○今月 の保健目標
外 で元気に遊ぼ う。
会瀬小保健室

令 和２ 年 12 月 １ 日

◆か ぜの季節です
今 年の冬は，かぜや インフルエ ンザの流行の他 に，新型コロナウ イ
ルス の流行も心配され ，外出も控 えなければなら ない冬かと思いま す。
11 月後半から茨城 県の感染者の人 数も毎日の ように最多を更新 し，気
が許 せません。どうぞ ，会食や外 出など，十分注 意を払って感染予 防
を心 がけてください。

人は 無 意 識 に 顔を 触っ て い ま す 。1 時 間 に 平 均２ ３ 回 触 っ てい ると い う デ ー タも
ありま す。そのうち 目・鼻・口は約４ ４％を占めて いるそうです。
ウイルスを減ら すには，手洗 いが一番効果的 で，消毒はそれ を補うもので す。
手を洗う機会が 多いので，肌 荒れには保湿ク リームをつけて あげてくださ い。

※手 洗 い の効 果の イメ ージ 図 （厚生労働省 HP より）
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お子さんによって寒がりだったり暑がりだったり，寒さの感じ方も
服装 も違います。また ，教室での 座席によっても ，日差しやエアコ ンのあたり 方，
風の 通り道など暖かさ にも多少の 差が出ます。
学 校では，新型コロ ナ感染予防 やインフルエン ザ感染予防のため 例年より換 気に
注意 します。お子さん の服装を少 し工夫して，重 ね着や脱ぎ着で， 体温調節で きる
よう にお願いします。
お茶う がい ・水分 補給 の水筒 も，ぬ るめの お茶を入れ て持たせて ください。
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※ この手洗いの効果 については， 全校集会の時 ，宮田校長から子 どもたち
に話がありました 。昇降口にも 掲示してあり ます。

※学 校に おい ての 「 手 洗い の６ つ タイ ミン グ 」
① 外から教室に入 るとき

体温を逃 さず，暖かい空 気をためてくれま す。
汗を吸い 取るやわらかい 素材がおすすめで す。
厚手の長 袖に空気をため るセーター，風を 通しにくい ジャ
ンバーと 素材を生かした 重ね着の工夫を。
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④ 掃除のあと

室内も外 も同じ格好だと 体温調節の力がう まく働きま せん。
室内では 上着やマフラー を脱ぎましょう。
上着のポ ケットに手を入 れて登校するお子 さんが見ら れま
す。寒い ときは手袋をし てください。

②咳やく しゃみ，鼻を
かんだ とき

⑤ トイレのあと

③給食の前

⑥共用のもの を
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気 温 や部 屋の温 度 ， 過ごし 方に合 わせた 服装選び をお 願いしま す ！

ウイルスの 入り口は

空 気中を漂う飛沫も ，手につい たウイルス
も， 体に侵入する場所 は，目や鼻 ，口です。
せ っかく手をきれい に洗っても ，その後に
顔や マスクを触っては 意味があり ません。
マ スクを直すのに， ついつい手 で外側を持
って 触っていますが， 感染予防の 点からはい
けな い行為ですね。マ スクをはず す時は，耳
にか けたひもを持って ，ウイルス や菌のいっ
ぱい ついたマスクの外 側に触らな いようにし
まし ょう。
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先 日， 養護 教 諭の 研修 で ，国 立 感染 症研 究 所感 染 症疫 学セン ター長
の先 生 の講 義を 受 けま し た。 新型 コ ロナ ウ イル ス 感染 予防 で， 外出の
自粛 ，マスクの着 用，手洗い・うが いの励行，三 密を避けるこ とを実
施す る よう にな っ たた め ，意 外な と ころ に 影響 が でて いる そう です。
それ は，例年流行 するいろいろな感 染症が非常に 少なくなった という
こと です。小児に多 い感染症をみ ると，突発性発 疹は少ししか変 わりませんが ，イン
フル エン ザ・ノ ロウ イルス ・麻疹 ・風疹 ・流 行性耳 下腺 炎・マ イコ プラズ マ肺 炎・伝
染性 紅斑・流行性結 膜炎などが非 常に少なかった という統計が出 ています。
だ から といっ て， 小児の 予防接 種を受 けな くてよ いか という とそ うでは なく ，定期
の予 防接 種はき ちん と受け ること が大切 です 。新型 コロ ナやイ ンフ ルエン ザな ど，症
状が 似て いて区 別の つきに くい感 染症も あり ます。 国内 で流行 して いなく ても ，海外
との 交流 が盛ん にな ると海 外から ウイル スが 持ちこ まれ たり， 海外 に行っ て感 染する
こと もあ るから です 。ワク チンで 予防で きる 感染症 は予 防接種 をし ておく こと が大切
だと 講師の先生がお っしゃってい ました。

