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令和２年度第２学期大学院保健科学院・医学部保健学科における授業実施方針（骨子） 
 

北海道大学大学院保健科学院長・医学部保健学科長 伊 達 広 行 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び施設相互の感染拡大防止のため、保健科 
学院及び保健学科における授業の実施方針（骨子）を以下に定める。 
 
１．行動指針レベルに応じた取扱い 

行動指針レベル 授業実施方法 共通事項 
レベル１ ・教室等において、「三密」を回避（※

1）し感染予防対策を十分講じるこ
とができ、かつ、使用する教室の収
容定員の半分程度以内（※2）の参
加人数とすることができる科目（講
義、演習、実験、実習等）は対面授
業を実施することができる。 

※1「換気の悪い密閉空間、多数が集ま

る密集場所、近距離での会話や発話が

生じる密接場面」が重なることの回避 

※2 文部科学省の指針等 

・ 収容定員については，政府が定める

「新型コロナウイルス感染症対策の基

本的対処方針」より，「屋内で開催さ

れる催物等については，収容定員に対

する参加人数の割合を半分程度以内と

する」に基づく。 

・ 学生間の一定の距離については，文

部科学省が定める「学校における新型

コロナウイルス感染症に関する衛生管

理マニュアル」（小学校・中学校等の

初等中等教育段階の学校対象）に準ず

る。 

・上記以外の科目はオンライン授業を
実施する。 

・授業方法に合わせてシラ
バスに必要事項を明示す
るととともに、授業実施
方法等に変更が生じた場
合は、当該授業期間内に
シラバスの内容を修正
し、履修者に変更点を説
明する。 

・対面授業において、感染
のため出席停止とされた
者や、通学した場合の感
染の可能性が高い者等、
受講が困難な履修者に対
して、本学学習支援シス
テム ELMS を活用した授
業教材の配信や課題演習
を課す等、代替措置を講
じる。 

・オンライン授業において
同時配信方式で実施する
場合は、前後の講時に実
施する対面授業に出席す
る必要がある等により受
講が困難な履修者に対し
て、 録画のオンデマン



レベル２ ・原則として、オンライン授業のみで
実施する。 

・ただし、演習、実験、実習等のう
ち、授業計画の性質上、オンライン
授業での実施が困難であり、一部の
コマの対面授業が必要と判断され、
かつ感染予防対、かつ感染予防対策
を十分講じることができる科目につ
いては、大学院保健科学院長・医学
部保健学科長が認め実施することが
できる。 

ド方式等による受講がで
きるよう、 代替措置を
講じる 。 

・オンライン授業担当教員
は、履修者一人一人へ確
実に情報伝達できる手段
や、履修者からの相談に
速やかに応じる体制を確
保できるよう、可能な限
り配慮する。 

レベル 3 ・オンライン授業のみを実施し、実施
を予定していた対面授業は全てオン
ライン授業に変更する。 

レベル 4 ・全ての授業科目を休講とする。 ― 
 
２．学生が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の取扱い  

・罹患学生が履修する授業科目において対面授業を実施している場合は、オンライン授
業に変更して実施する。 

・感染状況により必要と判断する場合は、罹患学生の履修科目以外の科目の対面授業に
ついても、オンライン授業への変更または休講とする場合がある。 

 
３．オンライン授業に関するサポート 

 本学では第１学期に引き続き、オンライン授業に関する次のサポートを継続して行う
のでオンライン授業を実施する際の参考とする。 

・オンライン授業の導入・利用ガイド・ＦＡＱを含む Web サイトの更新（教員用、
学生用）  

    https://sites.google.com/huoec.jp/onlinelecture/  
・オンライン授業等に関するワークショップ等の開催 

（開催の詳細は上記 Web サイトに随時掲載） 
 
４．学生の学習環境支援 

学生に対して次の事項を周知する。 
1）自宅等でのオンライン授業の履修に必要なノートパソコン等の保有、及び自宅等で

の十分なインターネット環境の整備の要請。 
2） ノートパソコン等及びインターネット環境を整えることが困難な学生に対しては、



感染予防措置を講じた上で BCP レベルに応じ、学内インターネット設備（情報端末
室）の利用を許可する。 

  また、北海道大学では希望する学生に対し、第２学期授業終了までの間、ノートパ
ソコン又はモバイル Wi-Fi ルーターの無償貸与を継続する。 

 
５. 授業の実施に関する留意事項 

本方針に基づき，同学期における授業の実施に関する留意事項を本学の行動指針レベル
に応じて「（別紙）令和２年度第２学期大学院保健科学院・医学部保健学科における授業
の実施に関する留意事項」のとおり定める。 
  



（別紙） 
令和２年８月２８日 

令和２年度第２学期大学院保健科学院・医学部保健学科における授業の実施に関する 

留意事項 

 

大学院保健学科科学院・医学部保健学科 

 

令和２年度第２学期大学院保健科学院・医学部保健学科における授業実施方針（骨子）

に基づき，同学期における授業の実施に関する留意事項を本学の行動指針レベルに応じて

次のとおり定める。 

 

１．行動指針レベル１ 

（１）対面授業 

 対面授業実施にあたり，十分な感染予防対策として，文部科学省の指針等に基づき，各

教室の収容定員の半分程度及び学生間の一定の距離（最低１ｍ）を確保等の措置を講じる

必要がある。 

このことから，各教室について感染予防対策を講じた収容定員（別添１参照）を定め，

履修者が収容定員以内となる授業科目で、かつ、授業実施前後の手洗いの励行・換気・マ

スク着用の義務化・教員のフェイスシールドの装着等、感染予防対策を講じる等の十分な

感染症対策を講じた上で、対面による実施を可能とする。対面授業を実施するにあたって

はその実施方法等を含めて必ずシラバスに記載し，学生に明示すること。 

※ 文部科学省の指針等 

・収容定員については，政府が定める「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処

方針」より，「屋内で開催される催物等については，収容定員に対する参加人数の

割合を半分程度以内とする」に基づく。 

・学生間の一定の距離については，文部科学省が定める「学校における新型コロナウ

イルス感染症に関する衛生管理マニュアル」（小学校・中学校等の初等中等教育段

階の学校対象）に準ずる。 

１）収容定員以内の科目 

時間割における教室の割り当てについては，例年，前年度の履修者数を参考に，通常

時の教室の収容数に基づき割り振られている。当該科目の履修者が，文部科学省の指針

等に基づく収容定員以内である科目については，後述の「４．対面授業実施の事前申請

手続き」に基づく申請により，大学院保健科学院長・医学部保健学科長が実施を認めた

場合に限り対面授業を実施できるものとする。 

２）収容定員を超える科目 



時間割上で割り当てられた教室の収容定員を超える履修者数の科目において，後述の

「６．分散実施」に掲げる方法により対面実施が可能な科目については，後述の「４．

対面授業実施の事前申請手続き」に基づく申請により，１）の科目の教室の利用状況を

勘案の上，大学院保健科学院長・医学部保健学科長が実施を認めた場合に限り対面授業

を実施できるものとする。 

① 対面授業とオンライン授業の併用 

授業実施にあたっては、対面授業のみでの実施の他，授業のうち数回をオンライ

ンにより実施する等の併用も可能とする。 

② ＢＣＰレベルの変更及び学生の新型コロナウイルス感染症罹患者が出た場合は，

対面授業からオンライン授業に変更する必要があるため，事前に対応できるように

準備をしておく必要がある。 

③ 実験・実習科目等 

実験・実習科目において，対面実施を希望する場合は，実施方法と感染予防対策

等を勘案の上，大学院保健科学院長・医学部保健学科長が別途判断する。 

④ 対面授業の実施開始時期 

選択科目及び選択必修科目については、履修者数に応じて対面授業実施教室を設

定する必要があることから，履修者数確定までの期間となる授業開始から２週目ま

ではオンラインによる実施とし，対面授業の開始は，履修者数確定後の３週目以降

とする。なお，対面授業実施を目的として履修者数を制限することはできない。 

⑤ 対面授業対象外の科目 

①から③の科目において，対面授業の実施を認められた科目以外の科目について

は，オンラインによる実施を基本とする。 

⑥ 対面授業とオンライン授業の併用 

①から③の科目において，対面授業の実施が認められた科目ついては，対面授業

のみでの実施の他，授業のうち数回をオンラインにより実施する等の併用も可能と

する。 

なお，対面授業を実施する科目については，その実施方法等を含めてシラバスに

記載し，学生に明示する。 

⑦ 対面授業実施における配慮すべき事項 

対面授業を実施する場合は，個別の事情（下記事例等を参照）により受講が困難

な履修者に対して，不利益とならないよう，本学学習支援システムＥＬＭＳを活用

した授業教材の配信や課題演習を課す等の代替措置を講ずる。 

・通学圏外に滞在中（海外滞在中の留学生を含む）等の出席が困難な学生 

・感染のため出席停止とされた学生 

（２）オンライン授業 



オンラインにより実施する授業科目については，その旨をシラバスに記載し学生に明

示すること。 

１）オンライン授業の実施 

オンラインによる授業を実施する場合には、配信曜日及び講時（または時間帯）を

記載し予め教務担当へ連絡すること。 

２）オンライン授業の基本的事項 

オンライン授業（インターネットを活用した授業：下記事例）は，以下の方法によ

り実施する。 

・オンライン教材を用いたオンデマンド授業 

・ＥＬＭＳを活用した課題提示・回収 

・ビデオ会議システムを用いた同時配信授業 

・上記を組み合わせた自宅学習など 

３）オンライン授業における配慮すべき事項 

オンライン授業の実施に当たっては，対面授業も並行して実施されるため，対面授

業のための登下校時間との重複により，学生が同時配信授業を受講できない可能性が

ある。このことから，同時配信方式のみで実施しているオンライン授業については，

録画等の「オンデマンド」形式による受講ができる等の代替措置を講じる。 

なお，オンライン授業においては，授業担当教員から履修者一人一人へ確実に情報

伝達できる手段や履修者からの相談に速やかに応じる体制を確保できるよう，可能な

限り配慮する。 

 

２．行動指針レベル２ 

（１）行動指針レベル１において対面授業を実施していた科目 

原則オンライン授業で実施することを基本とするため，行動指針レベル１において対

面授業を実施していた科目についてもオンライン授業に変更の上，実施する。 

（２）対面実施可能科目 

１）対面授業実施の条件 

演習，実験，実習等の科目及び授業内容の一部に実習等が含まれている科目で，授

業計画の性質上，対面授業以外での実施が困難であり，真に必要と認められるものに

ついては，後述の「４．対面授業実施の事前申請手続き」に基づく申請により，大学

院保健科学院長・医学部保健学科長が実施を認めた場合に限り，一部のコマに限定の

上，対面授業を実施できるものとする。 

なお，行動指針レベル１において対面授業を実施していた科目についても，一部の

コマに限定の上対面実施が必要となる場合は，あらためて申請が必要となる。 

２）オンライン授業科目 

オンライン授業科目の実施については，行動指針レベル１と同様の扱いとする。 



 

３．行動指針レベル３ 

オンライン授業のみで実施することとなるため，授業の一部を対面により実施の科目に

ついても，オンラインにより実施する。 

なお，オンライン授業の実施については，行動指針レベル１と同様の扱いとする。 

 

４．対面授業実施の事前申請手続き 

（１） 対面授業実施を希望する科目は，事前に大学院保健科学院長・医学部保健学科長

に申請，許可を得た上で実施するものとする。なお 対面授業を学外施設等で実施予

定の場合は，事前に受け入れ先と連絡調整の上，内諾を取る等の慎重な対応に留意す

る。 

（２） 申請方法等 

・対面授業実施についての本留意事項を確認の上，下記担当事務へ申請書を提出す

る。 

【ＢＣＰレベル１における対面授業実施希望の場合：別添２】 

【ＢＣＰレベル２における対面授業実施希望の場合：別添３】 

 

５．対面授業実施時の感染予防対策 

（１）学生に対する感染予防指導 

１）マスクの着用等 

・学生は，授業時にマスクの着用を義務づけるとともに，通学時を含め，大学構内

では症状がなくても可能な限りマスクを着用するよう指示する。 

・マスクを着用していない学生への配付用マスクを準備し，教務担当において対応

する。 

２）手指消毒液の配置等 

保健科学研究院内の各箇所に手指消毒液を配置するとともに，手洗い及び手指消

毒液の使用の励行を指示する。また，学外実習に参加する学生には事前に手指消毒

液が入った携帯用ボトルを各専攻において配付する。 

３） 健康管理 

・５月２０日付けで北海道大学ホームページに公表している「新型コロナウイルス

感染症に対する注意喚起」（https://www.hokudai.ac.jp/covid-

19/pdf/200520_01.pdf）の周知を確認する。 

・学生に対して，毎朝，健康観察を行い，結果の記録※を習慣付けること，保健科

学研究院内における対面授業へ出席する際には，健康観察記録の携帯を義務付

け，必要に応じて授業担当教員等から提示を求める場合がある旨，指示する。 

※参考 携帯アプリ「健康日記（以下 URL）」 



https://www.htech-lab.co.jp/covid19/ 

又は「健康チェックシート（別添４）」 

（２）教室における感染予防対策 

１） 教室の利用方法 

・教室は，時間割で割り当てられた教室の使用を基本とするが，履修者数確定後に

調整する場合がある。 

・授業実施時は，可能な限り向かい合わせにならないように配置する。 

・各教室においては、学生が着席する机及び椅子は固定とする。 

２） 教室の換気 

・30分に１回以上で数分間程度，窓及びドアを開放する等，定期的な換気を行う。 

３） 手指消毒等 

・対面授業において，特に，機器等を扱う場合は，授業開始前，授業終了後の手洗

い又は手指消毒液の使用指導を徹底する。 

４） 授業担当教員等 

・授業担当教員（ＴＡ等を含む）は，対面授業実施時にマスクまたはフェイスシー

ルドを着用する（フェイスシールドは保健科学研究院事務課で準備）。 

５） 椅子，机等の消毒 

・授業で使用した教室は，教員の指示に従い，学生が机，ドアノブ等，手が触れる

部分の消毒を行う。 

（３）学生及び授業担当教員の体調管理 

１） 出席学生等の体調管理等 

・学生（ＴＡを含む）に発熱等，体調不良の症状がみられる場合は，登校させず，

自宅で静養するよう指導する。 

・学生が登校後に体調不良の症状がみられる場合は，健康観察記録の提示を求める

等により確認後，速やかに帰宅するよう指示し，教務担当に当該学生の情報を伝

える。 

・学生が新型コロナウイルス感染症に罹患，または濃厚接触者となり，出席停止と

した学生に対しては，不利益とならないよう代替措置を講じる。 

２）授業担当教員の体調管理 

・授業担当教員は体調管理に万全を期し，万一，対面授業実施当日に体調不良とな

った場合は，授業を休講とし，後日代替措置を講じることとする。 

 

６．授業の分散実施 

対面授業実施希望の科目において，教室等の収容定員の制約上，適切な間隔の確保が難

しい場合には，分散実施で行うこととし，例えば以下のような方法が考えられる。 



  なお，分散実施に対応するために必要なＴＡ等の授業実施補助者の確保は，授業担当教

員が行うこととする。 

（１） 同一曜日講時の分散実施 

履修者を２つのグループ（学生番号末尾の奇数，偶数等）に分け，当該曜日講時 に

２つの教室で同時に行う。 

（２） 隔週で実施 

履修者を２つのグループに分け，隔週で１グループには対面授業で，２グループに

は，オンライン授業配信により行う。 

（３） 別な時間帯を確保の上実施 

履修者を２つのグループに分け，１グループは当該曜日講時に対面授業で，２グルー

プは，履修者に都合の良い別な曜日講時を確保の上行う。 

 

７．その他 

本留意事項は，本学のＢＣＰレベル及び通知等に応じ，随時，改正するものとする。 

 

※別添様式の名称 

別添１ 令和２年度第２学期 講義室の収容定員一覧 

別添２ 対面授業実施希望申請書（行動指針レベル１） 

別添３ 対面授業実施希望申請書（行動指針レベル２） 

別添４ 北海道大学 健康チェックシート（新型コロナウイルス感染症対策） 


