
富 医 発 第 136号

2020年 5月 1日

殿

公益社団法人富山県医師会

会長  馬  瀬  大  助

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための県立学校における

臨時休校の再延長に伴う健康診断等の取扱いについて

時下 ますます ご清祥の こととお喜び申 し上 げます。

日頃か ら学校保健事業の推進にご協力を賜 り厚 く御礼 申 し上 げます。

標記 について、2020年 4月 6日 付富医発第 28号 および 2020年 4月 16日 付

富医発第 85号 (別 添 「写」参照)に おいて、新型 コロナ ウイルス感染症 におけ

る感染予防の観点か ら県立学校 における定期健康診断 (耳鼻科・眼科・内科 )を

一律 2学期以降に延期することをお伝 え しているところでずが、別添の とお り

富山県教育委員会 よ り県立学校 における臨時休校 の再延長 に伴 い、その期間中

の取扱 いについて連絡があ りま した。

以上 につきま して、会員か らの問い合わせ等が ございま したら、 ご配慮 いた

だきますようお願 いいた します。

都 市 医 師 会 長



別 添

事 務 連 絡

令不日2年 4月 28日

県立学校長 殿

保健体育課長

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための県立学校における臨時休校の

再延長に伴 う健康診断等の取扱いについて

このことについて、別添 (4月 17日 付け事務連絡)に よりご連絡 したところですが、

本 日付けの教育長通知 (新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための県立学校における

臨時休校の再延長について (県第 132号、保体第 75号 ))イこより臨時休校の期間が 5月

31日 (日 )ま で延長となったことに伴い、この期間においても引き続き同様の取扱いとされ

ますよう改めてお願いします。

(事務担 当)

食育安全班 長澤、中嶋

Tel:076-444-3445

Fax:076-444-4436



別 添

事 務 連 絡

令和 2年 4月 17日

県立学校長 殿

保健体育課長

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための県立学校の臨時休校期間に

おける健康診断等の取扱いについて

このことについて、本 日付けの教育長通知 (新型 コロナ ウイルス感染症の拡大防止の

ための県立学校における臨時休校の延長について (県第 106号、保体第 58号))に より臨時

休校の期間が 5月 6日 (水)ま で延長 となったことに伴い、この期間中に児童生徒等の健康

診断等を予定 していた学校 においては、臨時登校 日等に合わせての実施は行わず、学校

再開後まで延期 されます ようお願い します。

なお、新型 コロナウイルス感染症の影響による定期の健康診断の実施期間の延期につい

ては、別添の とお り、当該年度末 日までの間に、可能な限 りすみやかに実施す ることと

されてお りますので、念のため申し添えます。

1 延期の対象となる項 目

・身体測定
。視力検査

・聴力検査

・色覚検査

・結核健康診断 (胸部 X線検査 )

。心臓検診

・尿検査

※定期健康診断 (内科・H艮科・耳鼻科・歯科)は、既に一律 2学期以降へ延期 しています。

2 その他

教職員分の結核健康診断 (胸部 X線検査)についても、同様に延期 されますよう

お願いします。

(事務担当)

食育安全班 長澤、中嶋

Tel:076-444-3445

Fax:076-444-4436

記



富 医 発 第 28号
2020年 4月 6日

郡 市 医 師 会 長  殿

公益社団法人富山県医師会

会長  馬  瀬  大  助

児童生徒等 の定期健康診断の実施 について

時下 ますます ご清祥の こととお喜 び申 し上 げます。

日頃か ら学校保健事業の推進 にご協力を賜 り厚 く御礼 申 し上 げます。

標記 について、新型 コロナ ウイルス感染症 における感染予防の観点か ら富 山

県教育委員会 との協議の結果、県立学校 (県立高等学校、特別支援学校 )に おい

て下記の とお り実施する予定 と してお ります。

以上 につきま して、会員か らの問 い合わせ等が ございま したら、 ご配慮 いた

だきますようお願 いいた します。

1.県立学校では耳鼻科健診、眼科健診 を一律 2学期以降に行 う。

2.県 立学校 で内科健診、歯科健診 は各学校で学校医 と相談の うえ、個別 に

実施の判断 を行 う。

なお、小中学校等の健診については各市町村教育委員会と学校、学校医の

先生方が協議の上、定期健康診断の実施について決定される見込みです。

【参考資料】

・児童生徒等の定期健康診断の実施 に当たつての感染症予防対策 について(写 )

・新型 コロナウイルス感染症の現状 を踏まえた児童生徒等の耳鼻田囚喉科健康

診断実施 に係 る対応 について (写 )

・「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 く児童

生徒等 の健康診断の実施等 に係 る対応 について」 とそれ に関連す る眼科健

診 について (写 )

記



富 医 発 第 85号
2020年 4月 16日

郡 市 医 師 会 長  殿

公益社団法人富山県医師会

会長  馬  瀬  大  助

児童生徒等の定期健康診断 (内 科)の実施 について (第 二報 )

時下 ますまず ご清祥のこととお喜び申 し上 げます。

日頃か ら学校保健事業の推進 にご協力を賜 り厚 く御礼 申 し上 げます。

標記 について、2020年 4月 6日 付富医発第 28号 (別 添 「写」参照)に おい

て、新型 コロナ ウイルス感染症 における感染予防の観点か ら県立学校 における

定期健康診断 (耳鼻科 ・眼科 )を 一律 2学期以降に延期することをお伝 え して

いるところですが、昨今の現状 によ り、定期健康診断 (内 科 )に おきま して も、

本会 よ り下記の とお り富山県教育委員会へ要望 し延期することとな りま した。

以上 につきま して、会員か らの問い合わせ等 が ございま した ら、 ご配慮 いた

だきますようお願 いいた します。

・県立学校では定期健康診断 (内 科)に ついて、一律 2学期以降に行 う。

なお、小中学校等の定期健康診断 については各市町村教育委員会 と学校、

学校医の先生方が協議の上、定期健康診断の実施 について決定 される見込

みです。

【参考資料】

・令和 2年度定期健康診断 (内 科・歯科)の延期について

記




