
 

平成26年8月20日 

桜井保健所 感染症係 



「学校欠席者情報収集システム」  
（保育園サーベイランス含む） 

 

国立感染症研究所感染症情報センターが、「学校欠席者者情報収集システム（保育園サーベイランス含む）」を開発し、
全国的な普及を図っています。 利用するにあたって、費用はかかりません。ソフトにインストールはいりません。 

国立感染症研究所  感染症疫学センター 出典：国立感染症研究所 



✿学校欠席者情報収集システム 
（保育園サーベイランス含む） 

対象施設 （桜井保健所管内） 

 〈入力施設〉 (H26.7.17時点で、入力していた施設/登録している施設)  

• 保育園：１１/３３園  ・幼稚園：３０/３９園 

• 小学校：３５/４５校  ・中学校：９/２３校 

• 高校（高専含む）：２/１１校 

• その他：２/３校          計：８９/１５４施設 
 

 〈閲覧施設〉 

• 市町村教育委員会、保育園主管課、 

• 県庁（教育委員会、私学担当課、保育園主管課）、 

  保健所、国立感染症研究所 



システムのメリット 
http://www.syndromic-surveillance.net/gakko/index.html 

メリット①学校ごとに記録 

解析資料を自動作成 

集計表、グラフ、地図の表示 

アラート（異常探知）システム 

メリット②校医等との連携 
リアルタイムの情報共有 
状況把握の説明なしに相談が 
できる（学級閉鎖,予防の指導） 
→早期対応で感染拡大防止へ 

メリット③近隣の状況 

中学校区の地図情報で地域の流行状
況が把握できる 

メリット④省力化 
臨時休業や出席停止の届をオンライン上 
で提出 
月報の自動作成 
流行曲線、罹患率の自動作成 

メリット⑤費用はかかりません。 
インストールするソフトもいりません。 

校医・保健所の他、教育委員会、県庁、国立感染症研究所も情報の共有・確認が可能 

4 出典：国立感染症研究所 



(1)感染症発生動向と集団感染の早期探知 
 ・欠席者・登園体調不良者数の確認（欠席理由など） 

 ・麻疹・風疹等入力時の確認（予防接種歴） 

 ・インフルエンザ初発事例、感染性胃腸炎集団発生の探知 

(2)地域サーベイランスとのリンク 

 ・地域医療機関・医師会・市町村等への迅速な情報提供 

(3)情報の分析・啓発 
 ・罹患率の確認。ログイン後コメント（お知らせ）欄等を活用 

  した流行状況、予防対策の啓発 

データがどのように活用されているのか 
～保健所における活用～ 

感染症発生動向の早期探知と迅速な情報共有 
に役立てています。 



 (4)アラートメールの活用 

 保健所ではアラートメールでの疾患登録が 
あった場合、学校への聞き取りを実施し、結果に 
より、現地での疫学調査を実施します。 

あらかじめ受信先
を複数設定してお
くと、迅速に情報
が共有できます 

活用の仕方は 

いろいろありま
すねッ！！ 

アラートメールの受信先は5件まで設定出来ます。（学校・園） 
例）①施設の代表アドレス ②校長・教頭・園長などのアドレス 

③校医・園医のアドレス ④担当者のアドレス など 



参考：アラートメールの受信先設定 

携帯電話のメール 
アドレスを設定され
る方もおられます。 

スマホでも閲覧できる
ので、出先でも確認 

できます！！ 



欠席者の異常な増加に注意！！ 

• １クラスだけ異常に欠席者が増加した。 

• それまで欠席者が５人未満だったが、ある日欠席者
が２０人となり、アラートメールが届いた。 

• 保健所より施設へ状況確認のため連絡した。 

 

 

 

              ・・・再確認をお願いいたします。 

システム入力に関する保健所からのお願い 



システムを 

もっと活用しよう！！ 

 



（１）ログインコメントの活用 



（２）グラフの活用 

〈作成手順〉 

①参照をクリックします。 

②自施設の集計表の中で、グラフを出したいクラ
スのグラフ欄の「表示」をクリックします。 

③見たい感染症の種類と、表示される期間を選び
ます。 

① 



② 



③ 

感染症の 
発生状況が
一目で分か
り、便利です
ね！！ 



システムを活用した集団感染症 
発生時の対応の実際 



 

作成：奈良県桜井保健所 



時間 Ａ保育園の状況 ポイント 

8月16日 9:00 園児3名が嘔吐・腹痛の症状あり。 園の中で嘔吐はありましたか。
吐物処理は、適切にできました
か。食中毒の可能性は？？ 

8月17日 9:00 新たに、児童7名に嘔吐・下痢の症
状あり。 

8月17日 10:00  
 

8月17日 13:00 

8月17日 15:00 ★健康調査表の記入方法につ
いて 

8月17日 16:00 保健所からの疫学調査が入る。 これ以上感染症を増やさない対
策を一緒に考えていきましょう。 

8月17日 17:00 調査時の指導に基づき、園内の消
毒を実施。 

8月18日 9:00 園児が登園。体調不良の園児につ
いて把握。体調不良の園児につい
ては、保健室にて対応。 

8月18日 10:30 健康調査表を保健所にメールにて
報告。 

保健所では人数の変化等を把
握し、適切な対応ができている
か、確認を行っています。 

例：保育園・幼稚園の動き （時系列） 

園医、教育委員会、市町村、に現
状報告を実施。 

欠席者情報収集システムに入力。 

関係機関と連携を図り、感染拡
大を防ぐために、早期の情報共
有を心がけましょう。 

保健所より電話連絡あり。健康調
査表への記入を依頼される。 

次の日、園児が登園するまで
に、消毒することが必要です。 

体調不良の場合は、感染源と
なってしまうこともあります。適
切に対応しましょう。 



健康調査表の記入方法について 
〈 基 本 様 式 〉 



8月17日9:00時点の 
児童への聞き取り内容① 

Ａ子ちゃん 

8/15の夜と16日昼に下痢
があったため、17日も休み。
16日病院受診し、ノロウイ
ルスによる胃腸炎と診断。 

Ｂ太朗くん 

8/14の朝1回、自宅で嘔吐
していた。本人元気だった
ので登園していた。16日後
は体調悪化し休み。 

Ｃ助くん 

8/16の朝に嘔吐し、休み。
17日、元気になり登園。1
歳児クラスに弟あるが、症

状はなし。 

Ｄ雄くん 

16日に園にて嘔吐。早退し、
17日休み。 

Ｅ花ちゃん 

16日の夜に下痢。17日休
み。 

Ｆ美ちゃん 

16日の夜に腹痛。17日朝
に嘔吐あり、17日休み。 

Ｇくん 

16日夜嘔吐。17日休み。 

Ｈ和くん 

17日朝嘔吐。17日休み。 

Ｉくん 

17日朝下痢。17日休み。 

Ｊ子ちゃん 

16日帰宅後嘔吐。17日休
み。 

いつから？ 

何の症状？ 受診は？ 

感性経路
は？ 



〈 記 載 内 容 ① 〉 



8月17日9:00時点の 
児童への聞き取り内容② 

Ａ子ちゃん 

8/15の夜と16日昼に下痢
があったため、17日も休み。
16日病院受診し、ノロウイ
ルスによる胃腸炎と診断。 

Ｂ太朗くん 

8/14の朝1回、自宅で嘔吐
していた。本人元気だった
ので、登園していた。16日
後は体調悪化し休み。 

Ｃ助くん 

8/16の朝に嘔吐し、休み。
17日、元気になり登園。1
歳児クラスに弟あり。 

Ｄ雄くん 

16日に園にて嘔吐。早退
し、17日休み。 

Ｅ花ちゃん 

16日の夜に下痢。17日休
み。 

Ｆ美ちゃん 

16日の夜に腹痛。17日朝
に嘔吐あり、17日休み。 

Ｇくん 

16日夜嘔吐。17日休み。 

Ｈ和くん 

17日朝嘔吐。17日休み。 

Ｉくん 

17日朝下痢。17日休み。 

Ｊ子ちゃん 

16日帰宅後嘔吐。17日休
み。 

17日に病院で
検便。18日に 
ノロと診断。 

情報の追加 



〈 記 載 内 容 ② 〉 

適宜、情報を追加する 



注意事項 

注意事項 内    容 

対象者について 
下痢、嘔吐、腹痛、発熱の内、何らかの症状を有しており、かつ、
感染性胃腸炎以外の疾患の診断がついていない者全員。 
(※保健所の中で協議し、後に対象者から除外する場合もある) 

報告時間・調査期
間について 

＜報告時間＞ 
 症状の確認は、報告日前日の９：３０～報告日の９：３０までの
確認をし、原則毎朝１０：００を目安に報告をお願いします。  
（報告後に症状があったことを確認した場合は、翌日の報告に
含めてご報告下さい。） 
＜調査期間＞ 
 個別 ）発症日～症状消失後４８時間 
 全体 ）感染の始期～①新たな発症者なく、3日間経過 
               ②平常時の状態に戻った時 

発症日について 
・発症日（症状が出た日）  ≠  症状を確認した日   
                      ≠  保健所へ報告をする日 

検便検査について ・受診の確認の際には、検便実施の有無を確認して下さい。 



• 欠席者情報収集システムを用いて、関係機関における 
リアルタイムな情報共有に努めましょう。 

• 保健所では、毎日システムを確認しています。お互いに
確認し合い、精度の高いシステムにしていきましょう。 

• システムを用いて、自施設だけでなく地域の流行状況を
把握し、日々の感染症対策に役立てていきましょう。 

• 感染症が発生した際には、早期に主管課や施設医、保
健所に相談し、一緒に感染拡大を防いでいきましょう!! 

こども達が安心・安全に園や学校で生活を 
送れるよう、みんなで協力しましょう！ 




