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保健（健康と安全）について 

育ちと「保健・健康管理」 

乳幼児期は、まだまだ免疫機能も未熟であり、さまざまな感染症にうまく適応できないことも多くあり、 

こども自身が身体の不調を正確に表現することも難しいのが現実です。 

「神田保育園」は、乳幼児が長時間を共に過ごす場であることから、個別のサポートは勿論、流行性疾

病の蔓延を最小限にし、こども達の健康を守り、明るく元気な園生活を送れるよう「日々の積み重ね」が

重要です。その基本は、「情報の共有」と「こどもたち自身が基本的な生活習慣を身につけること」です。 

当園では、こども達の育ちの確認や体調変化の観察を行い、病気などの予兆を見逃さないようにサポ

ートと早期発見・対応に努めますが、そのためには、家庭との連携が不可欠です。保護者の皆様方のご

協力をお願いします。 

 

≪健康な身体づくり≫ 

●規則正しい生活のリズムを作るために 

・７時に起床し、朝日を浴びましょう。 

７００ルクスの光を浴びると体内時計がリセットされ、目覚めやすくなるといわれています。 

・冷たい水で洗顔することで刺激を受け、睡眠の体の反応にくぎりをつけます。 

・朝食は活動エネルギーの源です。腸内も動き出しますので、朝食を食べる習慣をつけましょう。 

・朝トイレに座る習慣をつけ、身体の中からエンジンをかけてください。 

ご飯を食べると胃腸は動き出しうんちが出やすい状態になります。 

・睡眠中２２時頃から成長ホルモンが活発に分泌されると言われています。２１時までの就寝を心がけ、

お子様の発達と成長を促しましょう。 

●健康な身体を作るために 

・１日３回ご飯を食べ、穀物、魚肉、野菜などバランスのとれた食事にしましょう。 

・おやつには煮干、干し芋、昆布等よく噛むものをおすすめします。あごの発達、虫歯予防にもなります。 

白砂糖を使った、アメ、チョコレート、ジュース（炭酸飲料、スポーツ飲料等）スナック菓子等はなるべく与

えないようにしましょう。 

・保育園では白砂糖は使用せず、甜菜糖を使用しています。 

●夜寝る前の歯磨きをしっかりと… 

・歯ブラシは子どもの歯のサイズにあったものを選んでください。 

・夜寝る前の歯磨きが一番大切です。お子さんが磨いたあとは大人が仕上げ磨きを行ってください。 

・虫歯予防には何を食べるかが大切です。甘いお菓子やジュースはなるべく摂らないようにしてください。 

・保育園での歯磨きは個別対応のため、歯に食物が詰まった時のみ使用します。通常はお茶を飲んで食 

事を終了します。 
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●衣服について 

・お子様の衣服は、吸湿性と保湿性のある綿製品を選んでください。 

・お子様の身体に合ったサイズの服を身につけましょう。 

・肌シャツは半袖の物にしてください。（ランニングシャツ不可） 

・お子様が自分で着脱しやすい物を選んでください。 

大人より 1 枚少なめがポイントです！ 

●髪の毛について 

・集団生活でお子様が生活しやすい髪型（短く切る・長ければくくる）にしてください。 

・髪の毛をくくる時は飾りのないものを使用してください。怪我の原因になります。 

・商品名「からまないゴム」は園内で落とした時に赤ちゃんが飲み込む可能性がありますので、保育園で 

は使用しないでください。 

●清潔習慣について 

・朝起きた時の洗顔、うがい・手洗い、トイレ後の手洗いの習慣をお家でもお子様と一緒に行ってくださ

い。 

・怪我やトラブル防止のためにも、手足の爪はこまめに切ってください（一週間に一回程度）。 

・中耳炎予防のため耳の中の状態を見てあげてください。 

・お子様の心地よいという感覚を育てるために「綺麗になったね」「きもちいいね」などの声かけをしてみて 

ください。 

●身体を鍛えましょう 

・薄着で外気、日光に触れることが皮膚そのものを強くし、抵抗力をつけます。しかし、紫外線の影響も考 

える事は必要です。 

・歩いてこられる方はお子様と一緒に歩いて保育園にきましょう。歩くことで足先やつま先、土踏まずに 

様々な影響も与えます。全身の血行がよくなり、新陳代謝を盛んにし神経の働きにもよい刺激となって 

脳の発達を促します。 

・乾布まさつで、体温調整機能を高めます。ホルモンの分泌を促進させ、呼吸器を刺激し、肺や呼吸を丈

夫にします。 
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神田保育園 【保健の主な年間活動予定】 

（日程は「園だより」でご確認下さい） 

 

①内科健診：年 2 回全園児対象 

②歯科健診：年 1 回全園児対象 

③身体測定（体重）：月 1 回全園児対象 （身長）：乳児は毎月・幼児は 1 回／3 ヵ月 

④尿検査：年２回 全児対象 

⑤視力検査：年２回 ４・５歳児対象 ※３歳児は、年 1 回秋に実施しています。 

 

成長の著しい乳幼児期に、異常を早期に発見することが、今後の成長に大きく関わります。 

園内の健診や検査だけではなく、日頃の様子で気になることがあれば、早めに受診しましょう。 

 

※日程や内容が変更する可能性があります。変更のある場合は、その都度お知らせします。 

 

嘱託医のご紹介 

内科嘱託医： 小澤 信一 医師 

おざわ内科クリニック    寝屋川市早子町 3-46    ℡ 072-811-3111 

 

歯科嘱託医： 垣内 那昭 医師 

      垣内歯科医院        寝屋川市下神田 26-11    ℡ 072-838-5315 

  

薬剤師： 遠矢 友美子 薬剤師 

   ドクトル薬局         寝屋川市高柳栄町 9-3    ℡ 072-801-8282 

 

 

生育記録の提出依頼 

≪健康状態を把握するため、情報提供をお願いします≫ 

①生育記録（既往歴や現病歴、アレルギー、予防接種など）は母子手帳などで確認の上、正確に

記入して下さい。また、生育記録記入後に追加・変更のある場合は、お知らせ下さい。 

②記入漏れのないよう、全ての項目に記入して下さい。 

＊この他にもお願いすることがたくさんありますが、ご理解ください。 
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１．≪登園時のお願い≫ 気になることは必ず登園時に職員に伝えて下さい。 

●「いつもと違う」ところは、ありませんか？  

①体は熱くないですか？      ②食欲・睡眠・排便状態・機嫌は大丈夫ですか？ 

③顔色はどうですか？       ④発疹は出ていませんか？ 

※解熱剤を使用して熱が下がっている場合は、発熱していないとは言えません。 

※けがや病気で受診した場合は、結果をお知らせ下さい。 

その他、お休み中の出来事で気になることがあれば、登園時にお伝え下さい。 

◎朝はとても大切な時間です。 

お子さんの体調について、「いつもと違う」「ちょっと気になる」ことがありましたら、 登園時に

必ず職員にお知らせ下さい。登園される前はご家庭でお子さんをよく観察し、いつもと違う様子が

ある時は無理をせず、お子さんの負担軽減のためにも、家庭での療養が望ましいです。また、欠席さ

れる場合は必ずご連絡いただき、欠席理由をお伝え下さい。 

登園時検温について    

体温は「健康のバロメーター（体調変化の指標）」のひとつであり、 

その確認は「親子のコミュニケーション」にもつながります。 

こどもは大人に比べて発達が未熟で、環境の影響も受けやすいです。特に乳児の体温は 1 日の中

でも変化が激しく、体温が安定する時期も人それぞれです。 

体温は、体の異常にいち早く気づく重要な指標であり、特に毎朝の体温は 1 日のお子さんの健康状 

態を把握する上でとても重要です。 

また、SIDS(乳幼児突然死症候群）を予防するためにも、1 日 3 回以上の検温が必要とされていま 

す。(SIDS についての詳しい内容は、16 ページ参照） 

当園では、こどもの健康を守り体調を管理するため、以下のように対応しますので、ご確認下さい。 

【 0～1 歳児への対応 】 

◎毎日、登園時にはお子さんの体温を測定し、登降園用紙に記入して下さい。 

※体に触れた時に「あついな」と感じた場合は、その時点で検温をお願いします。 

【 全園児への対応 】（触診への移行後の対応） 

次のような場合は、必ず「登園前の検温」をお願いします。 

◎体調不良時（処方薬内服中の登園など） 

◎体調不良でのお休みをされた後の登園日 

◎体に触れた時に「あつい」と感じたり、不調に気付いた時  など 

※お子さんの状態によっては、登園時の検温をお願いする場合があります。 

 

また、体温は 1 日のお子さんの健康状態を把握する上で、とても重要な指標です。  

毎朝の検温をご家庭でも習慣付けましょう。 

朝のお忙しい時間帯ですが、お子さんの健康状態把握のため、ご協力をお願いします。 
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2． ≪体調不良時の対応について≫ 

① 【登園時、受け入れができない場合】 

★次の場合は園での受け入れができません。 

①登園時に体温 37.5℃以上ある場合  （３８．０度以上の発熱や解熱剤を使用された時は、

使用後 24 時間経過する までは、ご家庭でお過ごしください。） 

②登園時の健康確認で、園での集団生活が困難であると判断した場合 

＊体温 37.5℃以上、痛みが強い、下痢や嘔吐、食事の摂取ができていないなど 

③感染症が疑われる場合 

＊原因不明の発熱・発疹、1 日 2 回以上の下痢・嘔吐、めやに・目の充血を繰り返す など 

→当園所定の意見書・登園届にも、提出が必要な揚合を記載していますので参考にして 

いただき、ご提出下さい。 

② 【登園後の体調不良時の連絡／お迎えが必要な場合】 

当園では、検温や触診を適宜行い、お子さんの健康確認をしています。 

教育・保育時間中に以下のような様子が見られた場合は、緊急連絡先に電話連絡しますので、 

速やかなお迎えをお願いします。 

①体温 37.5 以上でお迎え要請の連絡を行います。 

身体的苦痛だけではなく精神的な不安も大きいかと思われます、お迎えの調整を御願いします。 

② 集団生活が困難であると判断した場合 

→発熱以外の体調不良で普段と明らかに体調が違う揚合 

（嘔吐、下痢（2 回認めたとき） 、頭痛、歯痛など） 

③ 教育・保育時間中、お子さんの体調確認の電話連絡をお願いする場合 

① 体調不良欠席後の登園 

② 登園時に集団生活はできるが、軽度の体調不良がある場合 

③ その他、登園時の健康確認で必要と判断した場合 

 

ご都合の良い時間に園に随時運絡を入れていただき、お子さんの体調の確認をお願いします。  

（連絡方法や連絡時間は、朝の時点で職員とご相談下さい。） 

なお当日、職場や緊急連絡先に変更のある場合は、必ずお知らせ下さい。 

④ « 緊急連絡先が携帯電話の場合 » 

＊必ず連絡が取れるようにしておいて下さい。 

＊やむを得ず、連絡の取れないことを考慮して、『留守番電話の設定』をして下さい。 

当園からのメッセージ確認後は、速やかに園に連絡して下さい。 
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3． ≪感染症の対応について» 

神田保育園は乳幼児が長時間を共に過ごす場であり、感染の機会の多いことが心配されます。 お

子さんの負担と感染症の流行を最小限にくい止めるためにも、登園に際しては以下の配慮をお願い

します。 

（登園時の目安） 

◆園内での感染症の集団発生や流行につながらないこと 

◆こどもの身体状態が園での集団生活に適応できる状態に回復していること。 

 

①感染症と判断または感染症が疑われる場合は、 

医師の診断・許可が出るまで、園での受け入れはできません。 

回復後の登園時には、 

当園所定の「意見書【医師用】」「登園届【保護者用】」 

または医師の「診断書」を必ず提出して下さい。 

＜意見書【医師用】＞ 関係書類①「医師の意見書」 

・意見書に記載されている「医師が記入した意見書が必要な感染症」の場合、必ず提出して下さ

い。 

＜登園届【保護者用】＞ 関係書類②「登園届」 

・登園届に記載されている「医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症」の場

合は、必ず提出して下さい。 

・登園の目安など、医師より口頭指示のある場合は、その内容を詳しく記入して下さい。 

（例）解熱後に発熱が△日なければ登園可 

下痢がとまって 2 日間以上経ち食事が摂れるようになったら登園しても良い 

ジュクジュクしている部位をガーゼなどで覆えば登園可、乾燥後は覆わなくても良いなど 

※上記以外にも、病状によっては意見書・登園届の提出をお願いする場合があります。 

※完治されても意見書・登園届の提出がない場合は、園での受け入れはできません。 

②感染症の症状がある場合は、「お子さんの負担を少なくする」ためと「全体に広がるのを防ぐ」とい 

う点からも早めに受診して下さい。 

③感染症の診断を受けた場合は、必ずご連絡下さい。 

園内や地域の感染症流行状況については、クラスに掲示しますので、送迎時にご確認下さい。 

 

●病児保育について 

事前に予約が必要ですが、お子様が病気で保育園に行けない時や、自宅で看る人がいない時に 

利用できます 

 

✩病児保育つくし TEL８２３－１６２１  ✩病児保育みなみ TEL８２７－１００１ 

 （こまつ病院）                      （みなみ病院） 
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意見書（医師による）の提出が必要な感染症 

※意見書とは症状が回復して登園可能と判断したことについて医師が記入するもの 

疾患名 主な症状 
感染

経路 

潜伏 

期間 
感染しやすい期間 登園の目安 

麻しん 

（はしか） 

発熱・咳・鼻水・めやに。頬の

内側に白い斑点。全身に融合し

た赤い斑点 

空気 

飛沫 

接触 

７～ 

１３日 

発病１日前から発疹出

現後４日を過ぎるまで 解熱後３日を経過してから 

インフル 

エンザ 

高熱・寒気・頭痛・関節痛・咳・

鼻水・下痢・喉の痛み・吐き気 

空気 

飛沫 

接触 

１～２日 

発病１日前から発病後

３日を過ぎるまで 
発病したあと５日を経過し、か

つ、解熱後３日を経過するまで 

風疹 

（ ３ 日 は し

か） 

発熱・鼻水・リンパ節の腫れ。

体中にピンク色の小発疹 

飛沫 

接触 
２～ 

３週間 

発疹の出る７日前から

発疹出現後１４日を過

ぎるまで 

発疹が全て消失してから 

水痘 

水ぼうそう 

全身に水をもった発疹。 

発熱・かゆみ（ない場合もある） 

空気 

飛沫 

接触 

２～ 

３週間 

発疹の出る２日前から

発疹の全てかさぶたに

なるまで 

すべての発疹がかさぶたになっ

てから 

流行性 

耳下線炎 

（おたふく 

かぜ） 

発熱。耳の下～顎の下の腫れと

痛み（両側とも、片側だけ、ど

ちらもあり） 

飛沫 

接触 ４～ 

２１日間 

発病２日前から 

耳下腺、顎下線が腫れて

５日を過ぎるまで 

耳下腺、顎下線、舌下線の腫脹が

発現したあと５日を過ぎるまで。 

結核 
発熱・咳・食欲不振 空気 ３ヵ月～

数十年 

 
感染の恐れがなくなってから。 

咽頭結膜炎 

（プール熱） 

高熱・目やに・目の充血・喉の

痛み・涙・まぶたの腫 

接触 ５～ 

７日間 

発熱・充血等症状が出現

した数日感 

主な症状が消え２日間経過して

から。 

流行性 

結膜炎 

(はやり目) 

まぶたの腫れ・目の充血・耳前

のリンパ節の腫れ・目の開きに

くさ・涙 

接触 
５～ 

７日間 
発病後２～３週間 

感染力が非常に強いため結膜炎

の症状が消失してから。 

百日咳 

咳・くしゃみ・鼻水 

やがて長引く甲高い咳乳幼児は

呼吸困難 

飛沫 

接触 
１～ 

２週間 

咳出現後、２週間を経過

するまで 

特有の咳が消失するまでまたは

５日間の適正な抗菌性物質によ

る治療が終了するまで。 

腸管出血性 

大腸菌感染症

（O157、O26、

O111 等） 

激しい腹痛・水様下痢便 

血便・嘔吐・二次的に脱水 

経口 

飛沫 

接触 

４～ 

８日間 

 症状が収まり、かつ、抗菌薬によ

る投薬が終了し、４８時間をあけ

て連続２回の検便によって、いず

れも菌陰性が確認されたもの。 

急性出血性 

結膜炎 

目の痛み・目の充血・目やに 

角膜の混濁など 

飛沫 

接触 

１～ 

３日間 

症状が出現してから症

状回復後しばらく 

医師より感染の恐れがないと認

められていること 

侵襲性髄膜炎

菌感染症 

発熱・頭痛・嘔吐 

急激に重症化する場合がある。 

飛沫 

接触 
 

治療開始後 24 時間が経

過するまで 

医師より感染の恐れがないと認

められていること 



8 

 

登園届（保護者記入による）の提出が必要な感染症 

※症状が回復して登園可能と医師が判断したことについて、保護者が記入するもの 

疾患名 主な症状 
感染

経路 

潜伏 

期間 

感染しやすい 

期 間 
登園の目安 

溶連菌感染症 

発熱・喉の痛み・嘔吐・

扁桃腺肥大・全身倦怠

感・二次的に糸球体腎炎

を合併 

飛沫 

接触 

２～ 

８日間 

適切な抗菌薬治

療を開始する前

と開始後１日間 

抗菌薬内服後２４～４８時間経

過していること。 

マイコプラズ

マ肺炎 

頑固な咳・熱・全身倦怠

感・頭痛 飛沫 
２～ 

４日間 

発病後から服薬

治療後数日を過

ぎるまで 

発熱や激しい咳が治まっている

こと。 

手足口病 

手・足・口に発疹や水泡。

軽い発熱 
飛沫 

接触 

３～ 

７日間 

症状の出ている

数日感 

発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影

響がなく、普段の食事がとれる

こと。 

伝染性紅斑 

（リンゴ病） 

左右の頬・肩・手足に鮮

やかな赤色の斑点 

飛沫 

接触 

７～ 

20 日間 

発疹出現の１週

間前 
全身状態が良いこと。 

ウイルス性・

細菌性（感染

性）胃腸炎 

（ノロ・ロ

タ・アデノウ

ィルス等） 

吐き気・嘔吐・下痢 

二次的に発熱・脱水 
経口 

飛沫 

接触 

１～ 

２日間 

症状がある間と

症状が消えてか

ら一週間（便中に

数週間はウィル

スが排出される） 

嘔吐・下痢等の症状が治まり２

４時間を過ぎている、かつ、家

庭で普通便が確認できている。 

ヘルパン 

ギーナ 

発熱・喉の痛み 

喉に口内炎ができる 飛沫 

接触 

２～ 

４日間 

発病前後４日間 

（便中に１ヶ月

位ウィルスが排

出される） 

発熱・口内炎が治まり、普段の

食事がとれること。 

RS ウィルス 

感染症 

咳・発熱・鼻水肺炎を合

併し、重症化しやすい 

飛沫 

接触 

２～８

日間 

呼吸器症状のあ

る間 

呼吸器症状が消失し、全身状態

が良いこと。 

帯状疱疹 
痛み・違和感・かゆみ 

その後水疱、紅斑 
接触  

水泡形成してい

る間 

すべての発しんが痂皮化してか

ら。 

突発性発疹 

発熱。熱が下がると同時

に発疹、熱性痙攣を伴う

こと有 

 
１０日

前後 

 
解熱し機嫌が良く全身状態が良

いこと。 
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登園届けは必要ではないが医師の受診は必要 

※症状により異なりますので、お医者様の治療を受け集団生活可能かどうかの指示に従ってください。 

疾患名 主な症状 感染

経路 

潜伏 

期間 

感染しやすい 

期 間 

登園の目安 

頭じらみ 髪の毛に卵の付着 

かゆみ 

接触  しらみがいる間 特になし 

水いぼ 白い小さないぼが腕脚にで

きる 

接触  水いぼが破れている

間 

特になし 

とびひ 湿疹や虫刺されをひっかい

てできる水疱やびらん・かさ

ぶた 

接触  浸出液が出ている間 浸出液が出ている場合

は、ガーゼ等で覆ってあ

れば登園可能 

 

インフルエンザの出席停止期間の数え方 
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４． 園内でのけが対応（応急処置） 

当園は小さい怪我をしながら、色々な経験を通じて成長すると考えています。 

安全面には十分配慮し大きな怪我はおこさないよう気をつけていきます。当園の趣旨をご理解く 

ださい。園で事故が起こった場合は、保護者に連絡の上、園より受診します。（怪我の状況によ 

り連絡は受診と前後することもあります） 

通院が必要な場合はご家庭よりお願いします。保育中、登降園時におきた怪我については、日本 

スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の加入により、後日、医療費が給付されることがあ 

ります。（医療点数 500 点以上の場合のみ）。 

 

◎園内でのけがの対応は、水道水での『洗浄』を基本としています。 

けがの状況によっては、絆創膏などを使用することもあります。 

◎発熱時や打撲などの冷却に、冷却剤（冷却枕など）を使用する場合があります。 

 

【AED（自動体外除細動器）の設置について】 

園内外での活動時に活用できるように、AED（自動体外除細動器）を設置しています。 

設置場所は、事務所前の靴箱です。 
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５． ≪薬の取り扱いについて≫ 

原則としてお預かりしません。 

① 体調が悪いため薬が処方されているので、お子様の身体のことを考えできるだけ休養を心掛

けていただきたいと思います。 

② まずは医師に園に通っていることを伝え、できるだけ朝夕２回に処方してもらうようお願いして

いただくことを希望します。 

③ 基本的に風邪薬はお受けできません。医師の診断のもと、中耳炎・溶連菌・アレルギーの方な

どはご相談に応じます。 

④ やむをえず園に薬を依頼するときは、必ず医師による投薬内容がわかるものを提出してくださ

い。（薬が変わった場合、再度提出が必要です） 

⑤ 預ける薬は、必ず一回分でお持ちください。 

⑥ 薬の容器・袋には、クラス名・名前・日付・飲ませる時間を記入してください。 

⑦ 薬と指示書は直接担当保育教諭（早朝保育教諭）にお渡しください。 

 

 

６． アレルギーについて 

    アレルギー体質・特異体質がある場合には、必ず事前にそのことを保育園にお伝えください。 

除去食については園指定の「除去食表」用紙がありますので、必要事項を医師が記載の上、提出を 

お願いいたします。除去食表については半年に一回の医師からの診断書が必要です。 

   医師によって解除になった食品は、ご家庭で試してから、保育園での食事提供（解除）になります。 

    

園での食事提供は、医師の診断書に基づいて行います。医師から除去の指示がある食品につい

ては、いかなる理由があっても園での提供はできません。 

 

 

７． 誤嚥・窒息について 

  毎年どこかで誤嚥が発生しています。 

 保育園では誤嚥防止の為、プチトマト、白玉団子の提供は控えさせていただいております。 

 お弁当にプチトマト、うずら卵などを入れる際は、半分に切るなどして下さい。 

 保育園では、誤嚥を防ぐ為、乳児期よりしっかり噛む（モグモグ、カミカミ）等の指導をしています。 

 ご家庭でも気を付けて頂きますよう、よろしくお願いいたします。 
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８． ≪排泄物（嘔吐・下痢便）で汚染された衣服等の取り扱いについて≫ 

 

感染性胃腸炎は一年を通して感染しますが、冬の代表的な感染症のひとつです。感染性胃腸

炎は、 嘔吐物や便から感染します。接触感染・経口感染・食品媒介感染はもちろんですが、嘔吐物

や便が付善した衣類などを洗う時にウイルスが飛び散り、感染を広げてしまうことが大きな問題とな

っています。 

 

保育施設・幼稚園・学校などで衣類を洗浄することによって、かえって施設内に感染者を増加させ

てしまった例がしばしば報告されてきました。特に「ノロウイルス」は非常に感染力が強く、少量のウイ

ルスでも感染し発病します。感染した人の嘔吐物や糞便の中には 1 g あたり 100 万～10 億個ものウ

イルスが含まれていると言われています。 

また、病状回復後も 2～4 週間（乳児では 1 ヵ月以上）は、糞便からウイルスが排出されるので、お

むつや便の取り扱いには注意が必要です。 

感染性胃腸炎以外にも、ヘルパンギーナ・手足□病の場合も、症状消失後 2～4 週間は糞便から

ウイルスが排出されます。 

当園では、感染予防対策として厚生労働省のガイドライン「保育所における感染症対策ガイドライ

ン」（厚生労働省）や寝屋川保健所の指導に基づき、当園での排泄物で汚染された衣服などの取り扱

いについて以下の通りとしていますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

◎こども達の排泄物（嘔吐・下痢便）の付着した衣類・シーツ類は、ペーパーなどで取り除ける排泄 

物は取り除き次亜塩素酸ナトリウム液で満たし 2 重のビニール袋に密閉した状態でお迎え時に 

お渡しします。 

◎園で、衣類につけた次亜塩素酸ナトリウム液の洗浄は行いません。 

   ◎次亜塩素酸ナトリウム液での色落ちについては、園で対応できませんのであらかじめご承知下さ 

い。 

    ◎持ち帰った衣類は、他の衣類と別に洗ってください。（家庭内での感染を防ぐためです） 

◎排泄物（嘔吐物や便など）に感染性の病気の原因となるウイルスや細菌が含まれているかどう 

かは、園では判断できません。そのため、1 年を通して登園では嘔吐・下痢便で汚染された衣類 

すべて上記の対応をさせていただきます。 

 

 

 

 

園内での感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いします。 

わからないことがあれば、職員にお声かけ下さい。 
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○朝の検温で平熱である事。 

（前日に熱、体調不良でお休みの場合は入水を控えさせていただきます。） 

○下痢をしていない。 

○プールの入水欄に、記入漏れがない（未記入は入水不可）。 

○膿んでいる怪我がない。 

○アタマジラミがない。 

○とびひ・水いぼがない。又は医師の許可が出ている。 

○手足のつめを切っている。 

○耳の穴がきれいである。 

９． ≪プール・水遊びについて≫ 

プールあそびは楽しい反面、命の危険を伴う事もあります。 

園では、乳児０～１歳児クラスの入水可能なお子様は個人のたらいで。２歳児クラスのお子様は少人

数で、ビニールプールへの入水を行っています。 

 

幼児クラスのこども達は、クラス（もしくは異年齢グループ）での入水で、監視体制の空白が生じな

いように、監視を行う職員とプール指導を行う職員を分けて配置しています。 

 

●安全なプール入水の為にも、以下の点をお守りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

以上の点を確かめて入水可能・不可の記入をお願いします。 
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★伝染性軟属腫（水いぼ）・伝染性膿痴疹（とびひ）・アタマジラミヘの対応 

「水いぼ」は、伝染性軟属腫ウイルスが直接皮膚に固着することによって発生する接触感染症で、 

放っておいても自然に治ることもありますが、それまでには長期間を要し、自然消失を待つ間に他へ

感染することも多いので、掻きこわした傷はガーゼなどで覆うことが望ましいとされています。 

また「とびひ」も、傷の状態・範囲、その他全身状態にもよるが、ジュクジュクしている場合はガーゼ

などで覆うようにとされており、これら感染性皮膚炎がプールなとの活動で 感染することにご心配な

保護者の方も多いと思われます。学校保健安全法施行規則でも順次取り組み方が改正され、「原則

としてはプールを禁止する必要はない」との見解ですが、掻きむしって傷になったり、化膿している揚

合などは、こどもの肌と肌の接触で感染する可能性があるため、症状のある部位が乾燥してからプ

ール入水・水遊びを開始することが望ましいとされています。 

プール入水に際して、 

水いぼやとびひが疑われる場合は、病院への受診が必要です。 

★診断内容及び注意事項を登園届に記入して、当園に提出して下さい。 

①受診時には入水の許可がおりても、入水当日またはその揚面で症状が進み悪化している場合

は園の判断で入水を控える湯合があります。 

 

◎伝染性軟属腫（水いぼ） 

①発症時は病院へ受診し、「プール入水やシャワーが可能なのか」 また「気を付けること、具体 

的な対応方法」などを確認の上、その内容を園へご報告下さい。 

②水いぽがつぶれた場合は、入水できません。 

③医師からの入水許可があった後に水いぼがつぶれたり、入水することで水いぼがつぶれる場合 

があります。これらの場合も傷が乾燥するまでは入水できませんので、ご了承ください。 

 

◎伝染性膿痴疹 （とびひ） 

①発症時は病院へ受診し、「プール入水やシャワーが可能なのか」「気を付けること、具体的な対 

応方法」などを確認の上、その内容を園へご報告下さい。 

②プールの水ではうつらないが、触れることで症状を悪化させたり他の園児にうつす恐れがある 

ので、完治するまで入水できません。 

◎アタマジラミ  

①接触での感染リスクが高いため、完治するまでは入水できません。 (シャワーも同様） 
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１０． «アタマジラミを予防・早期駆除しよう≫ 

ご家庭でも、お子さんの頭髪の確認にご協力をお願いします。 

①アタマジラミとは 

頭部に寄生するシラミです。乳幼児を中心に、年々増加しています。成虫は、体長 2～4mm で動 

きが速いです。1 匹あたり 1 日に 5～6 個ほどを頭髪に産卵し、吸血できなくなると約 2～3 日（条 

件により異なる）で死滅します。卵は、約 0.5mm で、楕円形・光沢のある乳白色です。 

頭髪の根元（特に耳の後ろや後頭部）にあり、7～1０日でふ化します。 

⇒『卵がふ化するまでに駆除する（卵の間に駆除する）』ことが重要です。 

②どのようにして感染するのか 

主に髪の毛の接触により感染し、まれに物から髪の毛へ移動することもあります。体を寄せて毛 

が触れ合って遊ぶことの多い年齢のこども達の感染率が高く、帽子やタオル・ヘアブラシなどの共 

有でも感染します。 

アタマジラミは、清潔・不潔には無関係であり、こども同土の頭部の接触から感染するので、神経 

質になったり、感染した人を特別視することがないようにすることが大切です。 

③駆除の方法 

► アタマジラミ用の駆除商品を使う。 

飲み薬はありません。 

シラミ駆除専用医薬品を用法・用量に従って決められた期間使用しましょう。 

（商品名：「スミスリン」シャンプー（パウダー）など、薬局で購入できます。） 

►卵を見つけて、駆除する。 

アタマジラミ発生中は、ご家庭でも毎日卵を駆除しましょう。（卵はつぶすか、卵の付いた髪は切り 

落とします。）また、目の細かいクシで髪を丁寧にすいてあげましょう。 

 

‣寝具や帽子、タオルなどを清潔にする。 

＊寝具・帽子・タオルなとの共有は避けます。 

＊アタマジラミは熱に弱いので、洗濯前に 60℃以上の湯に 1 0 分以上つけてから洗濯し、洗濯後 

アイロンをかけるなどしましょう。布団などは天日干ししましょう。 

 

‣念入りに掃除をしましょう 

アタマジラミは人の体から離れてもしばらく生きているため、掃除機などで念入りに掃除をしましょ 

う。 

 

④ 園内での対応 

早期発見に向けて 

●定期的に頭髪を確認しています。 

⇒シラミの卵らしいものを発見した場合は、その都度お声かけさせていただきます。また、当園で 

は『卵が確認されなくなった状態が 10 日間持続して終息』としています。 
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★アタマジラミ発生時 

●終息するまで毎日頭髪確認を行います。 

●毎日、帽子・布団の持ち帰りをお願いしています。洗濯に際しては、上記要領で対応いただける 

ようお願いいたします。 

 

早期終息に向けて園でも対策に取り組んでいきますので、ご理解・ご協力をお願いします。 

 

発生時はもちろん、感染拡大防止のためにも、日頃からご家庭でも頭髪の確認をお願いします。 

 

★アタマジラミは衛生状態が悪いから頭皮に寄生するのではありません。 

先進諸国でもアタマジラミは根絶しないと言われています。 

 

●アタマジラミになったら 

①「対応をして早く駆除をする」 

②「人にうつさないようにする」ということが大切です。 

 

「うちの子は大丈夫」と安易に思わず、 

スキンシップもかねて定期的にお子さんの頭髪・頭皮を観察して下さい。 

早期に発見することが早期駆除· 感染拡大防止につながります。 

 

１１．≪予防接種について≫ 

●予防接種で防げる病気から、こども達を守りましょう。 

こども園では、集団生活であることから、かかりやすい病気が発生すると、あっという間に広がっ 

てしまいます。特に乳幼児は、免疫（抗体：病気に対する抵抗力）が未発達なため、様々な感染症に

かかります。感染症は風邪のように軽いものだけではありません。中には確実な治療法がなく、深刻

な合併症を起こしたり、後遺症を残したり、時には生命を落とすこともあります。このような重い合併

症を起こす感染症にかからないように予防する 1 つの手段として、予防接種があります。 

 

ただしアレルギ一体質や治療中の病気・けいれんの既往のある場合、また予防接種を受けるにあ 

たって気になることがある揚合は、主治医とよく相談し、疑問や不安は解消してから予防接種を受け

るようにしましょう。 

 

また、予防接種をした後は普段の身体の状態と異なります。予防接種を受けた後は安静に過ご 

すことも大切になってきますので、園に行く前に予防接種を受けるのではなく園から帰ったあと予 

防接種を受けに行くようにして、接種後はお家でゆっくり休ませてあげてください。 
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１２． ≪SIDS (乳幼児突然死症候群）» 

【SIDS とは】 

今までの健康状態および既往歴から予測できず、それまで元気だったこどもが眠っている間に突 

然死する病気です。1 歳未満児に死をもたらした症候群とされており、生後 4～5 ヶ月頃がピークと 

 いわれていますが、3 歳未満ぐらいまでは注意が必要ともされています。これは 2～3 日に一人のペ 

ースで発症しており、とても静かに発症するため、早期に異変に気付くことはとても難しいです。 

ご家庭でも予防に努め、SIDS の発症を防きましょう。 

【発症状況•原因】 

SIDS はこどもの睡眠中にとても静かに呼吸が止まります。呼吸停止直前も身体の動き、表清の 

変化なとのサインが出ないため、呼吸停止直後に異変に気付くことはとても難しいです。 

原因は不明とされていますが、うつ伏せ寝や喫煙・母乳との関係性があると言われています。また 

4 月・11 月に多発するとされており、これは預かり初期の疲労や環境変化に伴うストレス、集団生活 

による感染機会の増加や体調不良も SIDS 発症に関与していると言われています。 

【SIDS を予防するためには・・・】 

► 仰向けに寝かせましょう。 

► 布団は顔にかからないよう首から下に掛けましょう。 

► あたため過ぎないようにしましょう。 

► でさるだけ母乳で育てましょう。 

► こどもの近くでの喫煙はやめましょう。 

► 体調の変化に注意し、睡眠中も定期的にこどもを確認しましょう。 

 

当園での午睡中の対応 

●午睡中の体の向きや掛け布団・衣類の調整を適宜行っています。 

●0 歳児クラスでは、5 分おきにお子様の寝ている向き、呼吸を確認しています。 
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＜意見書（医師記入）＞ 

意 見 書（医師記入） 

           

 福祉法人 真清福祉会 幼保連携型認定こども園 神田保育園 園長殿   

           

入園児童氏名             

    年    月    日 生  

（病名）  （該当疾患にレをお願いします） 

     麻しん（はしか） ※    

     インフルエンザ ※    

     風疹    

     水痘（水ぼうそう）    

     流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）    

     結核    

     咽頭結膜熱（プール熱） ※    

     流行性角結膜炎    

     百日咳    

     腸管出血性大腸菌感染症（O157、O26、O111 等）    

     急性出血性結膜炎    

     侵襲性髄膜炎菌感染症（髄膜炎菌性髄膜炎）    

           

   症状も回復し、集団生活に支障がない状態になりました。    

     年  月  日から登園許可と判断します。    

          年    月    日  

      医療機関名               

       医師名              

 ※必ずしも治癒の確認は必要ありません。意見書は症状の改善が認められた段階で記入 

  することが可能です。 

 

※かかりつけ医の皆様へ 

 認定こども園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や 

流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の

感染症について意見書の記入をお願いします。 

※保護者の皆様へ 

 上記の感染症について、子どもの病状が回復し、かかりつけ医により集団生活に支障

がないと判断され、当園を再開する際には、この「意見書」を提出してください。 
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＜登園届（保護者記入）＞ 

登 園 届（保護者記入） 

 福祉法人 真清福祉会 幼保連携型認定こども園 神田保育園 園長殿 

入園児童氏名             

    年    月    日 生  

（病名）  （該当疾患にレをお願いします） 

     溶連菌感染症    

     マイコプラズマ肺炎    

     手足口病    

     伝染性紅斑（りんご病）    

     ウイルス性・細菌性(感染性)胃腸炎    

     （ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等）    

     ヘルパンギーナ    

     ＲＳウイルス感染症    

     帯状疱疹    

     突発性発しん    

          

        

  （医療機関名）               （  年  月  日受診）において 

  病状が回復し、集団生活に支障がないと判断されましたので  年  月  日から 

  登園いたします。 

 

    年    月    日  

保護者名               

 

 

 

 

 

 

※保護者の皆様へ 

  認定こども園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団で  

 の発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できる 

 よう、上記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけ医の判断に従 

 い、登園届の記入及び提出をお願いします。 


