保育所・幼稚園・学校・児童会館等の子ども施設向け

アタマジラミ対策の手引き

札幌市アタマジラミ対策連絡会

はじめに…
アタマ ジラ ミは、ヒ トの頭 髪に 寄生 して 吸血す る虫 です。寄 生され るこ とを アタ
マジラ ミ症 と言 い、症状と して 強い かゆ み を引 き起 こし ます 。アタマ ジラ ミ症 の 発
生は子 ども に多 く 、特に 、保 育所 や幼 稚 園、小学 校な どの 集 団生活 を行 う場 で 症 状
が広が りや すい 傾向 にあり ます 。
アタマジラミは、不潔にしていると寄生するなどと誤解している方も多いです
が 、実際 は不 潔と は 関係な く発 生し ます 。子ども 達を 預か る 施設の 立場 とし ては 、
差別やいじめにつながらないよう、正しい知識に基づいて対応することが重要で
す。
こ の 手 引き は、子 ど もが集 団生 活を 送る 施設な どの 職員 の方 々 が、対応す る際 の
参 考 と なる よう 作成 いたし まし た 。 業務 に役立 てて いた だけ れば幸 いで す。

札幌市アタマジラミ対策連絡会
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１．アタマジラミの発生に備えて…
(1)

アタマジラミについて知りましょう

アタマ ジラ ミに つい て何も 知ら なけ れば 、予 防も 対策 も行 え ません 。まず は 、職
員がア タマ ジラ ミに ついて よく 理解 する ことが 重要 です 。
【参考 】

(2)

「ア タマ ジラミ の生 態」

発生した場合の対策を考えましょう

備えあ れば 憂い なし 、あら かじめ 施設 に あった 対策 を考 えて おくと 、いざ 発生 し
たとき に迅 速に 対応 できま す。
次ペー ジの「 ２ ．ア タマジ ラミ が発 生し た ら… 」を参 考に し て施設 の実 情に あっ
た対策 方法 を検 討し ましょ う。
【 参 考 】 ○ ○保 育所 アタマ ジラ ミ 対 策マ ニュア ル（ マニ ュア ル作成 例）

(3)

子どもの変化に気をつけましょう

アタマ ジラ ミの 被害 はなん とい って も、吸血に よる かゆ み で す。頻 繁に頭 をか い
ている 子ど もは、ア タマジ ラミ が寄 生し ている 可能 性が あり ます。子 ども の頭 を 確
認しま しょ う 。た だ 、数 が少 ない と見 つ からな い場 合も ある ため 、し ばら くの 間 は
継続し て確 認し まし ょう。 また 、あ わせ て保護 者に も協 力を 求めま しょ う。

(4)

保護者と連携しましょう

アタマ ジラ ミ対 策は 、施設 と保護 者が 協 力して 対応 しな けれ ばなり ませ ん。保 護
者には 日頃 から 正し い知識 や情 報を 提供 すると とも に、発 生 が確認 でき た時 には 、
施設に 対し て連 絡す るよう 協力 を求 めま しょう 。
＊

札幌市 保健 所で は市 民向け チラ シ「ア タ マジラ ミに 注意」や 未就学 児童 の保
護者向 けチ ラシ「 家 庭での アタ マジ ラミ 対策」を 発 行して い ます。ホー ムペ
ージに も掲 載し てお ります ので ご利 用く ださい 。

＊

実際の アタ マジ ラミ や卵を 持参 して の出 前講座 も承 って いま す。職員 研修 の
際など にご 利用 くだ さい。
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２．アタマジラミが発生したら…
(1)

落ち着いた対応をしましょう

アタマジラミが寄生している子どもを見つけても、驚かず冷静に対応しましょ
う 。 ま ん延 を防 ぎ、 短期間 で駆 除す るた めにも 早期 の 対 応が 重要と なり ます 。
また、不要な 不安 や 誤解を 与え ない ため にも、子ども や保 護 者への 言動 や態 度に
は注意 しま しょ う。

(2)

まん延防止に努めましょう

アタマジラミは頭髪が直接ふれあったり、頭髪がふれるものを共有することに
よ っ て うつ り ま す（「アタ マジラ ミの 生 態 (3) うつ り方 」を参照 ）。ま ん延 を 防ぐ
ために 次の よう な対 策を行 いま しょ う。

①

昼 寝の 際は 距離 をお き まし ょう
１つの布団に複数の子どもを昼寝させると、アタマジラミがうつるおそれが

ありま す。
【対策 例】


専用の 布団 で昼 寝を させる 。



頭同士 を近 づけ させ ないよ うに 、 頭 －足 －頭－ 足 と 並べ るよ うにす る。



布団を くっ つけ ず 、 物理的 に 離 して 敷く 。

②

も のの 共有 はし ないよ うに しま しょ う
ク シ 、タ オル 、帽 子 、マ フラ ー 、衣類 、寝具な どを 共用 する ことで 、アタマ ジ

ラミが うつ るこ とが ありま す。特 に、プ ール・風 呂 な ど脱 衣 する 場 所 で は注 意し
ましょ う。
【対策 例】


ク シ、 タオ ル、 帽子 、マフ ラー 、衣 類、 寝具な どの 共用 は避 け る。
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③

衣 類や 寝具 など を 管理 しま しょ う
衣類・寝具 など を重 ねて置 くと 、付 着し たアタ マジ ラミ が他 の子ど もの 持ち 物

に移動 し、アタ マジ ラミが うつ る 原 因に なるこ とが あり ます 。保管 や取 扱い に注
意しま しょ う。
また、衣 類・寝 具な どには、アタ マジ ラ ミが付 着し てい るお それが あり ます 。
アタマジラミは洗濯すれば簡単に洗い流すことができます。施設や家庭の状況
も考慮 し、 一斉 に行 いまし ょう 。
【対策 例】


使用し た物 は個 別に 専用の ビニ ール 袋に 入れる 。



毎日取 り替 え る 。ま たは、 使用 後に 熱湯 処理し てか ら洗 濯す る。



コート など のよ うに 使用す る頻 度が 高く 、取 り替 えるこ とが できな いも の
は、使 用後 に ハ ケを かける 。

④



布団を 収納 する 前に 、ハケ では らう 。



衣 類、 寝具 など は持 ち帰っ て洗 濯 し ても らう 。

施 設内 を掃 除し 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、そ の間 に頭 や

衣類な どが 接触 すれ ば寄生 され るお それ があり ます 。し かし 、掃除 機な ど で 清 掃
をしっ かり 行え ば 取 り除く こと がで きま す。殺 虫剤 の散 布は 必要あ りま せん 。
床に子 ども が頭 をつ けて遊 ぶ 場 所、昼寝 をする 場所 、衣 類や 寝具な どを 保管 す
る場所 など は、 特に 注意し て清 掃し まし ょう。

⑤

対 策が うま く行 われて いる かチ ェッ ク しま しょ う
アタマジラミ症が広まっていないか、適切な駆除が進んでいるかチェックし

ましょ う 。他の 子ど もにア タマ ジラ ミ の 寄生が 拡大 した り 、駆除が うま くい って
いない 場合 は、対策 を見直 すと とも に、併せて 保護 者に も協 力を求 めま しょ う。

⑥

情 報共 有に ご協 力くだ さい
アタマジラミ症に罹患した子どものご兄弟や友達が通う子ども関連施設でも
発生し てい る場 合が ありま す。お 互い に 情報共 有す るこ とで 、発生 予防や まん 延
防止に つな がり ます 。

(3)
①

保護者へ周知しましょう

正 しい 情報 提供 を しま しょ う
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まん延 を防 ぐた めに 、早めに 情報 を収 集 し、保護 者に 周知 し ましょ う。ア タマ
ジラミ 対策 は保 護者 の協力 なし には うま くいき ませ ん。
また、保護 者の 中に は、「 自分 の子ど も にうつ るか もし れな い」な どと 心配 す
る人もいるかと思いますが、施設側の対応策などを明確に保護者に伝えること
が重要 です 。
【対策 例】


プリン トを 用い て、 状況を 保護 者に 報告 する 。



札幌市 保健 所が 作成 した市 民向 けチ ラシ を配布 する 。

②

寄 生さ れて いる 子ども の 保 護者 には しっか りと した 対応 をしま しょ う
アタマジラミに寄生されている子どもの保護者には、家庭で適切な対策を行

うよう 依頼 しま す。誰に寄 生し てい るか という 情報 は、職員 や寄生 され てい る 子
どもの保護者が把握していればいいので、他の人にはわからないようにするな
ど、配 慮し てく ださ い。
【対策 例】


必要に 応じ て皮 膚科 を受診 する よう 勧め る。



家庭で 駆除 薬及 び専 用すき ぐし を用 いた 駆除を 徹底 して もら う。



使用す るよ う依 頼す る。

(4)

アタマジラミに関するＱ＆Ａ

Ｑ ． 通 園、 通学 の規 制 をす べき です か。
通園や 通学 を制 限す る必要 はあ りま せん 。対 策を適 切に 行う ことが 重要 です。
＊

アタマ ジラ ミは 「 学 校保健 法施 行規 則の 一部改 正（ 1999 年 4 月）」（文 部科
学省 ）にと もな い作 成され た 参 考資 料で「通 常出席 停止 の必 要はな いと 考え
ら れ る 感染 症 」 とし て例示 され てい ます 。

Ｑ．プ ール の利 用 を 制限す べき です か。
プール の利 用を 中止 する 必 要は あり ませ ん。ア タマ ジラ ミは 泳げな いの で、プ
ールの 水を 介し て感 染する こと はあ りま せん。ただ し、水泳 キャッ プや タオ ルな
ど の共 用や 衣類 など の重ね 置き を避 ける など、 適切 な対 策を 行いま しょ う。
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Ｑ．薬 剤を 使用 して いるの に駆 除で きな い 時は 、ど うし たら よい で す か 。
薬剤に抵抗性があるアタマジラミかもしれません。国立感染症研究所による
と、日本国内でフェノトリンの効かない薬剤抵抗性アタマジラミが徐々に増加
してお り、 全国 的な 広がり が懸 念さ れ る と報告 して いま す。
このような薬剤が効かないアタマジラミは、すきぐしを使用した駆除を徹底
し まし ょう 。
【参考 】

「す きぐ しを用 いた 駆除 方法 」

札幌市アタマジラミ対策連絡会
アタマ ジラ ミは 、保 育所 、幼 稚園及 び学 校など 、子ども が集 団生活 を行 う場
で寄生 が広 がり やす い傾向 にあ るこ とか ら、札幌 市内 の関係 機関に おい て 、必
要な情 報交 換を 行い 、効果 的な 対策 を講 ずるこ とを 目的 に、 平成 19 年度 から
組織し てい ます 。
■ 一般社 団法 人札 幌市 私立幼 稚園 連合 会
■ 一般社 団法 人札 幌市 私立保 育 園 連盟
■ 公益財 団 法 人 さ っぽ ろ 青少 年女 性活 動協 会
■ 札幌市
子ども 未来 局 子 ども 育成部 子ど も企 画課
子ども 未来 局 子 育て 支援部 子育 て 支 援課
教育委 員会 生涯 学習 部保健 給食 課
保健福 祉局 保健 所生 活 環境 課

（ お問 い合 せ先 ）
札幌市 アタ マジ ラミ 対策連 絡会 事務 局
札幌市 保健 所 生 活環 境 課 生 活環 境 係
電話
〒 060-0042

011-622-5182

札 幌 市 中 央 区 大 通 西 19 丁 目 WEST19 内

訪問指導を実施しています。
特に、「集団発生の場合」「拡大する可能性のある場合」は、ぜひご相談ください。
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