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危機管理の視点と健康観の確立が重要

　2014 年のエボラ出血熱の感染者数の世界的な広がり
と増加が一層深刻な様相を見せています。そのほかに
も，近年，鳥インフルエンザ，ノロウイルスによる感
染性胃腸炎，SARS（重症急性呼吸器症候群），AIDS，
結核，デング熱などの感染症対策が社会的な問題となっ
ています。こうした中で，一人一人が健康に関する情
報を入手し，適切な判断に基づき行動できる能力（ヘ
ルスリテラシー）を身につけるための学校での教育が
一層重要になってきていると言えます。個人レベルの
感染予防には，手洗いやマスク着用の励行，せきエチ
ケットを守る，感染症の発生が予想される時期にはで
きるだけ人混みに行かないなどが重要であることは常
識ですが，個人レベルの感染予防には限界があります。
　そこで，もう一つ重要なのは社会的感染予防です。
その顕著な成功例が，1918 年 9 月の米国フィラデルフィ
アでのスペイン風邪（インフルエンザ）流行時のセン
トルイス市の対策です。フィラデルフィア市民の感染
率は数日間で 10％に達し，セントルイス市でも 10 月に
入り集団流行の兆しが見られると，10 月 5 日にはヘン
リー・キール市長が決断し，学校の閉鎖，集会中止な
どの対策が行われました。その結果，市民の感染率は2％
を上限に直ちに低下し，死者の割合は 1,000 人の住民に
対し 3 人，死者数約 3,000 人と米国の大都市の中では顕
著に少なかったそうです。批判もある中でのこの政策
実施の陰には，市の保健長官であったマックス・C・ス
タークロフ博士の（疫学的な）大胆な構想と市長の「市
民の生命を守る」という確固たる信念が伺えます。　
　この事例は，学校での感染症の予防にも大きな示唆
を与えてくれます。学校では，個人的な能力を身につ

けるための保健学習や保健指導を計画的に行うことは
もちろん，地域・近隣の感染症の発生状況や予測，児
童生徒の感染の状況などの情報を収集し，的確に判断
し，集団での感染拡大防止対策を実施することが求め
られます。学校という場を考えると集団での感染の拡
大を防ぐための社会的な側面からの感染症予防対策は，
極めて重要です。学校保健安全法では，第 20 条で「学
校の設置者は，感染症の予防上必要があるときは，臨
時に，学校の全部又は一部の休業を行うことができる。」
と規定しています。その際には，養護教諭・学級担任
等による健康観察の結果などの情報の把握，保健主事
や学校医の助言等を受け，校長が判断し設置者に具申
することになります。実際には，臨時休業を決断する
には，学校行事，授業時数の確保，入学試験など多く
の要件が関わっており困難が予想されます。しかしな
がら，近年の新興・再興感染症の発生は深刻で，未知
の感染症の発生も予想されます。学校での感染症の予
防には，危機管理の視点と子どもの健康や生命を守る
という価値観が最優先され，臨時休業など迅速かつ的
確な対策と計画的な教育の実施が求められます。

（東京女子体育大学教授　とだよしお）

戸田 芳雄

※「事前の危機管理」を「情報収集」，「事件・事故」を
　「感染症」と読み替えるとぴったり当てはまる。

事前の危機管理
（リスク・マネジメント）

事後の危機管理
（クライシス・マネジメント）

危　険 被　害
（危険）
事件・事故
の発生

▲図・学校の安全管理に関する取組事例集（平成15年文部科学
　　　省）をもとに作図
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保健学習における感染症の予防に関する内容

１．感染症の予防に関する学習の重要性

　近年では，鳥インフルエンザ，腸管出血性大腸菌感

染症，ノロウイルスによる感染性胃腸炎，エイズ，エ

ボラ出血熱等の新興感染症が出現し，社会的に大きな

問題となっている。また，結核，デング熱などの再興

感染症も看過できない状況がみられる。

　こうした中で，感染症の予防に関する基礎的・基本

的な知識を確実に身につけ，適切な思考力・判断力を

育成する保健学習は，ますます重要になってきている

と言える。

２．学習指導要領に位置づけられた内容

　平成 20，21 年改訂の学習指導要領では，保健学習に

おいて，感染症の予防に関する内容が小学校，中学校，

高等学校を通して系統的に位置づけられている（図）。

各校種においては児童生徒の発達の段階を踏まえて，

「感染源」・「感染経路」・「宿主の感受性」という感染症

発症の三要因に基づいた予防のために必要な内容を，

それぞれ理解させることになっている。また，指導の

際に例として取り上げる感染症については，各校種に

おいて重視される学習内容等に応じて示されていると

言える。

　具体的には，小学校では，第 5・6 学年の「（3）病気

の予防」において，病原体がもとになって起こる病気

の予防には病原体が体に入るのを防ぐことや体の抵抗

力を高めることが必要であることなどについて，予防

接種や調和のとれた食事など児童の身近な生活経験を

取り上げながら指導する。その際には，インフルエンザ，

結核，麻疹，風疹などを適宜取り上げることが示され

ている。

　中学校では，第3学年の「（4）健康な生活と疾病の予防」

において，感染症の原因とその予防などについて，よ

り科学的に理解させる内容が位置づけられている。例

えば，病原体には細菌やウイルスがあること，感染症

を予防するには消毒や殺菌等により発生源をなくすこ

となどがある。また，エイズおよび性感染症について，

その疾病概念や感染経路とともに，その予防方法を身

につける必要があることを理解できるようにすること

になっている。

　高等学校では，入学年次の「（1）現代社会と健康」

において，感染症の発生や流行には時代や地域によっ

て自然環境や社会環境の影響を受けて違いがみられる

ことや，感染症の予防には個人的及び社会的な対策を

行う必要があることについて理解できるようにするこ

とになっている。特に，衛生的な環境の整備や検疫，

正しい情報の発信，予防接種の普及などの社会的な対

策について，重点が置かれている。

３．児童生徒のヘルスリテラシーの育成への注目

　感染症に関しては今後，未曾有の問題が出現するこ

とも予測され得る。そうした危機が発生した際には，

国民一人一人が，適切に判断し，冷静に対応していく

ことが求められる。最近，健康に関して，自ら情報を

入手して理解し，それを適切に判断し，行動すること

ができる能力などと言われる「ヘルスリテラシー」が

注目されている。今日および将来において危惧される

感染症の問題を鑑みると，感染症の予防の視点からも，

児童生徒におけるヘルスリテラシーを育成することは

極めて重要であると思われる。
（筑波大学体育系教授　のづゆうじ）

野津 有司

小学校5・6年
「（3）病気の予防」

中学校
「（4）健康な生活と疾病の予防」

高校
「（1）現代社会と健康」

イ　健康の保持増進と疾病の予防
　　（エ）感染症とその予防

ア　健康の成り立ちと疾病の発生要因
　・主体と環境の要因の関わりによって
　　起こる疾病

エ　感染症の予防
　・病原体が主な原因となって発生する感染症
　・発生源，感染経路，主体への対策による
　　感染症の予防

ア　病気の起こり方
　・病原体，体の抵抗力，生活行動，
　　環境など

イ　病原体がもとになって起こる
　　病気の予防
　・病原体が体に入るのを防ぐこと
　・体の抵抗力を高めること

▲図・感染症の予防に関する内容
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　今年もまた，風邪・インフルエンザの流行の時季となっ

た。風邪もインフルエンザも，主な流行は冬季であるが，

本校では本年度，4 月早々にある学級を中心にインフルエ

ンザが流行した。インフルエンザは年間を通して発生する

とは知っていたものの，「こんなこともあるんだ」という

のが正直な感想であった。2，3 人の感染報告があった後も，

私自身がどこか甘くとらえていた向きがあり，結局 1 日で

はあったが，学級閉鎖を措置するまでになった。「最悪を

想定」しなければならない危機管理意識の不足を深く反省

させられた。

　やや減速した感はあるものの，少し前までは，エボラ出

血熱の脅威が頻繁に報道され，日本でも入国者に対する検

疫や，感染者・患者の早期発見・早期対応が強化されていた。

2014 年の夏の終わりには，東京の中心地から始まったデ

ング熱も日本各地に感染が広がった。かつての SARS，新

型インフルエンザもそうだったが，これまでに経験したこ

とのない，言い換えれば馴染みのない感染症に対しては，

テレビなどの報道レベルではやはり他人事でしかない。し

かし，中学生ともなると，対外試合や習い事・休日の遊び

など，行動や移動は，かなり広範となる。知らないうちに

感染の機会に遭遇することはあり得るし，また，教室で同

じく生活を共にする教職員が感染源となる可能性もある。

　そこで本校では，「保健だより」に，「デング熱とは…」

などのコーナーを設け，病態や感染経路，予防方法，感染

を疑う際の対応等についての情報提供を行っている。それ

でも，エボラもデング熱も，意識としては“対岸の火事”で

ある。国内で次々と感染者や患者が報告されても，一抹の

不安や心配はあるものの，かなり身近に感染が広がってい

なければ切迫感はない。それは教職員も同様である。

　「感染症は，20 世紀に克服された」と言われているが，

「新興感染症」「再興感染症」といった用語もある。世界規

模で人々や物資が簡単に移動・流通をし得る現代では，今

後もさまざまな感染症が侵入することは避けられない。新

型インフルエンザのときもそうだったが，日本では保健所

や医療機関によるさまざまな対応，研究等が進められてい

て，未知のものを除けば効果的な治療が受けられる環境に

ある。そこで，学校では，子どもたちに，その都度必要な

情報を提供するなどして，感染症予防への注意喚起を行う

こと，自分自身の努力で可能な予防策を励行させることが

重要と考える。「保健だより」のほか，保健安全委員会に

よる放送や集会活動で，学校保健委員会で扱う健康課題や，

担任による保健指導の内容としてなど，さまざまな取り組

みを工夫している。しかし，何より重要なのは，これらを

通して生徒自身が，自分や自分の周囲の人たちの健康・体

調に興味・関心をもち，自己の健康管理能力を育むことで

ある。

　本校でも毎朝，各教室で担任指導の下に健康観察が行わ

れる。出席確認の際に，自己申告の形で「元気です」「腹

痛です」「風邪気味です」などと自分の体調も確認する活

動である。腹痛・だるさ等軽微な体調の変化に気づくこと

で，睡眠・運動・食事などの生活習慣を見直したり，不調

が改善されない場合に感染症等疾病の早期発見につながっ

たりする。また，定期的に爪切りの状況や，ハンカチなど

の衛生習慣のための持ち物点検も行う。中学生の男子とも

なると，手を洗わなかったり，ハンカチ代わりにジャージ

で手をふいたりする者もいる。屋外から中に入って，うが

いもなしに水を飲むこともある。“中学生の男子らしい”と

一笑に付してばかりもいられない。「手やのどに付いた病

原体を体内に入れない」ことが感染症予防では極めて有効

であり，「手洗い，うがい」が基本中の基本である。

　風邪・インフルエンザの予防に向け，マスク着用，予防

接種の奨励など例年同様の注意喚起も行われるが，まずは

日常の健康管理を改めて徹底していきたい。健康も“継続

は力なり”である。

感染症予防の基本は日頃の習慣
埼玉県中学校校長



① 手にせっけんをつける。

⑦ 手首をあらう。 ⑧ 水であらいながす。

⑤ つめの先をあらう。④ ゆびの間をあらう。 ⑥ おやゆびと小ゆびをあらう。

  ② 手をこすり，あわをたてる。 ③ 手のこうをあらう。

こ

正しい手洗いの方法

4 教室の窓｜特別号

医務室から

感染症予防感染症予防 齋藤 麗子医師

　毎年 11 月にはノロウイルス，12 月にはインフルエ
ンザが子どもたちの間で流行する。なかには毎年イン
フルエンザにかかる人もいるが，それはウイルスが変
異しているためで，一度かかったら安心というわけに
はいかない。また大人になるまでに一度も発熱や風邪
ひきを経験しない人はいない。人間はいろいろなウイ
ルスや細菌に感染して免疫を獲得し，抵抗力をつけて
丈夫になっていくものであるから。しかし，予防でき
るものは予防して，つらい思いはさせたくない。その
ために予防接種がある。ワクチンを接種しても罹患す
る場合もあるが，軽く済むこともあるので勧めたい。
▪インフルエンザの予防
　子どもたち自身が予防できることを伝えていく。
1）完全な手洗いを指導する　せっけんを使い，泡立て
てから，指の間や指先，親指の周りも洗い残しの無い
ように。遊んだ後，家に帰ったとき，食事の前など十
分な手洗いが必要な場面を認識させる。

2）うがいには 2種類ある　ゴロゴロうがいとブクブク
うがいで，いつするかでも目的が異なる。風邪の予防
ののどのうがいや，外出から帰ったとき，食事の前の
うがいはゴロゴロうがいの方である。小学生以上であ
れば上を向いて声を出してすれば上手にできるはずで
ある。手洗いと同様に習慣づけたい。一方，ブクブク
うがいは食後などの口中の洗浄に効果がある。
3）マスクの着用　ほかの人に感染させないためと，感
染を受けないためがある。普通の紙製のマスクでは完
全には予防できないかもしれないが，着けないよりは
よい。のどの保湿になることも予防効果がある。せき
が出るときなど，ほかの人への感染予防が目的の場合
は，きちんと口や鼻がおおわれているか，わきに隙間
がないかなど装着もチェックする必要がある。最近は
子ども用や鼻に密着できるタイプのマスクもあるが，
正しい着け方の指導もマスターしてほしい。
▪感染性胃腸炎集団感染の予防
　ノロウイルス胃腸炎やロタウイルス感染性など，学
校のトイレでの下痢や廊下でのおう吐から，二次感染
して集団発生することもある。学校内では二次感染防
止のために，日頃から吐しゃ物の処理などを教職員全
員が練習する必要がある。次亜塩素酸ナトリウム溶液，
新聞紙かペーパータオル，使い捨てマスク，使い捨て
手袋，ビニール袋，バスキャップ，エプロンなどをひ
とまとめにしてバケツに入れて児童の手の届かないと
ころに用意しておくとよい。教室でおう吐した場合は
まず窓を開けて換気をしてほしい。トイレでおう吐，
下痢をした場合はドアノブも忘れず消毒を。むろんお
う吐した児童の服の汚れをきれいにし，手洗いなども
十分に実施する。飛まつ感染や接触感染では，病原体
はまず粘膜から侵入する。鼻の穴に指を入れたり，目
をこすったりとすると粘膜を傷つけ，ウイルスが侵入
しやすくなるので，そのような児童生徒には注意する。

（十文字学園女子大学教授　さいとうれいこ）
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