
№ 学校名 各学校における今後の感染症対策

1
高知県立室戸高等学校
（全日制）

ホームルーム担任による接種勧奨、PTA総会や保護者面談などでの保護者への文書配布、そして保健便りでの伝達といった
対策を今後も継続し、接種の重要性を理解してもらうよう努める。

2
高知県立室戸高等学校
（定時制）

ホームルーム担任による接種勧奨、PTA総会や保護者面談などでの保護者への文書配布、そして保健便りでの伝達といった
対策を今後も継続し、接種の重要性を理解してもらうよう努める。

3
高知県立中芸高等学校
（定時制昼間部）

冬休み前の四者面談で文書を配布した。今後個別に指導し、２月上旬には受診するように指導する。

4
高知県立中芸高等学校
（定時制夜間部）

①転入学時の予防接種、感染症の既往歴の把握。②感染症に対する知識、情報の提供。③地域の感染状況を把握する。④
欠席者の把握、健康調査、日常観察などを通じて初期段階で罹患者を把握し流行を防ぐ。

5 高知県立安芸高等学校
これまでも流行が心配される時期には、管理職に相談をしながら教職員と生徒に注意を促してきた。今後も、保健所や関
係機関、学校医とも連携を取りながら情報を集め、それらを教職員や生徒に伝達していきたい。

6 高知県立安芸桜ヶ丘高等学校
①保健調査などによる感染症の罹患状況、予防接種受診状況の確認。②日常の生活習慣の確立による健康管理指導。③地
域の状況（感染症の流行情報）などの情報提供。④感染症発生時の適切な対応について実施していく。

7 高知県立城山高等学校
平素より「他人の血液を素手で触らない。自分の血液は自分で処理する」ことを教科指導・学校行事の際や保健便り等で
徹底させる。また、生徒昇降口及び玄関に消毒液を置き、帰宅時には手洗いとうがいを励行するよう指導する。

8
高知県立山田高等学校
（全日制）

日々の健康観察や保健室利用状況から、感染症の発症や流行の兆しなどの早期発見に努める。生徒の健康教育を充実させ
る。

9
高知県立山田高等学校
（定時制）

早い段階で感染症の発生を把握し、県内の発生動向調査週報や欠席情報システムなどから発生状況や罹患情報を収集し、
適切な予防策を行っていく。

10 高知県立嶺北高等学校
ホームルーム担任と本人へ直接予防接種を勧奨したり、家庭へ連絡をするなどの指導を継続して取り組む。

11 高知県立高知農業高等学校
未次年度の入学生については、麻しんの怖さや予防の重要性を理解させ、自己負担であっても予防接種を受けるよう勧奨
する。流行期には症状などを敏感に察知し、学内で流行が起きないように努める。

12
高知県立高知東工業高等学校
（全日制）

感染症の情報提供と、予防のための保健指導を行う。

13
高知県立高知東工業高等学校
（定時制）

保健等の授業で啓蒙する。流行状況等に注意し、保健便りや集会で接種勧奨をする。

14 高知県立岡豊高等学校
保健調査票の罹患歴と予防接種歴を一覧表にまとめ、把握しておく。

15 高知県立高知東高等学校
集団生活を行う学校において感染症は避けられないものであるという前提に立ち、予防策や感染症が発生した時に最小限
に抑える対策を行う必要がある。る基本的な生活習慣を見直し、うがい・手洗いの徹底を生活の中で促していきたい。

16 高知県立高知南高等学校
手洗い、うがいいなどの感染症予防や免疫力向上のための生活習慣の保健指導の充実。入学時の保健調査票での予防接種
歴の確認。海外研修前の予防接種の徹底。情報の共有と発信を心がける。

17
高知県立高知工業高等学校
（全日制）

感染症対策は予防が大切なので、うがい・手洗いの励行や身の回りを清潔に保つことなど、日ごろの予防策について広報
活動を推進する。また、ワクチンで予防可能な疾患については予防接種を推奨する。

18
高知県立高知工業高等学校
（定時制）

日々の感染症予防の対策として、うがい・手洗いの励行や、身の回りを清潔に保つことの大切さなどを伝えていく。ま
た、ワクチンで予防可能な疾患については、予防接種を推奨する。

19 高知県立高知追手前高等学校
感染症情報システムから毎日の罹患情報を確認、把握するとともに校内及び周辺地域の情報を周知することで、校内での
蔓延防止に努める。

20
高知県立高知追手前高等学校
吾北分校

新入生については、入学時に感染症（予防接種）についての調査を行い、実態把握に努める。感染症流行時には、保健だ
より・校内放送等を利用して予防教育に努める。

21 高知県立高知丸の内高等学校
感染症に関する基礎知識を理解させるよう、日ごろから予防教育を実施する。

22 高知県立高知小津高等学校
時期に応じて、校内放送や保健だよりなどにより、感染症予防やまん延防止に向けた保健教育を行う。また、学校の管理
体制の周知を図り、学校医や医療機関との連携を密にする。

23
高知県立高知北高等学校
（定時制昼間部）

感染症が発生しやすい時期や様々な予防啓発の週間にあわせて保健管理や保健指導を組み入れ、充実させた学校保健計画
を立案する。また、5年間勧奨したことや他校の取組を参考にしながら、感染症に関する知識の普及をしていく。

24
高知県立高知北高等学校
（定時制夜間部）

感染症が発生する時期には、予防法などの知識を浸透させる。また、他校の実施例を参考にしながら、本校の学校保健計
画などにも接種予定を組みこんでいきたい。

25
高知県立高知北高等学校
（通信制）

26 高知県立高知西高等学校
感染症に関する情報収集に留意し、時期に応じた予防の啓発活動を行う。麻しんについては、海外研修時に予防接種を勧
奨する。

27 高知県立伊野商業高等学校

日ごろから感染症の予防法について周知徹底を行う。麻しん・風しんの感染力が強いことを踏まえ、罹患者が出た場合に
早急に対応できる体制を整える。そのために必要となる新入生入学時の保健調査において、罹患歴と予防接種歴について
調査し、台帳を作成する。

28 高知県立春野高等学校
毎日集計を行っている感染症情報収集システムや衛生研究所からでている感染症週報などで感染状況を把握し、予防の呼
びかけを行う。麻しんについては、台帳を作成し、学校で感染が起きた際の参考資料とする。

29
高知県立高岡高等学校
（全日制）

感染症の流行情報を早期に伝えるようにし、予防に努める。予防接種については、該当生徒へ伝えるだけでは接種に至ら
ないことが多いため、保護者にその必要性を伝えていく。

30
高知県立高岡高等学校
（定時制）

ホームルーム担任と養護教諭から声をかけたり便りを出すなどして、予防を促していく。

31 高知県立高知海洋高等学校
ポスター等も活用しながら情報提供や保健指導を行い、予防に努める。

32 高知県立須崎工業高等学校
感染症の既往や予防接種歴について継続して保健調査を実施し、現状を把握する。予防接種についての重要性を、保健だ
よりなどでお伝えし、接種の勧奨を行う。

33
高知県立須崎高等学校
（全日制）

保健調査票での予防接種歴を把握する。学校欠席者情報システムを利用し、近隣や全国的な感染症の動向を把握し、生徒
及び教職員への周知を行い、予防を呼びかける。日頃からの手洗い、うがいの励行を促し（ポスター掲示、ホームルーム
や集会での指導を頻繁にする。）、施設・設備の衛生に努める。保健だより等で感染症及び対策については、情報を発信
し、家庭とも連携して予防に努めるようにする。

34
高知県立須崎高等学校
（定時制）

保健調査票での予防接種歴を把握する。学校欠席者情報システムを利用し、近隣や全国的な感染症の動向を把握し、生徒
及び教職員への周知を行い、予防を呼びかける。日頃からの手洗い、うがいの励行を促し（ポスター掲示、ホームルーム
や集会での指導を頻繁にする。）、施設・設備の衛生に努める。保健だより等で感染症及び対策については、情報を発信
し、家庭とも連携して予防に努めるようにする。
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№ 学校名 各学校における今後の感染症対策

35
高知県立佐川高等学校
（全日制）

保健調査票を利用して、予防接種歴や既往歴を把握する。日ごろから感染症情報等を提供する。校内で流行の兆しがみら
れた際には、関係機関と連絡を取り、迅速に対応する。

36
高知県立佐川高等学校
（定時制）

保健調査票を利用して、予防接種歴や既往歴を把握する。日ごろから感染症情報等を提供する。校内で流行の兆しがみら
れた際には、関係機関と連絡を取り、迅速に対応する。

37
高知県立窪川高等学校
（全日制）

感染症についての知識や対策（うがい・手洗いの励行等）について、学校全体への情報提供を行う。また、流行時におけ
る予防方法や流行状況などの周知徹底をする。

38
高知県立窪川高等学校
（定時制）

39 高知県立梼原高等学校
生徒や職員の健康状況の把握に努める。また、感染症の予防法について適宜周知していき、必要に応じて感染症の罹患
歴・接種歴について確認する。

40 高知県立四万十高等学校
入学時に罹患歴・予防接種歴（第三期の接種歴）を把握し、台帳を作成する。また、感染対策のために、手洗い・うがい
等の指導を行う。

41
高知県立大方高等学校
（定時制昼間部）

入学時における予防接種歴の確認と未罹患である生徒の確認を行う。同時に、感染症に関する知識の普及、予防接種に関
する情報提供を行う。

42
高知県立大方高等学校
（定時制夜間部）

免疫力を高めたり、体力をつけたりできる食事や運動について、通信やパンフレット作成などを通じて伝えていく。ま
た、感染症予防についても同様に伝達していく。

43
高知県立大方高等学校
（通信制）

全学年合同ロングホームルーム時に連絡する。

44 高知県立幡多農業高等学校

基本的な生活習慣の重要性についての指導を日常的に行う。感染症の発生状況に注意するとともに、校内で感染者が出た
場合には、健康調査や感染症に関する情報提供などを速やかに行い、感染の拡大を防ぐ。また、保護者面談の機会を利用
し、予防接種の重要性を保護者にも伝える。

45 高知県立中村高等学校
欠席調べの状況や、感染症情報を参考にしながら、まん延しなうよう保健だよりや呼びかけをするなどの対応を行う。

46
高知県立中村高等学校
西土佐分校

保健調査票における予防接種歴や罹患歴などの正確な記入の徹底させる。また、早期に接種しておくことの利点や未接種
の危険性といった、予防接種の必要性について、生徒への指導を行う。

47 高知県立宿毛工業高等学校
感染症発生状況を早めに把握し、保護者、学校医、教職員との連携を深め、感染症の防止策に取り組む。罹患生徒につい
ては、医師の見解を報告してもらい、出席停止の措置を検討する。

48
高知県立宿毛高等学校
（全日制）

学校欠席者情報システムを利用し、地域の感染情報の確認と本校の流行予測を早期に立て、感染予防に努める。職員室に
各クラスの感染性疾患者人数を掲載し、教職員が現在の健康状況を把握しやすくし教職員による保健指導が実施できるよ
うにする。

49
高知県立宿毛高等学校
（定時制）

地域の感染症発生状況の把握、保護者・学校医・教職員との情報の共有と連携を強化し、流行防止に努める。具体的に
は、罹患が疑われる場合には直ちに医療機関を受診させ、罹患が認められた場合には学校医に報告し指示を仰ぐ。また、
罹患生徒については、受診医の見解を報告してもらい、必要であれば出席停止の指示も行う。

50
高知県立宿毛高等学校
大月分校

手洗いや基本的生活習慣における予防策の周知。入学時の保健調査を基に予防接種歴の把握と勧奨を行う。感染症予防に
ついて必要な情報を学校内で共有し、生徒や保護者に対して様々な機会、方法で伝える。

51
高知県立清水高等学校
（全日制）

感染症対策として、第一に予防、そして罹患が疑われる場合は、医療機関の受診等の早期対応が求められる。これらのこ
とは、保健便りをはじめ教職員への周知、個人・集団指導、保護者への情報提供等の働きかけをしていくよう努めたい。
また、学校医・行政各機関との連携も欠かせない。予防接種については、各家庭のとらえ方にも左右されるため、難しい
面がある。しかし、学校として出来ることは今後も行っていきたい。

52
高知県立清水高等学校
（定時制）

全日制と同様、予防・早期発見・早期治療ということで対応していくことが必要である。しかし、養護教諭は時間講師で
常駐していないため、定時制の教職員といかに連携して、生徒や保護者に周知していくかというところが課題である。

53
高知市立高知商業高等学校
（全日制）

日ごろから生徒の健康状態を観察し、学校で発熱した場合には、保護者に連絡して帰宅させ、医療機関の受診を促してい
る。

54
高知市立高知商業高等学校
（定時制）

日ごろから生徒の健康状態を観察し、学校で発熱した場合には、保護者に連絡して帰宅させ、医療機関の受診を促してい
る。

55 高知市立養護学校
日ごろから生徒の健康状態を観察し、学校で発熱した場合には、保護者に連絡して帰宅させ、医療機関の受診を促してい
る。

56 高知県立山田養護学校
うがい・手洗いを励行するよう生徒に呼び掛けたり、保護者にも保健便りで注意喚起していく。また近隣で流行が始まっ
てきたら、早めに対策を取っていく。

57
高知県立山田養護学校
田野分校

麻しんワクチン接種についての問合せ先を、学期ごとに保護者へ伝達する。

58 高知県立高知江の口養護学校

校内で感染が蔓延すると命にかかわる場合があるので、疑わしい症状がある場合にはすぐに家庭に連絡し、受診をお願い
している。在籍者の家族が感染症にかかった場合も、出席停止の措置をとっている。特にインフルエンザの流行期につい
ては学校全体及び保護者にも徹底している。より一層理解を深めてもらうためにも、保護者面談や各クラスでの指導を継
続する。

59 高知県立盲学校
特別支援学校なので、一律ではなく個々の実態に応じた連絡・指導方法をとり、理解を得るように努める必要がある。11
月30日時点での未接種者1名へは何度か接種勧奨を行っており、1月12日に居住地の病院で接種する予定となっている。

60 高知県立高知ろう学校

毎朝、幼児・児童・生徒に実施している健康チェックが、体調異変を早期に把握する機会になっているため、継続してい
く。また、保護者との情報交換も継続し、学校と家庭が相応に健康面に気をつけられるように連携する。そして、家庭に
おける感染者等を学校においても把握して、感染拡大を未然に防ぐように、注意喚起を促したり、生活圏内における感染
症流行状況や保健指導について保健便り等で情報提供していく。時節に応じた感染症予防の手立てについても啓蒙してい
く。

61 高知県立高知若草養護学校
保護者来校時に個別指導を行うとともに、生徒が定期健診のため主治医を受診した際には、主治医からも感染症予防の話
をしていただくようお願いをする。

62
高知県立高知若草養護学校
土佐希望の家分校

教職員への手洗い・うがい、手指消毒の励行やマスクの着用を促し、時には義務化するなどの対応を取っている。教室の
清掃や室温の管理及び消毒も日々実施している。体調不良があった場合には、保護者や児童生徒に早めの連絡をお願いし
ている。教職員にも、その家族を含め、感染症が疑われるときには、迅速な連絡を求めている。今後も継続していく。

63
高知県立若草養護学校
国立高知病院分校

①併設の医療機関に準ずる形で連携しながら、日頃から手洗い・うがいの順序、風邪症状等があればマスクの着用（流行
時には教職員全員が着用）を行う。②学校医の指導・助言を受けながら、感染症予防マニュアルの改訂等を行う。③教職
員の意識向上に向けて、学校医や併設医療機関の感染症担当看護師などを講師に迎え、感染症に関する研修会を実施す
る。

64
高知県立高知若草養護学校
子鹿園分校

予防接種状況の確認、感染情報の収集・情報提供、感染症予防の広報、学校保健安全法に基づく出席停止等、学校医・教
育委員会との連携や協力などに取り組む。



№ 学校名 各学校における今後の感染症対策

65 高知県立高知日高養護学校
日頃からの生活習慣（手洗い、うがい、栄養、休養）を見直させ、自己免疫力を高める術を身につけるよう指導する。予
防接種を勧奨する。

66
高知県立高知日高養護学校
高知みかづき分校

67 高知県立中村養護学校 リーフレットを配布したり、「保健だより」やその他の文書で接種を勧奨する。


