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整形外科関連５学会提言「新型コロナウイルス感染防止対策下における児
童・生徒等の運動器の健康ならびに運動器検診について」の送付について
（情報提供）

平素、本会学校保健事業につきまして種々ご協力賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
さて、新型コロナウイルス感染症の影響で、現在でも全国的に学校健診お
よび運動器検診が延期されていること※から、運動器疾患の早期の発見が困難
となり、適切な治療機会を逸するりスクが生じる懸念があります。
この状況を踏まえ日本整形外科学会をはじめとする整形外科関連５学会で、
「新型コロナウイルス感染防止対策下における児童・生徒等の運動器の健康
ならびに運動器検診について」として広く提言を行うとのことです。
この度、日本整形外科学会より本会に対し、提言への理解と都道府県教育
委員会などへの周知協力依頼が添付のとおりありました。
つきましては、別添の資料をお送りしますので、貴会でもご了知いただき、
適宜、ご活用いただければ幸いです。
※文部科学省より学校保健安全法に基づく児童生徒等及び職員の健康診断の実施について
事務連絡が発出されております（令和2年3月19日付（健Ⅰ283）参照）。
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拝啓入梅の候、貴会におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素より日本整形外科学会(日整会)の活動に多大なる御協力を頂き感謝いたします。
さて、猛威を振るった新型コロナウィルスもその勢いに陰りが見られ、全国的に行動自粛
が緩和に向かっておりますが、整形外科領域でも診療・教育・研究さらには機関の経営にも
甚大なる影響が及んでおります。日整会としてもWithコロナへの対応を今後もしっかりと
行って参りたいと'思います。

さて、対応すべき喫緊の課題のーつが児童・生徒の運動器検診の問題です。新型コロナウ
イルス感染症の影響で、現在でも全国的に学校健診および運動器検診が延期されてぃると
とから、運動器疾患の早期の発見が困難となり、適切な治療機会を逸するりスクが生じてぃ
ます。

そこで、日整会では添付のごとく新型コロナウイルス感染防止対策下における児童・生

徒等の運動器の健康ならびに運動器検診について」として全国の医師会、自治体、教育機関、
および児童・生徒とその保護者に広く提言を行うことを予定しております。これは当学会に

加えて日本臨床整形外科学会、日本運動器科学会、日本小児整形外科学会、日本側穹症学会
の5学会による共同提言となります。
つきましては貴会におかれましても、本提言にご理解をいただき、貴会のホームページヘ
の掲載や各都道府県の教育委員会などに対する本提言の周知に是非ともご協力いただけれ
ば幸いです。

末筆になりますが貴会の益々のご発展を祈念いたします。
敬具

新型コロナウイルス感染防止対策下における
児童・生徒等の運動器の健康ならびに運動器検診について
令和 2年5月20日
日本整形外科学会

日本臨床整形外科学会日本運動器科学会
日本小児整形外科学会日本側穹症学会

自治体・医師会へのお願い
新型コロナウィルス感染症の感染拡大のため、現在学校閉鎖やそれに伴う定期健康診断の中止及び延
期の状況となっています。このような状況だからこそ、より一層児童生徒等の健康に留意する必要があ
ります。
運動器検診関連学会では、児童生徒等の健康、特に運動器の健康に関して以下の提言をまとめました

ので、自治体・医師会の方々におかれましては、まとめを参考に各地区教育委員会・医師会・学校と連
携し、運動器検診の時期、実施方法、子どもの健康の維持についてご検討ください。

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から令和 2年3月19日に発出された新型コロナウイ
ルス感染症の状況を踏まえた学校保健安全法に基づく健康診断等の実施等にっいての事務連絡(実施時
期と対策;詳細は下記URL参照)と文部科学事務次官から令和2年3月24日に発出された学校等にお
ける教育活動の再開等についての通知信羊細は眼L参照)で下記が要請されています。
国の要請
1)感染防止対策下における定期健康診断の実施に関して(令和2年3月19 勵
・実施時期について

6月30日までに実施できない場合、令和2年度末までの間に、可能な限りすみやかに実施する。
・実施が延期される場合の対策について

日常的な健康観察等により児童生徒等の健康の把握に努め、健康上の問題があると認められる場合
は、健康相談や保健指導等を実施し、適切に支援すること。
2)教育活動の再開に関して(令和2年3月24 田

教育活動の再開のためには日常において、接触・飛沫感染予防のための3つの条件:3密(換気の悪
い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話や発声)が同時に重なるととを徹底的に回避する対策が
不可欠である。学校を再開する場合は、地域ごとのまん延の状況を踏まえ「新型コロナウイルス感染症
に対応した学校再開ガイドライン」に基づき実施するとと。

(国の要請への対応)
1)実施時期について

各地域の状況に応じ、関係機関が連携し感染拡大予防の指針や学校再開ガイドラインに則り、可能な
限りすみやかに健診実施を検討ください。
2)実施が延期される場合の対策

・自宅でできる「運動器に関する保健調査票」の配布ならびに適切な指導
運動不足により体力のみでなく体の様々な機能が低下します。また「運動器検診」を実施できないこ
とで、運動器障害の見過ごしや悪化が危恨され、将来の「ロコモティブシンドローム」(運動器の障害
により「立つ」「歩く」など移動する機能が低下している状熊)につながる可能性があります。例え
ば、側轡症やぺルテス病などは、数か月から半年間で病気が進行することがあり、早期発見が大切で
す。そのためにも自宅でできる「運動器に関する保健調査票」を保護者の方に配布して頂き、明らかに
異常があると思われた場合は、学校医または運動器の専門医(整形外科医)を受診するよう指導をお願
いします。
・運動不足への対策

スポーツ庁では、運動不足に対する対策「子供の運動あそび応援サイト」を開設し、家庭でも楽しく
行えるスポーツや運動を紹介しています。

運動・スポーツに関し、より詳細なことを相談されたい方は、近くの日本整形外科学会認定スポーツ
医(下記URL参照)に連絡してください。

国が示しています地域の状況に応じ、 3密を避け対応可能な範囲で身体を動かす工夫をすることで、
「心身の健康:運動器の健康」を維持するようぉ願いします。
3)教育活動(定期健診)の再開について

定期健診(運動器検診)の実施にあたっては、接触・飛沫感染予防のための3つの条件を回避する方
策を、各学校の状況に応じ学校、各地区教育委員会が医師会ならびに学校医と相談の上、実施してくだ
さい。
参照 URL
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新型コロナウイルス感染防止対策下における
児童・生徒等の運動器の健康ならびに運動器検診について
令和2年5月20日

日本整形外科学会日本臨床整形外科学会日本運動器科学会
日本小児整形外科学会日本側穹症学会

保護者へのお願い
新型コロナウィルス感染症の感染拡大のため、学校閉鎖それに伴う定期健康診断の中止や延期の状況
となっています。このような状況ですので、より一層児童生徒等の健康に留意する必要があります。
運動器検診関連学会では、児童生徒等(お子さん)の健康、特に運動器の健康に関し以下の提言をま
とめましたので、保護者の方々は下記のまとめを参考になさってください。
一刻も早くコロナウィルス感染が収束し、お子さんたちが元気に楽しく学校で勉強や運動などができ
るようになることを切に願っております。
(心配点とその対応)
・運動器(骨・筋肉・関節など)に異常があるのではないか

例えば、側轡症(背中が曲がっている)やぺルテス病(股関節疾患のため歩き方がおかしい)など
は、数か月から半年間で病気が進行することがあります。そのためにも保護者の方は、通学してぃる学
校で配布され自宅でできる「運動器に関する保健調査票(参考を同封)」を用いて、お子さんの運動器
をチェックしてください。

明らかに異常があると思われた方は、学校医または整形外科医へ電話で相談あるいは受診して下さい。
明らかではないが何となく異常があると思われた方は、注意深くぉ子さんの動きに注意して下さい。
数週以内で悪くなっていると思われた方は、電話で相談あるいは受診を勧めます。(下記URL参照)
・自宅での生活が長引く場合

運動不足により体力のみでなく体の様々な機能が低下します。また「運動器検診」を実施できないと
とで、運動器障害の見過ごしや悪化が心配され、将来「ロコモティブシンドローム」(運動器の障害に
より「立つ」「歩く」など移動する機能が低下している状態)にっながる可育計生があります。前述しま
した側穹症や四肢の関節疾患が悪化した状態で、受診することになります。
・運動不足への対策

スポーツ庁では、運動不足に対する対策「子供の運動あそび応援サイト」を開設し、家庭でも楽しく
行えるスポーツや運動を紹介しています。

また、テレビ、ラジオ、新聞やネットなどでも様々な運動が紹介されていますので、ご家族一緒に運
動を楽しみながら行って下さい。
運動・スポーツに関し、より詳細なことを相談されたい方は、近くの日本整形外科学会認定スポーツ
医(下記URL参照)に連絡してください。

国が示しています地域の状況に応じ、 3密を避け対応可能な範囲で身体を動かt工夫をすることで、
「心身の健康:運動器の健康」を維持しましょう。
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運動器(ロコモ)の状態に関する保健調査票
学校

年

組

番

記入日

平成

年

月

日

氏名

※保護者の方が御記入ください。お子様の運動器(ロコモ※)疾患の早期発見のため、正確な御記入をお
願いします。なお、この問診票は学校健康診断以外には使用されません。

質問1 現在、取り組んでいるスポーツ(バレエ、ダンス等を含む)
なし

あり(スポーツ名

質問2 現在、整形外科等に通院していますか。
しW、え

はい(疾患名

質問3 太枠の中の当てはまる項目の口に口を付けてください。
検査項目

保護者記入欄

(1)脊柱の状態についてお聞きします。促は肩幅に開きまっすぐ立たせてください)
姿勢のチェック:(側穹症など)
(下の4ケ所をチェックしてください。)

1'倫

口①両肩の高さに差がある
口②ウエストライン(腰の脇線)の曲
がり方に差がある

口③両肩甲骨の高さ・位置に差がある
口④前屈(前にかがむ)したときに左右
の背面の高さに差がある

( 2 ) 四肢の状態についてお聞きします。(柔軟性、ケガ・使いすぎ、関節の病気など)

痛みとは体育等、学校生活を送る上で支障がある痛みをいいます。
①腰を前に曲げたり、後ろにそらしたりしたとき
【前に曲げたとき】
※

口

右腕

口

左腕

口

④バンザイをして腕が耳につきまtか。

痛

左腕

し

口

ロロ

右腕

︼

口

口

つかない

口

つかない

のびる

口

のびない

のびる

口

のびない

口

つかない

口

つかない

く
く
つつ

左腕

く
く
つつ

口

き
と
ナ

右腕

し︑

レ
ぜー

く

伸ばした時、ひじがのびますか。

口痛

らな

③手のひらを上に向けて腕(ひじ)を

ろ

②手のひらを上に向けて腕(ひじ)を
曲げた時、手指が肩につきますか。

後

η"
%

口痛 くない

︻

に痛みはありませんか?

検査項目

保護者記入欄

⑤脚を動かす(しゃがんだり立ったりする)とき

【脚の痛み】

痛みや動きの悪いところはありませんか?

口痛くない

口痛い

痛い場所
●号

口

ー^

ロロ

(^

⑥片脚立ちが両足とも5秒以上できますか?
【右片脚立ち】
口

口できる

できない

【左片脚立ち】
図できる

⑦かかとをつけたまましゃがみとみができま

口できない

口

しゃがめる(かかとをつけたまま)

口

痛くないのにしゃがめない

すか?

二1

後ろにとろぶ
口

痛くてしゃがめない

質問4 からだのどこかに痛いところや気になるところはありませんか?
骨、関節、筋肉など運動器について、症状のあ
る部位に0をつけ、その症状について具体的に

【症状】

記入してください

゛刷=^

※

ロコモティブシンドローム(ロコモ):運動器の障害

(学校医の指示)

1 専門医の受診を勧める

2

経過観察

3

異常なし

