
石川県学校現場における学校健診後の受診状況調査報告 
～保団連「2020 年度 医科歯科 学校健診後治療調査」石川県内の回答結果まとめ 

 

2021 年９月２日 

石川県保険医協会 会長 三宅 靖 

私たち石川県保険医協会は、保険医の生活と権利を守るとともに、県民の健康と医療の向上をめ

ざして、1975 年の設立以来、多様な活動を行っている自主的な団体です。現在、石川県内の医科・

歯科保険医約 1,030 人（石川県内の開業医師・歯科医師の約７割相当）で構成しています。 

当会も加盟する全国保険医団体連合会（略称：保団連。会員数 107,000 人）では、新型コロナウ

イルス感染症が感染拡大した 2020 年度において、医療現場から児童・生徒の健康状態の悪化を指

摘する報告が出されている現状を受けて、その実態を調査し、改善に向けた諸活動展開のために

「2020 年度学校健診後治療調査」を実施しました。 

石川県でも、この取組に呼応し、県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 349 校（分校・

分室除く、2021 年 2 月 1 日現在の数）に調査協力依頼を行い、最終的に 115 校（33.0%）から

回答をいただき、この度とりまとめを行いました。本日は、石川県におけるコロナ禍の子どもの健

康状況と背景について、広く国民・石川県民のみなさまに知っていただきたく、公表する次第です。 

〇本調査結果におけるポイント 

①対象の県内 349 校（当時）のうち、115 校（33.0%）から回答が得られた。 

②歯科健診において要受診と診断された人数は 7,924 人（30.3%）。うち 3,946 人（49.8%）が未受診

であった。さらに、「口腔崩壊」に該当する児童・生徒が 30 校より 62 人いたことが報告された。 

③視力検査において要受診と診断された人数は 8,741 人（33.8%）。うち 4,477 人（51.2%）が未受診

であった。さらに、視力低下の児童・生徒が多くて座席配慮に困る等の困難事例についても 13 校より

175 人いたことが報告された。 

④耳鼻科健診において要受診と診断された人数は 1,370 人（14.5%）。うち 743 人（54.2%）が未受診

であった。また、聴力検査において要受診と診断された人数は 185 人（0.9%）。うち 59 人（31.9%）

が未受診であった。さらに、中耳炎の放置による耳垂れなどの困難事例については 5 校より 6 人いた

ことが報告された。 

⑤内科健診において要受診と診断された人数は 717 人（2.8%）であり、うち 281 人（39.2%）が未受

診であった。さらに、関連検査等も含めた、肥満児童・生徒の増加等の困難事例については、16 校よ

り 20 人いたことが報告された。 

⑥未受診の背景としては、「保護者の児童・生徒の健康への理解不足」、「新型コロナ感染症拡大による受

診控え」、「共働き」、「ひとり親家庭」が挙げられ、複合的な要因が未受診を招いたものと推察される。 

⑦新型コロナウイルス感染症の影響事例としては、44 校から計 93 人にコロナの影響と思われるものが

発現したとの回答が得られた。主なものとしては、肥満の増加 20 件（45.5%）、視力の低下 19 件

（43.2%）、むし歯の増加 12 件（27.3%）が挙げられた。 

⑧上記のほか、自由記述欄からは、不登校の増加、ネット依存、体力低下によるけがの増加、コロナに

よる心理的な影響について懸念する声が複数寄せられた。 



【調査の概要】 
〇調査目的：石川県の児童・生徒の学校健診・検査受診状況、新型コロナウイルス感染症

感染拡大に伴う各種影響について実態を把握し、子どもを取り巻く環境改善に繋げる 

〇調査期間：2021 年 2 月 4 日～3 月 15 日 

〇調査対象：石川県内すべての小学校、中学校、高等学校（定時制を含む）、特別支援学

校（分室を除く）、義務教育学校（いわゆる小中一貫学校）に通学する児童・生徒 

  ※対象内訳 

  ・小学校  ２００校（国公立・私立。分校を除く） 

・中学校    ８４校（国公立・私立） 

・高等学校  ５４校（国公立・私立。定時制を含む） 

・特別支援学校   ９校（分室を除く） 

・義務教育学校   ２校 

※学校統廃合等、母数は石川県等が公式で発表している学校数と異なる場合がある 

〇調査方法：各学校の学校長・養護教諭に郵送にて調査用紙（別紙）を送付後、ファック

スまたは郵送で返信いただき、石川県保険医協会事務局で集計を行った 

〇回収状況：全 349 校のうち、115 校から回答（回収率 33.0%） 

 

 〇本調査報告書における表記等の諸注意 

 ①本報告書のおける数値の取り扱いは、小数点第二位を四捨五入した値とする。したがっ

て、合計値が必ずしも 100 とはならない。 

 ②本調査用紙等において、小学生の年齢区分を「児童」、中学生、高校生の年齢区分を「生

徒」としているが、本報告書では個別の比較分析は行っていないため、報告書中に出て

くる「人数」等の記載に児童・生徒の区別はないものとする。 

 

＜＜調査結果報告目次＞＞ 

１．2020 年度医科歯科学校健診後治療調査の趣旨 

２．各健診・検査ごとの主な概要 

３．全国調査および 2018 年実施「学校歯科健診後調査」との比較 

４．未受診児童・生徒の背景 

５．新型コロナウイルス感染症による影響事例 

６．その他‐感想・事例など（自由記述より） 

７．調査結果のまとめ 

８．（資料編別冊）調査票、単純集計結果および自由意見一覧 

 

 

 



１．2020 年度医科歯科学校健診後治療調査の趣旨 
  

当会も加盟する全国保険医団体連合会（略称：保団連。会員数 107,000 人）では、2019 年に「全

国学校健診後治療調査」を実施した。同調査では、全国に「医療機関への受診が必要と診断された

にもかかわらず、受診出来ない児童・生徒たちがいる」（調査結果は保団連 HP を参照）実態が明ら

かとなった。さらに、新型コロナウイルス感染症が感染拡大した 2020 年度において、医療現場か

らも「休校等の影響でむし歯の子が増えた」、「視力が低下した子が増えた」など、児童・生徒の健

康が悪化したとの報告がなされ、保団連では、その実態を調査し、改善に向けた諸活動を展開する

ために「2020 年度学校健診後治療調査」を実施した。 

 

石川県でも、この取組に呼応し、県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 349 校（分校・

分室除く、2021 年 2 月 1 日現在の数）に調査協力依頼を行い、最終的に 115 校（33.0%）から

回答をいただいた。本報告書は、県内の回答集約結果に絞って整理したものである。 

なお、保団連が取りまとめた全国調査結果（石川県の数値も含む）について、以下の保団連ホー

ムページに報告書が掲載されているため、ご確認いただきたい。 

https://hodanren.doc-net.or.jp/news/teigen/210125_shcsvy.html 

 

国民皆保険の下、「いつでも、どこでも、だれでも」が必要な医療を受けられることは、国民にと

って当然の権利であり、もちろん子どもも例外ではない。石川県における子どもの健康状況および

受診動向、そしてその背景について、今後、改善していくためのきっかけづくりのためにも、広く

国民・石川県民のみなさまに知っていただきたく、公表する次第である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



要受診

7,924人
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未受診

3,946人

49.8%

２．各健診・検査ごとの主な概要 
  

本項では、主な健診・検査ごとに、１）健診・検査を受けた人数、２）要受診と診断された人数、

３）要受診と診断され、医療機関を受診した人数、４）要受診と診断されたにもかかわらず医療機

関未受診の人数および割合と、各健診・検査に関連する困難事例の実態をあわせて記載する。 

 

Ⅰ‐１．歯科健診結果の概要                                  

はじめに、歯科健診に係る各数値と「口腔崩壊」の実態について掘り下げたい。 

①歯科健診は回答の得られた全 115 校で計 26,178 人に実施された。 

②健診で要受診と診断された数は 7,924 人（30.3%）、受診不要者数は 18,254 人（69.7%）。 

③健診で要受診と診断されたうち、実際に医療機関を受診した数は 3,978 人（50.2%）にとどま

り、3,946 人（49.8%）が未受診となっている。 

＜表１＞ 歯科健診結果 

 人数 割合 

歯科健診後、要受診と診断された人数 7,924 人  30.3% 

歯科健診後、受診不要とされた人数 18,254 人 69.7% 

合計 26,178 人 100% 

＜表２＞ 歯科健診後の受診動向 

 人数 割合 

要受診と診断されたうち、医療機関を受診した人数 3,978 人 50.2% 

要受診と診断されたうち、医療機関を未受診の人数 3,946 人 49.8% 

合計 7,924 人 100% 
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図１ 歯科健診結果および健診後の受診動向 



Ⅰ‐２．「口腔崩壊」の現状                               

歯科健診に関連して、口腔崩壊状態（未処置のむし歯が 10 本以上ある、歯の根しか残っていない

ような未処置歯が何本もあるなど、咀嚼が困難な状態）である児童・生徒について尋ねたところ、

以下の結果が得られた。 

①115 校中 114 校から回答があり、うち 30 校（26.3%）計 62 人の口腔崩壊の児童・生徒が「い

た」との回答が得られた。 

②30 校のうち、具体的な人数としては、「1 人」と回答したのが 15 校で最多であった。なお、最

大人数としては２校から「7 人」との回答もあった。 

※今回は、各学校全体の人数に占める割合等については考慮していない。 

③上記 30 校の具体的な症状（複数回答可）として、「むし歯が 10 本以上」27 校（90.0%）と

最多であり、続いて「歯の根しか残っていないような未処置歯が複数」5 校（16.7%）、「咀嚼

が困難な状態」3 校（10.0%）が挙げられた。 

④その他の例として、「乳歯 10 本、永久歯 3 本のむし歯がある。歯科受診を何度も勧めているが、

一度も受診できていない」、「家庭での教育力なし」、「発達障害疑いあり」、「痛みがあり食事が

できない」との声が寄せられている（詳細は資料編参照）。 

＜表３＞ 「口腔崩壊」児童・生徒の有無に関する回答結果 

 学校数 

口腔崩壊の児童・生徒が「いた」 30 

口腔崩壊の児童・生徒が「いなかった」 84 

有効回答数合計 114 

※無回答１校 

＜表４＞ 「口腔崩壊」の人数と回答学校数 

人数 学校数 

1 人  15 校 

2 人 5 校 

3 人 5 校 

4 人 2 校 

7 人 2 校 

計 62 人 ※29校 

※「人数不明」１校 

＜表５＞ 「口腔崩壊」児童・生徒の具体的な状況（複数回答可） 

具体的な症状 回答数 割合 

むし歯が 10 本以上ある 27 90.0% 

歯の根しか残っていないような未処置歯が何本もある 5 16.7% 

咀嚼が困難な状態 3 10.0% 
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Ⅱ‐１．視力検査結果の概要                                  

次に、視力検査に係る各数値と困難事例について掘り下げたい。なお、眼科健診についても調査

を行ったが、実施校自体が少ないこと、特徴的な傾向が見られなかったことから本報告では省略す

る。詳細は資料編を参考頂きたい。 

①視力検査は回答の得られた全 115 校で計 25,845 人に実施された。 

②検査で要受診と診断された数は 8,741 人（33.8%）、受診不要者数は 17,104 人（66.2%）。 

③検査で要受診と診断されたうち、実際に医療機関を受診した数は 4,264 人（48.8%）にとどま

り、4,477 人（51.2%）が未受診となっている。 

 

＜表６＞ 視力検査結果 

 人数 割合 

視力検査後、要受診と診断された人数 8,741 人  33.8% 

視力検査後、受診不要とされた人数 17,104 人 66.2% 

合計 25,845 人 100% 

 

＜表７＞ 視力検査後の受診動向 

 人数 割合 

要受診と診断されたうち、医療機関を受診した人数 4,264 人 48.8% 

要受診と診断されたうち、医療機関を未受診の人数 4,477 人 51.2% 

合計 8,741 人 100% 
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図 2 視力検査結果および検査後の受診動向 



Ⅱ‐２．眼科の困難事例                               

視力検査に関連して、眼科困難事例について尋ねたところ、以下のような結果が得られた。 

①115 校中 113 校から回答があり、うち 13 校（11.5%）計 175 人の児童・生徒に、困難事例

があるとの回答が得られた。 

②13 校のうち、具体的な人数についてはばらつきが大きく、最大で「85 人」との回答があった。 

※今回は、各学校全体の人数に占める割合等については考慮していない。 

③上記 13 校の具体的な症状としては、「視力低下の児童・生徒が多く座席配慮に困る」6 校

（46.2%）、「メガネが壊れたままなのに修理していない」2 校（15.4%）が挙げられた。 

④その他の例として、「家庭の教育力の不足やネグレクト傾向」、「受診をなかなかしてくれない」、

「視力低下に加え、斜視傾向であり、座席を配慮しても見にくい」との声が寄せられた（詳細

は資料編参照）。 

＜表８＞ 眼科困難事例の有無に関する回答結果 

 学校数 

困難事例の児童・生徒が「いた」 13 

困難事例の児童・生徒が「いなかった」 100 

有効回答数合計 113 

※無回答 2 校 

＜表９＞ 眼科困難事例を抱える人数と回答学校数 

人数 学校数 

1 人  2 校 

2 人 1 校 

8 人 1 校 

11 人 1 校 

13 人 1 校 

26 人 1 校 

28 人 1 校 

85 人 1 校 

計 175 人 ※9 校 

※「人数不明」４校 

＜表１０＞ 眼科困難事例の具体的な状況（複数回答可） 

具体的な症状 回答数 割合 

視力低下の児童・生徒が多くて座席配慮に困る 6 46.2% 

メガネが壊れたままなのに修理していない 3 23.1% 

その他 3 23.1% 

※無回答３校 
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Ⅲ‐１．耳鼻科健診結果の概要                                  

続いて、耳鼻科健診に係る各数値と困難事例について掘り下げたい。 

①耳鼻科健診は回答の得られた全 115 校のうち、全 111 校で計 9,441 人に実施された。 

②健診で要受診と診断された数は 1,370 人（14.5%）、受診不要者数は 8,071 人（85.5%）。 

③健診で要受診と診断されたうち、実際に医療機関を受診した数は 627 人（45.8%）にとどまり、

743 人（54.2%）が未受診となっている。 

 

＜表１１＞ 耳鼻科健診結果 

 人数 割合 

耳鼻科健診後、要受診と診断された人数 1,370 人  14.5% 

耳鼻科健診後、受診不要とされた人数 8,071 人 85.5% 

合計 9,441 人 100% 

 

＜表１２＞ 耳鼻科健診後の受診動向 

 人数 割合 

要受診と診断されたうち、医療機関を受診した人数 627 人 45.8% 

要受診と診断されたうち、医療機関を未受診の人数 743 人 54.2% 

合計 1370 人 100% 
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図 3 耳鼻科健診結果および健診後の受診動向 
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Ⅲ‐２．聴力検査結果の概要                                  

続いて、聴力検査に係る各数値と困難事例について掘り下げたい。 

①聴力検査は回答の得られた全 115 校で計 20,648 人に実施された。 

②検査で要受診と診断された数は 185 人（0.9%）、受診不要者数は 20,463 人（99.1%）。 

③検査で要受診と診断されたうち、実際に医療機関を受診した数は 126 人（68.1%）となってお

り、59 人（31.9%）が未受診となっている。 

 

＜表１３＞ 聴力検査結果 

 人数 割合 

聴力検査後、要受診と診断された人数 185 人  0.9% 

聴力検査後、受診不要とされた人数 20,463 人 99.1% 

合計 20,648 人 100% 

 

＜表１４＞ 視力検査後の受診動向 

 人数 割合 

要受診と診断されたうち、医療機関を受診した人数 126 人 68.1% 

要受診と診断されたうち、医療機関を未受診の人数 59 人 31.9% 

合計 185 人 100% 
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図 4 聴力検査結果および検査後の受診動向 



Ⅲ‐３．耳鼻科の困難事例                               

耳鼻科に関連した困難事例について尋ねたところ、以下のような結果が得られた。 

①115 校中 112 校から回答があり、うち 5 校（4.5%）計 6 人の児童・生徒に困難事例があると

の回答が得られた。 

②5 校のうち、具体的な人数については、「1 人」と回答したのが 4 校、「2 人」と回答したのが 1

校であった。 

③上記 5 校の具体的な症状（複数回答可）としては、「中耳炎を放置して耳垂れがひどい」1 校

（20.0%）が挙げられた。主な事例は「その他」に寄せられた。 

④その他の例として、「耳の中に入れる耳鏡を怖がって、泣いてしまい検査にならなかった」、「軽

度難聴と診断されたが、精密検査に行かない」、「耳垢「家で取りました」との返答で受診して

いない」また、「慢性鼻炎、アレルギー性鼻炎の制度は、検診が「つらければ受診」としている

ため、全員が受診していません」との声も寄せられた（詳細は資料編参照）。 

 

＜表１５＞ 耳鼻科困難事例の有無に関する回答結果 

 学校数 

困難事例の児童・生徒が「いた」 5 

困難事例の児童・生徒が「いなかった」 107 

有効回答数合計 112 

※無回答 3 校 

 

＜表１６＞ 耳鼻科困難事例を抱える人数と回答学校数 

人数 学校数 

1 人  4 校 

2 人 1 校 

計 6 人 5 校 

 

＜表１７＞ 耳鼻科困難事例の具体的な状況（複数回答可） 

具体的な症状 回答数 割合 

中耳炎を放置して耳垂れがひどい 1 20.0% 

その他 3 60.0% 

※無回答 1 校 

 

 

 

 

 

 



要受診

717人

2.8%

未受診

281人

39.2%

Ⅳ‐１．内科健診および関連検査結果の概要                                  

最後の個別項目として、内科健診および関連検査に係る各数値と困難事例について掘り下げたい。 

①内科健診は回答の得られた全 115 校で計 26,029 人に実施された。 

②健診で要受診と診断された数は 717 人（2.8%）、受診不要者数は 25,312 人（97.2%）。 

③健診で要受診と診断されたち、実際に医療機関を受診した数は 436 人（60.8%）となっており、

281 人（39.2%）が未受診となっている。 

 

＜表１８＞ 内科健診結果 

 人数 割合 

内科健診後、要受診と診断された人数 717 人  2.8% 

内科健診後、受診不要とされた人数 25,312 人 97.2% 

合計 26,029 人 100% 

 

＜表１９＞ 内科健診後の受診動向 

 人数 割合 

要受診と診断されたうち、医療機関を受診した人数 436 人 60.8% 

要受診と診断されたうち、医療機関を未受診の人数 281 人 39.2% 

合計 717 人 100% 
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436人 
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図 5 内科健診結果および健診後の受診動向 



Ⅳ‐２．内科健診等の困難事例                               

内科・心臓検査・尿検査・皮膚科項目、運動器検診など、Ⅰ～Ⅲ以外の健診・検査結果等に関す

る困難事例について尋ねたところ、以下のような結果が得られた。 

①115 校中 114 校から回答があり、うち 16 校（14.0%）計 20 人の児童・生徒に困難事例があ

るとの回答が得られた。 

②16 校のうち、具体的な人数については、「1 人」と回答したのが 7 校で最多であった。なお、

最大人数としては 1 校から「7 人」との回答があった。 

③その他の例として、「蛋白陽性のため検尿の精密検査のお願いを２回したが、忘れられている」、

「心臓に受診が必要とされたが、受診していないため、もしものことがあったら不安」、「アト

ピー性皮膚炎の疑いある生徒が体育後（特にバレーボール）に手のひらの出血で来室すること

が多い。何度も受診をうながすが受診につながらない。」、と多様な意見が寄せられ、「不登校で

たまに登校した親子に声掛けして身体計測すると、成長曲線の異状、受診勧告したが応じても

らえない。健診（内科・歯科）を学校で受けられない不登校の児童に病院で検診を願いしたが

応じてもらえない」などの実態も寄せられている（詳細は資料編参照）。 

＜表２０＞ 内科困難事例の有無に関する回答結果 

 学校数 

困難事例の児童・生徒が「いた」 16 

困難事例の児童・生徒が「いなかった」 98 

有効回答数合計 114 

※無回答 1 校 

＜表２１＞ 内科困難事例を抱える人数と回答学校数 

人数 学校数 

1 人  7 校 

3 人 2 校 

7 人 1 校 

計 20 人 ※10校 

※「人数不明」6 校 

＜表２２＞ 内科困難事例の具体的な状況（複数回答可） 

具体的な症状 回答数 割合 

肥満の児童・生徒の増加 5 31.3% 

心の問題を抱えている 4 25.0% 

アトピー性皮膚炎の疑いで湿疹が出ているが、受診せず

本人はかゆみを我慢している 

3 18.8% 

不登校の児童・生徒の増加 2 12.5% 

頭痛を訴え頻繁に（保健室に）来室する 1 6.3% 

低栄養の児童・生徒の増加 1 6.3% 

その他 5 31.3% 



３．全国調査および 2018 年実施「学校歯科健診後調査」との比較 

ここまでは個別の結果について見てきたが、改めて上記のⅠ～Ⅳの各科健診における要受診者率

（人数）および、そのうち医療機関を未受診の割合（人数）について、石川県内および全国の数値

を一覧にまとめたものが以下の表 23 である。 

歯科健診、眼科健診・視力検査、耳鼻科健診においては、受診の必要がある児童・生徒の約半数

が未受診となっている。聴力検査、内科健診は比較的受診率が高い傾向にあるが、それでも約３～4

割の児童・生徒が未受診となっている深刻な状況にある。なお、石川県と全国比較では、有意差は

見られなかった。つまり、この深刻な未受診は全国に共通した現状であることがうかがえる。 

 

＜表２３ 各科受診率一覧表：全国との比較＞ 

 石川 全国 

要受診率（人数） 未受診率（人数） 要受診率（人数） 未受診率（人数） 

歯科健診 
30.3% 

（7,924 人） 

49.8% 

（3,946 人） 

31.1% 

（393,746 人） 

62.3% 

（245,156 人） 

眼科健診 
4.0% 

（299 人） 

56.2% 

（168 人） 

4.6% 

（40,860 人） 

55.4% 

（22,632 人） 

視力検査 
33.8% 

（8,741 人） 

51.2% 

（4,477 人） 

36.9% 

（469,107 人） 

58.3% 

（273,375 人） 

耳鼻科健診 
14.5% 

（1,370 人） 

54.2% 

（743 人） 

13.5% 

（100,497 人） 

57.4% 

（57,706 人） 

聴力検査 
0.9% 

（185 人） 

31.9% 

（59 人） 

1.4% 

（13,114 人） 

41.2% 

（5,407 人） 

内科健診 
2.8% 

（717 人） 

39.2% 

（281 人） 

3.7% 

（46,601 人） 

53.6% 

（24,985 人） 

 

 続いて、歯科健診に関して、当会では独自に 2018 年に県内の小学校、中学校、高等学校、特別

支援学校を対象に「学校歯科健診後調査」に取り組んだ。当時、県内の 200 校（回収率 54.9%）

から得られた結果では、2017 年度歯科健診を受けた全児童・生徒数 59,723 人に対して、要受診

と診断された数の合計は 15,852 人（要受診率 26.5%）、うち受診した数は 10,162 人、未受診の

児童・生徒数が 5,690 人であり、未受診率は 35.9%であった。この結果と表 24 のとおり比較する

と、要受診率、未受診率が共に悪化していることがわかった。 

 

＜表２４ 歯科健診における 2018 年調査との比較＞ 

 
2020 年度調査 2018 年調査 

要受診率（人数） 未受診率（人数） 要受診率（人数） 未受診率（人数） 

歯科 
30.3% 

（7,924） 

49.8% 

（3,946） 

26.5% 

（15,852） 

35.9% 

（5,690） 
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４．未受診児童・生徒の背景 

  

次に、児童・生徒の未受診を引き起こしている要因として関連が深いと思われるもの（家庭状況

等）について、尋ねたところ、以下のような結果が得られた。 

①115 校のうち 84 校から回答が得られた。 

②主な要因として、「保護者の児童・生徒の健康への理解不足」50 人（59.5%）が最も多く回答

され、次いで「新型コロナ感染症拡大による受診控え」42 人（50.0%）、「共働き」28 人（33.3%）、

「ひとり親家庭」23 人（27.4%）と、複合的な要因が未受診を招いたものと推察される。 

③その他の例として、「受診する時間がつくれない（勉強、部活動等で時間がない）」、「医療機関

が遠い」、「生徒が受診をめんどうくさがり、保護者も関与しない」、「子から親（母）への暴力、

暴言。親のあきらめ」といった声が寄せられている（詳細は資料編参照）。 

＜表２５＞ 未受診要因として関連があると考えられるもの（最大 3 つまで選択可） 

要因として考えられるもの 回答数 割合 

保護者の児童・生徒の健康への理解不足 50 59.5% 

新型コロナ感染症拡大による受診控え 42 50.0% 

共働き 28 33.3% 

ひとり親家庭 23 27.4% 

保護者が児童・生徒に無関心 17 20.2% 

発達障がいがある児童・生徒 11 13.1% 

経済的困難（低所得・生活保護など） 7 8.3% 

保護者の心身が不安定 4 4.8% 

外国人（保護者） 2 2.4% 

その他 10 11.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．新型コロナウイルス感染症による影響事例 

  

新型コロナウイルス感染症の影響に関して、さらに人数や具体的な事例について尋ねたところ、

以下の結果が得られた。 

①115 校のうち 108 校から回答があり、うち 44 校（40.7%）計 93 人の児童・生徒に、新型コ

ロナウイルス感染症の影響事例があるとの回答が得られた。 

②44 校のうち、具体的な人数について「1 人」、「2 人」、「3 人」と回答したのが各 4 校で最多で

あった。なお、「15 人」との回答が 2 校、最大では「18 人」との回答もあった。 

③上記 44 校の回答としては、「肥満の児童・生徒の増加」20 人（45.5%）が最も多く、次いで、

「視力低下した児童・生徒の増加」19 人（43.2%）、「むし歯のある児童・生徒の増加」12 人

（27.3%）等の回答が得られた。 

④具体的な例として、「保健室登校／不登校が増えた」、「リモートでの授業が始まり、PC やタブ

レットの画面を見ている時間が長くなったと考えられ、目の疲れ訴える児童あり」、「歯肉炎の

増加」、「ネット依存、生活の乱れ、無気力」、「けがでの受診が増えた」、「メンタルヘルスケア

の必要な生徒が休校明けに増加した」など、新型コロナウイルス感染症の影響による多様な例

が寄せられている。 

 

＜表２６＞ 新型コロナウイルス感染症影響事例の有無に関する回答結果 

 学校数 

困難事例の児童・生徒が「いた」 44 

困難事例の児童・生徒が「いなかった」 64 

有効回答数合計 108 

※無回答 7 校 

 

＜表２７＞ 内科困難事例を抱える人数と回答学校数 

人数 学校数 

1 人  4 校 

2 人 4 校 

3 人 4 校 

15 人 2 校 

5 人 1 校 

6 人 1 校 

10 人 1 校 

18 人 1 校 

計人 ※18校 

※「人数不明」26 校 

 



11

4

9

12

19

20

0 5 10 15 20 25

その他

低栄養の児童・生徒増加

保健室登校の児童・生徒増加

むし歯のある児童・生徒増加

視力低下した児童・生徒増加

肥満の児童・生徒増加

図7 新型コロナウイルス影響事例と考えられるもの

＜表２８＞ 新型コロナウイルス感染症による具体的な影響事例（複数回答可） 

具体的な症状 回答数 割合 

肥満の児童・生徒の増加 20 45.5% 

視力低下した児童・生徒の増加 19 43.2% 

むし歯のある児童・生徒の増加 12 27.3% 

保健室登校の児童・生徒の増加 9 20.5% 

低栄養の児童・生徒の増加 4 9.1% 

その他 11 25.0% 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．その他‐感想・事例など（自由記述より）  

1 【高等学校】7-歯：歯科検診結果、歯垢、歯肉炎が増加したと考えられる/7-視：Ｃ．０が増

加/7-保健室：来室生徒増加（体調不良などによる） 

2 【小学校】今年は、コロナの影響で健康診断の実施が遅れたことや、受診催促がしにくかった

です。 

3 【高等学校】子育てを楽しむ余裕がない保護者が多いため、SSW や児相に相談したい生徒が多

く、学校の相談活動で限界を感じる。毎日電話をかけてくる保護者にも担任が疲れ気味です 

4 【中学校】子ども医療費があるので、金銭面的な理由で未受診はないと思われます。未受診の

理由はその他にあると思います。 

5 【中学校】何度受診勧告を行っても、受診券の対象となっていないものは受診しない（できな

い）という家庭があります。難聴や視力低下は放置されています。 

6 【中学校】１学期は緊張感もあり、コロナに負けないぞと生徒もがんばってましたが、半年以

上たって色々なところに影響が出ていると思います。親も家での仕事でイライラして子供にあ

たったり、職を失ったりで子どもにも影響を与えていると思います。 

7 【小学校】健診、検査の結果で受診が必要であるにもかかわらず、コロナウイルス感染拡大に

よる受診控えがどの健診検査についてもあったように思われます。（前年度より受診率が低い）

学校としてもこの状況の中、受診を積極的にすすめにくいです。 

8 【小学校】学校の歯科検診ではいなかったが、就学時健診でむし歯 10 本以上で校医がネグレ

クトを疑う子がいた。全職員で共通理解をしている。 

9 【特別支援学校】問２で「歯の根しか残っていないような未処置歯」とありましたが、う歯の

程度について記録しないので答えられませんでした。問６で、詳しい家庭の事情（低所得や失

業中など）がわかりかねる部分があるものは回答していません。問７はそれぞれの増加がコロ

ナによるものかどうか検証しかねますので、肥満についてのみ答えました。 

10 【高等学校】健診とは別の話ですが、中１～高１まで無料で接種できる子宮頸がんワクチンに

ついて全く知らなかったりして、接種できる機会をのがしている生徒も多いので、問題だと感

じています。 

11 【高等学校】生徒や保護者の治療に対する意識が元々低かったことに加えて、新型コロナウイ

ルス感染症拡大による外出自粛の影響もあり、今年度の健診の治療率は大変低かった。放置に

よる悪化が心配である。またコロナ禍における生活の変化が、子ども達の心理面に与える影響

も大きいと感じている 

12 【小学校】新型コロナのため、治療に関しても積極的にすすめることはできませんでした。他

の学校もそのようだと思います。設問 7 については全体的にみて視力は低下していると感じま

す。また今まであまりなかった体重増減の問題も少なからずありました。休校になり、自宅に

長くいたことによる子どもの心身への影響を保護者から聞くこともありました。見えない部分

でも子どもに影響が出ていると感じました。 

 



７．調査結果のまとめ  

  

以上が保団連「2020 年度医科歯科学校歯科健診後治療調査」における石川県内の回答集約結果

の概要である。本調査結果のポイントをまとめると、以下のとおりとなる。 

 

①対象の県内 349 校（当時）のうち、115 校（33.0%）から回答が得られた。 

②歯科健診において要受診と診断された人数は 7,924 人（30.3%）。うち 3,946 人（49.8%）

が未受診であった。さらに、「口腔崩壊」に該当する児童・生徒が 30 校より 62 人いたことが

報告された。 

③視力検査において要受診と診断された人数は 8,741 人（33.8%）。うち 4,477 人（51.2%）

が未受診であった。さらに、視力低下の児童・生徒が多くて座席配慮に困る等の困難事例につ

いても 13 校より 175 人いたことが報告された。 

④耳鼻科健診において要受診と診断された人数は 1,370 人（14.5%）。うち 743 人（54.2%）

が未受診であった。また、聴力検査において要受診と診断された人数は 185 人（0.9%）。うち

59 人（31.9%）が未受診であった。さらに、中耳炎の放置による耳垂れなどの困難事例につい

ては 5 校より 6 人いたことが報告された。 

⑤内科健診において要受診と診断された人数は 717 人（2.8%）であり、うち 281 人（39.2%）

が未受診であった。さらに、関連検査等も含めた、肥満児童・生徒の増加等の困難事例につい

ては、16 校より 20 人いたことが報告された。 

⑥未受診の背景としては、「保護者の児童・生徒の健康への理解不足」、「新型コロナ感染症拡大に

よる受診控え」、「共働き」、「ひとり親家庭」が挙げられ、複合的な要因が未受診を招いたもの

と推察される。 

⑦新型コロナウイルス感染症の影響事例としては、44 校から計 93 人にコロナの影響と思われる

ものが発現したとの回答が得られた。主なものとしては、肥満の増加 20 件（45.5%）、視力の

低下 19 件（43.2%）、むし歯の増加 12 件（27.3%）が挙げられた。 

⑧上記のほか、自由記述欄からは、不登校の増加、ネット依存、体力低下によるけがの増加、コ

ロナによる心理的な影響について懸念する声が複数寄せられた。 

 

本調査報告を通して、石川県の児童・生徒の受診動向の実態について、ぜひ広く国民・石川県民

のみなさまに知っていただければ幸いである。また、当会では今回の調査のみならず、先述の 2018

年「学校歯科健診後調査」や、調査結果を受けた養護教諭との懇談などの取り組みを展開している

ところであるが、児童・生徒を取り巻く状況改善に向けて、国民・石川県民の命と人権を守る医師・

歯科医師の団体として引き続きの活動に取り組む所存である。 

 

以上 


