゆる「３つの密」がそろう場への外出や集まりへの参加は禁止します。 

・屋外散歩をする場合は単独で行いましょう。 

・外出（寮内共用部）にあたっては、必ずマスクをして咳エチケットを徹底するとともにソーシャル

ディスタンスを確保しましょう。 
・帰省した場合、帰寮後２週間は自室において待機し、発熱、風邪症状等体調に異常がなけれ

ば、講義に出席できます。（帰省時には、届出が必要です。） 

・帰省中、本人あるいは同居する家族等が新型コロナウイルス感染者と判定された場合、あるい

は濃厚接触者、PCR 検査対象者となった場合、一定期間は帰寮できません。 

 

【寮生の生活について】 

① 連絡方法について 

全体連絡：教室から寮生へのお知らせは、「川越教室 学生寮連絡 LINE」または、メールにて連

絡します。 

  ※LINE のお友達登録をお願いします。 

  ※川越教室からのメール（kawagoe@yakuzemi.ac.jp）の受信がすぐに確認できるアドレスをマイペ

ージにて設定してください。※ドメイン解除もお願いします。 

個別連絡：メールや電話連絡（マイページ登録の電話番号へ） 

  ※入寮後に電話番号が変更になった場合は、教室職員まで申し出てください。 

② 寮内での注意事項 

●共用部でのマスク着用とソーシャルディスタンスの確保 

●寮生の居室間の往来禁止 

●共用部内で集まっての立ち話・おしゃべりも気をつけましょう。 

●食堂 使用禁止 

●エレベーター（女子寮のみ） 荷物の搬入出以外の使用はなるべく控えましょう。また、密を避

けるために他の寮生と乗り合わせないでください。移動の際は非常階段を使用しましょう。 

●共用部備品の使用 

以下の備品を使った後は、次に使う人のために手で触れた部分を備え付けの消毒液で消毒しま

しょう。また、自室に戻った際は手洗いをしましょう。 

・電子レンジ （各階設置） 

・掃除機  （各階設置） ※掃機使用後は中のゴミを取り除いてから戻す 

   ・ほうき・塵取り  （玄関設置） 

   ・台車（教室設置） 

※感染症の疑いが出た学生は、感染症の疑いがなくなるまで共用備品の使用を禁止します。  

※共用スペースが使用できるようになった際は、【居室ファイル】に使用のルールや注意事項が

記載されています。また、教室から発信されるルールを守りましょう。 

 

mailto:kawagoe@yakuzemi.ac.jp
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③ 寮の食事について 

感染リスクを抑制するため、当面の間は、1 階の食堂は利用せず、昼食、夕食はお弁当で対応

させていただきます。お弁当は、各居室で食べましょう。割りばしなどの提供はありません。 

配布場所：学生寮１階カフェまたは、川越教室１階ホール 

回収場所：男子１階玄関ホール、女子１階エレベーターホール 

昼食：配布時間 12：00～12：15 回収時間：12：30～12：50  ※弁当箱の回収あり 

食後は容器を回収します。昼休み終了までに回収場所のコンテナに揃えて戻してください。 

夕食：配布時間：17：30～17：45 回収時間：18：00～18：30  

弁当の容器は使い捨てのため、専用のごみ箱で回収します。その際に、空き容器、残飯は各自

ビニール袋（コンビニのレジ袋など）で密閉して出してください。レジ袋がない方は、回収場所設置

のレジ袋をご利用ください。弁当箱専用のごみ箱は、回収時間を過ぎたら使用できません。  

 

④ ごみの出し方について  ※ごみの分別に注意し、決められた日に出しましょう。 

可燃ごみ：週２回 月・木 （祝日回収あり） 

直接、市の回収ごみ置き場（まごころ薬局側）へ持って行ってください。 

・朝８時半までに出しましょう。 

・カラス対策のため、必ずネットの中に入れましょう。 

・可燃ごみは４５ℓのゴミ袋等を使用し、なるべくひとつにまとめて出してください。 

・使用したマスク、鼻をかんだティッシュのごみは袋に密閉して捨てましょう。 

・しっかり袋を縛って出し、ごみを部屋に溜め込まないようにしましょう。 

・収集に間に合うよう起床し、規則正しい生活を送りましょう。 

その他のごみ：玄関入り口横のゴミ捨て場 （終日利用可） 

プラごみ、ビン缶、ペットボトル、不燃ごみ、紙ごみ（段ボール、本は束ねる）など 

・ごみを出す際は、レジ袋から出して捨ててください。 

・ビン缶、ペットボトルは中を水ですすいでから出しましょう。（ペットボトルはラベルを取り、つぶす。

キャップは専用のカゴへ）  

※ごみ捨て後は、すぐに手洗いをしましょう。 

 

⑤ リネン交換方法について 

シーツは定期的に交換しましょう。月に２回交換できます。居室ファイルの「寝具交換予定表」を

確認しましょう。 

配布・回収場所：男子：１階玄関ホール、女子：１階エレベーターホール 

配布方法：ビニール袋に入れてシーツを配布します。１階玄関に設置しますので、各自で取りに

来てください。入寮時のみ部屋に設置します。 

※入寮時ベッドの上に設置したビニール袋はリネン回収用です。次の回収で使用します。 

回収方法：配布したビニール袋に入れ、空気を抜いて出してください。  
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次回注文方法：注文する学生は、回収時に記入ボードに枚数を記載してください。 

※シーツを出した枚数注文ができます。 

※記入のためのボールペンは各自持って行きましょう。 

 

⑥ 寮内の清掃・消毒について 

  ・自室の清掃および消毒は、各自でお願いします。  

  ・共用部の清掃および消毒は、清掃員が行います。（平日のみ） 

通路（廊下）の掃除機使用は、平日 8 時～9 時までを予定しています。 

  ・土、日、祝日の通路（廊下）の換気は、寮生のみなさんの協力をお願いします。 

 

  

体調不良になったとき 

発熱がある場合は外に出ないで自室で様子をみましょう。寮食など個別に対応しますので、教室まで

連絡ください。病院を受診する場合は、なるべく、オンライン診察できる病院を受診しましょう。 

 

【新型コロナウイルス感染が疑われたら】 

発熱、頭痛、咳等感染を疑わせる症状が出たら、川越教室、または川越教室長（大石携帯）に連絡

を入れてください。自室で安静にし、外出しないで様子を見ましょう。 

① 埼玉県指定 診療・検査機関を下記検索システムから医療機関をお探し受診してください。 診

察結果は、川越教室、または川越教室長（大石携帯）へ報告してください。 

 
② 医師の診察結果をもとに、対応方法を検討します。 

 

                      

オンライン受診や検索できるサイトなど ※上記医療機関の他にも随時更新 

●埼玉県で電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関 

埼玉県全域  http://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/denwashinryou.html 

川越地区   http://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/documents/08kawahi0108.pdf 

※掲載されている医療機関において、電話診療やオンライン診療等を実施できる条件を定めてい

る、又は既に実施を終了してる場合があります。電話や情報通信機器を用いた診療を希望する際

には、受診の可否を医療機関へ必ずお問合せください。 
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●ドクターズファイル  https://doctorsfile.jp/  病院が検索できるサイト 

地域、症状、病名などを検索し、対応可能な医療機関の案内 

●クリニクス CLINICS  https://clinics.medley.life/  オンライン診療アプリ  

24 時間予約可能、ビデオチャットで診察、クレジットカード決済、薬・処方箋を郵送 

 

【新型コロナウイルス相談窓口】                      2021.2.16 現在 

① 埼玉県受診・相談センター 

電話：048-762-8026   

月曜日から土曜日(祝日含む)：午前 9 時から午後 5 時 30 分 

※年末年始期間（12 月 29 日～1 月 3 日）も毎日、開設 

※通常の日曜日は開設しておりませんが、1 月 3 日は上記の受付時間に開設 

② 川越市帰国者・接触者相談センター（川越市保健所内） 

患者との接触がある方、海外から帰国された方 

電話：049-227-5107 

月曜日から金曜日(祝・休日を除く)：午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 

上記時間以外の問い合わせ先 

③ 埼玉県新型コロナウイルス感染症 県民サポートセンター 

電話：0570-783-770 

24 時間(土曜日・日曜日、祝日・休日も可) 

 

【寮生が新型コロナウイルス濃厚接触の疑いになった場合】 

① 新型コロナウイルス感染症の患者と濃厚接触の疑いが生じたときは、保護者または保証人の迎

え（公共交通機関の利用禁止）を必要とし、疑いがなくなるまで帰寮できません。迎えが困難な場

合は、自身で近隣のホテルなどを手配していただき、ホテル内に待機していただきます。その際に

かかった費用は、自己負担となります。 

② PCR 検査も自身で手配、受検していただきます。費用は自己負担となります。結果は、川越教

室、または川越教室長（大石携帯）へ報告してください。 

 

【寮生が新型コロナウイルスに感染した場合】 

寮生 

① 寮で感染者が出た場合、寮生へ速やかに情報を伝えます。 

② 保健所からの指示に従いましょう。なお、保健所が帰省可能と判断した場合、学生本人の意思を

尊重します。 

③ 閉寮の措置が必要かどうかは、保健所と十分相談の上、本学で判断します。 

 

 

https://doctorsfile.jp/
https://clinics.medley.life/
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患者 

① 保健所の指示に従い、入院先が確定されるまでは、自室から出ないで安静に過ごしましょう。 

② 自室で容態が急変し、自身で救急車を呼んだ場合、川越教室長（大石携帯）にも連絡を入れて

ください。 

 

※以下は参考までに厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より健康観察留意点 

【軽傷者の自宅療養における健康観察留意点】  

新型コロナウイルス感染症の無症状原体保有者及び軽症患者（以下「軽症者等」という。）の宿泊療

養及び自宅療養においては、軽症者等の状態が急変する可能性もあることから、軽症者等本人が

自らの経過観察（セルフチェック）を行う際に留意すべき「緊急性の高い症状」及び当該項目に該当

したときの対応を下記の通りとする。 

○経過観察（セルフチェック）を行う軽症者等本人に対し、表【緊急性の高い症状】の項目を伝えると

ともに、以下の注意事項を併せて伝えることが重要である。  

・セルフチェックの際に、「緊急性の高い症状」に該当したときには、看護師等からの定期的な連絡を

待つことなく、各都道府県等の連絡・相談窓口に連絡すること。 

・セルフチェックのタイミング以外においても、「緊急性の高い症状」を認識したときは同様に窓口にた

だちに連絡すること。 

 

【緊急性の高い症状】 セルフチェック表   ※は家族等が以下の項目を確認した場合 

 

 

 

〔表情・外見〕           顔色が明らかに悪い ※ □ 

 唇が紫色になっている □ 

 いつもと違う、様子がおかしい ※ □ 

［息苦しさ等］           息が荒くなった（呼吸数が多くなった） □ 

 急に息苦しくなった □ 

 生活をしていて少し動くと息苦しい □ 

 胸の痛みがある □ 

 横になれない。座らないと息ができない □ 

 肩で息をしている □ 

 突然（２時間以内を目安）ゼーゼーしはじめた □ 

〔意識障害等〕         ぼんやりしている（反応が弱い） ※ □ 

 もうろうとしている（返事がない）※ □ 

 脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする □ 
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【最後に…】 

「新型コロナウイルス感染症対策における学生寮生活マニュアル」の遵守を怠り、教室職員からの

注意を聞き入れず新型コロナウイルス感染症に罹患及び濃厚接触者の疑いが生じたときは、退寮し

ていただくことになります。一人ひとりが感染症対策を実施し、規則正しい寮生活を送りましょう。 

ちょっとした油断から「自分自身が感染してしまうかもしれない」ことを意識し、感染症対策を徹底し

てください。新型コロナウイルス感染症は、誰にでも起こりうる可能性があります。周りに風邪症状のあ

る学生、感染者、濃厚接触の疑いのある学生に対しての誹謗中傷は絶対にしないようにしましょう。 

【memo】 

  薬学ゼミナール学生寮 


