
４高保体第 318 号

令和４年６月 23 日

各県立中学校長 様

高知県教育委員会事務局保健体育課長

高 知 県 中 学 校 体 育 連 盟 会 長

陽性者が発生した場合の第 76 回高知県中学校総合体育大会への参加について

日頃は、運動部活動の活性化や充実に向けご尽力いただくとともに、学校における感染症対策にご

協力いただいておりますことに感謝申し上げます。

高知県中学校総合体育大会（以下、県総体）に向けての感染対策については、各地区及び各学

校で取組を進めていただいているところですが、６月に入り地区予選でのクラスターが確認され

る等、大会を契機とした感染の拡大が懸念されています。

つきましては、７月２日から開催される県総体における感染対策の徹底のため、大会７日前以

降に県総体へ出場する部活動において、部内で陽性者が発生し陽性者と軽微な接触があった者が

いる場合には、出場を見合わせる、ただし、軽微な接触があった県総体出場予定の選手に対して、

抗原定性検査を行い、陰性が確認できれば、学校長の判断により出場ができることとします。

このことについては、大会を感染拡大の場としないよう、部内において感染拡大リスクがない

ことを確認するために実施するものですので、ご協力いただきますようお願いいたします。

記

１ 検査の目的

７月２日から開催される県総体における感染対策を徹底し、大会を感染拡大の場としない

よう、部内において感染拡大リスクがないことを確認するために実施する。

２ 内容

大会７日前以降に部内で陽性者が発生した場合、当該生徒と軽微な接触があった県総体出

場予定の選手（エントリー選手）については、大会開催日２日前以降に、無料検査所等で抗原定性

検査を行い、各学校で感染のリスクがないことを確認したうえで出場する。

３ 実施方法

別紙１「陽性者等が発生した場合の高知県中学校総合体育大会への参加に係る抗原定性検査

の実施方法等について」参照

【担当】

高知県教育委員会事務局保健体育課 弘田、池田（TEL:088-821-4900）

高知県中学校体育連盟事務局 川村 （TEL:088-824-5968）
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陽性者等が発生した場合の高知県中学校総合体育大会への参加に係る

抗原定性検査の実施方法等について

７月２日（土）から開催される高知県中学校総合体育大会（以下、県総体）を安全に開催するため、部活動

内で陽性者等が発生した場合、県総体への参加について以下のとおりとします。

大会に出場できない選手

１ 大会 10 日前以降に陽性者となった選手（別紙２－１参照）

２ 大会７日前以降に濃厚接触者となった選手（別紙２－２参照）

※４日目以降に薬事承認を受けた抗原定性検査キットを自費で購入し、２日間連続で陰性を確認できた場

合でも、７日間が経過するまでは感染リスクの高い場所の利用や会食、公共交通機関の利用を避ける等

の感染対策を継続する必要があるため、部活動・大会への参加はできません。

３ 部活動内で陽性者が発生した場合（別紙２－３参照）

県内において、保健所の業務逼迫により、濃厚接触者へのＰＣＲ検査が実施されておらず、部活動内で

の感染状況が確認できない状態です。部活動内での感染状況を確認せず大会に出場することは、自校のみ

でなく他校への感染拡大につながる恐れがあります。このことから、陽性者が感染可能期間（発症２日前

～）に部活動に参加していた場合、部内で濃厚接触者とは特定されなかったが、感染の可能性が疑われ

る選手（軽微な接触者★１）については、部内において感染拡大リスクがないことを確認できなければ大

会へは参加できません。ただし、大会２日前以降に無料検査所等で抗原定性検査を行い、陰性を確認で

きれば学校長の判断により大会に出場することができます。

※陽性者が感染可能期間（発症２日前～）に部活動に参加しておらず、他の選手と接触がない場合は感染

拡大リスクの確認を行う必要はありません。

※保健所による濃厚接触者へのＰＣＲ検査が行われ、部内において感染の拡大がないと判断された場合には、

学校長の判断により、大会へ出場することができます。

軽微な接触者★１：部内で濃厚接触者とは特定されなかったが、感染の可能性が疑われる選手

◎大会７日前以降にマスクを着用せず、感染可能期間（発症２日前～）に陽性者と同じ空間等で練習を行った

具体的な場面

●マスクを着用せず、陽性者と身体的接触がある練習を行った

●マスクを着用せず、声を出しながら陽性者と練習を行った

●換気が不十分な環境で、マスクを着用せず陽性者と練習を行った

●休憩中やミーティング中、ストレッチ中等、マスクを着用せず陽性者と会話をしながら過ごした

※ただし、屋外で行う競技等において、練習中にマスクを着用していなくても、明らかに陽性者と接触が

なかった場合や、陽性者と２メートル以上の距離が保てていた場合は、軽微な接触者★1に該当しません

◎大会７日前以降に部活動前後の場面で、感染可能期間（発症２日前～）に陽性者と会話をしながら過ごした

具体的な場面

●部室や更衣室での更衣等の場面において、マスクを着用せず陽性者と会話をしながら過ごした

●下校等の場面において、マスクを着用せず陽性者と２メートル以内の距離で会話をしながら過ごした
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◆抗原定性検査による確認の手順 （軽微な接触者となった県総体出場予定選手への対応）

（１）大会 7 日前以降に部内で陽性者が発生し、陽性者と軽微な接触があった県総体出場予定選手がいる

場合には、検査が必要と判断した時点で、保護者に相談のうえ、エントリー選手検査名簿（様式）を作成し、

グループウェアにて県保健体育課・弘田、池田宛てへ送付・電話で連絡してください。併せて、各市町村

（学校組合）教育委員会及び各競技専門部にも状況を報告してください。

（２）提出された名簿を確認後、関係機関と調整のうえ、県保健体育課から学校に連絡をします。県保健体育

課からの連絡を受けた後、以下のとおり対応してください。

①高知県臨時 PCR 等検査センターにて検査を実施する場合

高知県臨時 PCR 等検査センターへの来所時間を、県保健体育課から各学校へ連絡します。指示の

あった時間に来所し、検査を受けるようにしてください。

②無料検査を実施している薬局にて検査を実施する場合

県保健体育課から学校に、相談センターへ電話をする時間を連絡します。指示があった時間に各学

校から高知県ワクチン・検査パッケージ相談センターへ連絡し、検査を希望する日と人数を伝えてくだ

さい。学校の所在地及び検査人数に応じて、検査が受けられる無料検査所の指示があります。

県総体参加を理由とした高知県ワクチン・検査パッケージ相談センターでの受付は、７月２２日（金）

までです。

○高知県ワクチン・検査パッケージ相談センター ： ０８８－８７２－３４５０

大会 2日前以降に、学校の実態に応じて、以下の①から③の方法で検査を受けてください。

【検査方法】

①高知県臨時 PCR 等検査センターを利用（受付時間：10 時 30 分～18 時 30 分）

・高知県臨時 PCR等検査センター ： 高知市本町３－１－４アイランドビルⅡ１階

・午前中と１７時以降は混雑する傾向があります。

②無料検査を実施している薬局を利用

・遠方等の理由で①を利用できない場合の方法

③薬事承認を受けた抗原定性検査キットを使用し、学校や家庭で検査を実施

・遠方等の理由で①を利用できない場合、または、近隣に②がなく利用できない場合の方法

・生徒のプライバシーに十分配慮し、検査に立ち会う場合には感染対策が十分に講じられる

よう、各学校の実態に応じた適切な方法で実施してください。

・検査結果については、管理職等が、目視や電話報告等で確認するようにしてください。

※無料検査所で検査を受ける生徒は、身分証明書（生徒証明証、健康保険証、マイナンバー

カード等）の提示が必要です。

※学校の指示による無料検査所の利用については、教職員は対象外です。

※無料検査所が遠方にある学校は、以下に検査キットを配置しているので、必要数・受け取り日

時を連絡の上、取りに行ってください（平日８：30～17：15）。文部科学省から各学校に配付さ

れている抗原定性検査キットまたは各市町村（学校組合）教育委員会及び各学校で購入した

薬事承認を受けた抗原定性検査キットを使用しても、差し支えありません。

学校所在地 検査キット配置場所 学校所在地 検査キット配置場所

東部地域 東部教育事務所 中部地域 中部教育事務所

西部地域 西部教育事務所
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③薬事承認を受けた抗原定性検査キットを使用し、学校や家庭で検査を実施する場合

検査キットを配置している各教育事務所に必要数を連絡の上、取りに行ってください。

※文部科学省から各学校に配付されている抗原定性検査キットまたは各市町村（学校組合）教育委員

会及び各学校で購入した薬事承認を受けた抗原定性検査キットを使用しても、差し支えありません。

（３）大会前日の 17 時までに、検査結果を記入したエントリー選手検査名簿を県保健体育課へ送付・報告し

てください。併せて、各市町村（学校組合）教育委員会及び各競技専門部にも状況を報告してください。

（４）大会前日 17 時以降に部内で陽性者が発生し、当該生徒と軽微な接触があった県総体出場予定選手が

いる場合は、直接、高知県臨時 PCR 等検査センターで検査、または各市町村（学校組合）教育委員会及

び各学校で用意した抗原定性検査キットで検査を実施してください。検査後は、検査結果を記入したエン

トリー選手検査名簿を県保健体育課へ送付・報告してください。併せて、各市町村（学校組合）教育委員

会及び各競技専門部へ連絡のうえ、各競技開始時刻までに各学校で県総体出場選手の陰性を確認でき

れば、学校長が出場について判断してください。

大会7日前～ 大会2日前 大会前日 大会当日

・部内の県総体出場予定選手で、陽性者と軽微な

接触があった生徒がいる場合には、検査が必要と

判断した時点で、エントリー選手検査名簿（様式）

を作成し、グループウェアにて県保健体育課・弘

田、池田宛てへ送付・電話で連絡

・各市町村（学校組合）教育委員会及び各競技専

門部に状況を報告

・県保健体育課が関係機関と調整のうえ①・②に

より、または各学校で③により検査を実施

①高知県臨時 PCR 等検査センターにて検査を実

施する場合は、県保健体育課から指示があった

来所時間に検査を受けること

②薬局にて検査を実施する場合は、高知県ワク

チン・検査パッケージ相談センターへ連絡し、

検査を希望する日と人数を伝え、指示を仰ぐ

③抗原定性検査キットを利用する場合は、配置さ

れている各教育事務所に必要数や受け取り日

時を連絡する（文部科学省から配付されている

検査キットまたは各市町村（学校組合）教育委

員会及び各学校で購入した薬事承認を受けた

検査キットでも可）

・無料検査

所又は薬

事承認を

受けた抗

原定性検

査キッ ト

で検査

・管理職等

が検査結

果を確認

すること

・無料検査所又は薬事承

認を受けた抗原定性検

査キットで検査

・管理職等が検査結果を

確認すること

・17 時までに検査結果を

記入したエントリー選手

検査名簿を県保健体育

課へ送付・報告、併せ

て各市町村（学校組合）

教育委員会及び各競技

専門部にも状況を報告

県総体開催

※県総体参加を理由とした無料検査所の利用期

間は、６月３０日（木）から７月２２日（金）までで

す。

※各競技の検査日等については、別紙３を参照し

てください。

【大会前日 17以降の対応 】

・部内の県総体出場予定選手で、陽性

者と軽微な接触があった生徒がいる

場合には、直接、高知県臨時 PCR 等

検査センターで検査、または各市町村

（学校組合）教育委員会及び各学校で

用意した抗原定性検査キットで検査を

実施。検査後は、検査結果を記入した

エントリー選手検査名簿を県保健体育

課へ送付・報告。併せて各市町村（学

校組合）教育委員会及び各競技専門

部へ連絡

・抗原定性検査を行い、管理職等が検

査結果を確認すること

・各競技開始時刻までに陰性が確認で
きれば感染リスクが低いと判断できる
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◆抗原定性検査で陽性が判明した場合の対応

高知県ワクチン・検査パッケージ相談センターに電話し、受診先について相談してください。

○高知県ワクチン・検査パッケージ相談センター TEL：088-872-3450（受付時間：９：00～18：00）

※18時以降の場合は、新型コロナウイルス感染症検査協力医療機関一覧を確認し、医療機関へ連絡

のうえ、受診してください。

【検査協力医療機関】 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/cov19_kensakyouryoku.html

③抗原定性検査キットで検査を実施し、陽性が判明した場合

薬事承認を受けた抗原定性検査キットで検査し陽性が判明した場合は、新型コロナウイルス感染症検

査協力医療機関一覧を確認し、医療機関へ連絡のうえ、受診してください。

【検査協力医療機関】 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/cov19_kensakyouryoku.html

※無料検査所での検査は、確定診断ではありません。病院で医師による確定診断を受ける必要がありま

す。

※陽性となった生徒が医療機関を受診し、医師による確定診断を受けるまでは、他の県総体出場予定選手

の活動は控えてください。

◆ 部活動における感染対策について

（１）基本的な感染防止対策を講じること

（マスクの正しい着用、黙食、３密の回避、十分な換気、こまめな手洗いや手指消毒など）

（２）特に屋内競技においては、窓を開放して換気に留意して活動すること

（３）部室等の利用は短時間として、一斉に利用することは避けるとともに、着替え等の際にマスクを外す時間

はできる限り短くするよう努めること

（４）部活動毎に活動日や活動時間の振り分けを行い、同一の場所（体育館等）で多くの部活動が一斉に活

動しない等の対策を講じること

（５）昼食を挟む部活動時間を設定する場合は、密にならないよう注意するとともに、黙食を徹底すること

（６）部活動前後の集団での飲食や、部活動に付随する場面での対策を徹底すること

（※特に登下校中における飲食については注意すること）

（７）咳や咽頭痛、発熱等の症状が少しでも現れた場合には、躊躇せず申告し、練習等への参加を控えるよう

に指導すること

（８）熱中症対策を最優先とし、部活動の活動中はマスクを取るよう指導すること。その上で、できるだけ距離を

空ける、近距離での会話を控える、屋内の場合には換気を徹底する、各競技団体が作成するガイドライン

等を踏まえた取組を行うなどの工夫を検討し、必要な対応をとること

①高知県臨時 PCR 等検査センターで検査し、陽性が判明した場合

②無料検査を実施している薬局で検査し、陽性が判明した場合



別紙２

陽性者等が発生した場合の具体的な考え方

＜中学校県総体で最初の種目（卓球競技）の場合＞

※他の種目については、表の日付を変更してご活用ください。

１ 陽性者となった場合

○症状がある場合

症状がある場合は 10 日間の療養が必要となるので、この期間は部活動・大会へは参加できませ

ん。療養期間については、保健所の指示に従ってください。

症状が出現した日を０日目とし、10日目（７月２日）までが療養期間となります。療養期間が大会期間中に重なるた

め、大会には出場できません。

※無症状の陽性者については、療養期間が異なる場合がありますので、個別にご相談ください。

２ 濃厚接触者となった場合

７日間の自宅待機が必要となるので、この期間は部活動・大会へは参加できません。

※４日目以降に薬事承認を受けた抗原定性検査キットを自費で購入し、２日間連続で陰性を確認

した場合でも、７日間が経過するまでは感染リスクの高い場所の利用や会食、公共交通機関の

利用を避ける等の感染対策を継続する必要があるため、部活動・大会への参加はできません。

最後に陽性者と接触した日を０日目とし、７日目（７月２日）までが自宅待機期間となります。自宅待機期間が大会期

間中に重なるため、大会には出場できません。

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 9日目 10日目

６/22 ６/23 ６/24 ６/25 ６/26 ６/27 ６/28 ６/29 ６/30 ７/１ ７/２

体調不良
検査

陽性判明 大会当日

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目

６/25 ６/26 ６/27 ６/28 ６/29 ６/30 ７/１ ７/２
陽性者と
最終接触

大会当日

療養期間（10日目まで）

７日間の自宅待機

【例】最後に陽性者と接触した日が６月25日の場合

【例】６月 22日に症状が出現し、６月23日に陽性が判明した場合



陽性者の症状が出現した６月 24日を基準日として考えます。陽性者が他の人へ感染させてしまう恐れがある期間（感染

可能期間）は、症状が出現した日から２日遡った期間（６月22日以降）です。このことから、陽性者が感染可能期間（６月

22日以降）に部活動に参加しており、そこで陽性者と軽微な接触があった選手については、その日から７日間（６月29日

まで）は発症する可能性があるため体調の変化に注意が必要です。６月30日以降はその可能性が低いことから、部活動内

で感染が広がっている可能性は低いと考えられます。そのため、部活動内の感染拡大リスクの確認を行う必要はありません。

３ 部活動内で陽性者が発生した場合

陽性者が感染可能期間（発症２日前または検査２日前～）に部活動に参加しており、部内で濃厚接

触者とは特定されなかったが、感染の可能性が疑われる選手（軽微な接触者）については、部内にお

いて感染拡大リスクがないことを確認できなければ大会へは参加できません。

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目

６/25 ６/26 ６/27 ６/28 ６/29 ６/30 ７/１ ７/２

体調不良 陽性判明

陽性者と

軽微な接触
大会当日

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目 10 日目

６/22 ６/23 ６/24 ６/25 ６/26 ６/27 ６/28 ６/29 ６/30 ７/１ ７/２

体調不良 陽性判明

陽性者と

軽微な接触
大会当日

陽性者の症状が出現した６月 27日を基準日として考えます。陽性者が他の人へ感染させてしまう恐れがある期間（感染

可能期間）は、症状が出現した日から２日遡った期間（６月25日以降）です。このことから、陽性者が感染可能期間（６月

25日以降）に部活動に参加しており、そこで陽性者と軽微な接触があった選手については、その日から７日間（７月２日ま

で）は発症する可能性があるため、部内において感染拡大リスクがないことを確認できなければ大会へは参加できません。

【例１】６月 27日に症状が出現し、６月 28日に陽性が判明した陽性者が部内におり、６月 25日に陽性者

と軽微な接触をした場合

感染可能期間

【例２】６月 24日に症状が出現し、６月 25日に陽性が判明した陽性者が部内におり、６月 22日に陽性者

と軽微な接触をした場合

感染可能期間

発症する可能性がある期間（７日間）

抗原定性検査キットを用いて検査を行う場合、

大会２日前以降（６月 30 日～７月１日）に実施する。

陽性者の

経過

発症する可能性がある期間（７日間）

陽性者の

経過



  競 技 名
部内で陽性者が発生した
場合に、感染リスクの確
認が必要となる日

検査期間 大会日

1 卓    球 6月25日以降 6月30日、7月1日  7月2日、3日

2 バドミントン 7月2日以降 7月7日～8日  7月9日、10日 春野運動公園体育館

3 バスケットボール 7月9日以降 7月14日～15日  7月16日～18日

4 柔     道 7月9日以降 7月14日～15日  7月16日、17日

5 体操競技 7月9日以降 7月14日～15日  7月16日、17日 県立青少年ｾﾝﾀｰ体育館

7月9日以降 7月14日～15日  7月16日、17日

7月16日以降 7月21日～22日  7月23日、24日

7 新体操(女) 7月10日以降 7月14日～15日  7月17日 県立青少年ｾﾝﾀｰ体育館

8 ハンドボール 7月10日以降 7月14日～15日  7月17日、18日

7月10日以降 7月14日～15日  7月17日、18日

7月10日以降 7月14日～15日  7月17日、18日

7月14日以降 7月19日～20日  7月21日、22日

10 空手道 7月11日以降 7月14日～15日  7月18日

11 弓    道 7月11日以降 7月14日～15日  7月18日

水泳競技(競泳) 7月14日以降 7月19日～20日  7月21日、22日

水泳競技(飛込) 7月15日以降 7月20日～21日  7月22日

男子 南国市立スポーツセンター

女子 春野運動公園体育館

7月15日以降 7月20日～21日  7月22日 男女 春野運動公園体育館

14 ソフトテニス 7月14日以降 7月19日～20日  7月21日、22日 東部テニスコート

15 ソフトボール 7月14日以降 7月19日～20日  7月21日、22日 春野運動公園運動広場

16 相     撲 7月14日以降 7月19日～20日  7月21日 春野運動公園相撲場

17 テニス 7月14日以降 7月19日～20日  7月21日、22日 春野運動公園テニスコート

18 陸上競技 7月16日以降 7月21日～22日  7月23日、24日

19 剣     道 7月16日以降 7月21日～22日  7月23日 南国市立スポーツセンター

第76回高知県中学校総合体育大会

○競技別検査日等             

会  場

県民体育館

春野運動公園体育館

県立武道館

土佐西南大規模公園

野市ふれあい広場

県民体育館

天王球場

東部球場

東部球場

県立武道館

県立弓道場

くろしおアリーナ

春野運動公園水泳場

春野陸上競技場

＊網掛けの競技（軟式野球については予選のみ）は、大会日2日前（検査期間）が土日祝日になり、薬局の無料検査所が使用できないため、木・金を検査期間とする。

6 サッカー

9 軟式野球

12

13 バレーボール
7月14日以降 7月19日～20日  7月21日

 別紙３



（様式）

学校名 電話 記載者

＊fの①＋②＋③＝ｂ となっているか確認

a
総数

b
検査人数

c
陽性者数

d
濃厚接触者数

e
検査不要者数

① ② ③

（例）1 卓球 男 8 5 1 1 1 5 0 0

検査結果 No. 男女 ① ② ③

1 男

2 男

3 男 ○

4 男 ○

5 男 ○

6 男 ○

7 男 ○

8 男

※検査後には、検査結果を記入し、大会前日の17時までに保健体育課へ再度提出してください。

令和４年度高知県中学校総合体育大会に係るエントリー選手検査名簿

【記載日：令和４年７月12日】

○○市立■■■中学校 821-4928 △△

部内で陽性者が
確認された日

７月12日（火） 陽性者の人数   １  人

検査を希望する日時 ７月14日（木） 16時00分

エントリー選手の内訳 f  希望する検査方法の人数

【エントリー選手の内訳】 希望する検査方法

状況

陽性者

濃厚接触者

★軽微な接触

★軽微な接触

★軽微な接触

★軽微な接触

★軽微な接触

接触なし

※無料検査所を利用する場合は、原則1つの団体として扱うので、検査方法はできるだけ統一
 してください。家庭の事情等でやむを得ない場合には、検査方法を分けてもかまいません。
 無料検査所の状況によっては、複数の無料検査所に分かれて検査を受けていただく場合もあり
 ます。

No. クラブ名 男女

【検査方法】　　※学校の指示による無料検査所の利用については、教職員は対象外です。

①高知県臨時PCR等検査センターを利用

・高知県臨時PCR等検査センター ： 高知市本町３－１－４アイランドビルⅡ１階

②無料検査を実施している薬局を利用

・遠方等の理由で①を利用できない場合の方法

③抗原定性検査キットで検査を実施

　・遠方等の理由で①を利用できない場合、または、近隣に②がなく利用できない場合の方法

・生徒のプライバシーに十分配慮し、検査に立ち会う場合には感染対策が十分に講じられるよう、各学校の

実態に応じた適切な方法で実施してください。

・検査結果については、管理職等が、目視や電話報告等で確認するようにしてください。



（様式）

学校名 電話 記載者

＊fの①＋②＋③＝ｂ となっているか確認

a
総数

b
検査人数

c
陽性者数

d
濃厚接触者数

e
検査不要者数

① ② ③

（例）1 0 0 0

検査結果 No. 男女 ① ② ③

※検査後には、検査結果を記入し、大会前日の17時までに保健体育課へ再度提出してください。

令和４年度高知県中学校総合体育大会に係るエントリー選手検査名簿

【記載日：令和４年 月 日】

○○市立■■■中学校

部内で陽性者が
確認された日

 月 日（ ） 陽性者の人数     人

検査を希望する日時  月 日（ ）  時 分

エントリー選手の内訳 f  希望する検査方法の人数

【エントリー選手の内訳】 希望する検査方法

状況

※無料検査所を利用する場合は、原則1つの団体として扱うので、検査方法はできるだけ統一
 してください。家庭の事情等でやむを得ない場合には、検査方法を分けてもかまいません。
 無料検査所の状況によっては、複数の無料検査所に分かれて検査を受けていただく場合もあり
 ます。

No. クラブ名 男女

【検査方法】　　※学校の指示による無料検査所の利用については、教職員は対象外です。

①高知県臨時PCR等検査センターを利用

・高知県臨時PCR等検査センター ： 高知市本町３－１－４アイランドビルⅡ１階

②無料検査を実施している薬局を利用

・遠方等の理由で①を利用できない場合の方法

③抗原定性検査キットで検査を実施

　・遠方等の理由で①を利用できない場合、または、近隣に②がなく利用できない場合の方法

・生徒のプライバシーに十分配慮し、検査に立ち会う場合には感染対策が十分に講じられるよう、各学校の

実態に応じた適切な方法で実施してください。

・検査結果については、管理職等が、目視や電話報告等で確認するようにしてください。


