
都道府県医師会

学校保健担当理事殿

感染性胃腸炎の流行状況を踏まえた感染予防対策の啓発にっいて

(情報提供)

今年度の感染性胃腸炎の予防啓発について、厚生労働省より文部科学省に対応依頼があっ

たことを受け、各都道府県教育委員会に周知をした旨、文部科学省から連絡がありました。

12月19日から12月25日の時点において、感染性胃腸炎患者の報告数は過去10年で3番目の水

準となっております。

各都道府県医師会におかれましては、貴会関係の郡市区医師会ならびに学校医に対し、関係

者と連携して予防に努めるよう周知いただきますよう、よろしくぉ願いいたします。

(地Ⅱ 216)

平成29年1月27日

日本医師会常任理

道永麻



<参考>

「ノロウィルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)」等が厚労省より

提供されております(10分程度)
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ノロウィルス手洗い

ノロウイルス等の食中毒予防のための
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ノロウイルス等の食中寿を防止するためには逓切な手洗いが有効です。

防止のための適切な手洗い
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各都道府県教育委員会事務局

各指定都市教育委員会事務局

各都道府県私立学校主管課

附属学校を置く各国立大学法人事務局

構造改革特別区域法第12条第1項の認定

を受けた各地方公共団体の判短"「置餅廿旦当課

標記について,厚生労働省から別添のとおり依頼がありました。これによる

と,12月19日から12月25日の時点において,本シーズンの感染症発生動向調査

における感染性胃腸炎患者の報告数が過去10年で3番目の水準となっており,

ノロウイルス感染症の集団発生が引き続き危倶される状況であるとされていま

す。

学校においては,ノロウイルスをはじめとした感染症及び食中毒の予防の観

点から,「ノロウイルスに関するQ&A」(最終改定:平成28年Ⅱ月18 田及び

「ノロウィルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)」等を参考に,

引き続き,適切な対応をお願いします。また,学校給食における衛生管理及び

食中毒の防止についても,学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示

第64号)に基づく取り組みを行っていただいているところですが,改めて衛

生管理の徹底及び感染症の防止に努めていただきますようぉ願いします。

ついては,都道府県教育委員会におかれては,域内の市町村教育委員会及び

学校等に対して,各都道府県私立学校主管課におかれては,所管の学校法人等

に対して,国立大学法人におかれては,その管下の学校に対して,構造改革特

別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体におかれては,学校設置

会社等に対し周知くださるようぉ願いします。

感染性胃腸炎の流行状況を踏まえた感染予防対策の啓発にっいて
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文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課
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(参考ホームページ)

0文部科学省ホームページ

「学校給食衛生管理基準の施行について(通知)」

http:が、NWW.mext.go.jp/b menunlakushomc/1283821.htm

「学校給食調理場における手洗いマニュアノレ」なと

http:がWWW.mext.go.jp/a menu/sports/syokuiku/index.htm



0厚生労働省ホームページ

ノロウイノレス等検出状況 2016/1フシーズン
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ノロウイルスに関するQ&A
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ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)
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【本件連絡先】

文部科学省初等中等教育局

健康教育・食育課学校給食係

T E L:03(5253)41H (内線2694)

E-Mail:shoku@mext. go. jp



文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課,

法務省矯正局矯正医療管理官室

感染性胃腸炎の流行状況を踏まえたノロウイルスの感染予防対策の啓発にっいて

ノロウィルスの感染及び食中毒の予防については、平成28年Ⅱ月22日付け事務連

絡「感染陛胃腸炎の流行に伴うノロウィルスの感染予防ヌ珠の啓発にっいて」、平成羽

年12月21日付け事務連絡「感染性胃腸炎の流行状況を踏まえたノロウイルスの一層の

感染予防対策の啓発について」において、各自1台f本偉テ生主管部(局)宛て啓発弌斗旨導

等を行っていただくよう依頼しています。

直近の第51週(12月19日~12月25 田時点において、本シーズンの感染症発生動

向調査における感染陛胃腸炎患者の報告数は、過去 10年で3番目の水準となっており、

ノロウイルス感染症の集団発生が引き続き危夙される状況です。

つきましては、貴省におかれましても、ノロウィルスの感染及び食中毒の予防の観点

から、引き続き「ノロウイルスに関する蜘」(最1冬三女定:平成那年Ⅱ月18 田及び

「ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)」等を参考に、関係団体

等に対し、感染予防対策及び食中毒予防対策について周知し、より一層の感染予防対策

の啓発に努めるようぉ願いします。
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(※1)ノロウイルス等検出状況 2016/1フシーズン

(※2)ノロウイルスに関する叫
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(※3)ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)
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ー・ー} 衛生主管部(局)

感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの感染予防対策の啓発にっいて

感染陛胃腸炎の患者発生は、例年、12月の中旬頃にピークとなる傾向があり

ます。この時期に発生する感染性胃腸炎のうち、特に集団発生例の多くは、ノ

ロウイルスによるものであると推測されており(※1)、ノロウイルスによる感

染陛胃腸炎や食中毒の発生動向には注意が必要となります。

つきましては、ノロウイルスによる感染性胃腸炎が急増するシーズンに備え、

「ノロウイルスに関する Q&A」(平成 16年2月4日作成※2)及び「ノロウイ

ルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)」(※3)等を参考に、手洗

いの徹底、糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策の啓発に努めるようぉ願

いします。

また、これまで感染者が食品の調理に従事することによる食中毒も多発して

いることから、平成19年10月12日付け医薬食品局食品安全部長通知「ノロウ

イルス食中毒対策について」等を参考にノロウイルスによる食中毒の発生防止

対策にも留意願います。
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ーー1 衛生主管部(局)

感染陛胃腸炎の流行状況を踏まえたノロウイルスの一層の感染予防刻策の啓洗叉こっいて

ノロウイルスの感染及び食中毒の予防については、平成器年Ⅱ月22日付け事務連

絡「感染陛胃腸炎の流行に伴うノロウィルスの予防啓発について」において、啓発や指

導等を行っていただくよう依頼しました。

直近の第49週(12月5日~12月11日)において、本シーズンの感染症発生動向調

査における感染性胃腸炎患者の報告数は、面丘5年間で最も流行した平成24年のピー

ク時に迫る水準となっています(一部の自1台f本で検出された多くのノロウイルスは過去

に流行したGⅡ.2の変異株であることが判明しています。)。

つきましては、ノロウイルスの感染や食中毒の予防の観点から、引き続き「ノロウイ

ルスに関する叫」(最t冬a女定:平成器年Ⅱ月18日)、「ノロウイルス等の食中毒予防

のための適切な手洗い(動画)」等を参考に、手洗いの1削氏、糞便・吐物の適切な処理

等、より一層の感染予防対策の啓洗叉こ努めるようぉ願いします。

加えて、これまで感餅暗が食品の調理に従事することによる食中毒も多洗*しているこ

とから、従事者の健康状態の階忍を1散底tるとともに、体調不良者については食品の調

理に従事しないよう引き続きキ旨導方よろしくぉ願いします。

なお、現在、流行が晦忍されているノロウィルスGⅡ.2変異株にっいては、現在市中

で使用されているノロウイルス迅速診断検査キット(イムノクロマト法を用いたキット)

では、他の株より更に感度が低い可能性があることが、国立感染症研究Pフ〒よ畊尉商され

ています。ノロウイルスによる感染の疑いがある場合は、検査結果に関わらず感染防止

対策等に努めていただくことをご留意願います。
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(※2)宮城県内で流行しているノロウイルス(NOV)の遺伝子型にっいて

(※3)ノロウイルスに関する嚇
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(※4)ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)
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