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高知県薬剤師会 

学校薬剤師部会 

検査時の基準値外やその他の「困った」に対して、対応の一例を根拠に基づい

て Q&A 形式で掲載しています。現場や状況によっては対応が異なる場合があ

り、臨機応変が求められますので、あくまでも参考程度にご活用ください。 
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新型コロナウイルスにも対応 
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【新型コロナウイルスへの対応】 

1. 手指の消毒に関してどのように指導したらよいか？ 

基本的には流水と石けんで手洗いを行い、流水で手洗いができない場合にはアルコ

ールを含んだ手指消毒薬を使用するよう指導する。なお、石けんやアルコールに過敏

に反応したり、手荒れの心配があったりするような場合は、流水だけでしっかり洗う

よう指導する。 

 
※新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開

等に関するＱ＆Ａの送付について, 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課, 令和２年３月 26 日. 

 

２. 設備の消毒に関してどのように指導したらよいか？ 

教室やトイレなど、児童生徒等が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒等が手

を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、1 日 1 回以上消毒液（消毒用

エタノールや 0.05%次亜塩素酸ナトリウム等）を浸した布巾やペーパータオルで拭

き※１,2、できれば朝と給食前の１日２回以上行うよう※3指導する。また、トイレや洗

面所は、家庭用洗剤を用いて洗浄するよう指導する※２。 

 
※1 新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再

開等に関するＱ＆Ａの送付について, 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課, 令和２年３月 26 日. 

※2 学校における消毒の方法等について, 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課, 令和 2 年 6 月 4 日. 

※3 新型コロナウイルス感染症への対応 ―学校等での新型コロナ感染症予防対策に係る指導助言の例―, 日本薬

剤師会 学校薬剤師部会 令和 2 年 5 月. 

 

３. 次亜塩素酸ナトリウム液の使い方で、どのように指導したらよいか？ 

ゴム手袋（ラテックスアレルギーに注意）、マスク及び保護メガネ等を着用し、

0.05%の次亜塩素酸ナトリウム液で拭く。20 秒以上経過後※１、必ず水拭きをする※

２。ミストを吸引してはいけないので噴霧は絶対に行わない。また、色落ちしやすい

ものや腐食の恐れのある金属などには使用できない※3。 

原液から 0.05%に希釈する場合には一回に必要な量だけを調整し、使用後その都

度廃棄することが望ましい。やむを得ず一日分を一度に調整する場合には調整後の薬

剤は日光の当たらない涼しいところに誤って使用しないような表示をして保管し、そ

の日のうちに使い切るよう、指導する※２。 

 
※１ 学校での消毒, 広島県薬剤師会, 令和 2 年５月 29 日. 

※２ 新型コロナウイルス感染症への対応 ―学校等での新型コロナ感染症予防対策に係る指導助言の例―, 日本

薬剤師会 学校薬剤師部会 令和 2 年 5 月. 

※3 学校における消毒の方法等について, 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課, 令和 2 年 6 月 4 日. 
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４. 次亜塩素酸水に関してどのように指導したらよいか？ 

新型コロナウイルスに有効性が現段階で確認されておらず、使用は推奨しない。ま

た、加湿器等による空間噴霧は健康被害が報告されていることもあり、行わないよう

指導する※１。 

厚生労働省が食品添加物（殺菌料）として認めている次亜塩素酸水は、塩酸又は食

塩水を電解することにより得られる次亜塩素酸を主成分とした有効塩素濃度 10～８

０ppm の水溶液である。市販で販売されている容器入りの次亜塩素酸水は、次亜塩

素酸ナトリウムに酸を混合希釈した高濃度の製品（200～数千 ppm）が出回ってお

り、安全であるとは言えない※２。 

 
※1「次亜塩素酸水」の空間噴霧について（ファクトシート）, 経済産業省 令和 2 年 5 月 29 日. 

※2 容器入り次亜塩素酸水の流通について（改訂版）, 一般財団法人 機能水研究振興財団, 2020.4.6 

 

５. 換気に関してどのように指導したらよいか？ 

休み時間毎に 10 分程度、2 方向のそれぞれ 1 つ以上の窓（対角線上の窓を開ける

と換気がスムーズに行われる）を広く開けて換気を行い、授業中も 2 方向のそれぞれ

1 つ以上の窓を開けておくよう指導する※１,2。授業中は必ずしも窓を広く開ける必要

はない※２。また、学校環境衛生基準である二酸化炭素濃度が 1,500ppm を上回ら

ないような換気状態を保つこと※１。 

※1 新型コロナウイルス感染症への対応について（学校薬剤師編：その２）, 日本薬剤師会 日薬業発第４９２

号 令和２年３月２７日. 

※2 新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再

開等に関するＱ＆Ａの送付について, 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課, 令和２年３月 26 日. 

 

【第 1 回目 検査実施】 

◆給食室◆ 

1. 給食室も学校薬剤師が検査を行わないといけないのか？  

 学校薬剤師は給食室の衛生管理に関する協力を行う必要がある※ため、指導助言を

行わなければならない。そのためには検査を行わないと適切な指導助言ができないの

で、検査は行うべきである。 

 学校保健安全法「学校環境衛生基準」には給食室に関する規定はないが、学校給食
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法「学校給食衛生管理基準」に学校薬剤師等の協力を得て内容によって年 1 回、また

は年 3 回検査を行い、その実施記録を保管することと記載がある※。 

 しかし、検査を年 1 回または 3 回行うのは学校（教職員+学校薬剤師+業者等）で

あり、学校薬剤師だけではない。また、検査項目は多数あるが、そのうちどの項目を

どの様な方法で検査を学校薬剤師が行うか明記もないため、管轄の教育委員会の指示

次第である。この件について気になる事や分からない事があれば、管轄の教育委員会

へ問い合わせし、相談するとよい（P33-34 参照）。 

※「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P349-374（P352, 356） 

 

 

2. 正しい手洗い方法は？ 

 文部科学省のホームページより「学校給食調理場における手洗いマニュアル」※が

ダウンロードできるので、こちらを参考にされたい。標準的な方法、作業中の方法、

手洗いが不十分であったために発生した食中毒事例、手洗いに関する科学的な根拠な

ど、さまざまな参考資料がある。状況に応じて必要個所を印刷し、学校に情報提供を

行うとよい。 

※ http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/08040316.htm （文部科学省） 

 

 

3. 下処理場で大腸菌が検出された 

 下処理洗浄時の水はね等に充分注意し、他の作業工程へ移るたびに手洗いを徹底す

るよう指導助言を行う。納入される野菜や、包装ビニールの外側は細菌汚染が著しく、

大腸菌が検出される事が報告されている。 

※ 学校環境衛生活動 Q/A 集, 杉下順一郎, 薬事日報社, 1999 年, P124-125. 

 

4. 調理場で大腸菌が検出された 

 調理場に業者納入容器等の汚染物を絶対に持ち込ませない※1、手洗いの徹底※2の指

示をする。そして大腸菌検査陽性の個所から、感染経路や感染範囲を推察し、どこを

重点的に消毒したら良いのか、適切なアドバイスも行う。その後、再検査を行う事が

望ましい。 

 これらの対応で感染経路を断つことができると考えられるので、ベロ毒素を産生し

ない下痢原性大腸菌が陽性であっても職員を休職にする必要はないと考えられる※2。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/08040316.htm
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※1 学校環境衛生活動 Q/A 集, 杉下順一郎, 薬事日報社, 1999 年, P124-125. 

※2 http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/2005_10_pdf/15.pdf（一般社団法人 日本感染症学会） 

 

 

5. 大腸菌検査時の判定がむずかしい 

 試験紙がチャック袋に入ったままの状態でブ

ラックライトを照射すると、チャック袋が光源を

反射してライトブルーの蛍光が発色しているよ

うに見え、識別しにくくなる。試験紙をチャック

袋から取り出し、試験紙に直接ブラックライトを

当てると良い。判定方法の詳細は別紙「高知県学

校環境衛生検査の手順書」（P13）※を参照にされたい。 

※高知県薬剤師会 学校薬剤師部会のホームページに掲載 

 

 

6. 残留脂肪や残留デンプンが確認された  

 傷の凹みに脂肪やデンプンが入り込み、洗浄しても容易に汚れが取り除けなくなる

事が原因と考えられるため、以下の事を指導助言する。 

①食器洗浄用の洗剤を濃い目にし、35～40℃のお湯に 15～20 分浸けてから機械

洗浄を行うよう指示をする※1, 2。 

②食器表面に傷を付けないためには、できるだけ手洗いをせず、食器洗浄機だけで洗

浄するのも一つの方法なので、提言する※1。 

③樹脂製食器の場合、使用耐用年数は 5 年～6 年なので、食器が古ければ新しい物に

交換してもらうよう提言する※3。 

※1 www.shokusen.jp/syuppan/pdfs/shokusenkyou-series20.pdf（日本食器洗浄剤衛生協会） 

※2 平成 26 年度高知市学校薬剤師研修会 研究協議議事録 平成 27 年３月 14 日. 

※3 http://www.sanshin-kako.co.jp/faq/manual/000014.shtml（三信化工） 

 

7. 残留塩素濃度の記録について法的根拠はあるの？  

 毎日 2 回、以下のタイミングで測定し記録する事と定められている。※1, 2 

 ①調理開始前の十分流水した後 

 ②調理終了後 

また、記録は 1 年間保存すること※1, 2。しかし、年度ごとにファイリング、保存をし

ている為、実際は翌年度末まで保存する必要がある※3。 

※1 「学校給食衛生管理基準」平成 21 年 4 月 1 日 施行. 

http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/2005_10_pdf/15.pdf
http://www.kansensho.or.jp/index.html
http://www.shokusen.jp/syuppan/pdfs/shokusenkyou-series20.pdf
http://www.sanshin-kako.co.jp/faq/manual/000014.shtml
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※2 「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P354, 359.  

※3  高知市教育委員会（H29.6.26 伊藤さんより） 

 

◆ダニ又はダニアレルゲン◆ 

1. 検査場所はどのような場所を選んだらよいか？ 

 「保健室の寝具，カーペット敷きの教室等において行う」と定められているが※、

具体的にどの辺の１ｍ２なのか明確に決まりはない。以下を参照に養護教諭と相談し

ながら測定箇所を決める。 

① 児童や教員が直接皮膚に触れる場所 

 （図書室、養護教室、教員控室等の畳やカーペットで、直接座る頻度が高い箇所） 

② 直接日光が当たらず、薄暗い場所 

 （パソコン室、放送室のカーペット等） 

※「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P47. 

２. ダニ又はダニアレルゲンが検出され、不適となった 

 以下の事を指導助言する。 

① 畳やカーペットならダニアース等の殺虫剤を使用し、その後しっかり掃除機をか

ける。シーツやカバーなら洗濯、クリーニング、天日干しを行う（強く叩かない）。 

② ダニの糞や死骸でもアレルゲンとなるので、不適となった場所に関しては 1 週間

に2回の頻度※1で、その他の場所は1週間に1回の頻度※2で掃除機清掃を行い、

物理的に除去する 

③ 掃除機が古く吸引力が弱い場合もあるので、掃除機を新品に買い替える。 

④ 掃除機のフィルターが目詰まりしていたり、ゴミパックが一杯で吸引力が弱くな

っているかもしれないので、確認し、除去する 

⑤ 毎年検出されるなら畳や絨毯なら新品に取り換える。 

⑥ 除湿器や空調、換気扇などを使用し、湿度 60%以下にする※1。 

⑦ 畳の上に絨毯などを敷かない※1。 

※1 学校薬剤師のための学校環境衛生活動教本, 愛知県学校薬剤師会, 第二版 平成 27 年 8 月. 

※2 http://senyaku.org/jigyo/gakko/2010/05/post_19.html（仙台市薬剤師会 学校保健部） 

 

 

 

http://senyaku.org/jigyo/gakko/2010/05/post_19.html
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◆騒音◆  

1.  騒音の影響の大きな教室があった 

≪校外騒音≫ 

 窓を閉める、騒音発生源の管理者に相談するなど、防音対策を行うよう指示する。

一般に窓を閉めることにより 5～10dB 下がる。学校建設時には防音壁の設置など遮

音、吸音なども考慮する。 

また、体育の授業等の時間割を影響が少なくなるように配慮するよう指示する。 

≪校内騒音≫ 

 走る事の禁止、履き物の種類の制限、スノコ・机・イスの足にゴムキャップ等の緩

衝材を入れガタガタ鳴るのを防ぐよう指導する。 

※「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P132-134.  
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◆飲料水の水質検査◆ 

1. 遊離残留塩素濃度が 0.1 ㎎/L 未満だった 

校長は以下の措置を講じる必要がある※1, 2為、学校へ以下の事を指導、助言する。 

① 学校内の教職員、生徒に知らせ、残留塩素濃度が 0.1 ㎎/L 以上になるまで飲用を

禁止する。 

② 貯水槽に向かって他の給水栓の残留塩素濃度を調べ、敷地内によるものか、水源

によるものか把握し、原因究明を行う。 

設備の問題の可能性が高いので水道事業者に連絡する。 

③ 教育委員会や保健所へ連絡する。 

※1 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000045.html  

（水道法施行規則第 55 条第 4 号） 

※2 「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P174-175.  

 

      

 1) 貯水槽の蓋が開いていた 

 2) 高知市の供給源 0.39 ㎎/L 

    貯水タンク上層部 0.29 ㎎/L    →タンク内の撹拌が十分にできていない 

    貯水タンク排水部 0.07 ㎎/L     

 

～参考～ 

上記の高知市の事例以外に、以下の事が原因として挙げられる※3 

・生徒数減少により貯水タンクが過大となり、水が長時間溜まっている 

・夏休みや連休で、水が長時間溜まっている 

 
※3 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/nisitama/soudan/chosui.files/zan-en_chuui.pdf 

（東京都福祉保健局） 

 

2. 遊離残留塩素濃度が 0.2 ㎎/L だった 

 基準は「0.1 ㎎/L 以上を保持すること」となっているので、一応問題ない。 

 今後、これ以上濃度が高くならないか、毎日注意深く残留塩素濃度を測定するよう

指導助言する。 

 

 

 

高知市の事例（原因） 

（業者より） 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000045.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/nisitama/soudan/chosui.files/zan-en_chuui.pdf
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/nisitama/soudan/chosui.files/zan-en_chuui.pdf#search='%E8%B2%AF%E6%B0%B4%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF+%E6%AE%8B%E7%95%99%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E6%BF%83%E5%BA%A6%E4%BD%8E%E4%B8%8B'


12 

 

3. 色、濁り、臭い、味に異変がある 

 しばらく放水し、改善されなければ症状から原因を推察し（以下の表を参照）伝え

ると共に、水道関連の設備事業者などに相談するよう指導助言する。 

 

≪参照≫ 表. 給水の水質異常とその原因 

※「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P174-175, 181.  

 

 

4. 貯水槽や配管について学校薬剤師は何をしたらいいの？ 

設備事業者が点検を行う為、学校薬剤師は必ずしも直接点検しないといけないわけ

ではないが、どの様な点検を行って維持管理を行っているか把握しておく必要がある。

学校で保管されている設備の図面や検査報告書を確認し、さらにそれらをコピーした

り、写真を撮る等して情報を手元に置いておく事が望ましい。 

≪参考≫ 

貯水槽には受水槽と高置水槽の 2 種類がある（図）。受水槽容量が 10m3を超える

給水設備を「簡易専用水道」というが、多くの学校はこのタイプである。簡易専用水

道は以下の基準に従って管理しなければならない（一部抜粋）※1。 

① 1 年以内ごとに 1 回、水槽の掃除を行うこと。 

② 1 年以内ごとに 1 回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査

を受けなければならない。 

 

 ただし、生徒数が少なく貯水をして

おく必要がない学校は、上水道から直

接配水管を通じて学校内の給水栓（蛇

口）へ給水する「直結給水」方式の場

合がある。この直結給水方式の学校は

水質について日常点検が行われている

ので、学校環境衛生基準における定期

検査の対象とされていない※2。 

異常 原因 

色 配水管内のさび（赤）、亜鉛（白）、マンガン酸化物（黒）、銅（青） 

濁り 配水管工事により砂が混入 

臭い 
金属管の材質の溶出 

味 

容量が 10m3を超える場合、 

「簡易専用水道」の区分になる 

図. 貯水槽と給水設備 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCKwS1FtBXmjwAC22U3uV7/SIG=12l5hjmoi/EXP=1473341493/**http:/daisyokogyo.co.jp/water/2009/03/19/upload_file/water01.gif
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※1http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000045.html （水道法施行規則第 55 条, 第 56 条） 

※2 平成 25 年度 日本薬剤師会 学校薬剤師部会 学校環境衛生検査技術講習会, 西前多香哉 和歌山県薬剤師会, 

平成 26 年 3 月 29 日. 

 

5. 貯水槽や配管の点検ポイントは？ 

 点検ポイントは以下の通りである（図）※。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 学校薬剤師のための学校環境衛生活動教本, 愛知県学校薬剤師会, 第二版 平成 27 年 8 月. 

 

6. 給水設備の図面や貯水槽作業報告書がない 

 事後措置を正しく行うために図面は必要であり※1、保存は義務※2である。また学校

薬剤師が貯水槽等の設備点検を行う事は難しいので、代わりに設備事業者が点検を行

うが、どのような点検を行って、異常がないか、作業報告書で確認する必要がある。

以上の必要性を説明し、これから保存してもらい、どこに保存しているかも把握する

よう指導する。そして、次回の学校環境衛生検査時に確認を行う。 

※1「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P177.  

※2 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/04/01/1236264_9.pdf 

（学校環境衛生基準 第 6 雑則 4 項） 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000045.html
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/04/01/1236264_9.pdf
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◆学校の清潔、害虫等◆ 

1. 生徒たちが行う洋式のトイレ掃除はどのように行えばよいのか？  

 湿式清掃より乾式清掃が推奨される。清掃方法は家庭用と同じ市販の清掃用具で清

掃する。コストが気になるなら、次亜塩素酸 Na を使用する方法もある。 

※ 日本薬剤師会 学校薬剤師部会 部会長 村松章伊 

 

 

 

2. トイレやタイルがピンク色になる 

 霊菌と呼ばれる細菌によるものなので、漂白剤か 50℃以上の温水を使用すれば死

滅するため、これらを使用して掃除するよう指導助言を行う。 

※平成 25 年度 日本薬剤師会 学校薬剤師部会 学校環境衛生検査技術講習会, 西前多香哉 和歌山県薬剤師会, 平

成 26 年 3 月 29 日. 

 

 

3. 砂場の衛生管理はどのように行えばよいのか？  

 砂場にイヌやネコなどがみだりに出入りできないような構造や覆うなどの方法で

侵入できないようにし、かつ、砂場で遊んだ後などは手洗いを励行し清潔に心がける

よう、指導助言する。 

消毒が必要な場合（動物の糞が確認された等）は次亜塩素酸ナトリウム（100～

200 ㎎/L）をじょうろのようなもので十分に浸みるように 1 週間程度連続して散布

し、1～2 日程度出入り禁止にして放置する。他にイソシアヌル酸の溶液でも可。た

だ、基本的には消毒等の措置ではなく、イヌやネコを校庭に入れないことが指導の主

となる。 

※ http://www.nichiyaku.or.jp/gakuyaku/qna/article/questions/1151.php 

（日本薬剤師会 学校薬剤師部会） 

 ※「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P236-237. 

 

 

 

4. 衛生害虫って何？  

校舎・校地内・通学路における衛生害虫として主なものは、 

1.アブ、2.カ、3.ゴキブリ、4.シラミ、5.ダニ、6.ドクガ、7.トコジラミ、8.ノミ、

9.ハエ、10.ハチ、11.ブユ（ブヨ）等があげられる。 

http://www.nichiyaku.or.jp/gakuyaku/qna/article/questions/1151.php
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① 疾病を媒介するもの･･･2（日本脳炎）、3（消化器系感染症）、 

4（発疹チフス）、5（喘息）、8（ペスト）、 

9（消化器系感染症） 

② 吸血するもの･････････1, 2, 4, 7, 8, 9（サシバエ）11 

③ 刺咬するもの･････････7, 10 

④ 皮膚炎を起こすもの･･･5（ツメダニ）6, 11 

※ http://www.nichiyaku.or.jp/gakuyaku/archives/column/article/251.php 

（日本薬剤師会 学校薬剤師部会） 

 

 

5. ゴキブリ駆除はどのように行えばよいのか？ 

安全面の観点からゴキブリホイホイなどのトラップ式が基本。学校では児童生徒が

いるので、殺虫剤の使用量を削減するように努めなければならなく、スプレー式はお

勧めできない。どうしても使用する場合は人の健康に対するリスクと環境への負荷を

最小限にとどめるよう、指導助言を行う※1。昔はホウ酸団子が主流だったが、最近は

早く効くフィプロニル製剤（ブラックキャップ®）が主流になっている※2。 

【ゴキブリホイホイの設置のコツ】※2 

1. 物陰や壁にくっつけて置く。 

2. 一度に数か所置き、一挙に捕獲する 

3. 残飯や水などゴキブリの餌になるものを片づける。 

4. つかまらないときは 1 週間後に置き場所を変える 

5. つかまらなくても約 1 か月ごとに交換する 

※1「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P241, 251. 

※2 日本薬剤師会学校薬剤師部会 学校環境衛生検査技術講習会, 製薬株

式会社 東京支店 日向弘美, 平成 29 年 9 月 10 日. 

 

6. ネズミ駆除はどのように行えばよいのか？ 

 まず環境的対策を行い、それでも防除が追いつかない場合に初めて薬剤を使用する。
※1 

≪環境的対策≫ 

① 餌になるものを与えないよう、残飯等の食料品をしっかり管理する。 

② 下水溝、排水口、給気口などに金網を張り、配管や壁の隙間をふさぐ。 

 穴の大きさが 0.8cm 以上あれば侵入する事ができる※2。 

③ 生理整頓を行い、巣を作らせない。 

http://www.nichiyaku.or.jp/gakuyaku/archives/column/article/251.php
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≪使用殺鼠剤≫※2 

① クマリン系が推奨される。急性毒（リン化亜鉛等）は食いが悪く使いにくい。 

② クマリン系で食いが落ちたら基材を変える。 

③ 子どもやペットが容易に近づける場所では使用しない。 

※1 学校環境衛生活動 Q/A集, 杉下順一郎, 薬事日報社, 1999 年, P211. 

※2 学校薬剤師のための学校環境衛生活動教本, 愛知県学校薬剤師会, 第二版 平成 27 年 8 月. 

 

 

7. アタマジラミの駆除はどのように行えばよいのか？ 

 駆除薬のスミスリンシャンプーを使用する※1。 

1 日 1 回、3 日に一度ずつ（2 日おきに）、3〜4 回繰り返す。この間、通常のシャ

ンプーまたはリンスを使用しても問題ない。卵は硬い殻に覆われていて、約 7 日で孵

化する為、シラミが卵からかえるのを待って退治する方法である。4 回目の使用なら

余裕をもって、シラミが卵からかえる期間をカバーできる。また、頭髪に固着した卵

や卵の殻は、本剤の使用では取れないため、添付のくしですきとる※2。 

※1「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P260. 

※2 http://www.kincho.co.jp/seihin/insecticide/shirami/sumithrin_l/#p-detail  

（大日本除虫菊株式会社） 

 

  

http://www.kincho.co.jp/seihin/insecticide/shirami/sumithrin_l/#p-detail
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◆プール◆ 

1. 授業をしていなく、中央の水を採取できない場合はどうする？ 

 塩素が均等に混合しているかを判定するため、採水場所は対角線上のほぼ等間隔の

位置で水面下約 20cm 付近の 3 か所以上が原則となっている※。次のプール授業開

始まで他の検査をして待っておく。プールの授業が終了し、どうしても採水できない

場合は対角線上の両端の 2 点で検査する。 

※「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P285. 

 

 

2. 遊離残留塩素濃度が 0.4 ㎎/L 未満だった 

プールから生徒を出し、遊泳を一時中止する。直ちに塩素剤を追加するなどして

0.4 ㎎/L 以上になった事を確認してから遊泳を再開するよう指導する。 

※「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P283. 

 

 

3. 塩素剤を入れているけど遊離残留塩素濃度が上がらない 

以下の指導助言を行う。 

①DPD 試薬、塩素剤の使用期限を確認する。 

②塩素剤注入装置の濃度設定を高めにしておく※1。 

晴れているときは紫外線によって消耗が激しくなり、通常、1 時間で塩素剤が 0.2

～0.4 ㎎/L（商品名：ネオクロール）、0.6～1.2 ㎎/L（その他の塩素剤）の速度

で消耗される※2。 

③プール使用直前に固型塩素剤を追加投入する※1。その際はバケツ等で一旦水に溶解

させ、水溶液の状態で投入する方が望ましい。すぐに撹拌する事ができ、塩素濃度

の偏りを防ぐ事ができる。 

④生徒全員でグルグル回ってもらう等、プールの水を撹拌する※1。 

固型剤を直接投入した場合、塩素剤が撹拌されていない場合がある※1。 

⑤朝・昼、あるいは 1 時間毎に塩素濃度を測定し、プール日誌に記入する※1。 

※1 http://www.c-yaku.sakura.ne.jp/school/15.06.pdf （千葉県学校薬剤師会だより） 

※2 四国化成工業株式会社 

 

http://www.c-yaku.sakura.ne.jp/school/15.06.pdf
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4. 遊離残留塩素濃度が 2.0 ㎎/L（高値）だった 

 残留塩素濃度が 1.0 ㎎/L を超えても殺菌効果はほとんど変わらなく、また高濃度

になると目への刺激が考えられるので 1.0 ㎎/L 以下に調整するよう、指導助言を行

う※1。 

 藻の発生予防を目的にあえて 2.0 ㎎/L になるよう設定している学校もあるが、0.4

～1.0 ㎎/L の残留塩素を保持する等、日常の塩素管理を十分行えば、藻の発生はほ

とんどないので、正しい知識を伝え指導する※2。 

※1「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P283. 

※2 四国化成工業株式会社 

 

 

5. ｐH が低かった 

 弱酸性の場合は補給水を増やし（プール水量の 5～20%※1）なるべく中性を維持

するよう指導助言する※2。 

 水を補給しても改善されなければペーハープラス（四国化成、成分：炭酸ナトリウ

ム）で調整する。 

(例)ｐH6 を pH7 に調整するには、100m3のプール水につきペーハープラスを

2.2kg、遊泳終了後にバケツ等で水に溶かしてプールに散布する※1。 

≪理由≫ 

pHの下限は5.8以上となっているが基準値内でも酸性に傾くと配管類や循環ろ過装

置の腐食が進行しやすくなる 

≪原因≫ 

補給水不足、塩素化イソシアヌル酸の塩素剤を過剰使用するとｐH が下がるので注意

する※2。 

※1 四国化成工業株式会社 

※2「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P283, 296. 

 

 

6. ｐH が高かった 

 弱アルカリ性の場合は補給水を増やし（プール水量の 5～20%※1）なるべく中性

を維持するよう指導助言する※2。 

 改善されなければペーハーマイナス（四国化成、成分：硫酸水素ナトリウム）で調

整する。 

https://www.shikoku.co.jp/products/chemicals/swimming-pool/ph-chouseizai.html
https://www.shikoku.co.jp/products/chemicals/swimming-pool/ph-chouseizai.html
https://www.shikoku.co.jp/products/chemicals/swimming-pool/ph-chouseizai.html
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(例) pH9 の状態を pH7 にするには、100m3の水につき 3.0kg、遊泳終了後にバケ

ツ等で水に溶かしてプールに散布する※1。 

≪理由≫ 

 pH の上限は 8.6 以下となっているが基準値内でもアルカリ性に傾くと、殺菌力の

強い遊離残留塩素である次亜塩素酸が殺菌力の弱い次亜塩素酸イオンに変化し、塩素

剤の効果が低下する。 

≪原因≫ 

 補給水不足、次亜塩素酸ナトリウムの塩素剤を過剰使用するとｐH が上がるので注

意する。 

※1  四国化成工業株式会社 

※2「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P283, 296. 

 

 

7. 大腸菌が検出された 

 遊離残留塩素濃度が基準を常に保たれていなかった事を意味するので、0.4～1.0

㎎/L に保つよう、指導助言する。残留塩素濃度が 0.25 ㎎/L あれば大腸菌は 30 秒

で死滅する。 

※「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P283-284. 

 

 

8. 一般細菌が検出された 

 遊離残留塩素が基準値以内でも、塩素に抵抗力のある細菌も存在するので 1mL 中

200 コロニー以下（試験紙は 1mL の水を吸水するようになっている）が検出され

る事もあり、多少なら問題ない。 

 200 コロニーを超える場合は遊離残留塩素濃度が基準を常に保たれていなかった

事を意味するので、0.4～1.0 ㎎/L を保つよう、指導助言する。 

※「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P284. 

 

 

9. 水が緑色（藻の発生）になるのを予防するには？ 

 0.4～1.0 ㎎/L の残留塩素濃度を保持する等、日常の塩素管理を十分行えば藻の発

生はほとんどない。雨が降った後などは塩素を多く投入し、残留塩素を確実に持続さ

せることに注意する。 
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 プール使用期間中、週 1 回（特に降雨の時はその都度）、遊泳が終った後の夕方な

どに、水 100m3に対しアクアクリーン G（四国化成）を 500～600g 投入すると

確実である。 

※四国化成工業株式会社 

 

 

10. 水が緑色になった（藻が発生した） 

 以下の方法のうち、いずれかを行う。時間や費用の問題があるので校長と相談する

必要がある。 

①塩素剤を多量に入れ残留塩素濃度 5～10 ㎎/L にして、24 時間放置後、循環濾過

器を 24 時間動かす（スーパークロリネーション）。もちろんこの間に生徒を入水

させない※1。 

（例）アクアクリーンＧ（四国化成）など藻の除去製品もあり、人体には安全なので

それらの投入も効果的である。循環濾過器を停止し、プール水 100m3に対してア

クアクリーン G を約 2kg 投入する。翌日、水を補給しながら循環濾過器を運転す

る※2。 

②水の入れ替えと清掃を行う※1。ただし水道代（数十万円）がかかるので、水の入れ

替えは最終手段である。 

※1「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P296. 

※2 四国化成工業株式会社 

 

 

 

 

11. 水が白濁した 

 以下の順番で対応を行う。 

①ろ過機が故障していないか確認を行う。 

②ろ過機に問題がなければ、ろ過量を増やし、しっかりろ過を行う。 

③それでも改善しなければ有機物（水あか）が原因なので、塩素剤を多量に入れ残留

塩素濃度 5～10 ㎎/L で、24 時間放置後、循環濾過器を 24 時間動かす※1, 2。 

 予防としてはプールに入水する前に、しっかりシャワーを浴びて汗や汚れを落とす、

そして化粧品・整髪料を使用しない等の指導助言を行う。 

※1「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P296. 

※2 http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H210080/data/128/src/128.pdf 

（「学校における水泳プールの保健衛生管理」日本学校保健会 P56） 

https://www.shikoku.co.jp/products/chemicals/swimming-pool/torimo.html#aqua-clean
https://www.shikoku.co.jp/products/chemicals/swimming-pool/torimo.html#aqua-clean
https://www.shikoku.co.jp/products/chemicals/swimming-pool/torimo.html#aqua-clean
https://www.shikoku.co.jp/products/chemicals/swimming-pool/torimo.html#aqua-clean
http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H210080/data/128/src/128.pdf


21 

 

 

12. 水が茶褐色に濁った 

 業者に相談するよう指導助言する。 

 鉄は茶色、マンガンは黒褐色の濁りを呈するので、原水中のこれらの含有量を測定

する。含まれていたら、塩素により酸化するためであり、pH を弱アルカリにしてコ

ロイドやフロックを作り、ろ過装置で除去する。 

 井戸水を使用している場合に起こる可能性が高く、また給水管に鋼管を使用してい

る場合に赤水として鉄分が出ることがある。 

※ http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H210080/data/128/src/128.pdf 

（「学校における水泳プールの保健衛生管理」日本学校保健会 P57） 

 

 

13. 循環ろ過装置でどの程度汚れが取れるの？ 

 1 日に 3～4 回の換水回数で不溶性の汚染物質をほぼ 100%除去されるように設

計されている。途中で電源を切って中断したりすると換水回数が減り、除染効果が落

ちるのでプールの使用時間の長短にかかわりなく、24 時間運転する事を学校に指導

助言する。 

※ 学校環境衛生活動 Q/A集, 杉下順一郎, 薬事日報社, 1999 年, P149-150. 

 

  

http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H210080/data/128/src/128.pdf
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14. 日焼け止めクリームの使用の是非 

 日焼け止めクリームを使用するより、ラッシュガードを着用する方が良い。 

 学校プールに限らず公営のプールは水質保持のために日焼け止めクリームの使用

を禁止しているが、紫外線を全身に浴びる事により、特にアトピー性皮膚炎の児童場

合は皮膚炎が急激に悪化し重症化することがあるため、また水質の汚濁に影響がない

事も報告されているため、現在は日焼け止めクリームの使用を推奨する方が多くなっ

ている※。平成 23 年 10 月に「学校生活における紫外線対策に関する具体的指針」

を日本臨床皮膚科医会より統一見解として以下のように発表された。 

 

 【サンスクリーン剤（日焼け止めクリーム）を上手に使う】 

 サンスクリーン剤の強さを示す SPF と紫外線防御機能は直線的には比例せず、む

やみに強いものを使わずとも SPF15 以上であれば学校生活における紫外線対策と

しては十分である。ただし、たっぷりと均一に塗らないと期待通りの効果は得られな

い。 

 プールの水質汚濁が懸念されているが、耐水性（ウォータープルーフ）サンスクリ

ーン剤を使用しても汚濁されない事は複数の実証実験で明らかになっている。 

 

※ 学校生活における紫外線対策に関する具体的指針, 日本臨床皮膚科医会, 平成 23 年 10 月. 

 

 

15. 腰洗い槽の使用は法的にどうなのか？ 

 法的には設置義務がない。使用するかどうかは学校長の判断に委ねられている。 

 学校環境衛生基準に「浄化設備がない場合、腰洗い槽を設置することが望ましい」

と明記されており※1、循環ろ過装置、塩素の自動注入装置が普及された近年では必要

性がないという事になる。 

 しかし、入れ替え式のプールは浄化設備がなく、水質が悪化し遊離残留塩素濃度の

維持が困難な場合も多いことから、その場合は設置・使用が必要である。ただし、ア

トピー性皮膚炎等の過敏な体質の児童生徒に対しては、腰洗い槽を使用させないで、

シャワー等の使用によって十分に身体を洗浄するよう注意する※2。 

※1 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/04/01/1236264_9.pdf 

（文部科学省 学校環境衛生基準） 

※2 学校薬剤師のための学校環境衛生活動教本, 愛知県学校薬剤師会, 第二版 平成 27 年 8 月. 

 

 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/04/01/1236264_9.pdf
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16. 腰洗い槽の残留塩素濃度はどのように測定するのか？ 

 腰洗い槽は高濃度（50～100 ㎎/L）なので、腰洗い槽用

の残留塩素濃度測定器（測定範囲：0.2～100 ㎎/L）を使

用する。高知県薬剤師会に常備されているので借りて使用す

る事ができる。 

 通常の残留塩素濃度測定器を使用する場合は、0.05～2.0

㎎/L が測定範囲なので検水を 100 倍希釈して測定する。 

 

 

 

17. 井戸水をプールに使用しているが、問題ないのか？ 

 プール水の原水については、学校環境衛生の基準で「飲料水の基準に適合するもの

であることが望ましい」とされていること、つまり「飲用適」であることが必要と考

えられる。このためプール水について環境衛生の基準では 9 項目の検査となるが、こ

れだけでは「飲用適」にならず、健康関連の 1～30 のうち消毒副生成物の項目を除

いた 18 項目+プール水 5 項目（一般細菌・大腸菌・pH・有機物・濁度）の 23 項目

の検査は必要と考えられる。詳細は保健所等で相談するとよい。 

※ http://www.nichiyaku.or.jp/gakuyaku/qna/article/1131.php（日本薬剤師会 学校薬剤師部会） 

 

 

18. 皮膚に感染症がある時はプールに入っていいの？ 

 1) とびひ 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、他の人にうつす恐れがあるので、治るまで禁止。 

 2) みずいぼ プールの水ではうつらないので、プールに入ってもよい。ただ

し、タオル等でうつることがあるから共用はしない。プール後

はシャワーで肌をきれいに洗う。 

 3) あたまじらみ 治療をしていればプールに入ってもよい。ただし、タオル、ヘ

アブラシ、水泳帽の貸し借りはしない。 

 4) 疥癬 プールの水ではうつらないので、プールに入ってもよい。ただ

し、タオル等でうつることがあるから貸し借りはしない。 

※ 皮膚の学校感染症について, 日本臨床皮膚科医会・日本小児皮膚科学会・日本皮膚科学会, 平成 27 年 5 月. 

 

 

 

http://www.nichiyaku.or.jp/gakuyaku/qna/article/1131.php
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19. 目が充血して痛い場合は？ 

 以下の事が考えられるため、順番に確認し対応する※1。 

① 残留塩素濃度が高い 

  → 一時入泳を中止する、または水を補給する、脱塩素剤（亜硫酸ナトリウム）※

2を使用する。 

② ｐＨが異常値 

  → 水を補給する、または中和する 

③ ①, ②が正常の場合はクロラミン（結合塩素）の生成による可能性がある 

  → 塩素剤を多量に入れ残留塩素濃度 5～10 ㎎/L にして、循環濾過器を一晩動

かす。 

※1「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P296. 

※2 四国化成工業株式会社 

 

20. プール水を排水する場合、どの程度の残留塩素濃度にして排水するべきか？ 

 プール水をそのまま排水すると魚介類を死滅させてしまうため、0.05 ㎎/L 以下※

にして排水する。特に腰洗い槽では高濃度の次亜塩素酸 Na 水を使用するため、チオ

硫酸ナトリウムで中和したり、一昼夜以上放置し残留塩素を自然消滅させる必要があ

る。腰洗い槽の残留塩素濃度 100 ㎎/L の場合、水で希釈すると 2,000 倍希釈を行

う必要があるため、水での希釈は難しい。プール掃除の際は高濃度の次亜塩素酸 Na

を使用せず、水または中性洗剤で擦り洗いをする。 

（塩素に極めて弱いアユを 0.05 ㎎/L の塩素濃度で 24 時間暴露した試験で、死亡

数ゼロであった報告がある※） 

※ http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/7324 

（淡水魚に対する残留塩素の連続通水による毒性試験） 

 

 

2１. プールに動物の死骸が浮いていたが、どうしたらいい？ 

 死骸や汚物を取り除き、残留塩素濃度 0.4～1.0 ㎎/L を保持するよう指導し、可能

であれば臨時検査として大腸菌と一般細菌の検査を行う※１。残留塩素濃度が 0.4 ㎎

/L あれば大腸菌等の様々な菌は 30 秒で死滅し、アデノウイルス（プール熱の原因

ウイルス）は 1 分で不活化する※2。 

※１ 高知市保健所 

※２「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P283. 

 

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/7324
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◆保健室◆ 

1. いつも薬品の使用期限が切れているものがある 

購入時（納品時）に薬品管理簿の備考欄等へ使用期限も記載していけば期限切れの

まま放置される事が比較的防げると考えられるので、養護教諭に指導助言する。 

 

 

2. 薬品管理簿がない 

保管や使用状況など、管理全般を把握するために役立つので必要性を説明するとと

もに、ひな形と記入例（高知県学校環境衛生検査の手順書 P26-27）を印刷して渡

し、薬品管理簿を作成してもらうよう指導助言を行う。 

 

 

3. 学校で生徒の医療用医薬品を預かってもよいか？ 

 学校で医療用医薬品を預かることについて法律上の規制はないが、原則として児童

生徒本人の所持になる。 

 ただし、以下の場合は保護者の申し出により預かることがある。 

① 坐薬や水薬のように冷所保管などの保管条件がある医療用医薬品 

② 児童生徒本人による管理が困難な場合  

※ http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H220030/index_h5.html 

（「学校における薬品管理マニュアル」公益社団法人 日本学校保健会 P25） 

 

 

4. 学校において教職員が児童生徒に医療用医薬品を使用してもよいか？ 

 医行為に当たるので行うことはできない。 

 しかし、児童生徒が、以下の３つの条件を満たしており、事前の保護者の具体的な

依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により授与された医薬品につい

て、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上であれば医薬品の使用（①皮

膚への軟膏の塗布、②湿布薬の貼付、③点眼薬の点眼、④一包化された内服薬の内服、

⑤肛門からの坐薬の挿入、⑥鼻腔粘膜への薬剤噴霧）の介助が可能。 

 

【３つの条件】 

１ 患者の容態が安定していること。 

http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H220030/index_h5.html
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２ 医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要ではないこと 

３ 医薬品の使用に関して専門的配慮が必要でない場合 

 このように容態が安定していることが介助の条件であるため、児童生徒の症状が急

に変化した場合などは、医療用医薬品の使用の介助はできなくなる。 

※ http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H220030/index_h5.html 

（「学校における薬品管理マニュアル」公益社団法人 日本学校保健会 P27） 

 

5. 緊急時に使用する医療用医薬品を預かる場合の対応は？ 

 必要時にそれらが保管場所から迅速に取り出され、素早く本人に渡せるような保

管・管理を行うことが必要である。さらに、保護者、主治医及び学校医等への連絡を

するとともに、必要に応じて救急車を要請し、早期に医療機関へ搬送する必要がある。 

 緊急時の場合は、容態が安定していない状態なので、Q4.で述べた医療用医薬品の

使用の介助はできない。ただし、例外としてアレルギー疾患のある児童生徒がアナフ

ィラキシー発症時に使用するアドレナリン注射薬（商品名；エピペン®）については、

状況によっては教職員が使用する場合がある。 

※ http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H220030/index_h5.html 

（「学校における薬品管理マニュアル」公益社団法人 日本学校保健会 P28） 

 

 

6. 緊急時に教職員が児童生徒に「エピペン®」を使用するのは法的にどうなのか？ 

 問題ない。  

「エピペン®」の注射は法的には「医行為」にあたり、医師でない者（本人と家族以

外の者である第３者）が「医行為」を反復継続する意図をもって行えば医師法 （昭

和 23 年法律第 201 号）第 17 条に違反することになる。 

 しかし、アナフィラキシーの救命の現場に居合わせた教職員が、「エピペン®」を自

ら注射できない状況にある児童生徒に代わって注射することは、反復継続する意図が

ないものと認められるため、医師法違反にならないと考えられる。また、医師法以外

の刑事・民事の責任についても、人命救助の観点からやむをえず行った行為であると

認められる場合には、関係法令の規定によりその責任が問われないものと考えられる。 

※ http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_1/1.pdf 

(「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」日本学校保健会 P67) 

 

 

  

http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H220030/index_h5.html
http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H220030/index_h5.html
http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_1/1.pdf
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◆理科室◆ 

1. 薬品管理簿がない、記入が止まっている 

教科主任等の理科室などにおける薬品の保管・管理に関する実務担当者は、教育活

動に用いられる薬品の保管・使用状況などの管理（薬品管理簿の記載）について適正

に実施し、校長に報告・相談を行う必要がある。高知市においては教育委員会からも

薬品管理簿を必ず活用するよう指導が行われている。 

以上の必要性を説明し、ひな形と記入例（高知県学校環境衛生検査の手順書

P30-31）を印刷して渡し、薬品管理簿を作成して継続的に記入を行うよう指導助言

する。 

※ http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H220030/index_h5.html 
（「学校における薬品管理マニュアル」公益社団法人 日本学校保健会 P29） 

 

 

2. どの薬品が、どこに、どれだけあるか、把握できていない 

 以下の事を指導助言する。 

① 薬品管理簿を作成し、継続的に記録していく 

② 何をどこに置いてあるか分かるように図面を作成し、薬品庫のドアに貼っておく 

③ 普段使用しない薬品は別の棚にまとめて置く、または廃棄する 

※ 平成 26 年度高知市学校薬剤師研修会 研究協議議事録 平成 27 年３月 14 日. 

 

 

3. 廃液はどのように処理をしたらいいのか？ 

産業廃棄物として、業者に処理を委託する。 

単純な酸やアルカリは中和した後に、十分希釈して一般排水として流す。その際に事

故を起こしたり、希釈・中和が十分にできていない場合は排水汚染を引き起こす事例

があるので注意が必要※。 

 高知市では教育委員会が各学校の廃棄薬品の調査（9 月締め切り）を毎年行ってお

り、高知市内学校全体の廃棄量を集計して予算を組み、業者へ依頼をしている。 

※ http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H220030/index_h5.html 
（「学校における薬品管理マニュアル」公益社団法人 日本学校保健会 P33） 

  

http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H220030/index_h5.html
http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H220030/index_h5.html
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【第２回目 検査実施】 

◆CO2濃度・温湿度◆ 

1. CO2濃度が高かった 

 教室内の換気ができていない事を意味するので、休憩時間は2方向（窓側と廊下側）

の全窓を10分間程度解放し、授業中も一部の窓を開けておく※1。また、以下の必要換

気回数を参考に※２、生徒や教職員に換気を行うよう指導助言を行う、また意識付けを

行う。 
 

   ≪参照≫ 表. 必要換気回数 

収容生徒数 30 人 40 人 

最小限 

換気回数（/h） 

幼稚園・小学校 1.6 回 2.2 回 

中学校 

（小学高学年） 
2.4 回 3.2 回 

高校生 3.3 回 4.4 回 
※1「新型コロナウイルス感染症への対応について（学校薬剤師編：その２）, 

日本薬剤師会, 日薬業発第４９２号, 令和２年３月２７日. 

※２「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P57. 

 
 

2. 効果的な換気方法は？ 

 以下の事を指導助言する。 

・カーテンが閉まっている場合はカーテンを開けて換気する 

・窓を全開にし、廊下の窓もあける 

・授業中はこまめに開け閉めして調節 

・休憩時間にしっかり換気をする 

・対角線の窓を開ける 

・窓開け当番を決める 

・あくびをする生徒が出てきたら開けるタイミング 

・先生に指導する (外から入ってきて臭いがある場合は窓を開ける) 

・換気扇を回す 

・気流の流れを展示物でふさがないよう気を付ける 

※ http://www.c-yaku.sakura.ne.jp/school/15.06.pdf （千葉県学校薬剤師会だより） 

 

 

http://www.c-yaku.sakura.ne.jp/school/15.06.pdf
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3. 温度が高い、または低い 

 教室内の温度は17℃以上、28℃以下が基準（望ましい）であるが、冬期では18

～20℃、夏期で25～28℃が適した温度であり、この温度を意識して管理しておく

必要がある※1, 2。対策として、冬期には暖房機類を使用し、 夏期はエアコンの設置、

エコ対策（日陰対策）に植物等を活用※2、カーテンで強い日差しを遮る等の工夫が必

要である。 

※1「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P28-29. 

※2 http://www.aiiku.or.jp/aiiku/syuppan/boshi65/boshi65_33.pdf 
（「地域保健と学校保健の連携③学校薬剤師会の立場から」,  

日本学校薬剤師会会長 田中俊昭, 母子保健情報 第65号, 2012年 7月.） 

 

 

4. 湿度が高い、または低い 

 教室内の湿度は30%以上、80%以下が基準（望ましい）であるが、50～60%の

範囲を維持し※1, 2、特にインフルエンザ等の流行時は予防対策としても50％以上の湿

度が望ましい※2。対策として、冬は教室内に加湿器を置く※2。 

※1「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P29. 

※2 http://www.aiiku.or.jp/aiiku/syuppan/boshi65/boshi65_33.pdf 
（「地域保健と学校保健の連携③学校薬剤師会の立場から」,  

日本学校薬剤師会会長 田中俊昭, 母子保健情報 第65号, 2012年 7月.） 

 

5. エアコンの稼働時、窓はどうしたらいい？ 

 エアコン稼働時でも、教室内CO2濃度が1500ppm以下になるよう換気を行わない

といけないので、休憩時間は2方向（窓側と廊下側）の全窓を10分間程度解放し、授

業中も一部の窓を開けておく等、指導する。 

 

◆照度・黒板・照明◆ 

1. 測定時の時間帯やカーテンの状態などの決まりはあるのか？ 

・ 生徒の在室の有無については特に決まりはないが、原則として授業時間帯に行う。 

・ 生徒が授業を受けている普段の状態で測定する方が実態を把握できるので、カー

テンもわざわざ開けたり閉めたりせず、そのままの状態がよいと考えられる。た

だし、直射日光が差し込む場合は直射日光を測定しないようにカーテンを閉める。 

・ 白衣は反射により照度が実際よりも高くなる為、黒っぽい服を着用し、腕をのば

して身体のかげや服からの反射光の影響を防ぐ。 

http://www.aiiku.or.jp/aiiku/syuppan/boshi65/boshi65_33.pdf
http://www.aiiku.or.jp/aiiku/syuppan/boshi65/boshi65_33.pdf
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・ 照度の基準をクリアしようと晴天の日ばかりを測定せず、あえて曇りや雨の日に

測定する事も非常に重要である。 

※「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P98-99. 

 

 

 

2. 照度が不足している場合はどのように対応したらよいのか？ 

 以下の事を指導助言する。 

・カーテンを閉じていれば開ける  

・いつも暗い廊下側の生徒のローテーションをする  

・黒板近くの物をずらしてもらう  

・蛍光灯の反射板の掃除と向きの確認  

・蛍光灯を掃除する (教職員に手伝ってもらう)  

・蛍光灯を新品に交換 

・ＬＥＤに変更 

・明るさが確保できる場所に机を移動させる  

・雨天・曇天の際の早目の点灯  

・外部の立木で暗くなっていたら、枝を切り払ってもらう。 

・壁の反射率を上げるため壁紙の見直し  

・晴れ、雨、曇りの日すべての条件で測定したあと、数値が満たない場合は増灯 

・薄手のカーテンに交換 

※ http://www.c-yaku.sakura.ne.jp/school/15.06.pdf （千葉県学校薬剤師会だより） 

 

 

3. トイレが暗いけど、どうしたらいい？ 

 基準は 75 ルクス以上であるが、なるべく 300 ルクスに近づけ、測定は各小便器、

大便器ごとに行う必要がある。また、暗い事によって清掃が不十分となり、不潔にな

りやすくなる。児童生徒が最低 1 日に 1 回以上は利用する所なので早急に増灯など

の措置を行い、明るく、清潔に使用できるよう指導助言を行う。 

※ 学校環境衛生活動 Q/A集, 杉下順一郎, 薬事日報社, 1999 年, P200. 

 

 

 

 

http://www.c-yaku.sakura.ne.jp/school/15.06.pdf
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4. 照明器具はどれくらいの頻度で清掃しないといけないのか？ 

 照明器具の清掃を怠ると 6 ヶ月で 5～10%程度の光出力が低下する。たとえ照度

が基準に達していたとしても、以下の表を参照し、定期的に照明器具の清掃を行うよ

う指導助言する。 

      ≪参照≫ 表. 照明器具の清掃間隔 

場  所 空ぶき 水洗い 

汚れやすい場所 1 週間 4 週間 

普通の場所 2 週間 8 週間 

清潔な場所 4 週間 16 週間 

※「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P100-101. 

 

 

5. 照度比が基準内なら、直射日光のような高照度でも大丈夫なのか？ 

 カーテンで直射日光を防がないといけない。通常のカーテンでも生徒がまぶしく感

じるなら、やや厚手のカーテンに取り換えるよう学校に指導助言を行う。 

 まぶしさは視作業に伴う生理的・心理的な疲労に直接影響を与えるものであるから、

照度の上限は設定されていないが、まぶしさを起こす光源は目に入らないような措置

を講じる必要がある。 

※「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P101. 

 

◆浮遊粉じん・気流◆ 

1. エアコンが新しく設置されたけど、測定する必要がある？ 

 一度は測定しないといけない。ただし、検査の結果が基準値の半分以下の場合には、

以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができ

る。エアコンの稼働により、粉じん（微粒子）が舞い、肺や気管支に付着して呼吸器

に悪影響を及ぼす恐れがある。また、強い気流により不快感が生じ学習能率が低下す

る可能性がある※１。 

 夏でも冬でもどちらでも良いのでエアコンを稼働している時に測定するが、高知県

薬剤師会には浮遊粉じん測定器と気流計が 1 台ずつしかない（高知市は高知市教育委

員会にも各 1 台ずつある）。そのため器具を借りる場合、他の人と被りなかなか借り
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ることができない事も考えられるので、その場合は翌年になってしまっても仕方がな

い※２。 

※１「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P30. 

※２ 高知市教育委員会 

 

◆その他◆ 

1. 災害時に学校薬剤師は何をしたらいいか？ 

 学校保健安全法上、学校を再開する時、生徒が学校に入る前に以下の臨時検査を行

って問題ない事を確認する必要がある。また、学校保健安全法の範疇ではないが、体

育館など避難場所で空気検査や照度測定、応急医薬品の適正管理、服薬指導等を行う

事が望ましい。 

【臨時検査】 

・水質検査 

・プールの水質、設備、塩素剤の保管状態 

・照度、照明 

・理科室、保健室の薬品管理 

・給食室の安全点検（大腸菌、水質等） 

・学校の清潔 など 

※1 日本薬剤師会 学校薬剤師部会 部会長 村松章伊 

※2 学校環境衛生活動 Q/A集, 杉下順一郎, 薬事日報社, 1999 年, P25. 

 

 

2. 学校側に検査をしなくていい、または来なくていいと言われた。 

学校薬剤師は学校保健安全法で定められた検査を行わないといけない為（義務）、

必要性を説明し理解を得る。解決できなければ管轄の教育委員会に相談する

（P35-36 参照）。 

国が定めた検査を行わず、名前だけ学校薬剤師として登録していた場合、基準値外

で保護者等から訴えられたら国の基準値を守っていなかった学校、学校の先生、学校

薬剤師が賠償責任を取らされる。最近アレルギー児が増えてきており、親が訴えてく

る事も考えられる。学校保健安全法は児童、生徒の安全、安心を守る趣旨で定めてい

るが、検査を行うことは学校、先生、学校薬剤師自身を守ることでもあるので、しっ

かり法律通り検査を行わなければならない。 

※ 日本薬剤師会 学校薬剤師部会 部会長 村松章伊 
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3. 学校内で検査中、あるいは通勤時に怪我をした 

 学校薬剤師は準公務員なので公務労災の適応になる。学校に相談する。 

※ 日本薬剤師会 学校薬剤師部会 部会長 村松章伊 

 

4. 認定こども園や幼稚園の検査は小・中・高校と何が違う？ 

 学校保健安全法が適応される為、検査項目は小・中学校と同じであり、幼稚園だか

らと言って基本的には検査項目を除外できない。しかし、以下を参照にして実情に合

った検査を行うこと。 

【騒音】 

教室内の騒音レベルが基準内であるのはもちろん必要だが、幼稚園が地域周辺への

騒音源とならないように対処することも重要である※1。敷地外で騒音レベルを測定し、

現状を把握すると同時に高レベルであった場合には防音壁の検討など指導助言する。 

【学校の清潔】 

・砂場の衛生管理に注意する（P14参照）。 

・給食を食べるテーブルが床に近いため、教室内を常に清潔に保ち、チリや埃が床に

ない状態にしておくよう指導助言を行う。 

【プール】 

幼稚園は「水遊び場」や、毎日水を入れ替えるビニールプールなどの「水たまり式」

がほとんどであるが、これらはプールに該当しない。すなわち学校保健安全法のプー

ル検査基準には該当しない為、規定上、遊離残留塩素濃度0.1㎎/L以上で良い事にな

るが、使用の際は本検査法や基準を準用し（遊離残留塩素濃度0.4～1.0㎎/L）、良

好な衛生状態の確保に努めることが望ましい※2。 

【照度検査】 

・基本的には机上面（机がない場合は床上 75cm）での測定だが、幼稚園では床にそ

のまま座る場合もあるため、床上 15～20cm 程度で測定する等の臨機応変が必要
※3 

・預かり保育もあるので、夕方にも照度測定を行う。 

・黒板ではなくホワイトボードを使用している場合が多いが、その場合はホワイトボ

ード上で照度を測定し、見え方を妨害するような光沢に注意する。 

※1「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P122. 
※2「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P295. 
※3「学校環境衛生基準」解説 2010, 日本学校薬剤師会, P99. 
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5. 検査結果の報告は学校だけでよいのか？ 

 学校保健安全法上では基本的に学校だけである※。 

高知市立学校：高知市教育委員会より報告するよう指示があるため学校薬剤師が直接

報告を行っている。 

高知県立学校：学校薬剤師の報告は学校だけで、高知県教育委員会が各学校へ調査票

を配布・回収し検査結果を調査している。 

このように管轄の教育委員会によって異なる為、学校薬剤師から検査結果の報告が必

要かどうか管轄の教育委員会に確認する（P35-36参照）。 

 学校保健安全法施行規則第24条より「職務に従事したときは、その状況の概要を

学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする」と明記されている※。 

※ http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/04/08/1292465_01.pdf 
（文部科学省） 

 

  

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/04/08/1292465_01.pdf
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6. 各市町村の教育委員会の連絡先は？ 

 委員会名 郵便番号 住 所 TEL FAX 

高
知
県 

高知県教育委員会 

スポーツ健康教育課 

780-0850 高知市丸ノ内1丁目7番52号 088-821-4928 088-821-4849 

幼保支援課  088-821-4774 

  運営支援担当 

  幼児教育担当 

  088-821-4882 

088-821-4881 

 

 高知市教育委員会 

教育環境支援課 

780-8571 高知市鷹匠町2-1-43 088-823-9480 088-823-9365 

東 

部 

教 

育 

事 

務 

所 

室戸市教育委員会 781-7185 室戸市浮津25-1 0887-22-5141 0887-22-1120 

安芸市教育委員会 784-8501 安芸市矢ﾉ丸1-4-40 0887-35-1021 0887-35-1051 

東洋町教育委員会 781-7414 安芸郡東洋町大字生見758-3 0887-29-3037 0887-24-3102 

奈半利町教育委員会 781-6402 安芸郡奈半利町乙1297-2 0887-38-8188 0887-38-8166 

北川村教育委員会 781-6441 安芸郡北川村大字野友甲618 0887-32-1223 0887-32-1132 

田野町教育委員会 781-6410 安芸郡田野町1456-42 0887-38-2511 0887-38-7000 

馬路村教育委員会 781-6201 安芸郡馬路村大字馬路443 0887-44-2216 0887-42-1010 

安田町教育委員会 781-6423 安芸郡安田町大字西島40-2 0887-38-5711 0887-38-5745 

芸西村教育委員会 781-5701 安芸郡芸西村和食甲1262 0887-33-2400 0887-32-2014 

香南市教育委員会 781-5601 香南市夜須町坪井1-1 0887-57-7521 0887-55-1045 

香美市教育委員会 782-8501 香美市土佐山田町宝町1-2-1 0887-53-1081 0887-57-0123 

中 
部 
教 

育 

事 

務 

所 

南国市教育委員会 783-8501 南国市大埇甲2301 088-880-6568 088-880-6201 

大豊町教育委員会 789-0392 長岡郡大豊町高須231 0887-72-0458 0887-72-1032 

本山町教育委員会 781-3601 長岡郡本山町本山569-1 0887-76-3913 0887-76-2078 

土佐町教育委員会 781-3492 土佐郡土佐町土居206 0887-82-0483 0887-70-1317 

大川村教育委員会 781-3721 土佐郡大川村中切16-4 0887-84-2449 0887-70-1803 

いの町教育委員会 781-2192 吾川郡いの町1700-1 088-893-1922 088-893-2121 

仁淀川町教育委員会 781-1501 吾川郡仁淀川町大崎460-1 0889-35-0019 0889-35-0010 

土佐市教育委員会 781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 088-852-7723 088-850-2020 

須崎市教育委員会 785-8601 須崎市山手町1-7 0889-42-5291 0889-40-0073 

日高村教育委員会 781-2194 高岡郡日高村本郷61-1 0889-24-5115 0889-20-1572 

佐川町教育委員会 789-1201 高岡郡佐川町甲356-2 0889-22-1110 0889-22-0070 

越知町教育委員会 781-1301 高岡郡越知町越知甲2562 0889-26-3511 0889-20-1051 

津野町教育委員会 785-0595 高岡郡津野町力石2870 0889-62-2258 0889-62-2384 

梼原町教育委員会 785-0610 高岡郡梼原町梼原1629 0889-65-1350 0889-40-2055 

中土佐町教育委員会 789-1401 高岡郡中土佐町大野見吉野12 0889-57-2023 0889-57-2710 

四万十町教育委員会 786-8501 高岡郡四万十町琴平町16-17 0880-22-2594 0880-29-0073 

日高村佐川町学校 

組合教育委員会 

781-2154 高岡郡日高村岩目地40 0889-20-1518 0889-20-1520 
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西 

部 

教 

育 

事 

務 

所 

四万十市教育委員会 787-8501 四万十市中村大橋通4丁目

10 

0880-34-5445 0880-34-4271 

土佐清水市教育委員会 787-0392 土佐清水市天神町11-2 0880-82-1116 0880-82-5488 

宿毛市教育委員会 788-0004 宿毛市長田町3番80-11号 0880-63-1102 0880-62-0076 

黒潮町教育委員会 789-1795 幡多郡黒潮町佐賀1092番

地1 

0880-55-3190 0880-55-2851 

三原村教育委員会 787-0803 幡多郡三原村大字来栖野

580 

0880-46-2559 0880-46-2560 

大月町教育委員会 788-0302 幡多郡大月町弘見2230 0880-73-1118 0880-73-1815 

※ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310301/files/2013041501731/file_2016415181319_1.pdf 

（高知県 教育委員会事務局 小中学校課） 

 

 

7. 教育委員会と学校薬剤師と学校はどんな関係？ 

【学校薬剤師⇒教育委員会】 

 学校環境衛生検査に関して学校-学校薬剤師との間だけでは解決できない事につい

て相談し、また意見や要望を伝える。 

 学校予算に関して教育委員会には執行する権限がなく、地方公共団体の長（知事、

市町村長）が作成し地方議会へ提出する。しかし、地方公共団体の長は教育委員会の

意見を聞かなければならない為※1、学校環境衛生上で大規模な改修等が必要と思われ

る時は教育委員会へ予算の要望を行うと効果的である。（P38図参照） 

 

 

 

 

➢ 検査結果の報告 

➢ 随時又は研修会で学校に対する意見や、検査に関する質問、要望を行う。 

 （恒温器や給食試薬の貸出数を増やしてほしい、等） 

➢ 次年度の活動計画に対して意見、要望を行う。 

 （学校内で大きな雨漏りの個所があるので、次年度、修理に関する予算をお願いする。） 

 

 

 

 

 

 

高知市教育委員会（事務局）の事例 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310301/files/2013041501731/file_2016415181319_1.pdf
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【教育委員会 ⇒ 学校薬剤師】 

 学校環境衛生だけではなく、教育（薬乱教室、防煙教室、お薬教室、エピペン研修

会）に関する事も相談、協力していただける。また、様々な情報提供もいただける。 

 

 

 

➢ 検査項目の指示、検査結果記入用紙の提供 

➢ 検査器具の貸出 

➢ 年度末に教育委員会主催の研修会が開催され、教育委員会から各学校の検査結果状況の集計を

報告、そして質疑応答が行われる 

➢ 年度末の研修会において、学校管理に関しての指導を行う 

（年1回の廃棄薬品処理を利用し、理科室等の薬品を溜めこまないように処分を勧めてくださ

い等の説明があった） 

➢ 年度末の研修会において、学校教育法の改正の報告を行う 

（高知市では義務教育学校という区分で新しく2校できます等の報告があった） 

 

 

 

【教育委員会 ⇒ 学校】 

 自主的な教育活動を支援し、各学校間や学校地域間の連携の橋渡し役となる。また、

校長会や教頭会を通じて学校現場の意見を吸い上げ，施策に反映する※2。 

 環境衛生に関しては保健所と連携を行い※3、学校管理や学校への施行（指導、研修

会等）を行う※4事が定められている。（P38図参照） 

  

 

➢ 学校薬剤師からの意見や要望に対し、学校へ改善の指示を出す 

①理科室の上段にある薬品を下へ降ろすよう学校へ指導した。 

②理科専科の先生や管理職の先生に、薬品管理、薬品管理簿について指導、周知を行った。 

③薬物乱用防止教室を行う時、薬剤師を呼んで欲しいという意見が学校薬剤師からあり、

その事を校長会役員のところで伝えた。 

➢ 教職員対象に、学校薬剤師と一緒にエピペン研修会を行う 

  （学校薬剤師：講座30分、教育委員会：ロールプレイ30分で行った。） 

➢ プール設備事業者等の関係機関に学校へ検査するよう依頼している。 

 

 

高知市教育委員会（事務局）の事例 

高知市教育委員会（事務局）の事例 
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図. 教育委員会とその他の機関との関係 

※1 http://www.houko.com/00/01/S31/162.HTM（地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第 29 条） 

※2 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05012701/008.htm（文部科学省） 

※3 http://www.houko.com/00/01/S31/162.HTM（地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第 57 条） 

※4 http://www.houko.com/00/01/S31/162.HTM（地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第21条） 

※5 学校環境衛生活動Q/A集, 杉下順一郎, 薬事日報社, 1999年, P10. 

 

 

8. 学校薬剤師はどの学校にも必要？立場は？ 

 学校保健安全法の定めるところにより、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等

専門学校・盲学校・聾学校・養護学校に至るまで、大学を除く国立・公立・私立の学

校すべてに、委任委嘱される。 

公立学校：地方公務員法の規定に基づく地方公務員特別職。 

国立学校：非常勤の国家公務員の一般職。 

※ http://www.nichiyaku.or.jp/gakuyaku/about/jobs.php（日本薬剤師会 学校薬剤師部会） 

相談 

検査、教育、指導・助言 

相談・提言 

学校薬剤師 

委嘱 
管理 
施行※4 

学校予算に 
関する意見※1 

保健所 

協力要請※3 

助言・援助※3 

依頼 

水道事業者 
検査機関    等 

施行※5 

依頼 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Board_of_education_JAPAN.png
http://www.houko.com/00/01/S31/162.HTM
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05012701/008.htm
http://www.houko.com/00/01/S31/162.HTM
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