福祉・教育・医療スタッフ向け手引書

保育園などの子ども施設向け

豊島区

はじめに
アタマジラミは世界的に見ても、子どもへの発生（寄生）が多いことが報告
されています。我が国においても発生の 9 割近くを０才〜11 才の子どもが占め
ています。
シラミというと、かつて戦後の一時期に、衛生環境が悪くて蔓延したコロモ
ジラミのイメージから不潔と受けとられがちですが、今日の子ども達を中心に
発生しているアタマジラミは、ほとんど不潔で発生していることはありません。
しかしながら、保護者によっては間違った処置や差別が見られます。
保育園などの施設の職員が正しい知識を持って子どもや保護者と対応するこ
とは、施設生活の向上を図るだけでなく、今後の子ども達の生涯に大きく影響
すると思われます。いじめや差別につながらない よう 十 分 注意 し てく だ さ い。
さらに、都市部では薬剤に抵抗性のあるアタマジラミが出現しています。現
在、我が国における市販の許可薬剤がスミスリン剤しかありません。薬剤抵抗
性アタマジラミの出現は重大な問題です。薬剤の指導や使用時には、この点に
ついても十分な注意が必要です。
本手引書は、保育園などの職員や地域で指導をする立場にある医療スタッフ
の方々が参考となるよう作成しました。現場では様々なケースがあると考えら
れますので、本書をたたき台にして日常業務に役立てていただければ幸いです。
平成 16 年３月
豊島区池袋保健所

ア タ マ ジ ラ ミ の ぬ いぐ る み （ 東 京 都 高 木真 一 氏 提 供 ）

本 手引 書 は 、 ※ 「 子 ど も 施 設 の た め の 衛 生 害 虫 110 番 」の 付 録 を再 編 集 し 発 行し て い ま す。
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Ⅰ

アタマジラミ

●わが国では、不潔が原因でアタマジラミが発生することはほとんどない。
●間違った情報から差別やいじめにつながることがある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
近年 、保 育園 や小 学校 の低 学年 など の子 ども の 間でア タマ ジラ ミの 寄生 が多 く見 られ
ます。人 に寄 生す るシ ラミ には、コロ モジ ラミ・アタマ ジラ ミ・ケ ジラ ミが あり ます が、
通常、 子ど もの 頭髪 に寄 生す るの はア タマ ジラ ミで、 ケジ ラミ では あり ませ ん。
アタ マジ ラミ は人 の頭 髪に 寄生 して 吸血 を行 います。寄生 数が 増え てく ると 痒く なっ
てきま すが 、寄 生の 初期 や数 が少 ない とあ まり 痒がら ない 子ど もが いる よう です 。
シラ ミと いう と、か つて のコ ロモ ジラ ミの イ メージ から 不潔 だと 受け 取ら れが ちで す
が、現在 の日 本で 特別 不衛 生な ため 発生 して い ること は、ほ とん どあ りま せん ので、 差
別やい じめ につ なが らな いよ う、 正し い認 識を もって 子ど もと 対応 して くだ さい 。
なお 、ア タマ ジラ ミが 病気 を媒 介す るこ とは 、まず あり ませ ん。
（写真 １）

卵

（写 真２）

約 0.5 ㎜ に見 える

アタ マジ ラミ 成虫 約２ 〜３ ㎜

１．生態と形態

（写真３）

・卵は 、髪 の毛 に産 み付 けま す。
・卵の 形は 楕円 形で 、縦 横の 長さ は異 なり ます が、
約 0.5 ㎜に 見え ます (写 真１)。
・卵の 色は 少し 透け た艶 のあ る白 色で す。
・卵は 、約 一週 間で 孵り 幼虫 にな りま す。
・幼虫 の形 態は 、成 虫と 殆ど 同じ です が、 小さ くて、
１㎜前 後と 思っ てく ださ い(写 真３ )。
・幼虫 は約 ２〜 ３週 間の 間に 3 回 脱皮 して 成虫 になり ます 。
・幼虫 、成 虫と も吸 血し ます 。
・雄、 雌と も吸 血し ます 。

約１ ㎜の 幼虫
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・吸血 は、 一日 に数 回行 いま す。
・成虫 の大 きさ は、 約２ 〜３ ㎜で す(写 真２ )。
・成虫・ 幼虫 の体 の色 は、少 し透 けた 灰色 で、 吸血後 は血 の色 で赤 く見 えま すが、 時間
が経つ につ れ黒 っぽ くな って きま す。
・成虫 は、 約１ 〜 1.5 ヵ 月くら い生 きま す。
・成虫 は、 卵を 一生 の間 に約 100 個・ １日 に約 ５〜６ 個頭 髪に 産み 付け ます 。
・卵は 、頭 髪の 毛元 付近 に多 く産 みま す。
・卵は 、一 度に まと めて 産む ので はな く、 １日 に約５ 〜６ 個ず つ生 み続 けま す。
・温度 や湿 度に より ます が、 吸血 しな いと ２〜 ３日程 度で 死ん でし まい ます 。

２．日本の状況
日本は、先進国の中でもトップクラスで発生が少ない国です。アタマジラミ症を年齢で
見ると、発生（寄生）は保育園児の年長組と小学校の低学年に多く見られます。東京都に
おける集計（グラフ）を見てもわかるように、発生の 9 割近くを０才〜11 才が占めていま
す。子どもに発生が多い原因としては、からだを寄せ合って遊ぶことが多いなどのほか、
距離をとらずに集団で昼寝したり、兄弟間でブラシを共用することが多く、大人よりずっ
とうつりやすいと考えられます。さらに洗髪が不十分なことが考えられます。洗髪はアタ
マジラミの駆除予防の基本ですが、小学校１〜３年生になると自分で髪を洗ったり、子ど
も同士（兄弟等）で洗うこともあります。シャンプーやお湯が目や口に入るのを嫌がって
簡単に洗っていることがあります。
中学生 にな ると 生活 スタ イル が変 わり 自分 専用 のクシ やブ ラシ を使 い 、洗 髪や ドラ イ
ヤーな ども 丁寧 に行 なう よう にな ると 発生 が極 端に少 なく なり ます （表 −１ ）。
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小学校で行 なった 発生調査
1992 年 ６ 月 に 池 袋 保 健 所 が 豊 島 区 内 の 小 学 校 で 行 な っ た 調 査 「 ア タ マ ジ ラ ミ 発 生 状
況」か ら、 有卵 者の 状況 をま とめ てみ まし たの で参考 にし てく ださ い。
● 調 査 生徒 数

３ ２ ４名 （区立小 学校 １〜６ 年 生全員 対象 ）

アタ マジ ラミ 有卵 者数

１ ２名

３ ．７ ％

● 有 卵 者に つ いて
・学童 クラ ブ利 用率 ２５ ％
・スイ ミン グス クー ル入 会率 ４２ ％
・スミ スリ ン剤 使用 率６ ７％
・兄弟 の有 無

兄 弟あ り８ ３％

● 産 卵 部位 に つい て
・耳の 後ろ 側や 後頭 部に 卵が 多く 見ら れる 。
・利き 手で ない 頭側 に卵 が多 く見 られ る。
● 有 卵 者の 状 況に つ いて
・低学 年に 多い （有 卵者 12 名 中 11 名 は小 学校 ３年生 ）。
・女子 に多 い（ 男子 ３/166 名 1.8％・ 女子 ９/158 名 5.7％ ）。
・有卵 者に 兄弟 がい る場 合は 、兄 弟両 方に 寄生 が見ら れる 。（ 保護 者へ の聞 取り 調査 ）
・ピンポン感染が見られる（兄弟間で同時に処置が行なわれなかったため、ピンポンゲー
ムのように交互に感染を繰り返していた）。

３．海外の状況
アタマ ジラ ミは 世界 的に 見て 、子 ども への 寄生 が多い こと が報 告さ れて いま す。
また 、衛 生状 態が 良い と言わ れて いる 先進 国に おいて も 、子 ども への 寄生率 が高 いこ
とが報 告さ れて いま す（ 表２ ）。 英国 では 、ア タマジ ラミ 対策 の日 （10 月 31 日） があ
り、小学 校の 先生 が子 ども 達にシ ラミ の説 明を 行うそ うで す 。さ らに アタ マジラ ミ専 門
のボラ ンテ ィア がい るそ うで す。この よう に海 外では 、ごく 普通 に発 生が 認めら れて い
ますので、海外先でアタマジラミに感染することもあります。海外に出かけた場合は、
アタマ ジラ ミに 限ら ず感 染症 に注 意し、虫等 を 知らず に持 ち帰 らな いよ う充 分に 注意 し
てくだ さい 。海外 に出 かけ る時 は、感染 症や 衛 生の状 況に つい て 、入 国先 の情 報を 得て、
必要な 予防 注射 や対 処方 法等 を充 分に 把握 して から出 発し まし ょう 。
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４．どんなところで、どんな物で、どんなことで感染する
のか？
子ども 達は 、から だを 寄せ合 って 遊ぶ こと が多 いので 、シラ ミに 感染 する可 能性 は大
人より 高い と思 われ ます 。保 育園 での 集団 昼寝 などで は 、子 ども達 が寄 り添 って 寝た り、
シーツ 等を 共用 して 感染 する ケー スが あり ます 。一 般的 には 、次 のよ うな 感染 ルー トが
考えら れま す。

①感染ルート
・次のような物を共用する。貸し借りすることによってうつる可能性がある。
帽子、ヘアーカラーゴム、スカーフ、マフラー、クシ、ブラシ、衣類等
・寝具類、マクラ、シーツ、ベット等を介してうつることがある。
・集団生活や集団昼寝などで寄り添う時にうつることがある。（図１）
・子ども達がゴロゴロ横になったりする部屋等でうつることがある。
・バスや電車などのソファを介してうつることがある。（図２）
・髪が触れるほど混雑したバスや電車や船等でうつることがある。
・子ど もが 集ま って 漫画 本を みた りゲ ー ム をす ること でう つる こと があ る。 （図３）
・子ども同士が頭を触れ合って遊んだりすることによってうつることがある（相撲等）。
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（図１ ）髪 と髪 が重 なる

（図２ ）ソ ファ 等

（図３ ）ゲ ーム に熱 中す る

髪と 髪が ふれ る

②プールでの感染はあるか？
水を オー バー フロ ーさ せな い、子ど も用 プー ルでの 感染 が心 配さ れて いま すが 、プ ー
ルの使用状態から判断してプール内での感染はほとんどないと考えられます。むしろ、
プール に入 る前 後の 共用 ロッ カー や脱 衣か ごな どの衛 生対 策が 重要 です 。

③手で触ったら感染するか？
アタマ ジラ ミは 本来 寄生 者か ら離 れた くは あり ません 。感染 は髪 と髪 が触れ る（重 な
る）状態 やク シな どの 共用 物を介 して 感染 する ことが 多く 、手で 触っ たぐ らいで は感 染
しませ ん。ま た、ノ ミの よう に飛 び跳 ねた り、 ハエの よう に飛 んで 伝染 する こと はあ り
ません 。

5

Ⅱ

施設ではなにをすべきか

ここで は 、主に 保育 園で の対 処方 法を 中心 に説 明しま すが 、幼 稚園 や児 童施 設等 では 、
本文を 参考 に応 用し てく ださ い。
アタマジラミ症の子どもが出たら、全員の子どもの頭髪をまめに観察するとともに、
保護者 に対 し正 しい 処置 方法 につ いて 情報 提供 を行い まし ょう。差別 やい じめ が起 きな
いよう 啓発 を行 い 、職 員間 の対応 や処 置方 法の 統一を 図る ため 、本誌 を参 考にミ −テ ン
グや勉 強会 を行 いま しょ う。

１．職員が気をつけなければならないこと
●頭髪からアタマジラミや卵を見つけてもあわてたり大声で話さない。
子ど も（特 に年 長の 女子） や親 への 情報 伝達 速度は 意外 と速 く、う わさ が拡 大解 釈さ
れて間 違っ た情 報が 広が る原 因と なり ます 。園 が対応 をと る前 に保 護者 から「シ ラミ 症
の子ど もを 登園 させ るな 」などの 要求 がき た例 や登園 拒否 など も見 られ ます 。ひ いて は
差別や いじ めに つな がら ない よう 言動 や態 度に 十分に 気を 配っ てく ださ い。

●シラミ症の子どもを知らずに傷つけていることがあります。
過剰 な反 応は 禁物 です。頭を 見る とき に不 潔 なもの を触 るよ うな しぐ さや 嫌が るよ う
な態度 で行 なう と 、子 ども が傷つ きま す 。子 ど もの性 格に よっ ては 心に 深く 残っ てし ま
うかも しれ ませ ん 。先 ほど も述べ たよ うに 、ア タマジ ラミ は手 で触 った ぐら いで は感 染
しませ ん。

２．発生時の対応と処置
①登園について
ほとんどのケースではアタマジラミの寄生数が少ないのでアタマジラミ症の子ども
の登園 を控 えさ せる 必要 はあ りま せん 。保 護者 を指導 し 、経 過観 察す るの が最良 と考 え
ます。寄 生数 が多 く、し かも 保護 者の 駆除 意識 が低い 場合 は、保 護者 に駆 除啓 発を 促進
す る た め 、 一 時 的 に 登 園 を 控 え さ せ る 方 法 も よ く 行 な わ れ て い ま す が 、 ペ ー ジ ９ 「 5．
簡単に 駆除 でき ない 家庭 があ る」のと おり 、家 庭によ り様 々な 事情 があ るこ とも 考え て
くださ い。
なお 、寄 生の 多い 子の 保護 者が 、率先 して 休ま せたい と言 った 場合 は 、そ のほ うが よ
いでし ょう 。ただ し、駆除 の進 み具 合な どを 定 期的に 連絡 しあ い早 期解 決へ の力 にな り
ましょう。何よりも、その子にとって一番良い方法を保護者と共に考えてあげるのが、
子ども をあ ずか る施 設職 員の 勤め と考 えま す。
すでに 、差別 やい じめ があ る場 合は 、保健 所な どの協 力を 得て 、保護 者へ の講 習会 を
行ない 正し い知 識の 普及 とい じめ など の防 止に 努めて くだ さい 。
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②運動会等の催物・事業について
催物 ・事 業は 通常 通り でか まい ませ ん 。た だし 、運 動会 など で帽 子な どの 借り 物競 争
や相撲 など 、髪 や頭 がふ れあ う、 共用 する もの は避け てく ださ い。

③帽子・タオル等について
各自専 用と して くだ さい 。専 用で あっ ても 他の 物と重 ねて 置か ない でく ださ い。まと
めて置 いて は意 味が あり ませ ん。

④夏のプール行事について
プール 自体 での 感染 はほ とん ど無 いの で行 事を 控える 必要 はあ りま せん 。
寄生 が少 なく 、プー ルに 入る前 に家 庭で の対 策が行 なわ れて いれ ば 、通 常通り でか ま
いませ ん。 ただ し、 キャ ップ （本 人専 用） は使 用させ ます 。
プール 対策 で大 切な こと は 、着 替え など で使 用 する共 用ロ ッカ ーや カゴ など の対 策で
す。ロッ カー やカ ゴは 個別 にし、 脱い だ衣 類や タオル など は重 ねな いよ うに しま す。使
用前後 に清 掃し、 周辺 も掃 除機 をか けま す。な お、寄生 が多 い子 はプ ール を控 えて くだ
さい。寄 生が 多い とい うこ とは、 生活 内容 に特 別な事 情が ある のか もし れま せん。 原因
を調べ 対処 する のが 先で す。 また 、保 護者 に対 する駆 除意 識の 啓発 にも なり ます 。

⑤施設の殺虫について
殺虫処 理（ バルサ ン等 のく ん煙 剤な ど）は 必要 ありま せん 。発生 施設 では、 床の 清 掃
（掃除 機使 用） を通 常よ り、 まめ に行 って くだ さい。
・昼寝 後の 床清 掃を 念入 りに 行っ てく ださ い。
・園児 が帰 った 後の 床清 掃も 行っ てく ださ い。

⑥昼寝について
集団 発生 時に は昼 寝の 取り 扱い で戸 惑い が見 られま す。ア タマ ジラ ミ症 の子 ども の 人
数にも より ます が、 一般 的に は次 のよ うに しま す。
●寄 生 が 少 ない 子 は 、他 の 子と 同 室の 昼 寝で かま い ま せん 。た だし 、周 りの 子と の スペ
ー ス を あけ て 昼寝 さ せて くだ さ い（ 互 いの 寝 返り ス ペ ース や 髪の 長 さを 考慮 す る） 。
●寝 具 類 は 各自 専 用と し ます 。
●寄 生 の 多 い子 は スペ ー スを 十 分に と りま す 。
●昼 寝 が 終 わっ た ら室 内 を掃 除 機で 清 掃し ま す。 （ 特 にシ ラ ミ症 の 子ど も周 り ）
●ア タ マ ジ ラミ 症 の子 の シー ツ ・マ ク ラ等 に も掃 除 機 をか け ます 。
掃 除 機 のブ ラ シ付 着 にも 注意 し てく だ さい 。
●ア タ マ ジ ラミ 症 の子 の 使用 し たシ ー ツ等 は 、保 護 者 に 毎 日 持 ち 帰 ら せ 処 置 さ せ ま す 。
（シー ツ等 の処 置方 法は 家庭 での 駆除 方法 を参 照）
なお 、集 団発 生し た園 で、昼寝 後の 清掃 や対 策 を重点 的に 行え るよ うア タマ ジラ ミ症
の子ど もを 別の 部屋 にま とめ て寝 せて いる ケー スが見 られ ます。この 場合 は保 護者 への
十分な 説明 と正 しい 理解 を得 るこ とが 必要 です 。ひとつ 間違 うと 差別 や犯 人扱 いさ れた
と指摘 され ます 。寄 生の 多い 子を 個室 にす るこ とも同 様で す。
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３．保護者への対応とお知らせ
①アタマジラミ症の子どもの保護者への対応
アタマ ジラ ミ症 の子 を見 つけ たら 保護 者に 連絡 します 。子ど もの 引き 取り時 は 、周 り
に配慮 しな がら 駆除 資料 を添 えて 状態 を説 明し ます 。駆 除資 料は 、本マ ニュ アル の「家
庭 向 け 配布 資 料 」をコピーし てくだ さい。説明 や指導 は次 のこ とを 参考 にし てく ださ い 。
●不 潔 で 発 生し て いる の では な いこ と を説 明 しま す 。
不潔でうつっているのではなく、子ども達がからだを寄せ合って遊ぶ(ゲーム等)ことや
ブラシなどを共用することが多いので、うつりやすいことを説明してください。
●ア タ マ ジ ラミ は 病気 を 媒介 す るこ と はま ず あり ま せ んが 、掻き 崩 しな ど によ り起 こ る
細 菌 感 染に 注 意す る よう 説明 し ます 。
●施 設 で の 具体 的 な対 策 を説 明 しま す 。（ 前 記の 発 生 時の 対 応と 処 置を 参考 ）
●予 防 や 駆 除は 、寝る 前 の十 分な 洗 髪を 基 本に、配 布資 料 を参 考 にす る よう 説 明し ま す。
●兄 弟 が い る場 合 は、交 互に 感 染を 繰 り返 さ ない よ う 両方 同 時に 処 置す るよ う 説明 し て
く だ さ い。
●ク シ や 帽 子な ど 共用 し ない よ う説 明 しま す 。（ 施 設 でも 徹 底す る こと を説 明 しま す ）
なお 、保 護者 など が 、ア タマ ジラ ミを ケジ ラミ と言っ てい る場 合は 、混同 しな いよ う
本マニ ュア ルの ケジ ラミ ・コ ロモ ジラ ミの 項目 を参照 にし て説 明し てく ださ い。

②アタマジラミ症でない子どもの保護者への対応例
発生の 子ど もが 少な く（１ 〜３ 名 ）個 人対 応が できる 場合 、また は発 生が 減少 傾向 の
場合は、 保護 者へ の予 防啓 発と して、 別紙 の保 護者向 け参 考文「 アタ マジ ラミ につ いて
お知ら せ」 を封 書に より 渡し 、注 意を 促す 方法 があり ます 。
ただし 、発生 が多 い場 合や発 生が 判っ てい る場 合は 、園 で発 生し てい ること をハ ッキ
リと知 らせ ると とも に 、園 では対 策を 講じ てい ること 、家庭 では 子ど もの 頭髪の 観察 を
行い、 ブラ シ、ク シ、タ オル 、マ フラー 等の 共 用をし ない こと 、洗 髪を子 ども 任せ にし
ないよ う啓 発指 導し てく ださ い。

４．苦情の対応
集団発 生時 には 、寄生 のな い子 ども の保 護者 か らさま ざま な要 請や 苦情 が持 ち込 まれ
ること があ りま す 。時 に間 違った 情報 が広 がっ ている と 、園 のみ での 対応 が難し くな り
ます。 この 場合 は、 でき るだ け早 く 保 護 者 に 正 し い 知 識 を 普 及 さ せ る 必 要 が あ り ま す 。
保健所 など に相 談し たり 協力 を仰 ぎ、 講習 会等 を開催 する こと をお 奨め しま す。
苦情の 対応 例を 掲載 しま した ので 、状 況に 応じ てアレ ンジ して くだ さい 。
〈苦情 例と 対応 例〉

①「シラミ症の子を登園させないでほしい」等の対応を保護者から迫られた。
説明：「 アタ マジ ラミ は不 衛生だ から うつ るの ではあ りま せん。 園以 外で も、だ れも が
うつる 可能 性が あり ます 。アタマ ジラ ミ症 の子 につい ては 、保護 者へ の指 導と園 が継 続
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して観 察や 対応 を行 ない ます ので 、通 園さ せな がら様 子を 見さ せて くだ さい 。予 防と し
て子ど も間 での ブラ シや 衣類 など の共 用を 避け 、洗 髪を 十分 に行 って くだ さい 。ス キン
シップを兼ねお子さんの頭髪をまめに観察してください。」等の説明が考えられます。
保健所 の協 力が 得ら れた ら「保 健所 の指 導の も と通園 を行 って いま す。」と 回答 する 方
法もあ りま す。ち なみ に、豊 島区 の池 袋保 健所 では、特 別な 事情 がな いか ぎり 通園 させ
る方向 で保 護者 に説 明し てい ます が、保 護者 が パニッ クに なっ てい る場 合は 保健 所な ど
に相談 し協 力を 仰ぎ まし ょう 。（ 「 ６ ペ ー ジ①登 園 に つい て 」を 参 照し てく だ さい ）

②「施設の消毒をしてほしい」等の対応を保護者から迫られた。
説明：「ア タマ ジラ ミの 感染 は、ほ とん どが 共 用物の 使用 や触 れ合 うな どの 行為 でう つ
ります ので、 施設 内を 殺虫 剤散 布し ても 防止 効 果はほ とん ど期 待で きま せん。 また、 子
ども達 への 薬害 の影 響も 心配 され ます ので 殺虫 剤散布 は行 なわ ない 方針 です。アタ マジ
ラミは 頭髪 から 離れ ると 比較 的短 い時 間で 死ん でしま うそ うで すが、施設 内の 再付 着防
止のた め、床 や昼 寝後 の部 屋を 掃除 機等 でま め に清掃 し対 処し ます。」 等の 説明 が考 え
られま す 。保 健所 の協 力が 得られ たら「 保健 所 の指導 のも とに 施設 の対 策を 行っ てい ま
す。」 と回 答す る方 法も あり ます 。

③「うつした原因の子どもを捜してほしい」
説明：「不 衛生 でう つる わけ では あり ませ んか ら、だれ もが 園以 外で うつ る可 能性 があ
ります 。アタ マジ ラミ 症の 子は全 員が 誰か にう つされ たの です から 、原因 の子を 特定 す
ること はで きま せん。 」を 基本と した 説明 を行 い。犯 人探 しは行 なわ ない こと、 園で は
蔓延防 止に 努め るこ とを 説明 して くだ さい 。

５．簡単に駆除ができない家庭がある
アタマ ジラ ミ症 の子 ども の保 護者 に 、駆 除の 指 導をし ても 一向 に進 まな い家 庭が あり
ます 。こ の場 合は 、下 記の よう に他 人に は話 し づらい 家庭 の事 情が ある のか もし れま せ
ん。子ど もか ら事 情を 知る 方法も ある ので すが 、家 の事 情を 聞か れる のを 嫌がる かも し
れませ ん。 また、 聞い たこ とは、 普通 は親 に伝 わりま すの で、内 容に よっ て親 が怒 るこ
とがあ りま す 。子 ども に家 庭のこ とを たず ねる 場合は 、あく まで もコ ミニ ケーシ ョン の
一環と して 話す のが よい でし ょう 。子 ども とい えども 周囲 の状 況に 注意 し 、やさ しく 話
しかけ てく ださ い。
●保 護 者 の 仕事 の 関係 等 で子 ど もと す れ違 い であ る 。
●家 庭 の 事 情が あ る（ お 風呂 が ない 。 ガス 湯 沸し 器 が 無い ） 。
●保 護 者 に 問題 が ある （ 言葉 が わか ら ない ・ 保護 者 の 精神 的 問題 、 身体 的問 題 等） 。
さ ま ざ まな 理 由か ら 十分 に子 ど もの 面 倒を 見 れな い 、観 察 がで き ない 、薬 が 買え な い、
洗 髪 な どの 処 置も で きな い家 庭 があ る とい う こと を 心 にと め てお き まし ょう 。
事例
冬季に アタ マジ ラミ が集 団発 生し た保 育園 で 、ある子 だけ が一 向に 駆除 が進 まな いケ
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ースが あり まし た 。園 では アタマ ジラ ミ症 の子 どもの 保護 者に 対し 、駆除 を行な うよ う
指導し まし たが 、その 子だ けは駆 除し てい る形 跡が見 られ ませ ん 。結 局そ の子だ けが 駆
除でき ず、ま わり の保 護者 から 指摘 を受 ける よ うにな りま した。 園で は、他 の子 への 再
感染を 恐れ 、母 親に 再三注 意し まし たが 、「や ってま す。」 と言 う返 事が 返っ てく るだ
けでし た。
実は 、こ の子 の家 庭は 、母 親の 仕事 の関 係で 子 どもと すれ 違い が多 く十 分な 対応 がで
きてい ませ んで した。 また、 薬を 買う など の金 銭的余 裕も あり ませ んで した。 洗髪 ひと
つとっ ても、 お風 呂が 無く、 また 湯沸 し器 もあ りませ んで した。 銭湯 での 洗髪 は子 ども
任せで 毎日 は洗 いま せん。 家庭 で頭 を洗 う場 合 は、冬季 のこ とも あり、 母親 がや かん で
お湯を 沸か して 行な って いた よう です。当然 ブ ラシや シー ツな どの 処置 も頻 繁に はで き
なかっ たよ うで す。さ らに、 アタ マジ ラミ に対 する認 識も、 他の 保護 者よ り緩 慢な とこ
ろも見 受け られ まし た。
このよ うな ケー スで は 、家庭 だけ に問 題を 押し 付けず 、園や 保健 所が 協力し て対 応す
る必要 があ りま す。
この家 庭の 場合 は 、保 健所 を通 じて アタ マジ ラ ミの対 処方 法や 子ど もが 差別 を受 けな
いよう 親も 努力 する よう 促す とと もに 、家 庭で 処置が でき ない 日に つい ては 、園 が協 力
して行 うこ とで 解決 する こと がで きま した 。
この母 親は 、家に 風呂 がない こと を園 に話 しづ らかっ たよ うで すが 、園に直 接関 係の
ない第 三者 （保健 所） には 話した こと から 、駆 除が進 まな いケ ース につ いて は、保 健所
に協力 を求 めた り 、ア ドバ イスを 受け るの もよ いでし ょう 。ケー スに よっ ては福 祉に も
相談し てく ださ い。

６．あの子と遊んではいけません
仲良し でう つっ てし まっ た。母 親が「 あの 子と 遊んで はい けま せん」と言 う。母 親は 、
うつし たあ の子 が原 因で あり、犯人 であ ると 決 め付け て自 分の 子ど もは 被害 者で ある と
考えて いま す 。こ んな 考え が蔓延 した ら 、自 分 の子ど も以 外は 全て 犯人 にな って しま い
ます。
事例
ある 日 、保 健所 の職 員が 公園を 通り かか った とき 、７ 〜８ 人の 子ど もが 仲良く 遊ん で
いる光 景を 見つ けま した 。その中 に一 人だ け白 い粉を 頭に 被っ た男 子が いま した 。そ の
子の頭 は明 らか にシ ラミ 駆除 剤を 使用 して いる ことが 分か りま す。そ の時 は黙 って 通り
過ぎた ので すが 、40〜 50 分 位し て再 び通 りか かると 、なぜ かそ の白 い頭 の子 だけ が 、鉄
棒で遊 んで いた ので す 。職 員は 、み んな はど う したの かと 聞く と 、母 親達 が次 々と 来て、
連れ帰 った のだ そう です。 誰か が「お 宅の 子、 シラミ の子 と遊 んで るわ よ」と でも 言っ
たのか もし れま せん 。
以前 、小 学校 で保 護者（ 母親 ）を対 象と した ア タマジ ラミ の講 習会 を行 った こと があ
ります 。そ こで、 お母 さん 方に「 あな たの 子ど もが、 アタ マジラ ミに 感染 して いる 子と
遊んで いた らど うし ます か？ 」と質 問し たこと があり ます 。30 名 中 2 名が「 わか らな い」
と答え 、残 りの 方は、 「一 緒に遊 ばせ ない よう にする 。」で した 。こ れは 随分前 のこ と
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ですか ら、 今は きっ と違 うと 願っ てい ます 。
保護者 との 会話 の中 で 、この よう な事 例が あり ました ら 、処 置を 行っ ている 子ど もを
遠ざけ るこ とは やめ るよ うお 話く ださ い。だれ もが 、知 らず にうつ る可 能性 があ りま す。
子ども の頭 髪を まめ に観 察し 、予 防に 心が ける ようお 話し くだ さい 。

７．施設での日常の観察や検査
家庭 では 、スキ ンシ ップ を兼ね 、まめ に子 ど もの頭 髪を 観察 する よう 指導 して くだ さ
い。施設 では 、予 防と いう 観点 から月 に一 回以 上子ど も達 の頭 髪を 観察 した いも ので す。
日にち を決 めて 観察 する 方法 や一 日に 二、三 人 ずつ見 る方 法が あり ます。 見方 は「な に
げなく ・さ りげな く・ それ となく 」を モッ ト− として 行う 方法 と、ハ ッキ リと アタ マジ
ラミ検 査で ある こと を保 護者 に告 げて 行う 方法 があり ます。集団 発生 時は 後者 の方 がよ
いと思 われ ます 。検 査を 行う 場合 は 誤 解 や 差 別 に つ な が ら な い よ う に 配 慮 が 必 要 で す 。
また、他 の皮 膚疾 患に も注 意し てあ げて くだ さ い。皮膚 に異 常を 見つ けた ら、看 護師 等
に相談 した り保 護者 に知 らせ てあ げま しょ う。

８．アタマジラミの見つけ方
アタマジラミの成虫や幼虫は、髪の毛の間をかなり早く動き逃げるので、寄生数が少
ない場合は、見つけるのが難しいと思います。そこで、寄生しているか、いないかは、卵
を探して判断するのが最も簡単です。卵は、一見ふけの様に見えますが、ページ１の（写
真１）のとおり楕円形で毛に産み付けられています。眼のよい人や虫眼鏡で注意深く見れ
ば簡単にわかります。通常、卵の色は、艶のある少し透けた乳白色をしていますが、古く
なった脱け殻は、透けた薄茶色に見えます。卵が取れて基部だけが残るとヘアキャストと
呼ばれる皮膚分泌物と似るので、よく見間違えられますが、ヘアキャストは指の先でつま
んで引っ張ると簡単に動きます。シラミの卵（基部）は、セメント様物質で毛にしっかり
と産み付けられているので、引っ掛かる感じがあります。専門的にはニヒドリン試薬で判
別する方法がありますが、一般的ではありません。
●指でつまんで引っ張るとヘ ヤ − キ ャ スト は 簡単 に 動 きま す 。
●シ ラ ミ の 卵 （ 基 部 ） は 、 セ メ ン ト 様 物 質 で 毛 に し っ か り と 産 み つ け ら れ て い る の で 、
引 っ 掛 かる 感 じが あ りま す。
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９．卵かどうか調べたい
虫め がね 等を 使い ペー ジ１ の写 真１ の形 状等 を参考 に確 認し てく ださ い。慣 れれ ば誰
でも分 かる ので すが 、わか らない 場合 や判 断を 間違え たら 困る と思 うと きは 、遠 慮せ ず
に保健 所に 検査 をお 願い しま しょ う。方 法は、 卵と疑 わし きも のが 付い てい る毛 を、毛
ごとハ サミ で切 りと りセ ロテ ープ で紙 に固 定し ます。
個別に ビニ ール 袋に 入れ、 氏名 、年 齢、男 女、 採取日 、連 絡先 が分 かるよ うに して 保
健所に 持っ て行 きま しょ う。

10．洗髪を行わない補助的駆除方法（園等で行う場合など）
●園で補助的に駆除を行う場合
●風邪をひいている時の駆除方法
●シャワー設備が無い・冬季等で風邪が心配な時
家庭 の事 情で 駆除 がな かな か進 まな い子 ども がいま す。
やむを えず 、保育 園等 で補助 的に 駆除 を行 う場 合もあ ると 思い ます が 、いつ も洗 髪が
できる とは 限り ませ ん。特 に冬 季は 難し く、園 で風邪 をひ かせ て熱 でも 出さ れた ら、も
ともこ もな くな りま す。こ こで は、洗 髪以 外に よる成 虫・ 幼虫・ 卵の 除去 方法に つい て
説明し ます 。あく まで も補 助的な もの とお 考え くださ い 。保 護者 に補 助で あるこ とを 説
明して おか ない と、家庭 で駆 除を やら なく なる ことが あり ます 。ア タマ ジラ ミの 駆除 は、
本来子 ども の保 護者 が行 うべ きで す。園 など で 専用の クシ を購 入し て保 護者 に貸 し出 す
のもよ いで しょ う。
なお 、小 学校 では 、個 人対 応と いう こと で 、こ の ような 方法 は行 わな いと 思い ます が、
なかな か駆 除が でき ない ・再感染 する 子ど もに ついて は 、保 健所 に相 談す るよう 助言 し
てくだ さい 。

（１）用意 するも の
・ 肩まで入る洗髪用エプロン。できれば理髪や美容室で使うものがよい。

・子ども用の椅子
・専用グシ・ブラシ 2 個（シャンプーブラシ等）・歯ブラシ・ハサミ・ヘアー
ピン・ヘアーゴム・大きめの洗面器等・掃除機・髪のほつれをとり、クシ通
りがよくな るヘアー スプレー やリンス 的 なものを用 意する。 （ 昔 は 椿 油 な ど
を使っ たが 、こ れだ と結 局洗 髪す るこ とに なる ）
※ いじめ につ ながら ない よう 周囲 に注 意し 、で きるだ け明 るい 場所 で行 う。
※ 専用グ シは ページ ２３ を参 照
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（２）駆除方法（補助的駆除法）
駆除専 用の クシ で成 虫・ 幼虫 ・卵 をで きる だけ 除去す る方 法で す。
成虫 ・幼 虫は、 かな り早 く動き 逃げ るの で、 少しコ ツが いり ます。 完璧 には 出来 ませ
んので 、あ くま でも 補助 的に 行う べき 方法 です 。

①子どもの身長に合わせた椅子を置いて子どもを座らせる。
（小さい子は一人が抱く）
②肩まで入る洗髪用のエプロンを子どもにかける。(小さい子は少し大きめの
タオル) 冬季など で静 電気 防止 が起 きやす い 場合は 、水 をき つく絞 った タオ ルで エプ
ロンを 軽く 拭く 。

③大きめの洗面器に水を少し入れ、台所中性洗剤を少し垂らし軽く混ぜる。
④職員は、胸までのエプロンをかけ、半そでか腕まくりをする。
静電気 防止 のた め、 冬季 はセ ータ ーや 重ね 着を しない スタ イル とす る。

⑤ ク シ通 りを よく す るス プレ ー等 (で きれ ば ※ジ メチ コン を 含む もの)を 軽 く
子どもの頭 髪とブラ シ、クシ に散布す る(かぶれる子 に注意)。 シ ャ ン プー ブ ラ
シ等で丁 寧 に ブ ラ ッ シ ング し て髪 の ほつ れ を十分 に と る 。このとき成 虫や 幼虫 が落 ちる
ので注 意す る。 静電 気で 髪が 思う よ う に な ら な い 場 合 は 、 水 を 軽 く 髪 に ス プ レ ー す る 。

⑥髪を２〜３cm 位に小分けしながら専用のクシで梳きとる。
梳きと った 成虫・ 幼虫 ・卵な どを １回 ごと に洗 面器に 落と す。光 にか ざし て、ク シ の
根元ま で見 て、幼 虫（１ mm 位）な どが 挟ま れて いない かよ く確 かめ る。な かな か落 ちな
い場合 や視 力の 弱い 方で よく わか らな い場 合は 、洗 面器 の上 で、歯ブ ラシ の毛 を使っ て、
クシ目 を軽 く叩 きな がら、 そぎ 落と すよ うに 落 としま す。難 しそ うで すが、 要は 再付 着
しなけ れば よい ので す。 最初 は成 虫・ 幼虫 をタ ーゲッ トに して くだ さい 。
成虫は 見落 とさ ない ので すが 、小 さい 幼虫 （１ mm 位 ）を 見落と しが ちで す。

⑦ヘアーピンなどを使って髪を分割し、少しずつ除去を進めていく。
アタマ ジラ ミも 生き るた めに 必死 です 。後 頭部 から除 去を 行っ てい くと 、し ばら くす
ると逃 げき った 成虫 は反 対の 前頭 部の 方に 避難 してい ます 。今度 は、反対 の方 から 除去
をすす めて 行き ます 。これ を四方 から 繰り 返し ます 。エ プロ ンや 床に 落ち たアタ マジ ラ
ミも見 落と さな いよ うに 処理 しま しょ う。

⑧成虫・幼虫がとれなくなったら、残っている卵を少しでもとってあげる。
髪 を よ く 見 な が ら 専 用 グ シ で 卵 を で き る だ け と っ て あ げ ま し ょ う 。 最 後 に ブ ラ シ (最
初に使 った ブラ シで はな い別 のも の)で 軽く ブ ラッシ ング して 終了 です 。

⑨使用後のエプロンなどはよく見てください。
⑩終了したら、周辺を掃除機で清掃します。
⑪使用したブラシ、クシ、歯ブラシは 60 度を保ったお湯に５分間以上浸ける。
熱すぎ ると 、ブラ シが 変形 する こと があ りま す 。特 に火 傷に 注意 して くだ さい 。子ど
もが複 数い る場 合は 目が とど かな いこ とが あり ますの で注 意し てく ださ い。ク シ等 を袋
に入れ て置 き、 子ど もが いな いと きに 処置 する 方法が よい でし ょう 。
※ ジ メ チコ ン：髪 をサ ラ サラ に する 効 果な ど があ り 、ヘア ース プ レー や 整髪 剤 など に 使
わ れ て いる 。 駆除 効 果(4％ ロー シ ョン )が あ るこ と が 英国 の 研究 で 報告 され て いる 。
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11．家庭への指導と駆除資料
●

家庭への指導
アタマジラミの駆除方法は「 Ⅳ ． 保 護 者 指 導 用資 料 」 の〈 家庭 向 け配 布 資料 〉 と上

部に書かれているページ 19〜22 を参照 してく だ さい 。本 ペー ジは 、豊島 区ホ ーム ペー
ジの「 保健 所案 内」 くらしの中のねずみと虫「シラミ」の項目にも掲載さ れていま す。

●

専用クシが無い場合や寄生が少ない場合の駆除方法の指導例
頭を十分に洗ったあとハサミで毛ごと卵を除去する方法です。

耳後ろや頭皮まで十分にシャンプーしてください。ブラシなどでブラッシングしながら
毛の絡まりを無くします。すすぐときにシラミが引っ掛かりにくいようにするためです。
特に絡まりやすく長い髪は、丁寧にブラッシングしてください。髪を十分にすすぎ、で
きればリンスもしてください。その後、髪をドライヤ−で乾かします。熱風がよいのです
が、やけどや低温やけどに注意してください。髪が乾いたら、明るいところで、首周りを
出来るだけ黒っぽい布で囲み、卵を毛ごと１本１本丁寧にハサミでカットします。疑わし
いものも含め全てカットします。終わったら掃除機で周辺を清掃します。首や肩を囲んだ
布にも注意してください。そのほかにクシやマクラ、シーツ類・帽子などから再感染しな
いよう処置を行ないます。この方法を 3 日間連続して行っても終わらない場合は、専用グ
シやスミスリン剤を使った方法に切り替えてください。駆除が終わっても子どもの頭髪を
継続して観察してください。

●

市販駆除剤、スミスリン殺虫剤使用にあたっての注意

シラミ駆除として、スミスリン剤は、一般に広く使われていますが、間違った使用例が
多く見られます。正しい使い方の啓発が必要です。次のことに注意してください。
・必要以上に使い過ぎると皮膚炎を起こします。
・卵にはほとんど効果がなく、薬剤を使っても卵は残るので駆除が終わったかどうかわか
りません。その結果、薬を使い続けてしまうケースがみられます。
・スミスリンパウダーによる処置は、白い頭の状態で、１時間保つ必要があるので、使用
にあたっては、差別やいじめにつながらないよう注意が必要です。

〈間違った使用例〉
・アタマジラミが寄生していないのに予防のため毎日使用する。
・薬の回数や量が多ければよく効くだろうと毎日たくさん使う。
・フケをアタマジラミの卵と思い込み使い続ける。
皮膚炎を起こす子やフケがひどくなる子がいます。
薬害も出ますので、用法用量を守るよう指導して
ください。
間違った対応が見られます。使い
過ぎて髪も皮膚も艶が無くカサカサ
になっている子が見られます。
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●

髪を短くすることについて

洗髪をしやすくするために髪の毛を短くすることはとてもよい方法と考えますが、七五
三等を控え、髪を切りたくない子もいると思います。要は対策がキチットとれていればよ
いのであって、嫌がる子の髪を無理やり短くする必要はありません。中には子どもの頭を
ツルツルにする保護者もいますが、たしかにツルツルにすれば駆除は終わりです。しかし、
毛が５mm 位伸びた頭に卵がびっしりと産みつけられていた例があります。問題は対策が十
分に行われ、その後の観察を継続することにあります。

● 衣類・寝具類の処置
〈熱処理〉
熱処理には、６０度を保ったお湯に５分間以上浸ける方法とアイロンを使用する方法や
熱風乾燥する方法があります。
対象として、帽子、クシ、ブラシ、タオル、ヘアーカラーゴム、スカーフ、マフラー、
ジャンパー、マクラカバー、シーツ等があります。たくさんの物を一度に浸けるとお湯の
温度が下がります。熱いお湯は効果的ですが、やけどに注意してください。お湯は熱くて
もぬるくても見た目は同じです。
アイロンを使用した場合は、使用した後に部屋の掃除（掃除機）をします。アイロンを
かけた物とかけない物を一緒にしないよう注意します。
コインランドリーなどで熱風乾燥する場合は、一度にたくさん詰め込まないようにしま
す（熱が中心部まで伝わる必要がある）。小さな物はヘヤードライヤーでも可能です。
熱により縮んだり変形する物があるので注意してください。

〈保育園で使用した昼寝用などのマクラカバー等の処置〉
マクラカバー、シーツ類は毎日持ち帰って処置します。処置方法は、上記のどれでもか
まいませんが、園から持ち帰った袋（処置前のシーツ等を入れた袋）に処置したシーツ類
を入れないようにしてください（袋は持ち帰り専用と引き渡し専用がいる）。
なお、マクラカバーやシーツ類に薬剤（スミスリンパウダー等）は使用しないように注
意してください。薬剤（殺虫剤）を吸い込んだり、長時間肌に接触してしまいます。

●

部屋の処置

部屋は、電気掃除機でまめによくかければ大丈夫です。部屋に薬剤（エアゾール殺虫剤・
くん煙剤等）を使用する必要はありません。

以上が施設での対応です。

なお、アタマジラミの駆除方法は、
〈家庭 向け配布資料〉を参照してください。
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Ⅲ

薬の効かないアタマジラミがいる

スミスリン剤を使用しているにもかかわらず駆除できない場合は、薬剤が効いていない
ことも考えられます。国立感染症研究所では、2001 年に都内で採取したアタマジラミにつ
いて薬剤抵抗性を調査したところ、ピレスロイド剤（スミスリン）に抵抗性あるコロニー
を確認しています。海外の先進国では、すでに抵抗性をもつアタマジラミが出現していま
す。我が国では、人体に使用できる許可薬剤がスミスリン剤しかなく、抵抗性アタマジラ
ミの出現は重大な問題となっています。原因は、海外から抵抗性あるアタマジラミが持ち
込まれたのではないかと考えられます。さらにスミスリン剤が年間約 30〜40 万本も出荷さ
れている現状から、薬に強いシラミが生き残っていくことも考えられます。いずれにして
も、薬剤の使用や指導にあたっては、心掛けておく必要があります。
薬剤が効かないアタマジラミがいる
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Ⅳ

保護者指導用資料

駆除資料の参考や保護者向け配布資料としてご活用ください。

●

保護者 向けア タマジラ ミにつ い てのお知ら せ文例 （参考）
お知らせ文例はたたき台です。園等の実情に合わせて直してください。
わからないことは、保健所に相談しましょう。

●

家庭向 け配布 資料（コ ピーし て お使いくだ さい）
く ら し の 中 の ね ず みと 虫

№ １‑2‑4

都 内 版 04

〈家庭向け配布資料〉

ページ１９〜２２

計４枚

・アタ マジ ラミ

４− １

・どん なこ とで 感染 する の？

４− １

・アタ マジ ラミ の見 つけ 方

４− ２

・家庭での駆除方法について

４−３

・１． 専用 のク シに よる 効果 的な 駆除 方法

４− ３

・ ２． 駆除 薬（ スミ スリ ン剤 ）に よる 駆除 方法

４− ４

※この 家庭 向け 配布 資料 は、豊島 区ホ ーム ペー ジの「◆ 保健所 案内 」・「 くらしの
中のねずみと虫（シラミ）」にも掲載されています。
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○

○

保 育園 長

ア タ マ ジラ ミ の予 防 や駆 除に つ いて お 知ら せ
近年 、全 国的 に保 育園 や小 学校 の低 学年 の児 童の頭 髪に アタ マジ ラミ の発 生（ 寄生）
が見ら れま す。
シラミ とい うと 、かつ ての コロ モジ ラミ のイ メ ージか ら不 潔の 代名 詞の よう に受 けと
られが ちで すが 、今日 の子 ども達 を中 心と して 発生し てい るア タマ ジラ ミは 、不 潔で 発
生して いる こと はあ りま せん。病気 も心 配い り ません ので 間違 った 情報 が広 まら ない よ
うご注 意く ださ い。
子ども 達に 感染 が多 く見 られ るの は、子ど も達 が寄り 添っ て遊 んだ り 、ブラ シや マフ
ラー等 を共 用す るこ とが 多い から です 。保 育園 では 、ア タマ ジラ ミの 発生 予防に 十分 注
意や観 察を 行い ます が 、各 家庭に おい ても 予防 や駆除 とし て 、日 頃か ら子 ども頭 髪の 観
察と保 護者 によ る洗 髪を お願 いし ます 。
また 、お 子様 の頭 髪に アタ マジ ラミ の卵 と疑 わ しきも の（白 いふ けの よう なも の ）が
付いて いま した ら、保 健所 や皮 膚科 にご 相談 く ださい。 アタ マジ ラミ がい る場 合は、 当
園にお 知ら せく ださ いま すよ うお 願い いた しま す。
共 用 物 や洗 髪 につ い ての 注意
兄弟間 や子 ども 間で クシ 、ブラ シ 、タ オル 、帽 子など を共 用し ない よう ご注 意く ださ
い。ま た、子 ども が自 立し て洗髪 する ころ は、 洗い方 が不 十分 にな りが ちで す。特 に耳
の後ろ や後 頭部 など が多 いよ うで す。 発生 した 時は、 大人 が洗 って あげ まし ょう 。
兄弟（姉 妹 ）が いる 場合 は 、感 染が ピン ポン ゲ ームの よう に行 った り来 たり する 例が
見られ ます ので ご注 意く ださ い。
予防や 駆除 に関 する 相談 は、保健 所で 受け 付け ていま すの で 、下 記に お問い 合わ せく
ださい 。な お、 洗髪 や入 浴後 の風 邪に 気を つけ ましょ う。

アタマ ジラ ミ相 談窓 口：

○ ○保 健所

○○ 課
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電 話番 号： xx− xxxx−xxxx

〈家庭向け配布資料４−１〉

★
★

くらしの中のねずみと虫

№１‑2‑4

都内版 04

わが国では、不潔が原因で寄生することはほとんどありません。
間違った情報から差別やいじめにつながることがあります。

卵は 約 0.5 ㎜に 見え る

ア タマ ジラミ 成虫

約 ２〜 ３㎜

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・

シラミというと、戦後の一時期に蔓延したコロモジラミのイメージから不潔
だと受け取られがちですが、現在の日本で不衛生なため発生していることは、
ほとんどありませんので、差別やいじめにつながらないよう、正しい認識をも
って子どもと対応してください。
・卵は、髪の毛に産み付けます。
・卵の色は少し透けた艶のある白色です。
・幼虫、成虫とも吸血します。・雄、雌とも吸血します。
・卵は、まとめて産むのではなく、１日に約５〜６個ずつ生み続けます。
・温度や湿度によりますが、吸血しないと２〜３日程度で死んでしまいま す。

どんなことで感染するの？
子ども達は、からだを寄せ合って遊ぶことが多いので、大人よりうつりやす
いと考えられます。一般的には、次のようなことでうつると考えられます。
・帽子、ヘアーカラーゴム、スカーフ、マフラー、クシ、ブラシ、衣類等を共
用する、貸借りすることでうつることがあります。
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・寝具類、マクラ、シーツ、ベット等を介してうつることがあります。
・集団生活や集団昼寝などで寄り添う時にうつることがあります。（図１）
・バスや電車等のソファを介してうつることがあります。（図２）
・子どもが頭を触れ合って遊ぶことによりうつることがあります。（相撲等）
・子ど もが 集ま って 漫画 本を みた りゲ ー ム を する ことで うつ ること があ る。 （図３）

・髪が触れるほど混雑したバスや電車や船等でうつることがあります。

（図１ ）髪 と髪 が重 なる

（ 図２ ）ソ ファ 等

（図 ３） ゲー ムに 夢中

●洗髪が不十分で増やしてしまうことも
子どもが自分で髪を洗い始めたり、子ども同士で洗うことがあります。シャンプーやお
湯が目・耳・口に入るのを嫌がり簡単に洗っている場合があります。
特に耳の後ろや後頭部に卵が多く見られますのでご注意ください。

●感染している子どもと遊ばせてよいか。
基本的には遊ばせてかまいません。ただし、子どもとスキンシップを兼ね親等が頭髪を
まめに観察し、洗髪を十分に行ってください。園や学校等で発生が見られる場合は、日頃
から帽子やクシ等の共用・貸し借りをしないよう子どもに話してください。差別やいじめ
につながらないよう正しい認識で対応をお願いします。

アタマジラミの見つけ方
アタマジラミは、髪の毛の間をかなり早く動き逃げるので、寄生が少ない場合は見つけ
るのが困難です。最も簡単な見つけ方は毛に産み付けられている卵を探します。卵は一見
ふけの様に見えますが、写真のように楕円形です。わからない場合は、毛ごと切り取りビ
ニール袋に入れて、保健所で見てもらいましょう。卵が毛から取れて基部だけが残るとヘ
アキャストと呼ばれる皮膚分泌物に似るので、よく見間違えます。ヘアキャストは指の先
でつまんで引っ張ると簡単に動きます。シラミの卵（基部）は、セメント様物質で毛にし
っかりと産み付けられているので、引っ掛かる感じがあります。

家庭での駆除方法について
寄生や卵が多い場合は駆除専用のクシを使うと効果的です。昔は梳き櫛が使われていま
したが、今では専用のクシが入手できます。専用のクシは成虫や幼虫だけでなく卵も取れ
ますが、卵は縦 0.5mm×横 0.3mm くらいなのでクシ幅により引っ掛からないことがありま
すので注意してください。
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●頭髪以外の対策
・子どものマクラ、シーツ類はアイロンをかける。
・クシやブラシ、帽子、マフラー類などは共用しない。
・クシやブラシなどは、熱風のドライヤーで処理するか、
60 度を保ったお湯に 5 分以上浸ける。
・室内にエアゾール殺虫剤やくん煙剤等を使用する必要は

シ ラミ 専 用 グ シ （右 上 は 梳 き櫛 ）

ない。部屋は、まめに掃除機をかける。

●頭髪のアタマジラミ駆除例として「１．専用のクシによる効果的な駆除方法」
と「２．スミスリン剤と専用グシによる駆除方法」を紹介します。

１．専用のクシによる効果的な駆除方法
◆駆除例：シャンプーの泡ごと専用グシで梳きとる方法です。
この方法は、スミスリンシャンプーを使用してはいけません。（ 薬剤 の 接 触 時 間が 長 く な る）

経済的で手軽にできる方法です。シャンプー剤の質により専用グシの使い良
さは多少変わります。髪が長い子や毛が細い子、絡まりやすい毛質の子は、リ
ンスをたっぷり使って行う次のページの、スミスリン剤と専用グシを使う駆除
例１の方法がよい場合があります。やりやすい方法を選んでください。
●駆除例の内容と順序について説明します。
①耳後ろや頭皮まで十分に普通のシャンプー剤で洗髪します。
シャワーブラシなどで丁寧にブラッシングして毛の絡まりを無くします。
②専用グシを使ってシラミや卵を除去します。
髪を一方方向（後方がよい）に丁寧にブラッシングして２〜３cm 位に小分けしながら専
用グシで髪の根元から梳きとります。梳きとったら１回ごとに洗面器で濯ぎます。こまめ
にクシを光にかざして、クシの根元などに卵などが付いていないか確かめてください。１
㎜位の小さな幼虫や卵がクシに挟まっている場合は、歯ブラシでそぎ落としてください。
難しそうですが、要は再付着しなければよいのです。
③髪をすすいで、ドライヤ−で乾かし終了です。
④その後卵の残り具合を点検しましょう。
以上の方法を毎日寝る前に行います。うまくいけば、数日で終わります。途中で卵が増
えていたり、1 週間以上続けているのに終わらない場合は、新たな感染が考えられます。
枕、タオル、クシ、帽子などの共用や兄弟間等で感染が行ったり来たりしていないか注意
してください。駆除が終わっても暫くは親が洗髪してあげましょう。頭髪の観察は引き続
き行ってください。
風邪に注意：冬などの入浴時に、裸で長時間処置を行うと親子共風邪をひいてしまいます。
入浴せずに肩 ま で入 る洗 髪用エ プロ ンを 使っ て 頭髪だ け処 置す る方 法が よい でし ょう 。
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２．スミスリン剤と専用グシによる駆除方法
◆駆除例１：十分に泡を洗い流した後、リンスを使って専用グシで梳きとる。
髪が長い子や細い子、絡まりやすい子はリンスを多めに使います。
また、髪を梳く時間もかかりますので、風邪防止のためにも入浴せずに洗髪
用エプロンを使って頭髪だけ処置しましょう。
◆駆除例２：髪を乾かした後、明るいところで専用グシを用いて卵を梳きとる。
この方法は⑤がはぶけます。また、通常 入浴に近い利点があります。
①→②→③→④→⑥→⑦→専用グシ （ク シ ど お りを 良 く す る スプ レ ー 等 をう ま く 使 い まし ょ う ）
●駆除例１の内容と順序について説明します。
①頭髪を濡らします。
②スミスリンシャンプーを髪の毛の生え際、耳の後ろ側、襟元まで薬が十分に行き渡るよ
うにシャンプーします。（シャンプー量は短い髪 10ml〜長い髪 20ml が目安です）
③シャンプー後５分間は洗い流さないでください。
④５分後、髪を十分にすすぎます。
⑤リンスと専用グシを使って卵を除去します。
リンスしながら髪を一方方向（後方がよい）にシャワーブラシなどで丁寧にブラッシン
グします。髪が長い子などは特に念入りに行なってください。髪を１〜３cm 位に小分けし
ながら専用グシで髪の根元から専用グシで梳きとります。専用グシを光にかざして、根元
などに卵などが挟まっている場合は、歯ブラシでそぎ落としてください。
⑥髪をすすいで、ドライヤ−で乾かし終了です。
⑦その後卵の残り具合を点検しましょう。
以上を１日一回３日間隔で３〜４回行ないます。10 日経っても駆除が終わらない場合は
保健所に相談してください（薬の効かないアタマジラミがいます）。
〈注意〉
※スミスリン剤は用法用量を守りましょう。使い過ぎると皮膚炎を起こします。
※卵は薬に強いので駆除できません。また、抜け殻もとらないと駆除が終了したかどうか
わかりにくいので、クシなどで物理的にとりましょう。
※使ったブラシなどに卵が付着していることがあるので、60 度を保ったお湯で５分間以上
浸けるか熱風のドライヤーをかけます。やけどに注意しましょう。お湯による方法は、袋
にクシやブラシを入れておき、子どものいないときに処置するのがよいでしょう。
※駆除が終わっても暫くは卵が増えていないか頭髪を観察してください。

監修・発行：豊島区 池袋保健所 生活衛生課環境衛生
東京都豊島区東池袋１‑２０‑９
電話 03−3987−4176
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〈ここからは、家庭向け配布資料ではありません〉

参
●

考
駆除専用のクシの入手先等

保健所や保育園によっては、専用のクシを貸し出しているところがあります。
（駆除専用クシ）
・品名：ライスマイスター（全米シラミ症協会開発）
※その他、インターネット上で専用クシが紹介されています。
検索：「全米シラミ症協会」及び「アタマジラミ

梳き櫛」など

・品名：スミスリンＬ（スミスリンシャンプー剤に専用のクシが付いています）
購入先：薬局
・その他、ペット用のクシ（ネコノミ用の目の細かい物）が利用できます
・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・ ・

●

その他のシラミ

・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・ ・

１．コロモジラミ
★
★

下着などの衣類に寄生します。
アタマジラミにそっくりですが、混
同してはいけません。頭髪には寄生し
ません。
★ 吸血します。かゆみを起こします。
★ 感染症を媒介する力を持っています。
コ ロ モ ジ ラ ミ 成 虫 約 ４ mm

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コロモジラミは主に人の下着などの衣類に寄生し人の血を吸って生活しています。
見た目 には アタ マジ ラミ と形 や大 きさ がそ っく りです が、ア タマ ジラ ミと 混同 して はい
けませ ん。コ ロモ ジラ ミは 発疹 チフ スや 塹壕 熱 などの 感染 症を 媒介 する こと で知 られ て
います。コロモジラミ症は衣類を洗濯しない方やできない方に見られます。海外では、
かなり発生している国や地域もありますので、覚えておきたい衛生害虫のひとつです。
詳しく 知り たい 方は 、豊島 区のホ ーム ペー ジで も公開 して いる「 〜コ ロモ ジラミ をご 存
知です か？ 〜」 をご 覧く ださ い。

予

防

予防の 基本 は下 着を まめ に取 り替 え、 衣類 を洗 濯して いれ ば大 丈夫 です 。
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２．ケジラミ
★
★

吸血する。かゆみを起こします。
主に陰毛に寄生します。まれに他部
の毛にも寄生します。
★ 性接触による感染が多いが、寝具類等
を介しても寄生します。
★ アタマジラミをケジラミと混同しない
ようにしましょう。
成虫 約１〜２㎜
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ケジ ラミ は主 に人 の陰 毛に 寄生 しま す。感染 は性行 為や 感染 者が 使用 した 寝具 類、ト
イレの 便座 カバ ーな どを 介し てう つる こと があ ります 。夫婦 間で 発生 した 場合は 、どち
らが先 に持 ち込 んだ のか で 、離婚 など の問 題に 発展す るケ ース があ りま す 。毛深 い人 で
は胸毛 など に寄 生す るこ とが あり ます 。ご くま れです が子 ども では 、眉毛 や髪の 毛に 寄
生する こと があ りま す。

駆除と予防
〈駆除〉
・陰毛を剃る。・毛深い人は、スミスリン剤を併用する。
・下着やシーツを毎日取り替える。

〈予防〉
・感染者とベッドやフトン等を共用しない。・感染者と便座シートは共用しない。
・衛生環境の悪い地域や宿では寝具や便座に注意する（国内外）。・性感染症予防

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．ペットや動物のシラミ
★ 人には寄生しない。
★ 犬猫の毛の中に顔を埋めたりしない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
馬に寄生するウマジラミ、牛に寄生するウシジラミや犬に寄生するイヌジラミなどがい
ますが、人には寄生することはありません。

その他、鳥類に多く寄生するハジラミは主

に羽や毛を食べます。種類としてはニワトリハジラミや犬猫に寄生するイヌハジラミ、ネ
コハジラミがいます。ハジラミは人を吸血したり寄生したりしませんが、イヌハジラミ、
ネコハジラミは条虫（瓜実条虫）の中間宿主なので、可愛さのあまり犬猫の毛の中に顔を
埋めたり、噛み付いたりして、知らずにハジラミを食べないようにしてください。
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