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小学校 中・高学年向け/DVD[カ ラー約 18分 ]
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中学生 向 け /DVD[カ ラー約 22分 ]
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エ
し
は学級 閉鎖 になるところも少 な くありません。また、1996年 に大阪府
ンザが流行
になるとインフル
、
小
中学校で
毎年、冬
「
堺市で 61の 学校 において集 団発生 した 出血性大腸菌 0157」 による感染症 は、患者数 9523人 、死者 3人 という大惨事 とな りま
した。学校 のような集 団生活 をして いる場所では、このような感 染症 が一気 に拡大 して い く恐れがあります。子供 たち―人ひと
りが感染症 とは何 かを理解 し、その予 防方法を理解 して実践 することは、必要不可欠な ことで丸
「麻 しん (は しか )・ 風 しん」を、
「蚊 に刺 されてう
「人 から人 にうつ る」感染症 の例 として「インフル エ ンザ」
そこで本作 品で は、
「 日本脳炎」を取 り上 げます。
つ る」感染症 の例 として「デング熱」
ウイルスそれぞれ の感染経 路 を見 なが ら、感 染・発症 した場合 に起 こる症状 や、処 置 の方法をわ か りやす く説 明 します。ま
「ワクチン」の仕組 みや「予 防接種」の効果、暮 らしの 中でできる感染症 の予 防方法 など、各 々の感 染症 の効果 的な予 防策
た、
を解説 します。自分 や周 りの人 々を感 染症 から守るために、一人 ひとりが感染症 の知識 と予 防法 を正 しく理解 し、実践 して い く
ことの 大切 さを訴えていきま丸

微生物が体内に侵入することで起こる感染症の知識を、
視聴する小
学生に理解しやすいよう、
再現映像等でわかりやすく解説する。
■躯 にある薗
冬になると流行るインフルエンザという病気は、ウイルスという微
生物が私たちの体内に侵入することで発症する。ウイルスは、どのよ
うにして体内に侵入するのだろう?イ ンフルエンザや、その他の感染
症の感染経路や献 対処と予防方法を見ていこう。
■人から人へうつる一インフルエンザ
感染経路】
【
インフルエンザウイルスを持つた人が咳・くしゃみをして浮遊した
ウイルスを別の人が回・鼻から吸い込むことで感染する。
また、ウイルスを持つた人の手が咳・くしゃみで汚染され、その手
が接触したドアノブなども汚染されて、
他の人に感染することもある。
腕樹
高い熱が出る/咳 が出る/の どが痛い/だ るくなる/関 節が痛む
【
発症したときの対剣
○安静にして睡眠を十分に摂る ○水をたくさん飲む
○他の人にうつきない → 咳エチケットを守る
○登校は症状が出てから5日 が過ま 熱が下がつて2日 過ぎてから
【
予防方法】

入
○流行期間中はなるべ くノ
、
混みを避けよう。
○帰宅後は手洗い、うがいをしよう。→ 正しい手洗いの方法
○マスクをしよう。 ○普段から体を丈夫にしておこう。
※同じく人から人へうつる、
麻しん(は しか)、 風しんにも触れていく。
■蚊に刺されてうつる一デン鍔煮 日本脳炎
囃
路】
デング熱の場合は「ヒトスジシマカ」
、日本脳炎の場合は「コガタ
アカイエカ」という蚊が人を刺すことでウイルスを媒介する。
問
○デング熱の場合…高彩 激しい頭痛・筋肉痛 。
関節痛/赤 い発疹
○日本脳炎の場合 …高い熱が出る/頭 痛や吐き気がする/
かかつた人の20〜40%の 人が亡くなる/
治つても手足のマヒなどが残ることが多くある
【
予防方法】
○蚊に刺されないよう長袖長ズボス 虫よけ薬等を活用しよう。
○蚊の繁殖場所を無くすため野外の空き缶等のゴミを掃除しよう。

●ライブラリーイ
面格
¥65′ 000+税
●学校価格 (小 学校のみ) ¥33′ 000+税

1曝 1聾

感染症流行1褻
微生物が体内に侵入することで起こる感染症の知識を、中学生レポ
ーターによる専門家への取材、
再現映像等でわかりやすく解説する。
■人から人へうつる一インフルエンザ
嘲
】
〇インフルエンザウイルスを持つた人の咳・くしゃみで飛び出した
ウイルスを、
別の人が回・鼻から吸い込むことで感染
○ウイルスを持つた人の手が、咳・くしゃみで汚染され、その手が接
触したド〃 ブなども汚染され、
他の人に感染
【
症周
高彬 咳/の どの痛み//倦 怠影 関節痛
【
発症したときの対剣
○安静にする ○十分な睡眠 ○水分補給 ￨コ 脱水症状を防ぐ
○他の人にうつきない よう咳エチケットを守る
○登校は症状が出てから5日 が過ま 熱が下がつて2日 過ぎてから
【
予防方法】
○流行期間中はなるべ く人混みを避ける
○帰宅後の手洗い、うがいを徹底 → 正しい手洗い
○マスクの着用 ○普段から規則正しい生活で体調管理をしておく
■人から人へうつる
=麻 しん (は しか)、 風しん
囃
路】
○はしかや風しんのウイルスを持つた人の咳、くしゃみ、会話などで
監修
国立感染症研究所
感染症疫学センター第二室 室長

砂川 富正

感染症疫学センター第三室 室長

多屋 馨子

ウイルス第一部第 2室

室長

高崎 智彦

ウイルスが空気中を漂い、それを別の人が吸い込んで感染
圃
/咳 や鼻水
○はしかの場合…高熱/全身に赤い発疹ノ
○風しんの場合 …熱/全 身に赤い発疹
【
予防方法】
○はしか、
風しん共に、ワクチンを接種することで予防
■蚊に刺されてうつる一デン燐撫 日本脳炎
麟
路】
○デング熱の場合…
「ヒトスジシマカ」という蚊がウイルスを媒介
○日本脳炎の場合 …
「コガタアカイェカ」という蚊がウイルスを媒介
圃
○デング熱の場合…高場 ゝ しい頭痛・筋肉痛・関節痛//全 身に発疹
○日本脳炎の場合…高熱/頭 痛 。
吐き気/20%〜 40%の 死亡率/
手足のマヒなど後遺症
抒 防方湖
○蚊に刺されないよう、長袖長ズボンの着用、虫よけ薬の活用等
○蚊の繁殖場所を廃絶 → 野外の空き缶等のゴミを撤去

●ライブラリーイ
面格
¥65′ 000+税
●学校価格 (中 学校のみ) ¥33′ 000+税
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