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ぼくらの名前は｢シラミ｣
みんなの髪の毛の中でかくれんぼするのが大好き。
みんなの頭に住みついて、かゆくしちゃうんだ。



みんなの髪の毛に卵をくっつけるぞ。
卵はすごくすごく小さくて、

なかなか見つけられないよ。
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ぼくらは人間の頭に住むのが大好き。
犬やねこの頭には住まないよ。



ぼくらは羽がないから空は飛べないよ。



ぼくらはジャンプもできないんだ。
だから新しい髪の毛に行きたくなったら、

くしとかにくっついて引越しするんだ。
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ぼくらに、みんなの髪の毛に来てほしくない？
それなら大人にいつも確認して

もらうのが一番だよ。
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いつものシャンプー
で髪の毛を洗おう。

髪の毛にくっついている
卵を全部取ろう。

それでも、もしぼくらがみんなの髪の毛に
来てしまったらどうしよう！
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大人にしてもらいたいこと。

家の中、車の中、
カーペットやソファ
なんかも全て
掃除機をかけよう。

シーツや洋服を
熱いお湯で洗おう。
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にげろにげろー！



ぜひ、私達のインターネットサイトに
お越し下さい。

シラミについて楽しく学べます。

※現在は
英語表記のみ
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The NPA’s Parent Tips for
Head Lice & Nit Removal
‘Cuz if you don’t get ‘em out ...you’ve still got ‘em!™

1. Work under a good light, such as the natural sunlight from sitting by a window or going outdoors. 
A strong lamp can also be used.

2. Use a grooming comb or hairbrush to remove tangles.

3. Divide the hair in sections and fasten off the hair that is not being worked on.

4. Use the LiceMeister® comb to detect the presence of lice and nits.

5. Using the comb, go through the section from the scalp to the end of the hair.  You can dip the 

comb into a cup of water or use a paper towel to remove any lice, nits or debris from the comb 
between passings. 

6. Look through that same section of hair for attached nits (lice eggs) and live lice. Nits are always 
oval-shaped. While usually grayish-white, they can vary in color.  Nits are generally laid close to 

the scalp but can be found anywhere on the hair shaft.

7. Go on to the next section until all have been completed. 

8. To clean the LiceMeister®  comb – use a toothbrush, fingernail brush or unwaxed dental floss. 
The comb can also be boiled.

9. Even under the best of conditions, a few lice or nits may be missed.  Use the LiceMeister® comb 
to screen the infested person every day and regularly thereafter.  Seeing a nit or two the next day 

does not necessarily mean reinfestation.  However, be sure to remove them immediately.  Being 
consistent and diligent about screening and manual removal will go a long way toward controling 
the problem.  

10. If additional nits (at least 3-5 per day) are discovered, this may signal that live lice may be on the 

head.  Another thorough manual search is recommended at that time.  Remember that each day 
is a new day for the risk of a new infestation.  Routine screening is vital for anything that may have 
been missed and also for identifying a new infestation as early as possible.

The LiceMeister® comb enables you to accomplish these important steps at home:

screen safely and regularly remove lice and nits immediately and effectively
detect lice and nits as early as possible avoid panic & unnecessary use of chemicals

The National Pediculosis Association®, Inc.

npa@headlice.org      617-905-0176 

www.headlice.org
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アメリカ国立シラミ寄生症協会より
頭ジラミと卵の駆除の方法について

1. 窓の横や屋外など、明るいところで作業をしてください。
2. 最初に普通のくしで髪のもつれを取っておきます。
3. 髪を何箇所かのセクションに分け作業します。作業していない髪はゴムで結んでお

きます。
4. マイスターコームを使って、シラミの成虫、幼虫、卵を見つけ出します。
5. 髪の付け根から毛先までマイスターコームを通します。コームに付いたシラミや汚

れはその都度水で洗うか、ペーパータオルで拭き取ってください。
6. シラミの成虫、幼虫、卵が全て取れたことを確認してください。卵は通常、楕円形で

白っぽい色をしています。髪の付け根に近いところに多く見られますが、髪全体に
付いている可能性があるのでよく確認してください。

7. セクションごとに同じ作業を繰り返します。
8. 使い終わったコームは、歯ブラシ、爪ブラシ、ワックスのついていないデンタルフロ

スなどを使って洗ってください。熱湯に入れるのもお勧めです。
9. どんなに丁寧に駆除しても、全ての卵を取り除けていない可能性があります。駆除

した後も、何日かマイスターコームを使い続け、成虫、幼虫、卵を発見する度にす
ぐに取り除いてください。頻繁に確認し丁寧に駆除し続けることが、シラミ駆除には
とても効果的です。

10. 駆除した次の日に3-5個以上の新しい卵が見つかる場合は、シラミの成虫がまた
駆除しきれていないというサインです。もう一度、1-9の手順を繰り返してください。

安全で定期的な検査 シラミの成虫と卵の素早く効果的な除去

シラミの成虫と卵の早期根絶 不必要な殺虫剤使用の回避

ライスマイスターコームを使えば、以下のシラミ対策をご自宅で行うことができます。
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