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普段の学校生活

・ 新型コロナウイルスの影響から、
毎朝学校に来たときに教卓や生徒が
よく使うところを消毒しています。

・ 常時、教室の換気を呼びかける。

・ 急病人を保健室に連れて行く。

・ 月に二回、担当者が時期にあった情報を中心に
保健ボードを作成し、学校の玄関に提示する。



4月 初めてのハイブリット授業

5月 1学期中間試験

6月 体育祭

7月 1学期期末試験



体育祭での活動

・ アルコール消毒の徹底
→競技の前後に消毒をしました。

・ 各学年の体育祭後に椅子などの消毒

・ 怪我人の対応

～活動を通しての感想～
・ 怪我人の対応はできなかったのですが、
消毒をする事で保健委員として働いている感じがしました。

・ ずっと働いていて大変でした。



8月 合宿期間・夏期講習

9月 始業式 2学期スタート
岩倉祭

10月 2学期中間試験
生徒会選挙

11月 2年修学旅行
運動競技大会

12月 2学期期末試験
3年学年末試験



文化祭での活動

・ PDFなどの作成

・ 校内に消毒スプレーを設置する

・ 体調を崩した方への対応

～活動を通しての感想～
掲示物の作成をするにあたって自分たちの活動を
振り返る機会が出来て良かったです。
コロナの影響で行事が縮小になってしまい、
食品衛生管理の仕事を経験出来なかったのが残念です。



運動競技大会での活動

・ 朝救護テントを常駐し、大会終了後に片付ける。

・ 負傷者の応急処置



1月 始業式
推薦入試・一般入試
岩倉杯百人一首大会

2月 一般入試第2回

3月 卒業証書授与式
１.2年 学年末試験

修了式

～1年を通しての感想～
保健委員の仕事は変わらず教室の消毒をしました。
コロナのせいで保健委員でしかできない活動や
行事ができなかったのが残念でした。



岩倉高校保健委員会では感染症対策だけでなく、

様々な行事や普段の生活の中で活動をしてきました。

コロナ前には救急法講習会や防災合宿を行っていました。

7/25、8/22の職域接種では保健委員を含む

18人の生徒がボランティアとして参加しました。

高校生のボランティアは全国でもかなり珍しいです。

少しでも保健委員会に興味を持って頂けると嬉しいです。

本日は岩倉祭にお越しいただきありがとうございました。



2021年度岩倉祭
保健委員会

・保健委員会活動報告班（YOUTUBE）

・スポーツ探究班（PDF）
・感染症探究班（PDF）
・健康クイズ班（PDF）

PDFはホームページからアクセスできます。



保健委員会スポーツ探究班

２０２１年度岩倉祭



スポーツ班でやること…

•ケガの対処法と予防

•速く走る為に

•脱水予防

•もしもの時に… AEDの使い方



Section1
ケガの予防と対処法

運動やスポーツを続けると、心身の健康に効果がありますが、
けがや病気を引き起こすことがあります。

どのようにしてけがや病気が発生してしまうのでしょうか？

みなさんで一緒に考えていきましょう！



怪我の予防

普段運動をする前に怪我の予防は
なにをしていますか？

準備体操？ ストレッチ？



ストレッチには主に２種類の
ストレッチがあります

１,動的ストレッチ ２,静的ストレッチ



１,動的ストレッチ

①ダイナミックストレッチ

リズミカルに関節を曲げ伸ばししたり、
神経系の活動も利用する



１,動的ストレッチ

②バディスティックストレッチ

反動や弾みをつけて動きの中で
筋肉や腱を伸ばすストレッチ



2,静的ストレッチ

スタティックッストレッチ
・反動や勢いをつけない

・筋肉を引き伸ばしたと時に
ブレーキとなる反射的な動き
を起こさないようなストレッチ



このような種類があるため、

その時々に合わせたストレッチを
心掛けましょう！



では次に・・・

部活動

の際に周りの人が怪我をした時、
どんな処置をしますか？

授業や



運動やスポーツによるけがの実態

運動やスポーツを行う際は、さまざまな危険がともなうことを理解し、
健康や安全を配慮して実施するとともに、危険が予見できる場合で
あれば回避することも大切である。

• 運動やスポーツをすることによる危険

• やりすぎによる障害

• 気象条件や自然環境の変化にともなう危険性



①切りきず(出血の多いきず)

• 出血を止めること

• 細菌感染を防ぎこと

• 痛みを和らげることが大切です

●ポイント

・汚れた手で傷に触ってはいけません。必ず、手当の前に手をきれいに洗い、可能であればビニール手袋を装着する

・きず口をきれいなガーゼやハンカチなどで強く抑える

・手足のケガであれば高く挙げるとよい

・直接圧迫法、関節圧迫法による止血も試みる



すりきず(出血の少ないきず)

●すりきずは皮膚をこすったきず(擦過傷[さっかしょう])で、出血は少ないことが普通ですが、
痛みがあります。また、浅くてもきずの範囲が広く、汚れとともに細菌がつきやすいので、

感染を起こしやすいため、「細菌感染を防ぐこと」が、最も大切である

■ポイント

こすらないで水道の水などできずを洗う

• きずをよく洗い、かわかしたのち、清潔なガーゼ、または、きれいな布かハンカチをあてて包
帯をする

• きず口にできたかさぶたは、自然に血液が固まって止血されたものであるから、むやみに取
り除かない

• きず口に直接、綿やティッシュを乗せてはいけない(細かい繊維がきず口に残るため)



直接圧迫止血と間接圧迫止血

•直接圧迫法
傷口に清潔なガーゼや布を当てて圧迫します。圧迫は、手でしっかり

押さえたり、包帯を少し強めに巻くことによって行います。

ガーゼ などが血液でひどく濡れてきて止血の効果が下がった時は、
その上に新たなガーゼやハンカチなどを重ねて圧迫を続けます。

•間接圧迫法
傷より心臓に近い止血点

(血管を抑え血流を止めることができるところ)を

指や手で圧迫して止めます。



③突き指

• ボール遊びや球技中に突き指をすることがよくあります。
突き指といっても単になる打撲の場合や、捻挫や脱臼、

骨折を伴っている場合もあります。

• 「突き指は指を引っ張れば治る」というのは誤りです。突き
指でも無理に動かすのは禁物です

●必ず、急いで冷やしましょう！

●痛みが強い時は、割りばしなどで固定する方法もあります。

テーピングの例

冷やす！



③気象条件や自然環境の変化に伴う危険

•屋外で運動やスポーツを行う場合は、気温、

湿度、雨(雪)、風、雷などの気象条件、河川の
増水、雪崩、竜巻、落雷などの自然環境の変化に
よる危険がともないます。



運動やスポーツを行うときの注意点

• 運動前のチェック

⇒服装・運動環境・健康状態を確認！

• ウォームアップやクールダウン行う
⇒いきなり運動を行うとケガに繋がるので、ストレッチなどを行う

• 熱中症の予防とケガの処置

⇒高温になると汗が出て、体温の上昇を防ぐが、脱水症状に

なって体温が上昇し、熱中症になる危険性が高くなる



けがの応急手当

•切りきず(出血の多いきず)

•すりきず(出血の少ないきず)

•捻挫・打撲

•突き指

•脳貧血・立ちくらみ

•熱中症



簡単な処置として

ＲＩＣＥ処置

という処置があります！！！



RICE処置は主に

肉離れ 捻挫 打撲

の応急処置に使う事が多いです！



Ｒ

Ｉ

Ｃ

Ｅ

Rest

Ice

Compression

Elevation

（安静）

（冷却）

（圧迫）

（拳上）



Rest（安静）：患部をより悪化させないように、
テーピングや固定などを行い動かさないようにする。

Ice（冷却）：壊れた細胞や切れている血管などから、それ以上の
出血を抑えるようにアイスパックや氷嚢などで冷却する。

この４つの処置にはこのような役割があります



Compression（圧迫）：患部の内出血などを防ぐために、スポンジなどを
当てて弾性包帯やテーピングなどで圧迫する

Elevation（拳上）：患部を心臓より高い位置に挙げ 内出血や腫れを防ぐ

この４つの処置にはこのような役割があります



このように私達でも簡単に
出来るような処置を行う事によって

怪我の悪化を防いだりします！

ぜひ実践してみてください！！！



Section２
速く走るために
みなさん体育祭や運動競技大会などで

少しでも速く走りたいと思った事があるのではないでしょうか？

走り方のポイントとそのためのトレーニングを紹介します。

すこしでも参考にしてみてはどうでしょうか？



普段みなさんは走る時になにを意識していますか？

腕振り？
足の動かし方？



ポイント１：腕振り

・腕を後ろに引くことを意識し、
脇を締め真っすぐ動かすようにする。

大きく腕を振る意識よりも、
肘を後ろに引く意識！



ポイント２：足の運び方

・膝を前に出すことを意識する。

膝蹴りをするイメージで前に出す！



ポイント３：足の接地の仕方

・足を膝の前に出してつま先で接地をする。

スキップしているように
跳ねる感じ！

・そして後ろに来た足で思いっきりける。



この３つのポイントを意識して走ってみましょう！！！



次に速く走るためのトレーニングを紹介します！

家でも出来て器具も使わないので
やってみましょう



トレーニング１

・腕を肩幅より内側に置く

・へその下を上げお尻を締める

・腰が落ちないようにする



トレーニング１

体幹を意識しましょう



慣れない人やキツイ人は膝をついてやりましょう



トレーニング２

・腕立て伏せの状態になる

・へその下に力を入れ腰が落ちないようにする

・腰が落ちないように膝を上に真っすぐ引き上げる



トレーニング２

ももを鍛えていることを意識しましょう



トレーニング３

・直立の状態から、軸脚の方の手を壁につく

・軸脚の逆脚を斜め45度後ろにゆっくり引く

・動かす軸脚以外の部分は動かさないように力を入れる



トレーニング３

お尻や体幹を意識しましょう



この３つのトレーニングは

家の中部活前の少しの時間

いつでも、
どこでも

出来ます！



日々トレーニングをして体育祭などで
トップを目指しましょう！！！



Section3 
脱水予防

近年猛暑の日が続くことが多くなっています。

脱水症状はいつなってもおかしくありません。

これをきっかけに日々の生活を見直し、

脱水症状の予防をしましょう。



脱水症状とは？

テレビなどのニュースや学校などで脱水症状と
いう言葉を聞くと思いますが

そもそもどのような症状なのか知っていますか？



脱水症状とは？

体内の

水分 と 電解質

が少なくなった状態です。



では、脱水症状になる時は
どんな時でしょうか？



脱水症状になる時はどんな時？

私達の体の約６割は、水分と電解質
が混ざった液体で出来ています。



脱水症状になる時はどんな時？

脱水症状になるのは、体に入ってくる
水分が少ない時、体から失われる体液が多い時です。



脱水症状になる時はどんな時？

体に入ってくる水分が少なくなるのは、食欲
の低下や病気の療養などの時です。

体液は少しずつ減少しますが、
その中での電解質より水分の方が多く失われます。



脱水症状になる時はどんな時？

一方で、体から失われる体液が多くなるのは、
熱中症により多量発汗した時や感染症により

下痢をしているときです。

体液が急速に減少し、その中でも水分より
電解質の方が多く失われます。



脱水症状になる時はどんな時？

また、二日酔いや夏バテで消化機能が低下した時は
消化不良や吸収不良から脱水症状を起こしやすく、

倦怠感や吐き気を伴うこともあるので
注意が必要です。



脱水症状にならないためにも
日常生活ではこまめな水分補給をしましょう！



脱水症状を予防するために、
こまめな水分補給が勧められています。

例えば・・・



起床時、朝食時、１０時頃、昼食時、
１５時頃、夕食時、入浴前後、就寝時



１回の摂取量はコップ一杯程とします。

このようにこまめに水分をとる事で
体内から水分が無くなることがないので脱

水症状になりにくくなります！



また、年代に応じた対応も必要です。

例えば・・・



自分で計画的に水分を摂取するのが難しい
乳幼児には保護者が定期的に摂取させてあげましょう



小中高生や成人は、喉の渇きを感じる前に
水分摂取をしましょう。



高齢者や介護が必要な方には、
介助者やご家族の方がタイムスケジュールを

示しながら定期的に摂取させてあげるとよいです。



日常生活の中にも脱水症状の危険があります。



それは・・・

お風呂です



入浴により約800mlの水分が失われます。
（41℃の風呂に約15分入浴後30分安静）

脱水により熱中症を引き起こす危険性があるので、
入浴後の水分補給が重要です。



では、入浴時の脱水はどのように予防をす
ればいいのでしょうか・・・



ポイント１

～お湯の温度は41℃以下にしましょう～



ポイント１

これは短時間での体温上昇の防止です。

42℃以上の熱いお湯に浸かると、
血液が急激に上昇し、

身体に大きな負担をかけてしまいます。



ポイント２

～湯船に浸かる時間は30分まで～



ポイント２

これは体温を保つためです。

体温を40℃を越えると危険と言われます。そ
の40℃未満を保つために30分以内での

入浴が目安とされています。



脱水症状は誰にでも起こりうる症状です。
水分摂取の他にも日々のちょっとした心掛けが

脱水症状のリスク軽減に繋がります。

ぜひ取り組んで脱水症状に気をつけましょう！



Section4
応急処置とAEDの使い方

目の前に意識を失っている人が倒れていたり、けがで苦しんでいる
人がいた場合、あなたのすばやい判断が必要となります。もしもの

時に、使えるように一緒に学んでいきましょう！



学校や街中で誰か倒れてしまった際、
応急処置をするかしないかでは命を
救える確立がかなり違ってきます。

そんないざと言う時に対応が出来るようにしましょう！

今回は応急処置の中でも心肺蘇生について
説明していきます。



心肺蘇生法について



心肺蘇生法について

１：安全の確認

・けがや急病の人を発見した場合には、
まず周囲を見渡して安全であることを確認する

・車などの往来があるなど危険な場所であれば、
注意しながらけがや急病の人を安全な場所に移動させる

（コロナ感染対策で今は口や鼻にガーゼなどの布を覆うようにしましょう）



心肺蘇生法について

２：反応（意識）の確認

・大きな声をかけ、肩を軽く叩く

・反応がなかったり、鈍い場合は
近くの人の助けを求め、119番とAEDの手配をする



心肺蘇生法について

３：呼吸の確認

・胸部と腹部の動きを確認します

・普段通りの呼吸が無い場合は胸骨圧迫を行います

心停止を起こしているか判断するために確認をすます

※呼吸の確認に10秒以上かけないようにします



心肺蘇生法について

４：胸骨圧迫

・傷病者を硬い床の上に寝かす

・傷病者の片側、胸の辺りに膝をつき、
胸骨の半分に手を重ねて置く

心臓のポンプ機能の代行の役割があります

・肘を伸ばし、垂直に体重をかけて約5cm押す



心肺蘇生法について

４：胸骨圧迫

・手を胸骨から離さず速やかに元の高さに戻す

・それを1分間に100～120回のテンポで30回行う



心肺蘇生法について

５：人工呼吸
・片手を額に、もう片方の手の人差し指と中指を下顎に
あて下顎を引き上げるようにして、気道を確保する

・気道確保したまま額に置いた人差し指と中指で鼻をつまむ

※これは吹き込む息が漏れないようにするためです



心肺蘇生法について

５：人工呼吸

・自分の口を大きく開け、傷病者の口を覆う

・胸が上がるのが分かる程度に息を2回吹き込む

・呼吸の回復がなければ胸骨圧迫に移る

※今ではコロナ感染対策で人工呼吸は行わなくても良いとされています



心肺蘇生法について

６：胸骨圧迫

・心肺蘇生をより効果的に行う為に組み合わせて行う

・胸骨圧迫30回、人工呼吸2回を繰り返します

・手を胸骨から離さず速やかに元の高さに戻す

・傷病者の片側、胸のあたりに膝をつき、胸骨の下半分に
手を重ねて置く



心肺蘇生法について

６：胸骨圧迫

・AEDを使う時以外は中断せず続ける

胸骨圧迫は1分間に100～120回程行うスピードでします

提供：心肺蘇生 日本赤十字社



では、次にAEDを使わなければならなくなった時、
瞬時にAEDを使えますか？

事前に知っておくことでその場で慌てることなく使う
事が出来るので覚えておきましょう！



AEDの基礎知識・応急手当の意義

突然心臓が止まって倒れた人の多くは、
心室細動という状態にあります。心室細動を起こした心臓に、

電気ショックを与える(除細動をおこなう)ことで、
心臓の拍動を正常に戻す機器を

AED(自動体外式除細動器：
Automated External Defibrillator)

といいます。



AEDの使い方



AEDの使い方

①AEDを傷病者の頭の近くに置き、
ケースを開け、電源を入れる

②電極パットを貼る

③AEDが心電図の解析をする



AEDの使い方

④〈除細動の指示があった場合〉
除細動ボタンを押す

〈除細動の指示がなかった場合〉
音声メッセージに従い直ちに胸骨圧迫を行い、
心肺蘇生を再開する



AEDの使い方

⑤〈除細動ボタンを押した後〉
胸骨圧迫を行い、心肺蘇生を再開する

⑥以後、心肺蘇生とAEDの手順を繰り返す

救急隊が到着したら、AEDをどのように使ったかも含め、
傷病者の状況を救急隊と医師に正確に伝えてください。



できるだけ早くAEDを使用すれば救命率が上がります。

駅や空港、公共施設、学校、運動施設、ホテルなど、
多くの人が集まる場所に置かれるようになってきています。

緊急の場合、近くにAEDがあれば、積極的に使いましょう!

提供：日本光電のAED情報 AEDライフ



運動やスポーツを行うことで、大きな達成感や喜びを味わい、
心や体を健康にすることができます。

また、合理的な動きを理解し、練習によって身に着けることや、
必要な体力トレーニングによって向上さえることで、

運動やスポーツを生涯にわたって継続していくための
基礎を築くことができます。

最後に・・・



しかし、安全に運動やスポーツを行っていても、
けがや事故に巻き込まれたり、

目の前に巻き込まれている人がいたり、
突然心臓が止まったりと、何が起きるか誰もわかりません。
今回の発表を聞いて、あなたなら、冷静に判断できますか？

もう一度インターネットなどで確認して、
一度練習したり、周りの人と話してみるのも効果的だと思います。

けがが起きないように注意すべきことを整理しながら、
スポーツと豊かにかかわるためにスポーツライフを

楽しんでいきましょう！

最後に・・・



保健委員会
感染症対策班
２０２１年度岩倉祭

感染症対策の徹底
厚生労働省HPより

朝日新聞：STOPコロナ
ウイルス感染の記事の一

部より



SECTION１
感染症対策についてのクイズ
新型コロナウイルスが流行している世の中、感染症対策をはじめて

１年半、皆さんは、どれだけ感染症対策について知っていますか？

保健委員会の中で話し合い、感染症について関心があったものに

ついてクイズ形式でまとめてみました。一緒に学んでいきましょう！

感染症に興味、関心を持った生徒がつくりました。ぜひ参加して、解いていきましょう！



第１問
コロナウイルスに限らず、世界に生息しているウイルスは固い外

壁でおおわれていますが、その主成分は何でしょう？

1. 塩素

2. カルシウム

3. タンパク質

4. エタノール



正解は．．．

３でした。

〈３の解説〉

ウイルスはカプシドというタンパク質に覆われています

〈問題〉
1. 塩素
2. カルシウム
3. タンパク質
4. エタノール

出典
生物の作り〈細胞編〉より



第２問
京都府立医科大学が株式会社伊藤園、中央研究所との研究で

口腔内に繁殖しているコロナウイルスに対して、細胞への感染

能力の低下が確認された物質は次のうちどれでしょう

1. フッ素

2. ホウ酸

3. カテキン

4. ビタミンB



正解は．．．

３でした。

〈３の解説〉

研究の結果、茶カテキン類がウイルスのたんぱく質に結合し、細

胞への感染能力を低下させる効果を確認しました

〈問題〉
1. フッ素
2. ホウ酸
3. カテキン
4. ビタミンB

出典
京都大学ウイルス・再生医学研究所HPより



第３問
日本で初めて新型コロナウイルスの感染が確認された都道府

県はどこでしょう？

1. 東京都

2. 北海道

3. 神奈川県

4. 沖縄県



正解は．．．

３でした。

〈３の解説〉

２０２０年１月１５日、神奈川県に住む３０代の中国籍男性が、国

内で初めて新型コロナウイルスに感染したことが判明した

〈問題〉
1. 東京都
2. 北海道
3. 神奈川県
4. 沖縄県

出典
厚生労働省HPより



第４問
日本国内の感染者数は、９月１９日時点で約１６８万人ですが、

全世界の感染者数はどのくらいでしょう？

1. 約９３１４万人

2. 約１億９３１４万人

3. 約２億２１１１万人

4. 約２億９３１４万人



正解は．．．

３でした。

〈３の解説〉

９月６日時点で、世界の感染者数は、２億２１１１万１０９２人と

なっています。

〈問題〉
1. 約９３１４万人
2. 約１億９３１４万人
3. 約２億２１１１万人
4. 約２億９３１４万人

出典
国内の感染状況：厚生労働省HP

世界の感染状況：WHO世界保健機関HPより



第５問
人間が唯一勝利した感染症は何でしょう？

1. 水症

2. 破傷風

3. デング熱

4. 天然症



正解は．．．

４でした。

〈４の解説〉

１９８０年５月８日にWHOによる撲滅宣言が発表された

〈問題〉
1. 水症
2. 破傷風
3. デング熱
4. 天然症

出典
国立感染症研究所HPより



第６問
コロナウイルスの名前の由来は何でしょう？

1. ギリシャ語で噴水

2. ギリシャ語で王冠

3. ギリシャ語で球体

4. ギリシャ語で肺炎



正解は．．．

２でした。

〈２の解説〉

コロナウイルスの見た目が王冠に似ていることから呼ばれるよ

うになった

〈問題〉
1. ギリシャ語で噴水
2. ギリシャ語で王冠
3. ギリシャ語で球体
4. ギリシャ語で肺炎

出典
朝日新聞デジタルの一面より



第７問
咳エチケットで正しくないのは次のうちどれでしょう？

1. ティッシュ、ハンカチ等で口や鼻を覆う

2. 咳やくしゃみを手で押さえる

3. マスクを着用の上、咳やくしゃみをする

4. 上着の内側や袖で鼻や口を覆う



正解は．．．

２でした。

〈２の解説〉

咳やくしゃみを手で抑えると、その手で触ったドアノブなど周囲

のものにウイルスが付着し、それを介してその他の人にウイルス

が感染してしまう可能性があります。

〈問題〉
1. ティッシュ、ハンカチ等で口や鼻を覆う
2. 咳やくしゃみを手で押さえる
3. マスクを着用の上、咳やくしゃみをする
4. 上着の内側や袖で鼻や口を覆う

出典
厚生労働省HPより



第８問
集団感染防止のために避けるべきの「三密」の中に含まれてい

るものは次のうちどれでしょう？

1. 過密(カミツ)

2. 密接(ミッセツ)

3. 密着(ミッチャク)

4. 緊密(キンミツ)



正解は．．．

２でした。

〈２の解説〉

厚生労働省の掲げた３つの密は「密閉、密集、密接」を指しま

す。

〈問題〉
1. 過密(カミツ)
2. 密接(ミッセツ)
3. 密着(ミッチャク)
4. 緊密(キンミツ)

出典
厚生労働省HPより



第９問
免疫アップに大切なことは次のうちどれでしょう？

1. ２度寝

2. 過度な運動

3. バランスの良い食事

4. 歌う



正解は．．．

３でした。

〈３の解説〉

免疫力を上げるにはバランスの良い食事の他に、十分な健康や、

適度な運動、ストレスを貯めないことなどが挙げられています

〈問題〉
1. ２度寝
2. 過度な運動
3. バランスの良い食事
4. 歌う

出典
大塚製薬HP

免疫力を高める方法



第１０問
世界の新型コロナウイルス感染者数(９月６日時点)の第１位は

どこでしょう？

1. アメリカ

2. イギリス

3. インド

4. ブラジル



正解は．．．

１でした。

〈１の解説〉

アメリカの感染者数は、４２２８万７７５５人で１位、その次にイン

ドで３３４７万８４１９人となっています。(９月６日時点)

〈問題〉
1. アメリカ
2. イギリス
3. インド
4. ブラジル

出典
WHO・世界保健機関のHPより



第１１問
空気中に滞在しているインフルエンザウイルスはどのくらいの時

間で死滅するでしょう？

1. ５～８時間

2. ２２～２４時間

3. １～２日

4. 数週間



正解は．．．

３でした。

〈３の解説〉

乾燥している状態では１～２日生き続けます。逆に湿度が高い時はそ

れほど長く生息できないことが分かっています。したがって、加湿器

等で部屋の湿度をあげて口腔内の湿度を保つことが効果的な予防

です

〈問題〉
1. ５～８時間
2. ２２～２４時間
3. １～２日
4. 数週間

出典
田中内科クリニック

けやきトータルクリニック



第１２問
ニュースではPCR検査というものをよく耳にしますが、ＰＣＲ検査

とはいったいどのようなもでしょうか？

1. 摂取した唾液にコロナウイルスが含まれているか調べる方法

2. 摂取した唾液を試験薬に入れて色の変化でウイルスの種類

を見分ける方法

3. 摂取した唾液に含まれている細菌を増やすための方法

4. 摂取した唾液に含まれているＤＮＡを増やすための方法



正解は．．．

４でした。

〈４の解説〉

PCR検査はコロナウイルスの検査以外にも、様々な検査に使用

されていて、７２℃⇒５５℃⇒９９℃のリサイクルを２３～３０回繰

り返して唾液に含まれているDNAを増やす方法である

〈問題〉
1. 摂取した唾液にコロナウイルスが含まれているか調べる方法
2. 摂取した唾液を試験薬に入れて色の変化でウイルスの種類を見分ける方法
3. 摂取した唾液に含まれている細菌を増やすための方法
4. 摂取した唾液に含まれているＤＮＡを増やすための方法

出典
立川クリニック

厚生労働省HPより



第１３問
ウイルスはどこに感染するでしょう？

1. 血液に含まれている赤血球に感染する

2. 臓器に感染する

3. 細菌に感染する

4. 細胞に感染する



正解は．．．

４でした。

〈４の解説〉

ウイルスはそもそも生物でなく、生物と無生物の中間的存在で

す。そしてウイルスは自分で増えることができないので、細胞に

侵入し、ウイルスを増やします

〈問題〉
1. 血液に含まれている赤血球に感染する
2. 臓器に感染する
3. 細菌に感染する
4. 細胞に感染する

出典
立川総合病院HP

国立感染症研究所より



第１４問
ワクチンの性質で正しいものは何でしょう？

当てはまるものをすべて選びなさい

1. 病原体と近い形質をもち、人工的につくられたもの

2. 病原体を弱めたもの

3. 病原体に感染したもの

4. 病原体の死骸



正解は．．．

２、４でした。

〈２、４の解説〉

２：生ワクチン

４：不活性ワクチンで、生ワクチンは１回、不活性ワクチンは感染

力がないため２・３回摂取する必要があります。

〈問題〉
1. 病原体と近い形質をもち、人工的につくられたもの
2. 病原体を弱めたもの
3. 病原体に感染したもの
4. 病原体の死骸

出典
静岡県富士市・神奈川県相模原

市他HP、厚生労働省HPより



第１５問
新型コロナウイルスの正式名称は何でしょう？

1. Coronavirus disease 2019

2. Coronary disease 2019

3. Coronavirus distance 2019

4. Coronary distance 2019



正解は．．．

１でした。
〈問題〉
1. Coronavirus disease 2019
2. Coronary disease 2019
3. Coronavirus distance 2019
4. Coronary distance 2019

出典
厚生労働省HPより



第１６問
新型コロナウイルス感染症の検査について、正しいものはどれ

でしょう？

1. 検査結果が「陽性」と言われたら感染しておらず、健康だ。と

いう意味である

2. PCR検査は抗原検査よりも正確度が高い

3. PCR検査も抗原検査も、検査だけでコロナ感染症の診断が

できない



正解は．．．

２でした。
〈問題〉
1. 検査結果が「陽性」と言われたら感染しておらず、健康だ。という意味である
2. PCR検査は抗原検査よりも正確度が高い
3. PCR検査も抗原検査も、検査だけでコロナ感染症の診断ができない

出典
厚生労働省HPより



第１７問
感染の疑いがあるとき、自治体などに相談する目安について誤ってい

るものはどれでしょう？

1. 息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状が１つでも出た時は、

すぐに相談する

2. 高齢者の方、基礎疾患のある方は、発熱や咳などの軽い症状が

出ただけでも相談する

3. 若い人は、発熱や咳が続いても、必ず４日待ってから相談する



正解は．．．

３でした。
〈問題〉
1. 検査結果が「陽性」と言われたら感染しておらず、健康だ。という意味である
2. PCR検査は抗原検査よりも正確度が高い
3. PCR検査も抗原検査も、検査だけでコロナ感染症の診断ができない

出典
厚生労働省HPより



第１８問
新型コロナウイルス感染者からウイルスが移る可能性がある期

間は、発症２週間前からが目安とされている。

1. 問題文は合っている 〇

2. 問題文は間違っている ×



正解は．．．

２(×)でした。
〈問題〉
新型コロナウイルス感染者からウイルスが移る可能性がある期間は、発症２週間前からが目安とされている。
1. 問題文は合っている 〇
2. 問題文は間違っている ×

出典
厚生労働省HPより



第１９問
深く息を吸って１０秒間呼吸を止めて、咳や息切れがなければ、

新型コロナウイルスの可能性は低い

1. 問題文は合っている 〇

2. 問題文は間違っている ×



正解は．．．

２(×)でした。
〈問題〉
深く息を吸って１０秒間呼吸を止めて、咳や息切れがなければ、新型コロナウイルスの可能性は低い
1. 問題文は合っている 〇
2. 問題文は間違っている ×

出典
厚生労働省HPより



第２０問
新型コロナウイルスは赤外線や熱に弱く、夏場に感染力は低下

すると考えられている。

1. 問題文は合っている 〇

2. 問題文は間違っている ×



正解は．．．

２(×)でした。
〈問題〉
新型コロナウイルスは赤外線や熱に弱く、夏場に感染力は低下すると考えられている。
1. 問題文は合っている 〇
2. 問題文は間違っている ×

出典
厚生労働省HPより



第２１問
新型コロナウイルスに感染した方やその疑いのある方の鼻水等

が付着したマスクやティッシュペーパーは、一般可燃ごみと区別

して廃棄する必要がある

1. 問題文は合っている 〇

2. 問題文は間違っている ×



正解は．．．

２(×)でした。
〈問題〉
新型コロナウイルスに感染した方やその疑いのある方の鼻水等が付着したマスクやティッシュペーパーは、
一般可燃ごみと区別して廃棄する必要がある
1. 問題文は合っている 〇
2. 問題文は間違っている ×

出典
厚生労働省HPより



SECTION２
感染症対策について

先ほどのクイズはいかがでしたか？続いては、基本的な感染症対

策について学んでいきたいと思います。感染拡大の変異ウイルス

など様々な情報が日々更新されています。正しい情報を得て皆さ

んも日常生活で実施していきましょう！



コロナウイルスの感染経路とは．．．

• 大きく分けると３つある

１、接触感染 ３、空気感染２、飛沫感染

(例)くしゃみをする時に抑えた手などで
ドアノブなどの共用物に触れ、他の人が
感染することを言う

(例)マスクを着けていない状態でくしゃみを
し、その飛沫が飛び、それを吸い込むことに
よって感染することを言う

(例)マスクをしていても、換気ができ
ない場所で感染することを言う



どうすれば感染を防げる？

• 手洗い、うがい、アルコール

消毒をする

• マスクの着用をする

自分の体内にウイルスを入れない
ためにもキチンとやりましょう！

自分から他人にうつさないためにもキチンと
マスクをつけましょう！鼻マスクはNG ×



手洗いとアルコール消毒について

• 手洗いで必ずしもすべてのウイルス、細菌が死滅できるわけで

はありませんが、水洗いのみやアルコール消毒のみの場合よ

りはるかに効果は高くなる。正しい手洗いとアルコール消毒を

併用するのが一番望ましいでしょう。



変異株の危険性

•新型コロナウイルスの変異株は、元の新型コロナウイ

ルスに比べて感染率や重症化のリスク、症状の重さな

どがはるかに高いです。

そのため⇒より高度かつ厳密な感染症対策をしなけれ

ばなりません！手洗い・うがい・アルコール消毒を徹底し

よう！



このSECTION終わりに．．．

マスクをつけていれば感染しない時代は終わりました。

より高度な感染症対策をしなければなりません。何度も

耳にしていることですが、今一度、手洗い・うがい・アル

コール消毒・３密の回避や外出の自粛などを徹底しま

しょう。また、新しい情報が日々更新されています。イン

ターネットなどで検索するのもいいかと思います。



SECTION３
健康・保健に関するクイズ
ウイルスから感染を防ぐためには、日々の健康状態を確認すること

が大切です。健康に過ごすために、食事や運動を定期的に行いま

しょう。このSECTIONでは、皆さんに知っていただきたい健康・保

健に関することをクイズ形式にしたので、皆さんと一緒に学んでい

きましょう。
感染症に興味、関心を持った生徒がつくりました。ぜひ参加して、解いていきましょう！



第１問
人間のストレスの原因は何でしょう？

1. 職場関係

2. 家庭関係

3. 近所関係



正解は．．．

全て(１、２、３)でした。
〈問題〉
1. 職場関係
2. 家庭関係
3. 近所関係



第２問
１日あたりに必要な睡眠時間は何時間でしょう？

1. ４時間

2. ７時間

3. １０時間



正解は．．．

２でした。

〈２の解説〉

睡眠不足の蓄積が、がん、糖尿病や高血圧などの生活習慣病、うつ病などの精
神疾患、認知症など、様々な病気の発症のリスクを高めることが各方面の研究結
果から明らかになっています。しかし、単に睡眠時間が長ければいいというわけで
はないようです。

米国の大規模調査では、睡眠時間が７時間の人が最も死亡率が低く、長寿でし
た。短い睡眠が健康にとってリスクというのは理解できるかもしれませんが、８時
間を超える睡眠時間の人は死亡率が上昇するという結果が出ています。

〈問題〉
1. ４時間
2. ７時間
3. １０時間



第３問
中学生が１日当たりに必要なカロリー数は次のうちどれでしょ

う？

1. 女子：４３５０kcal、男子５０００kcal

2. 女子：３１００kcal、男子３５５０kcal

3. 女子：２２５０kcal、男子２７５０kcal



正解は．．．

３でした。

〈３の解説〉

女子と男子のカロリー数を平均値で表すと、２５００kcalとなり

ます。１日で２５００kcalで、１日３食食事をすることと仮定して

みると、１っ職につき８００kcalになります

〈問題〉
1. ５～８時間
2. ２２～２４時間
3. １～２日
4. 数週間



最後に．．．

新型コロナウイルス感染症が流行して１年半が経ちました。感

染症対策をし続けているが、未だ感染が急拡大している。そして、

変異株の出現により、さらに状況が悪化している。私たちが感

染しないためには、今回、改めて学んだ、咳エチケットなどの感

染症対策をしっかりと行い、今の状況が感染拡大前の日常生活

へと戻ればいいですね。それを期待して、一緒に頑張って乗り越

えていきましょう！



ご視聴ありがとうござ
いました。
保健委員会：感染症対策班

２０２１年度岩倉祭



健康クイズ班













































ワクチンのこと、
あなたのこと。

番外編（こちらは学内上映用となります）



そもそもワクチンとはなんだ！

実はワクチンはウイルスを
弱らせたものや死骸なんです。

キリッ(｀・ω・´)



まずはあなたの体の中の
出来事を ご紹介しましょう😎



ウイルスがあらわれると？

マクロファージ

樹状細胞

ウイルス

白血球

①獲得免疫が食作用でウイルスを倒す
(ウイルスを食べる)



その後

B細胞

滅殺、絶殺、必殺…

キラーT細胞

了解っす

マクロファージ

あざすー

ヘルパーT細胞

③情報伝達
あげる〜

ヘルパーT細胞



オレンジのツノ！
一匹残らず駆逐してやるッ抗原発見！

抗体を作るっす





このまま記憶細胞に
保存される

封印〜



次同じやつが現れても
すぐに動くことができる

ヘルパーT細胞

・ ・ ・

ﾒｯｻﾂ-‼︎

行くっすよ！

時間短縮



つまりワクチンは
記憶細胞に抗体を残すために
弱らせたウイルスや
その死骸を入れている。

だからワクチンを
打ったら

治るのが早いの
かぁー



国立感染症研究所HP

より詳しく知りたい方は
国立感染症研究所を

はたらく細胞も観てください！
(めちゃくちゃおすすめです)

注:作中ではキラーT細胞は刀を使っておりません。

チェック✔️



制作:3年C組池田伶恩, hand writer : Seki Karin

ご静聴
ありがとうございました。



集合写真入れる

岩倉高校青少年赤十字 〜Iwakura HighSchool Japanese Red Cross〜



そもそも、青少年赤十字ってなに？

• 奉仕・親善の赤十字精神と心身の健康を培うことを目的に各地でボランティア
活動をする団体としてつくられ、現在世界の１９０カ国以上の姉妹赤十字社で
組織されています。

• 近年ではリーダーシップの取り方を学ぶトレセン、
他国の姉妹赤十字社との交流プログラム、
参加校との親善を深めるメンバー連絡協議会などを行っています。



I H S J R C の活動

•青少年赤十字の連絡協議会への参加

•アイシティecoプロジェクトの実施

•学校内外でのボランティア活動



青少年赤十字の連絡協議会への参加

青少年赤十字参加校中心となり運営を行う交流会です。

災害やボランティア活動にまつわる様々なテーマに沿った
話し合いをし、参加校との親善を深めます。

今年度はオンラインで行っています。



アイシティecoプロジェクト
使い捨てコンタクトの空ケースを回収し、リサイクルするプロジェクトです。
集まった空ケースは数を集計し、アイシティの店舗へ直接持っていきます。

コンタクトをお使いの皆様、ご協力よろしくお願いします！



職域接種のお手伝い（7/25・8/22)

今年度は保健委員と合同で職域接種での誘導や受付のお手伝いを行いました。
多くの方から感謝の言葉をいだだき参加者一同大変良い経験となりました。

忙しく大変ではありまし
たが、多くの方からお褒
めの言葉をいただけ良い
経験になりました！



お手伝いをしていた
生徒たちの対応が非
常に良かったです！



おしまいに…

現在、岩倉高校赤十字ではさまざまな活動を企画・計画しています。

「高校生のうちから人の役に立つ経験をしたい」
「他校の生徒との交流を広げてみたい」
と思っている人はぜひ入ってみてください！

気になっている方はこちらもチェック↓
日本赤十字東京支部 青少年赤十字について
https://www.tokyo.jrc.or.jp/junior/index.html
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