
第 41 回山口県学校環境衛生研究大会 報告 

大会実行委員長：鈴木基泰 

大会副実行委員長：年光久美 

 

第 41 回山口県学校環境衛生研究大会を 7 月 28 日（金）、山口県総合保健会館にて開催しました。 

県内の校長や養護教諭、栄養教諭などの学校関係者、学校薬剤師が参加。また日本薬剤師会学校薬剤

師部会の村松会長をはじめ、広島県など県外からも参加をいただきました。 

午前中は特別講演として筑波大学体育系准教授の橋本佐由理先生をお招きし「子どもたちがあるがま

まの自分を大切に生きられるような環境をつくろう」と題しご講演賜りました。特別講演は県民公開講

座とし一般の方からも 24 名の参加がありました。橋本先生の体験談がユーモアあふれる内容であっと

いう間の時間で、もっと聞きたかったとのお声を多くいただきました。 

午後からの研究協議会では 4 つの課題を設け、「学校環境衛生、保健委員会、薬品管理」、「喫煙・飲

酒・薬物乱用防止教育、くすり教育」、「水質、プール」、「給食」についてそれぞれ発表、活発な協議が

行われました。毎年の事ではありますが、学校と薬剤師との連携についての発表や、学校環境衛生検査

の基礎に関する発表などもあり、学校薬

剤師にも参考になる発表がたくさんあり

ます。平日の開催ではありますが、今後

の皆様のご参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加者】 

特別講演‥･186 名 

（一般参加者 24 名） 

第 1 課題‥･50 名 

第 2 課題‥･46 名 

第 3 課題‥･15 名 

第 4 課題‥･20 名 



第 1 課題「学校環境衛生、保健委員会、薬品管理」  

報告者 尼崎美奈子 

 1.発表  

｢学校環境衛生検査の重要性について｣ 

                   山口県学校薬剤師会 副会長 河添 真一 

【概要】 適切な学校環境衛生検査の実施は、児童生徒らの健康および学習能率等に影響を及ぼすのみ

ならず、環境衛生検査等の内容は児童生徒らが環境を衛生的に保つことの重要性を認識させるきっかけ

として取り扱われることも考えられる。学校環境衛生基準の平成 30 年度の部分改訂についての事前情

報をおさえるとともに、重要な検査項目を再認識する。 

 

1. 換気及び保温等                    

・｢温度｣については、現行 10℃以上～30℃以下が望ましいとなっているが、改訂後は10℃ 

以上～28℃以下となる可能性がある。(また、必ずしもアスマン通風計による測定ではなく、 

それに準ずる機器での測定も可能となる。) 

・｢浮遊粉じん（0.10mg/ｍ2以下）｣は、必要性が少ないため改訂後は｢省略することがで 

きる｣となるか、または検査項目が削除となる見通し。  

・｢揮発性有機化合物｣については教室の空気は健康被害に直結しており、積極的に取り組む必要がある。 

2. 採光および照明 

・｢照度｣は、測定を曇りや雨の日に行い、照度の低い状態のときにも基準を満たしていることを確認で

きるように検査を実施する必要がある。教室などの学習机上面は 500Lｘ以上あることが望ましい。  

・｢まぶしさ｣の検査も必ず実施し記録を残す。  

・｢騒音｣については、教員が大きい声を出さずに授業が行えるよう、たとえ周辺環境がうるさくないよ

うであっても検査で確認をしておくべきである。 

3.。学校の清潔、教室の備品管理等 

・｢雨水の排水溝等｣については、最近の高

温多雨の気象状況を鑑み、屋上や校舎周辺

の状況を点検しておく必要がある。 

 

【まとめ】学校環境衛生検査の定期検査は

5 年間、日常点検は 3 年間、記録を保存し

なければならない。学校での日常点検での

気づき等、小さな事でも学校薬剤師に報告

し、日頃から連携することが、何か起こっ

たときの迅速な対応につながる。 

 

 

 



｢保健委員会活動の活性化をめざして｣～小さな輪から大きな輪～ 

              山口県立田布施農工業高等学校 養護教諭 小林 明巳 

 

【概要】当校は再編統合から 8 年目を迎え、全校

12 クラス 410 名で、農業・工業に関する専門的な

学習をしている。生徒会の保健委員会の活動をと

おして全校生徒の健康に対する意識付けにつなが

った活動を報告する。 

 

1. 保健室での身体測定を利用した｢健康の日｣の

設定 

 保健室に身長計、体重計だけでなく、体組成

計、体重バランス計算尺、血圧計等を充実さ

せ、話し合いの上で保健委員会目標達成の取り組みとした。保健委員が測定方法をマスターし、測

定の日を｢健康の日｣と決めて保健委員会活動として定着した。 

2. 保健授業への参画 

   保健体育の単元｢飲酒と健康｣の授業に保健委員会活動として参画。アルコールパッチテスト、飲

酒状態体験ゴーグル、マグロ切り身をアルコールに浸漬し表面変化をみる実験の手伝いをした。ま

た授業の掲示物を作成することで知識の定着ができた。 

3. 学校保健安全委員会への参加 

 健康診断後の治療率の向上のために、講話形式に切り替え、1 学年全員が未治療グループ、治療済

みもしくは健康体グループに分かれて講話を行った。その中で保健委員は教員とともに担当者とし

て加わり、講師の誘導、司会などを担当した。保健委員会の生徒としての達成感が得られ、生徒全

体の治療率もアップした。 

 

【成果と課題】保健委員会活動から全校での取り組みへと発展し、一定の成果を得た。限られた委員

会活動の時間の中で主体的・実践的活動を継続するためには、事前の教職員や専門医との十分な連携

が重要である。また活動の動機付けの工夫、昼休み時間の有効活用、そして達成感を得るための発表

の場を設けることがポイントとなる。 

 

 

｢理科薬品等の適正な管理について｣ 

                山口県教育庁高校教育課 指導主査 岡田 省吾 

【概要】理科の授業において使用する理科薬品等の適正な管理、保管上の要点確認と毒物、劇物、危険

物および特定化学物質、さらには警察庁から依頼のあった「爆発物の原料となり得る化学物質（指定 11

品目）」の管理等について解説する。 

 

1. 薬品管理基準の要点・管理上の留意点 

・｢適正な理科薬品の管理と安全な理科実験の手引｣ 山口県教育委員会（平成 7 年 10 月作成・

平成 12 年 10 月改定・平成 19 年 5 月一部改定）に則り、管理する。 



・帳簿は、薬品保管使用簿（必須・理科室管理）、薬品出納簿（必須・主に事務室管理）、薬品使

用票（必要に応じて）があり、一般薬品の帳簿と毒物劇物、危険物、特定化学物質の帳簿は別冊

とすること。転記はすみやかに行い、日付が前後しないように注意する。 

・薬品の重量は容器毎の風袋込で記載する。（小数点以下の量については決まりなし） 

・学校の理科薬品点検は必ず年 3 回実施する。（前後期 2 学期制の学校も年 3 回） 

 その際は校長、副校長または教頭が立ち会い、点検票 20 項目の記録を残す。 

・毎年 11 月 11 日前後には学校薬剤師による総点検を実施。 

  

 2.「爆発物の原料となり得る化学物質（指定 11 品目）」の管理（平成 27 年に各校に通知）  

・指定 11 品目について、帳簿管理が必要となる。他

の薬品保管使用簿と別冊である必要はないが、インデ

ックス等を付けて一目でわかるようにする。 

 

・指定 11 品目には肥料として使用されるものもある

ので、肥料であっても同様に帳簿管理すること。  

 

・警察の立ち会い点検を年 1 回実施する。 

 

・児童・生徒のみで取り扱わないこと。 

 

 

「保健室の薬品の適正な管理について」 

              山口県学校薬剤師会 会長 沖田 敏宜 

 

【概要】学校では労働安全衛生規則によって職員が使用するための救急用具・材料を置かなければな

らない。また保健室に一般用薬品を置くことについて規制する法律はないが、一般用薬品の購入、保

管の管理簿を作成し、責任者である学校長は報告を受け、確認を行う必要がある。また携行用救急医

薬品、歯科用薬品、消毒剤等の衛生材料についても適切に管理する。 

 

1. 学校職員が使用するための救急用具の規定 

・学校においても労働安全衛生法の労働安全衛生規則により、事業者(学校の設置者)は職員

(学校職員)が使用する救急用具(ほう帯材料、ピンセット、消毒薬、火傷薬等)を設置すること

が義務づけられている。  

2. 保健室で常備される医薬品類の管理 

 ・常備する薬品等は、学校長、学校医、学校薬剤師と協議の上で決定する。 

・内服薬は基本的に学校では服用させない。 

・医薬品管理簿に購入・廃棄の記録、また使用簿に使用記録を残し、必ず学校長が確認す

る。 

 ・医薬品の保管は決められた温度、遮光を守り、盗難や無断持ち出しができないように施

錠する。 



3. 適正使用の留意点 

 ・消毒薬には適応する感染症、使用方法があり、普段から確認しておく。また、消毒薬な

どの小分け、希釈の容器として飲料のペットボトル等の食品容器を使用してはならない。 

 ・歯の救急保存液ティースキーパー「ネオ」は歯根膜を 24 時間維持する事が可能。歯が

抜けたら速やかに歯根膜部分に触れないように液に入れる。無い場合は牛乳で 6 時間、あ

るいは本人の口中に含み直ちに受診。 

 ・蜂さされなどの応急処置毒吸引器ポイ

ズンリムーバーは刺されたら 2 分以内に

使用する。操作に熟練する必要がある。 

 ・点眼薬の常備については、一度開封する

と保存期間が短く、使い回し感染の      

 可能性もあるためディスポ製品(1 回だけ

の使い捨て製品)を選ぶと良い。 

      ・市販の湿布薬にも抗炎症成分が含まれ

るものがあり、貼付部位の光線過敏症な

どの副作用発現には注意する。(ケトプロ

フェンなどを含まない製剤を選ぶ) 

 

 2.協議内容  

 

質問 「保健委員会活動活性化をめざして」の発表で性教育講演会においても保健委員会が活動参加

されているということであったが、具体的には内容はどのようなものか。 

 

回答  学年ごとにテーマを決めて性教育講演会を実施しているが、保健委員の活動内容については

学校医や専門医との事前協議を数回にわたり行って

決めるようにしている。その際、性教育講演会の講

師に「生徒が活動できる場面を取り入れていただき

たい」旨、お願いしている。例えば、ロールプレイ

や、グループワークを取り入れ、保健委員がリーダ

ー役となる場面を設定。リーダーとして活動するこ

とにより「できた」という経験を積むことが達成感

につながり、今後の活動に生きてくると考えてい

る。 

 

 

質問  平成 30 年に学校環境衛生検査の基準値や検査機器の規定の改定があるということであるが、

機器購入の予算立ての関係から、現時点でわかっている見通しを教えていただきたい。 

回答  温度、湿度に関しては現時点ではアスマン通風計を使用することとなっているが、デジタル

の 0.5℃刻みで測定可能な製品での測定でも可能となる見通し。アスマン通風計で測定してはい



けないということではないので、機材があればそれで測定してよい。ほかには、「浮遊粉じん」

は必要性が薄れていることから削除される見通しで、その分「騒音」や「揮発性有機化合物」

についての検査の実施率を上げることが期待される。 

 

質問  「揮発性有機化合物」については、当支部では予算や機器の関係で「ホルムアルデヒド」の

みの測定になっている。必要性からみて今後はほかの項目も検討すべきだろうか。 

 

回答  県によっては揮発性有機化合物全 6 項目を検査しているところもあるが、高額な検査費用が必

要となるため、一律に実施は難しいのではないか。ただし、アレルギーや呼吸器疾患などとの因

果関係が明らかである以上、ホルムアルデヒド以外にも、トルエン、キシレン、エチルベンゼン

などは積極的に測定する方向で検討していく必要がある。 

 

 3．指導助言  

 

 保健室に備える一般用医薬品については応急処置の

必要最小限にとどめ、医薬品には副作用もあることを

十分考慮して、効果の強いものは避けるべきである。 

・内服薬は基本的に学校では本人持参の常用薬以外は

服用させない。 

・虫さされなどの外用塗布剤は抗ヒスタミン剤程度の

ものとする。外用ステロイド剤含有のものは場合によ

っては保護者の理解が得られないこともある。 

・打撲、ねんざ時の湿布剤は冷湿布のみとし、温湿布は

学校では使用しない。(皮膚炎をおこしやすいため) 

また、光線過敏症の副作用がある成分を含む湿布は避ける。 

また、使用状況などの記録は必ず残すこと。日頃から、学校医、学校歯科医、学校薬剤師と連絡を密

に相談することが重要である。                 (中本先生) 

  

 今回の発表の高校生のアルコールパッチテストを利用した「飲酒と健康」に関する教育は、自分の体

質を知るという観点から、将来、急性アルコール中毒事故を未然に防ぐための行動の一助となるように

思う。 

学校環境を取り巻く問題は時代と共に様々に変化してきており、学校三師(学校医、学校歯科医、学校

薬剤師)は、学校保健安全委員会へは必ず出席する。学校環境衛生検査の実施のみならず、日頃から学校

との連携をより深めておく必要がある。そもそも学校薬剤師の誕生は、昭和 5 年に学校で薬の取り違え

によって起きた死亡事故に起因する。その思いを胸に日頃から油断せず、基本に忠実に、すべてに記録

を残して管理することが重要である。 

 

 



第 2 課題「喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育、くすり教育」 

報告者 年光久美 

 

『薬物乱用教室』～自分たちが子供の未来を守れるように～   

岩国学校薬剤師会 りぼん薬局 松永典子 

薬物乱用防止教室に実際使われる PPT を示しながら、45 分間の授業の進め方の発表。授業の流れと

して、自作の PPT（薬剤師の仕事 2 分・薬物乱用ダメゼッタイ 9 分・タバコ 9 分）DVD 鑑賞（保健所

に借りて・その間に実験の準備 15 分）実験（タバコ人形の実験 3 分・シンナー人形の実験 3 分）まと

め（授業で感じたこと 3 分）で、行っている。特徴として、スライドの多くの場所で、子どもたちが飽

きないように効果音を使用している。薬物が危険であることを知ってもらう、そしてもしやの時にゼッ

タイに関わらない選択ができるようになってもらうための授業をするように心がけている。 

 

 

 

『喫煙防止教育』～学校薬剤師との連携によるたばこ教育の進め方～ 

柳井市立大畠中学校 養護教諭 石原聡美 

全校生徒 47 名の小規模校（1 学年 1 クラスと特別支援学級 1 クラス・計 4 クラス） 

薬物乱用防止教室は毎年全校生徒対象に年に 1 回の実施、薬物乱用防止の授業を主として、大事なこ

とは毎年話し、副題をタバコ・アルコール・薬と毎年変えて、子どもたちのマンネリを防いでいる。 

喫煙防止教育を効果的に行うための具体的な

例の説明（事前アンケートの内容・結果、講話

直後の感想の書き方、事後指導として感想文の

評価とコメント記入・家庭への保健便りの配付・

事後アンケートの実施） 

感想文は、自己評価・教師の評価とコメント

を書くことで、子どもの意欲が変化し、また、

次年度の授業の参考になっている。事前アンケ

ートと事後アンケートを行いことで考え方の変

化がよく分かった。 

 

 

 



学校薬剤師徒の連携による小学校での『くすり教育』について～学校保健委員会の取組から～ 

                          宇部市立黒石小学校 養護教諭 入江素美 

全校生徒 621 名の大規模校。毎年 6 年生対象に薬物乱用

防止教室は行っているが、くすりに関しての集団指導は

行っていなかった。 

子供たちの実態（自然治癒よりも、すぐ薬を使おうとす

る。病院でもらった薬の回数や日数を守らない、家族の

薬を服用する、友達にも薬をあげる）からくすり教育の

必要性を感じ、小学校におけるくすり教育は、保護者に

も伝えた方がよいとの判断から、学校保健委員会を開催

することとなった。 

3 年生～6 年生を対象に飲み薬・薬全体・薬の使用状況・

薬に関する知識についての事前アンケートを実施。 

薬と自然治癒力・薬の血中濃度・薬の副作用について、学校薬剤師とうちあわせをし、約 420 人の参加

の学校保健委員会が実施できた。内容は児童による薬アンケートの結果発表、学校薬剤師による講話（3

年生にもわかりやすい写真等使用）、講話後、児童・保護者にも感想を書いてもらう。今後は 3 年生を対

象にくすり教育を行っていくことにした。 

 

質疑応答 

講義内容に興味を持ってもらうために音声や実験を取り入れていらっしゃいますが，対象が小学校・中

学校と変わると、方法も変わりますか？ 

＊今は小学校だけですが、対象が変わると、違ったことをすると思います。小学生には、タバコ・シン

ナーなど嗅覚からも嫌なものだと感じてほしい。と、実験をとりいれています。（松永） 

＊中学 3 年生対象になると、小学校 6 年生と一緒ではいけないので、バージョンをあげています。保健

所から、高校生対象の DVD 参考に編集して実践（西村） 

 

薬物乱用防止教室では、薬物の恐怖だけを植え付けるのではいけないと聞いたことがありますが、どう

されていますか？ 

＊喫煙防止教育も同時開催で、誘われた時の断り方の実演をとりいれている（西村） 

＊「人生かっこよく生きてください」１つだけ覚えておいてほしいと最後に伝えている（深田） 

＊断り方などは、ロールプレイ等使って頭だけの理解でなく行動にも結び付けておく（年光） 

 

事後アンケートをとってよかったと感じたことはありますか？ 

事後アンケートの中で事前では、あいまいな理由で薬物はダメだと思っていた子たちが、具体的にダメ

な理由をかけるようになっていました。前後のアンケートをしてみて子供たちの変化をかんじることが

できた（石原） 

 

小学校ではくすり教育は指導要綱には入ってないですが、やられた感想は？ 

＊子供たちの普段の会話の中で薬に関する教育が必要と思い始めましたが、実際やってみて、3 年生も、

理解してくれていたので、毎年くすり教育は 3 年生で開催することにしました。 



指導助言 

薬物乱用防止教育では、１つだけ覚えておいてほしいことを伝える。はっきり断る勇気をもってほしい。

タバコ教育はくすり教育の関しては、薬には副作用があるものといつも思っています（深田） 

東京都の福祉保健局の「進撃の巨人」などを使った DVD 動画の紹介（西村） 

薬物には近づかない、断る勇気、自分の中で絶対ダメ‼という思いが持てるように指導しています（年

光） 

 

映像はインパクトが強くよいことであるが、理解していくには小集団討議という手法もある。大学生で

は教える方の教材を作るということを通して問題行動に関して深く理解していくようにしている。 

予防に関しての指導は良くされているが、克服するという方の話も見せると克服することの大変さを知

るのもよいのかなと感じました（橋本先生） 

 

 

 

 

 

 

 



第３課題「水質、プール」 

報告者 渡辺眞美子 

 

 発表  

１． 飲料水の衛生管理 

～長期休み明けの水質管理、水筒の衛生管理、冷水器の衛生管理 

                     山口県学校薬剤師会 理事 河田尚己 

① 水道の区分並びに水質管理 

直接給水については、原則として水道の供給者によ

り水質検査が実施されており、学校においては資質に

ついて日常点検が実施されていることから、定期検査

の対象とされていない。専用水道に該当する場合は、

水道法に基づいて検査し管理することとされ、学校環

境衛生基準には示されていない。また、水道法では、

簡易専用水道及び小規模貯水槽水道については、水質

に関する検査義務はないが、児童生徒等及び職員に安

全な水を供給しなければならないことから、学校の管

理状況を確認するための検査項目が定められている。 

 ※人間は６０～７０％が水分であるから、１日２～２.５Ｌ（食事１.５Ｌ）必要である。 

 ２０％失うと命の危険がある。身体の１０％の水分が失われると生理機能に影響する。 

 熱中症である。 

② 水道水と水筒の水について 

 水道水は、塩素消毒されていて「生水」ではなく、また、学校では毎日「遊離残留塩素濃度」が測

定され、水質の安全性が確保されている。水筒の水は病原性の細菌は検出されていないが不適合の

可能性もある。 

③ 冷水器の衛生管理 

1. 各冷水器毎に水質検査が必要 

2. 土・日曜日や長期の休みの後は水の入れ換えが必要 

3. 定期的に冷水器の清掃が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 



２. プール薬品の取り扱いについて 

                           南海化学株式会社 川邉由美 

① プール水の殺菌消毒はなぜ必要か？ 

プールは水たまりの英語である。 

② プールの管理のポイント 

1. 機械の管理 

2. 薬品の管理 

3. 汚れを持ち込まないように管理 

③ プールの汚れには 

1. 目に見える汚れ（沈殿物・浮遊物）があり、循環濾

過器で除くことが出来る。 

2. 目に見えない汚れ（ウィルス、細菌）があり、薬品

で処理する必要がある。 

※汚れの７０％は遊泳者が持ち込んでいる。 

④塩素剤の種類 

 有機系-塩素化イソシアヌル酸 トリクロロイソシアヌル酸 

               ジロロイソシアヌル酸ナチリウムまたはカリウム 

 無機系-次亜塩素酸ナトリウム液 

    次亜塩素酸カルシウム（サラシ粉） ※無機系は食品添加物 

④ 混ぜるな危険！ 

有機系は炭素を含む化合物 

無機系は炭素を含まない化合物 

※有機系と無機系を混ぜると塩素ガスを発生して爆発する可能性あり。 

 

化学式 

〇トリクロルイソシアヌル酸は PH 酸性で水と反応すると次亜塩素酸になり殺菌効果が出る。水との反応  

C3Cl3N3O3＋2H2O→C3N3O3H3＋3HClO→3HCl＋3O 

イソシアヌル酸 次亜塩素酸 

※トリクロルイソシアヌル酸は塩酸生成により水質が酸性に傾く性質があるので、オーバーフローを毎

日する必要がある。 

 

〇次亜塩素酸ナトリウム液は PH アルカリ性で、安定性が低い、高温にならないようにする。 

 NaClO＋2H20→HCIO＋NaOH 

                 次亜塩素酸 ↑アルカリ性 

 

〇次亜塩素酸カルシウム（高度さらし粉） 

 Ca(ClO)2＋2H2O→2HCLO＋Ca(OH)2・・・Ca(OH)2＋2HCl→CaCl2＋2HCl 

                     ↓                                  塩化カルシウム-中性 

          2HCl＋2O 

                    酸性 



⑤ 薬品について 

厚生労働省では医薬品を使用することとなております。医薬品は許可を得るためにきびしい管理が

必要です。 

⑥ プール水は生き物でオーバーフローすることがトラブルを未然に防ぐために必要。 

オーバーフローとは１日に必要な水量の１０％以上を補給することです。 

（事例）プールの水が緑色になりました。殺藻処理を教えてください。 

  背景-土日は循環濾過器を止めている。金曜日に多めに塩素剤を入れたが塩素濃度が低      

    かった。Ph が 5.8 なので中性に戻すと緑色になった。 

  結果-Ph が 5.8 の時に遊泳をストップする。循環濾過器を稼働する。緑色の着色が無く  

    なる。Ph を中性に戻す過程で緑色に着色した。藻では無かった。この時にプール  

    管理日誌が記入されていたので特定できた。 

 

 質疑応答  

１）冷水器が３ヶ所あるが定期検査が必要か？ 

A．河田理事の資料にもあるように各冷水器毎に水質検査

が必要です。 

２）体育祭の時には水筒とペットボトルを持参するがどうか？ 

A. 体育祭のときはペットボトルは必要である。管理には気

を付けてください。 

３）冷水器から水が垂れるのでどうしたらよいか？ 

A. 珪藻土のマットを使用してください。 

４）高置水槽の点検は１ヶ月に１回行っているがどうか？ 

A. １年に１回掃除がされていて業者によって管理されているので、台風や何か変わったことがあ

る時に点検することで良い。 

５）水筒についての状況について 

水筒は沸かしたお茶。貸し借りはしない。ペットボトルは不可。 

ペットボトルはいくら洗ってもきれいにならない。ペットボトルは開けた瞬間から雑菌が入る。体

育祭の時は必要であろう。水筒のふたの部分もきれいにするように。 

 

指導助言 

中村芳生理事 

〇京都市立小学校の水筒持参の実態調査から 

 95.6％の学校は校内の水道水を飲用可と指導しているにも関わらず、98.4％の学校で水筒持参を許可

していた。理由について回答があった 13 校の内、8 校が 19996 年の O-157 集団発生事件をその契機と

して挙げていた。水筒持参率は 65 校中 10 割持参校は 46.2％（30 校）に対し、持参を認めていないの

は山間部の 1 校（1.4％）のみ、95.4％の学校で児童の 5 割以上が持参していた。水筒の内容物は 68 校

中、94.1％（65 校）が「お茶」で、4％（3 校）が水であった。「スポーツドリンク」を容認している学

校が 1 校あった。 



 水筒持参を許可している学校管理者の意識については回答があった 63 校のうち 62 校（98.4％）で持

参が許可され、「全員に水筒持参を指導しているか？」という問いに対しては、69 校中 14 校（20.3％）

で積極的な持参が指導されていた。 

 持参許可の理由として、保護者からの要望（38 校）熱中症予防（30 校）老朽化した水道管による水

質低下、食中毒予防のための生水飲用不可という回答があった。保護者はお茶のほうが水道水より清潔

だと思っている。 

 水筒持参調査では東日本では 20％未満であるが、近畿圏では 80％以上であった。小・中学校生が持

参する水筒の汚染状況調査では、家庭での水筒本体の衛生管理が不十分であるため細菌汚染を招いてい

ると指摘している。また、水筒の内容物として、常識的にお茶の方が加糖飲料水より細菌繁殖が少ない

と思われているが、麦茶とスポーツドリンクを比べた調査では細菌繁殖は麦茶の方が多いと報告され、

細菌繁殖には糖濃度よりも酸性度が関係しているとの報告がある。ペットボトルの口が複雑になってい

るので雑菌が付きやすい。口腔内細菌、一般細菌は緑茶、ウーロン茶（カテキン含む）で少なくなるこ

とがわかっている。 

（考察）今回の調査では、学校管理者は管理上の心配として「口飲みによる雑菌増殖の可能性」という

衛生面での心配を多く挙げていた。家庭で作ったものが必ずしも衛生的ではないことを、保護者に啓発

していく必要があると考えられる。 

〇認定こども園の学校薬剤師の配置について 

 幼保連携型認定こども園では学校保健安全法が準用されるため、学校薬剤師が必置（任命し、又は委

嘱することとなっている。現行の認定こども園では規程なし。 

 

渡辺眞美子理事 

〇児童生徒が学校に持参する水筒の細菌汚染に関する研究について 

 平成１４年から１７年かけて神戸大学で研究された。神戸市内の小中学校で５回調査を行った。学校

環境衛生基準に従い、一般細菌並びに大腸菌群及び大腸菌について検査された。一般細菌が飲料水の判

定基準に適合するものは、２２７検体中わずか５検体、大腸菌群数については２４０検体ちゅう５７検

体であった。 

（考察）児童生徒が学校に持参する水筒水で「学校環境衛生の基準」の飲料水の基準に適合するものは

調査全体でもわずか５検体（2.2％）で、細菌汚染されていることが多い。洗浄の方法では、食器洗い機

で洗浄することが、細菌を除菌するのに最適だという結果が出ている。 

〇平成２９年５月川崎市私立大師幼稚園に通っている４歳の男女２人が相次いで死亡したと発表があ

り、６月に入って園児が水筒を持参していたと報道があった。水筒と報道されていたので、気になって

いたが、感染症で偶然続けてあったと現在では云われていた。 

〇担当の小学校でプールの構造上（プールの劣化により水漏れあり）オーバーフロー出来ないが、どう

したらよいかと川邉講師に聞いたところ、補給水や日常管理が出来ていれば今のところ問題はないでし

ょうと云われた。 

 

 



第 4 課題「給食」 

報告者 福田せい子 

 

 

施設点検を通じて改善したこと ～もう一度給食施設の見直しを～ 

防府市立新田小学校  栄養教諭 川副 裕子 

 

・マニュアルどおりには実施できない点が多い。 

・市教委や校長が参加したことで、改善への取り組みをス

ムーズに行うことができた。 

・改善点等について協議したことで、改めて不備な点につ

いて見直し、改善する良い機会となった。 

 

 

 

 

 

ここから広がるノロウイルス ～給食施設のトイレ設備調査から～ 

     山口県学校薬剤師会  理事 小林 晃子 

 

・トイレは基準に達していないものが多い。 

・アンケート調査を実施。トイレの洋式便器率は自治体に

より差がある。 

・トイレ様式実施状況  山口 26.7%  全国 43.3% 

・和式トイレの問題点はふたが出来ないこと、飛散するこ

と。 

・消毒用エタノールは弱いが二度ぶきで有効である。 

・トイレの使用方法の定期的な研修が必要。 

 

 

～その他～ 

 ・給食従事者は家族の健康にも注意しなければならない。 

 ・幼稚園、保育園の方も注意して欲しい。 


