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新型コロナウイルスに対する共同利用者への対応について
ユーザーズオフィス（つくば）

《海外から来訪の共同利用者（ユーザー）の方向け》
◆入構（宿泊施設チェックイン）時の対応
入構の際に「新型コロナウイルス感染症に係る誓約書」にて誓約いただいているとおり、平熱を超
える発熱等がある場合には、入構（宿泊施設チェックイン）をご遠慮いただいております。
◆機構内滞在中の対応
発熱等の症状がある場合は、曜日、時間に応じて以下の対応を取っていただきますようお願いしま
す。
なお、症状が出た場合の連絡は、必ず電話にて行い、ユーザーズオフィスつくば（ＵＯ）及びドミ
トリー管理人室に直接出向くことはお控えください。
※ドミトリー管理人室前に体温測定カメラ（サーモグラフィー）を設置しましたのでご利用ください。
体温計をドミトリー管理人室に常備していますので必要な方は管理人にお申し出ください。
■平日昼間（9 : 00 ～ 17 : 00）の場合
①ユーザーは、ＵＯに電話連絡
＜症状（体温、咳、のどの痛み、倦怠感、息苦しさ）や渡航歴などの聞き取り＞
ユーザーズオフィス（つくば） 029 - 879 - 6197
■平日夜間（17 : 00 ～ 9 : 00）、土日休日（24H）の場合
①ユーザーは、ドミトリー管理人に電話連絡（外線の後に内線をダイヤル）
ドミトリー管理人 029 - 864 - 5200 → 内線 2920
（この時にドミトリー管理人はユーザーの携帯電話番号を聞き取り）
→ドミトリー管理人は、ＵＯ担当者に連絡（ユーザー携帯電話番号含む。
）
→ＵＯ担当者は、ユーザーに連絡
＜症状（体温、咳、のどの痛み、倦怠感、息苦しさ）や渡航歴などの聞き取り＞

②当該ユーザーは、（症状に応じて）宿泊部屋で待機、療養
＜ＵＯ業務時間内(平日 9-17)＞

③ＵＯは、

＜左記の時間外＞

③a. ＵＯ担当者は、近隣の医療機関情報を所施設コロナ連

・医療機関を予約

絡担当者（以下、「連絡担当者」
）に紹介（この時にＵＯ

・タクシーを手配

担当者は、自己の氏名・連絡先を連絡担当者に伝える）

上記情報を当該ユーザー及
び連絡担当者に連絡

＜推奨医療機関は、添付参照＞
③b. 連絡担当者は、紹介のあった医療機関に事前に電話で
予約、当該ユーザーのためのタクシーを手配
＜タクシー連絡先は添付参照＞
③c. 連絡担当者は、当該ユーザーに医療機関の予約時間等、
タクシー配車の時間と場所を連絡

④当該ユーザーは、医療機関にタクシーで移動（マスク着用必須）
⑤連絡担当者は、医療機関で当該ユーザーと合流し、診察を支援
⑥連絡担当者は、診断結果（ＰＣＲ検査実施の有無を含む）を速やかにＵＯ担当者に連絡
※ ＵＯは、上記状況を随時にドミトリー管理人（以下「管理人」）及び安衛室に連絡（→安衛室は
産業医、総務課等に連絡）
◆ＰＣＲ検査受検等の対応
＝＞ＰＣＲ検査を受検する場合
①連絡担当者は、
「新型コロナウイルス用ヒアリングシート：別紙」への記入に関して検査結果が出る
までに当該ユーザーに依頼又は聞き取り
②連絡担当者は、記入済の「新型コロナウイルス用ヒアリングシート」を速やかにＵＯに送付
＜ユーザーズオフィス（つくば） usersoffice@mail.kek.jp＞
③当該ユーザーは、ＰＣＲ検査実施医療機関で検査を受検（必要に応じて連絡担当者が合流）
④当該ユーザー及び接触者リスト（ヒアリングシート内）に記載のあるユーザーは、ＵＯの指示に従
い、適宜ドミトリーから外国人アパート等に移動し検査結果が出るまで待機
⑤当該ユーザーは、連絡担当者に検査結果を速やかに連絡
⑥連絡担当者は、検査結果をＵＯに速やかに連絡
※ ＵＯは、上記状況を随時に管理人及び安衛室に連絡（→安衛室は産業医、総務課等に連絡）
＝＞ＰＣＲ検査を実施しない（インフルなどの診断結果が出た）場合
①当該ユーザーは、体調が回復するまで宿泊部屋で療養
②接触者リスト（ヒアリングシート内）に記載のあるユーザーは、実験施設に立ち入り可能（予定し
た実験等を実施）
※ ＵＯは、上記状況を随時に連絡担当者、管理人及び安衛室に連絡（→安衛室は産業医、総務課等
に連絡）

◆ＰＣＲ検査結果判明後の対応
＝＞検査結果が陽性の場合
（検査を実施した医療機関は、
「発生届」にて保健所に報告）
①保健所は、当該ユーザーに電話（又はメール）で連絡し聞き取りを実施（その際、KEK の窓口（UO）
の連絡先を知らせる）
※ 新型コロナウイルス用ヒアリングシートの記載内容などの聞き取りを想定
②保健所は、事前に当該ユーザーから聞いた窓口（ＵＯ）に問合せ（聞き取りの実施）
→ ＵＯは、安衛室及び当該ユーザー受入所施設と協力して対応
③保健所は、濃厚接触者を特定し、濃厚接触者となったユーザーはＰＣＲ検査を受検
④濃厚接触者となったユーザーは、ＰＣＲ検査の結果が出るまで外国人アパート等で待機
※ 検査結果が陽性の場合は、上記①からの対応
⑤当該ユーザーは、軽症者用療養施設（ホテル）に陽性判明後速やかに移動
（保健所が手配する県委託の介護タクシー類似車両で移動、費用は行政負担）
※ 重篤者の場合は、保健所が病院まで搬送、費用は行政負担
⑥ＵＯはドミトリー及び外国人アパート等を消毒、当該所施設は実験施設を消毒
※ ＵＯは、上記状況を随時に連絡担当者、管理人及び安衛室に連絡（→安衛室は産業医、緊急事態
等対策本部、総務課、広報室等に情報展開）
＝＞検査結果が陰性の場合
①当該ユーザーは、体調が回復するまで宿泊部屋で療養
◆その他の注意事項
①滞在中に発熱等の症状があり宿泊部屋での待機や医療機関での受診を余儀なくされた場合に、宿
泊（待機中を含む）や受診に係る諸費用につきましては、各自でご負担いただきますことを予め
ご了承ください。
②発熱等の症状がある場合は、宿泊施設以外の施設（実験施設、コンビニ、食堂など）への立ち入
りをご遠慮ください。
③ＰＣＲ検査の結果が出る前（ＰＣＲ検査受検確定以降）でも接触者リスト（ヒアリングシート
内）に記載のあるユーザーは、宿泊施設で待機いただくこととなりますので予めご了承くださ
い。（実験施設内への立ち入りはできません。
）
④各ユーザーは、体調管理について細心の注意を払っていただきますようお願いします。
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発熱（コロナの可能性）がある場合に推奨する医療機関一覧
病院名
機構からの距

診療時間

予約又は事前連絡

離・時間

タクシー利用

ＰＣＲ

ＰＣＲ検査場所（病

時の待機方法

検査場所

院）の対応

特徴

・当日朝紹介先から
ヒルトップ
クリニック
TEL：
1 029-877-3130
約1.5km
車で５分

月火水金：

PCR検査時刻の連絡あ

9:00-12:30
13:30-16:30
土：
9:00-12:00

事前電話連絡 筑波メディカルセ り
予約は必要ない

で建物内に待 ンター病院

・予定時刻にタクシー

が、タクシーで行 機可能

（機構からの距

等で行きドライブス

診察が機

く場合には事前連

離・時間）

ルーで検査を受ける

構至近

絡が必要
（休診：木日

※通常は自家 ・約7.5km

（検査後すぐに帰宅）

用車内で待機 ・車で15分

・検査結果は（通常）

祝）

検査当日１８時前後に
連絡あり

月木土：

・当日朝紹介先から

9:00-12:00
竹園ファミリー

17:00-22:00

クリニック

※受付 8:30～

TEL：
2

16:30～

029-851-4635 火金：
17:00-22:00
約10km

PCR検査時刻の連絡あ
筑波メディカルセ り

基本的に予約制
（電話又はWeb）

待機室あり

※受付 16:30～

車で20分

ンター病院

・予定時刻にタクシー

（機構からの距

等で行きドライブス

離・時間）

ルーで検査を受ける

・約7.5km

（検査後すぐに帰宅）

・車で15分

・検査結果は（通常）

夜遅い時
間まで診
察

検査当日１８時前後に

（休診：水日

連絡あり

祝）
【発熱外来
専用窓口】
筑波総合
クリニック
TEL：
3

月～金：
9:00-11:00
14:00-15:00

029-877-1221 ※受付 8:00～
12:30～
約5.5km
車で10分

土：
9:00-11:00

事前に予約が必

症状に応じて医師が検

要。

クリニック用

査実施の有無、種類を

※氏名、生年月

意の車で待機 筑波総合クリ

判断

診察と検

・抗原検査（結果は検

査が１回

用車の場合）、携 ※通常は自家 実施

査後すぐ）

で済む

帯番号（タクシー 用車内で待機

・ＰＣＲ検査（結果は

利用の場合）

検査後１日～２日）

日、車情報（自家

ニック内で検査

（休診：日）

※ 上記は、ＫＥＫ近隣の主な医療機関についてつくばＵＯが詳細を確認したものです。

1. 大曽根タクシー （営業時間：7 a.m.- 22:00 )
029-864-0301
0120- 000- 302 (無料)
2.松見タクシー
( 営業時間：24 時間/早朝予約受付)

029-851-0481
3.土浦タクシー

(営業時間：7 a.m. – 1:30 a.m./9人乗り車両あり）

029-851-5566
4.新栄タクシー (営業時間：8:00 a.m.-19:00)
029-864-1761
029-864-1762

