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2021「子どもの保健」最後の砦（当日もっていってねシリーズ） 

©2021sakurakosensei 転載禁止 

＜感染症＞ 

伝染性軟属腫（水いぼ） 

病原体 伝染性軟属腫ウイルス 

潜伏期間 ２～7 週 

感染経路 は皮膚と皮膚の直接接触による接触感染。 

特徴 １～５mm 程度の常色～白～淡紅色の丘しん、小結節（しこり）。四肢、

体幹等によくみられるが、顔、首、陰部等どこにでも生じる。 

プールの水では感染しないので、プールに入っても構わない。タオル、

浮輪、ビート板等を介して感染する場合もある。 

登園のめやす 特になし 

 

ヘルパンギーナ 

病原体 コクサッキーウイルス 

潜伏期間 ３～6 日 

感染経路 飛沫感染、接触感染及び経口感染。 

特徴 発症初期には、高熱、のどの痛み等の症状がみられる。また、咽頭に赤

い粘膜しんがみられ、次に水疱（水ぶくれ）となり、間もなく潰瘍とな

る。高熱は数日続く。 

登園のめやす 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること。 

 

麻しん（はしか） 

病原体 麻しんウイルス 

潜伏期間 ８～12 日 

感染経路 飛沫感染、接触感染及び空気感染（飛沫核感染）。 

特徴 感染力は非常に強く、免疫がない場合はほぼ 100％の人が感染する。 

発症初期には、高熱、咳、鼻水、結膜充血等の症状がみられる。発熱は一

時期下降傾向を示すが、再び上昇し、この頃には口の中に白いぶつぶつ

（コプリック斑）がみられる。その後、顔や頸部に発しんが出現する。

発しんは赤みが強く、やや盛り上がっており、徐々に融合するが、健康

な皮膚面が残る。 

登園のめやす 解熱後３日を経過していること。 
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ウイルス性胃腸炎（ノロウイルス感染症） 

病原体 ノロウイルス 

潜伏期間 12～48 時間 

感染経路 経口感染、飛沫感染及び接触感染。 

特徴 流行性嘔吐下痢症の原因となる感染症である。主な症状は嘔吐と下痢

で、脱水を合併することがある。 

感染力が強く、患者の下痢・嘔吐物が乾燥して空気中にウイルスが舞い

上がるため、これらの処理に注意が必要。 

登園のめやす 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること。 

 

百日咳 

病原体 百日咳菌 

潜伏期間 ７～10 日 

感染経路 飛沫感染及び接触感染。 

特徴 特有な咳（コンコンと咳き込んだ後、ヒューという笛を吹くような音を

立てて息を吸うもの）が特徴で、連続性･発作性の咳が長期に続く。 

登園のめやす 特有な咳が消失していること又は５日間の適正な抗菌薬による治療が終

了していること。 

 

水痘（水ぼうそう） 

病原体 水痘・帯状疱しんウイルス 

潜伏期間 14～16 日 

感染経路 気道から排出されたウイルスによる飛沫感染又は空気感染。 

特徴 感染力が強く、免疫のない人はほぼ 100％が感染する。 

発しんが顔や頭部に出現し、やがて全身へと拡大する。発しんは、斑点

状の赤い丘しんから始まり、水疱（水ぶくれ）となり、最後は痂皮（かさ

ぶた）となる。これら各段階の発しんが混在するのが特徴で、全ての発

しんが痂皮（かさぶた）となれば感染性がないものと考えられる。 

登園のめやす 全ての発しんが痂皮（かさぶた）化していること。 
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手足口病 

病原体 コクサッキーウイルスＡ16、Ａ10、Ａ６、エンテロウイルス 71 等 

潜伏期間 ３～6 日 

感染経路 飛沫感染、接触感染及び経口感染。 

特徴 口腔粘膜と手足の末端に水疱性発しんが生じる。また、発熱とのどの痛

みを伴う水疱（水ぶくれ）が口腔内にできる。 

登園のめやす 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること。 

 

風しん 

病原体 風しんウイルス 

潜伏期間 16～18 日 

感染経路 飛沫感染であるが、接触感染もある。 

特徴 発しんが顔や頸部に出現し、全身へと拡大する。発しんは紅斑で融合傾

向は少なく、約３日間で消え、色素沈着も残さない。発熱やリンパ節腫

脹を伴うことが多い。 

登園のめやす 発しんが消失していること。 

 

伝染性紅斑（りんご病） 

病原体 ヒトパルボウイルスＢ19 

潜伏期間 ４～14 日 

感染経路 飛沫感染。 

特徴 感染後５～10 日に数日間のウイルス血症を生じ、この時期に発熱、倦怠

感、頭痛、筋肉痛等の軽微な症状がみられる。その後、両側頬部に孤立

性淡紅色斑丘しんが現われ、３～４日のうちに融合して蝶翼状の紅斑と

なる。 

登園のめやす 全身状態が良いこと。 

 

インフルエンザ 

病原体 インフルエンザウイルス 

潜伏期間 １～4 日 

感染経路 飛沫感染であるが、接触感染することもある。 

特徴 突然の高熱が出現し、３～４日続く。 

登園のめやす 発症した後５日経過し、かつ解熱した後３日経過していること（乳幼児

の場合）。 
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突発性発しん 

病原体 ヒトヘルペスウイルス６Ｂ、ヒトヘルペスウイルス７ 

潜伏期間 ９～10 日 

感染経路 ウイルスは、多くの子ども・成人の唾液等に常時排出されており、母親

からの抗体（移行抗体）が消失する乳児期後半以降に感染しやすくなる。 

特徴 生後６か月～２歳によくみられる。３日間程度の高熱の後、解熱すると

ともに紅斑が出現し、数日で消えてなくなる。 

登園のめやす 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと。 

 

ウイルス性胃腸炎（ロタウイルス感染症） 

病原体 ロタウイルス 

潜伏期間 １～3 日 

感染経路 経口感染、接触感染及び飛沫感染。 

特徴 流行性嘔吐下痢症をおこす感染症である。５歳までの間にほぼ全ての子

どもが感染する。主な症状は嘔吐と下痢であり、しばしば白色便となる。 

登園のめやす 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること。 

 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ、ムンプス） 

病原体 ムンプスウイルス 

潜伏期間 16～18 日 

感染経路 唾液を介した飛沫感染又は接触感染。 

特徴 主な症状は、発熱と唾液腺（耳下腺・顎下腺・舌下腺）の腫脹・疼痛であ

る。発熱は１～６日間続く。腫脹部位に疼痛があり、唾液の分泌により

痛みが増す。 

登園のめやす 耳下腺、顎下腺、舌下腺の膨張が発現してから５日経過し、かつ全身状

態が良好になっていること。 

 

咽頭結膜熱（プール熱） 

病原体 アデノウイルス 

潜伏期間 ２～14 日 

感染経路 飛沫感染及び接触感染。 

特徴 高熱、扁桃腺炎、結膜炎。特に夏季に流行。 

感染力が強いため、タオル等の共有は厳禁。 

登園のめやす 発熱、充血等の主な症状が消失した後２日を経過していること。 

 

 

 



5 

 

＜予防接種＞ 

 ★＝定期接種 ◎＝任意接種 

✓ 問  題 

 ★DPT-IPV 四種混合ワクチンの種類は不活化である。 

 DPT-IPV 四種混合ワクチンは、①ジフテリア ②百日咳 ③破傷風 ④不活化ポリオ を

予防する。 

 DPT-IPV 四種混合ワクチンの初回接種時期は、生後 3 か月である。 

 DPT-IPV 四種混合ワクチンの接種回数は、４回である。 

 ★DT 二種混合ワクチンの種類は不活化である。 

 DT 二種混合ワクチンは、①ジフテリア ②破傷風 を予防する。 

 DT 二種混合ワクチンの初回接種時期は、11 歳である。 

 DT 二種混合ワクチンの接種回数は、１回である。 

 ★MR 麻しん・風しん混合ワクチンの種類は生である。 

 MR 麻しん・風しん混合ワクチンは、①麻疹 ②風疹 を予防する。 

 MR 麻しん・風しん混合ワクチンの初回接種時期は、生後 12 か月である。 

 MR 麻しん・風しん混合ワクチンの接種回数は、２回である。 

 ★日本脳炎ワクチンの種類は不活化である。 

 日本脳炎ワクチンは、日本脳炎を予防する。 

 日本脳炎ワクチンの初回接種時期は、3 歳である。 

 日本脳炎ワクチンの接種回数は、４回である。 

 ★BCG ワクチンの種類は生である。 

 BCG ワクチンは、結核を予防する。 

 BCG ワクチンの初回接種時期は、生後 5 か月である。 

 BCG ワクチンの接種回数は、１回である。 

 ★Hib ワクチンの種類は不活化である。 

 Hib ワクチンは、ヘモフィルスインフルエンザ菌 b 型感染症を予防する。 

 Hib ワクチンの初回接種時期は、生後 2 か月である。 

 Hib ワクチンの接種回数は、４回である。 

 ★小児用肺炎球菌ワクチンの種類は不活化である。 

 小児用肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌感染症を予防する。 

 小児用肺炎球菌ワクチンの初回接種時期は、生後 2 か月である。 

 小児用肺炎球菌ワクチンの接種回数は、４回である。 

 ★HPV ワクチンの種類は不活化である。 

 HPV ワクチンは、ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん）を予防する。 

 HPV ワクチンの初回接種時期は、12 歳である。 
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✓ 問  題 

 HPV ワクチンの接種回数は、3 回である。 

 ★水痘ワクチンの種類は生である。 

 水痘ワクチンは、水痘・帯状疱疹ウイルスによる水痘を予防する。 

 水痘ワクチンの初回接種時期は、生後 12 か月である。 

 水痘ワクチンの接種回数は、２回である。 

 ★Ｂ型肝炎ワクチンの種類は不活化である。 

 Ｂ型肝炎ワクチンは、Ｂ型肝炎を予防する。 

 Ｂ型肝炎ワクチンには、ユニバーサルワクチン（＝国民全員が接種を受けるワクチンとい

う意味）と母子感染予防のためのワクチンがある。 

 Ｂ型肝炎ワクチンの初回接種時期は、ユニバーサルワクチンの場合生後 2 か月である。 

 Ｂ型肝炎ワクチンの初回接種時期は、母子感染予防のためのワクチンの場合、 

生直後である。 

 Ｂ型肝炎ワクチンの接種回数は、ユニバーサル、母子感染予防の場合、ともに 3 回である。 

 ★ロタウイルスワクチンには、１価と５価がある。 

 ロタウイルスワクチンの種類は生である。 

 ロタウイルスワクチンの初回接種時期は、生後 2 か月である。 

 ロタウイルスワクチンは、定期接種である。 

 ロタウイルスワクチンの接種回数は、１価の場合 2 回、５価の場合 3 回である。 

 ◎おたふくかぜワクチンの種類は生である。 

 おたふくかぜワクチンの初回接種時期は、生後 12 か月である。 

 おたふくかぜワクチンは、任意接種である。 

 おたふくかぜワクチンの接種回数は、２回である。 
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＜消毒薬＞ 

薬品 消毒する場所 有効な病原体 

塩素系消毒薬 

（次亜塩素酸ナトリウム等） 

・調理及び食事に関する用具 

（調理器具、歯ブラシ、哺乳瓶等） 

・室内環境（トイレの便座、 

ドアノブ等） 

・衣類、シーツ類、遊具等 

全ての微生物 

（ノロウイルス、ロタウイルス

等） 

 

 

第４級アンモニウム塩 

（塩化ベンザルコニウム等） 

※逆性石けん又は陽イオン界面活

性剤ともいう 

・手指 

・室内環境、家具等（浴槽、 

沐浴槽、トイレのドアノブ等） 

・用具類（足浴バケツ等） 

一般細菌（ＭＲＳＡ等）、真菌 

＊結核菌、大部分のウイルス等には効

かない 

アルコール類 

（消毒用エタノール等） 

・手指 

・遊具 

・室内環境、家具等（便座、 

トイレのドアノブ等） 

一般細菌（ＭＲＳＡ等）、結核菌、

真菌、ウイルス（ＨＩＶを含む）

等 

＊ノロウイルス、ロタウイルス等には

効かない 
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＜令和元（2019）年人口動態統計＞ 

■「令和元（2019）年人口動態統計」結果の概要 

項目 結果 概要 

出生数 865,239 人 出生数は過去最少 

死亡数 1,381,093 人 死亡数は増加し戦後最多 

自然増減数 515,854 人 自然増減数は 13 年連続減少 

婚姻件数 599,007 組 婚姻件数は前年より増加 

離婚件数 208,496 組 離婚件数は前年より増加 

合計特殊出生率 1.36 合計特殊出生率は低下（平成 30 年は 1.42） 

死因順位（全体） ①悪性新生物＜腫瘍＞ 

②心疾患 

③老衰 

第 1 位～第 3 位の順位は前年と変わらず 

 

 

■主な死因 

項  目 結  果 

死因順位 （0 歳） ①先天奇形，変形及び染色体異常 

②周産期に特異的な呼吸障害等 

③不慮の事故 

④乳幼児突然死症候群 

（１～４歳） ①先天奇形，変形及び染色体異常 

②不慮の事故 

③悪性新生物＜腫瘍＞ 

不慮の事故 （0 歳） ①その他の不慮の窒息 

②交通事故 

（１～４歳） ①交通事故 

②その他の不慮の窒息 
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＜保育所保育指針＞ 

第 3章「健康及び安全」１ 子どもの健康支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 

ア 子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状態並びに発育及び発達状態

について、定期的・継続的に、また、必要に応じて随時、把握すること。 

 

イ 保護者からの情報とともに、登所時及び保育中を通じて子どもの状態を観察し、何らかの

疾病が疑われる状態や傷害が認められた場合には、保護者に連絡するとともに、嘱託医と相談

するなど適切な対応を図ること。看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした

対応を図ること。 

 

ウ 子どもの心身の状態等を観察し、不適切な養育の兆候が見られる場合には、市町村や関係

機関と連携し、児童福祉法第 25 条に基づき、適切な対応を図ること。また、虐待が疑われる

場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。 

 

（２）健康増進 

ア 子どもの健康に関する保健計画を全体的な計画に基づいて作成し、 

全職員がそのねらいや内容を踏まえ、一人一人の子どもの健康の保持及び増進に努めていくこ

と。 

 

イ 子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のために、嘱託医等により定期的に健康診断を行

い、その結果を記録し、保育に活用するとともに、保護者が子どもの状態を理解し、日常生活

に活用できるようにすること。 

 

（３）疾病等への対応 

ア 保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その子どもの状態等に応じて、保護者に連

絡するとともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し、適切な処置を行うこと。

看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。 

 

イ 感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必要に応じて

嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者や全職員に連絡し、予防

等について協力を求めること。また、感染症に関する保育所の対応方法等について、あらかじ

め関係機関の協力を得ておくこと。看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かし

た対応を図ること。 
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第 3章「健康及び安全」３ 環境及び衛生管理並びに安全管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の診断及び指示に

基づき、適切な対応を行うこと。また、食物アレルギーに関して、関係機関と連携して、当該保

育所の体制構築など、安全な環境の整備を行うこと。看護師や栄養士等が配置されている場合に

は、その専門性を生かした対応を図ること。 

 

エ 子どもの疾病等の事態に備え、医務室等の環境を整え、救急用の薬品、材料等を適切な管理

の下に常備し、全職員が対応できるようにしておくこと。 

 

（１）環境及び衛生管理 

ア 施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を常に適切な状態に保持するとともに、施設

内外の設備及び用具等の衛生管理に努めること。 

 

イ 施設内外の適切な環境の維持に努めるとともに、子ども及び全職員が清潔を保つようにす

ること。また、職員は衛生知識の向上に努めること。 

 

（２） 事故防止及び安全対策 

ア 保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態等を踏まえつつ、施設内外の安全点検に

努め、安全対策のために全職員の共通理解や体制づくりを図るとともに、家庭や地域の関係機

関の協力の下に安全指導を行うこと。 

 

イ 事故防止の取組を行う際には、特に、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中等の場面では

重大事故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体的な活動を大切にしつつ、施設内外の環

境の配慮や指導の工夫を行うなど、必要な対策を講じること。 

 

ウ 保育中の事故の発生に備え、施設内外の危険箇所の点検や訓練を実施するとともに、外部

からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の事態に備えて必要な対応を行うこ

と。また、子どもの精神保健面における対応に留意すること。 
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第 3章「健康及び安全」４ 災害への備え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）施設・設備等の安全確保 

ア 防火設備、避難経路等の安全性が確保されるよう、定期的にこれらの安全点検を行うこと。 

 

イ 備品、遊具等の配置、保管を適切に行い、日頃から、安全環境の整備に努めること。 

 

（２） 災害発生時の対応体制及び避難への備え 

ア 火災や地震などの災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担、

避難訓練計画等に関するマニュアルを作成すること。 

 

イ 定期的に避難訓練を実施するなど、必要な対応を図ること。 

 

ウ 災害の発生時に、保護者等への連絡及び子どもの引渡しを円滑に行うため、日頃から保護者

との密接な連携に努め、連絡体制や引渡し方法等について確認をしておくこと。 

（３）地域の関係機関等との連携 

ア 市町村の支援の下に、地域の関係機関との日常的な連携を図り、必要な協力が得られるよう

努めること。 

 

イ 避難訓練については、地域の関係機関や保護者との連携の下に行うなど工夫すること。 

 

 

 

 

 

保健は基本的な問題が多いよ。 

選択肢は消去法で考えていこうね。 

いけるいける！！ 

 


