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学校歯科治療調査 2012 年度（調査実施 2013 年）の発表にあたって 

 
私たち長野県保険医協会が実行委員会に加わり昨年 10 月に開催した「貧困から子どもと

障がい者を守る県民シンポジウム」においては、経済的理由で医療機関を受診できない子ど

もたちの実態について母親や教育関係者などから多数の発言があり、私たちは驚きとともに

大変心を痛めました。また、大阪府歯科保険医協会が 2013 年に府下で実施した学校歯科治

療調査 2013 では半数以上の養護教諭が 10 本以上のむし歯があるなど、「口腔崩壊」といわ

れる児童や生徒に出会ったことがあるという報告もありました。 
そこで、数値が確定している 2012 年度の長野県における学校歯科検診後の受診状況や、 

「口腔崩壊」の実態を把握するために県内の公立小・中学校に調査を依頼した結果、小学校

362 校のうち 203 校、中学校 186 校のうち 110 校と約 6 割の学校からご回答をいただきま

した。 
まず、学校歯科検診で歯科受診が必要と診断された児童（生徒）のうち､半数近く（48.6％）

が歯科を受診していない実態が浮かび上がりました。そして、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、いわゆる「口腔崩壊」の児童（生徒）

に出会ったことがある養護教諭が 4 割以上（44.5％）にのぼったことにも驚かされました｡ 
その上、学校現場の先生方から子どもたちの歯科検診にかかわって、困難な状況が多数寄せ

られています。現状では､歯科の未受診や子どもたちの「口腔崩壊」の問題について､学校現

場の先生方に大きな負担がかかっている様子がうかがえました｡ 
本会は､子どもや障がい者がお金の心配なしに治療を受けることができるよう、福祉医療

給付制度の改善の取り組みを進めていますが、こうした取り組みでも解決できない歯科の受

診を阻む課題に気づかされました。 
後になりましたが､ご多忙の中にもかからず､本調査に協力いただいた校長先生・養護教

諭の先生方に心よりお礼を申し上げます｡ 
2014 年 8 月 

長野県保険医協会 
会長 鈴木 信光 
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子どもの歯科治療調査実施要綱 

【対象学校】県内の公立小学校・公立中学校 
【調査目的】集めたデータを下に子どもたちの歯科検診後の受診状況や口腔崩壊の実態を把

握し、全ての子どもたちが安心して歯科治療を受けられるよう行政に働きかける 
【調査方法】調査票は 7 ページ参照 
【調査期間】2013 年 12 月 1 日～2014 年 1 月 31 日 
【回収方法】同封の返信用封筒または FAX 
 
 
小学校長、中学校長 
養護教諭 各位 

子どもの歯科治療調査へのご協力のお願い 
2013 年 12 月 

〒380-0928 長野市若里 1-5-26 
長野県保険医協会 
会長 鈴木 信光 

 
拝啓 寒気厳しき折柄、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 
私たち長野県保険医協会は、県下 1340 の医師、歯科医師が加盟する開業医を中心とした保険医の団体で、

県民の健康を守るための活動を行っています。 
本会が実行委員会に加わり１０月に開催した「貧困から子どもと障がい者を守る県民シンポジウム」に

おいては、経済的理由で医療機関を受診できない子どもたちの実態について母親や教育関係者などから

多数の発言があり、私たちも驚きとともに大変心を痛めました。また、大阪の保険医団体である大阪府

歯科保険医協会が昨年実施した学校歯科治療調査では４割近くの養護教諭が口腔崩壊と呼べるような児

童に出会ったことがあるという報告も受けております。子どもの歯の問題は口腔衛生ばかりでなく，子

どもの食生活・食育や健康増進とも関連するため、私たちは何らかの対策が必要であると考えています。 
つきましては、長野県における学校歯科検診後の受診状況の実態調査を県内の学校、先生方のご協力を

いただきまして行いたいと考えています。 
調査結果は公表するとともにご協力いただいた各学校に送付したいと考えています。調査の中で知り得

た学校名や個人情報等などは、一切公表いたしませんし、調査結果の公表に際しても学校名や個人情報

等が特定できないよう十分配慮いたします。 
何かとお忙しいとは存じますが、経済的理由（と思われる場合も含めて）歯科を受診できない子どもた

ちを無くすために、ぜひ、ご協力をいただきますようお願いいたします。 

敬具 
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学校歯科治療調査 2012 年度アンケート調査結果の概要 

１．全体結果 

アンケート回収率  58.6％ 

送付数 回答数 

548 321 

検診後の受診状況  51.4％ 

児童数 要受診 受診数 

98,473 30,729 15,806 

※受診数はあくまで学校側が把握している数字のため、実際の受診数とは異なる 

口腔崩壊経験 44.5％ 

全回答数 口腔崩壊経験 

321 143 

意見欄より歯科受診しない理由（複数意見あり） 

親の意識 170 53.0% 

家庭環境 59 18.4% 

経済的理由 48 15.0% 

本人の意識 34 10.6% 

その他原因 31 9.6% 

２．小・中学校別結果 

  小学校 中学校 不明 全体 

送付数 362 186   548

回答数 203 110 8 321

アンケート

回収率 
56.1% 59.1%   58.６% 

有効回答 199 108 5 312

検診対象 60,770 35,714 1,989 98,473

要受診 20,787 9,125 817 30,729

受診数 11,888 3,431 487 15,806

 受診率 57.2% 37.6% 59.6% 51.4% 

口腔崩壊 97 43 3 143

 経験率 47.8% 39.1% 37.5% 44.5% 
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●要受診と診断されたが未受診の児童（生徒）が小学校は４割、中学校は６割 

私たち長野県保険医協会は、県下の公立小・中学校に向けて､学校歯科治療調査 2012 年

度を実施（2013 年 12 月に調査）しました｡小学校 203 校（回答率：56.1%）､中学校 110
校（同：59.1％）と約 6 割の学校から回答をいただきました｡ 
第一の設問で「昨年（2012 年度）に学校歯科検診で『検診を受けた児童数』と、そのうち

で『受診が必要と診断された児童数』、『要受診と診断され歯科医院を受診した児童数』を教

えてください。」と尋ねました｡ 
回答のあった小学校で歯科検診を受けた児童

は 60,770 人｡このうち 20,787 人が要歯科受診と

診断されました｡これは検診を受けた児童の

34.2％にあたります｡また、要受診と診断された

児童の内で歯科を受診した児童は 11,888 人で、

6 割近く（57.2%）にとどまり、4 割強（42.8%）

の児童は受診していません。 
一方､中学校ではどうでしょうか｡回答のあっ

た中学校で歯科検診を受けた生徒は 35,714 人｡

このうち 9,125 人（25.6%）が要歯科受診と診断

されました｡要受診の割合は､小学校に比べ 8.6%
下回ります。そして、要受診と診断された生徒の

内で歯科を受診した生徒は 3,431 人で、4 割弱

（37.6％）にとどまり、6 割強（62.4%）の生徒

は受診していません。 
つまり、小学生では 4 割強､中学生では 6 割強

の児童（生徒）が要歯科受診と診断されたにもか

かわらず、受診してない深刻な実態が浮かび上が

りました。 
 
※受診した児童（生徒）は治療報告書等を提出した児童（生徒）の数であり、受診したが報

告書を提出しなかった児童（生徒）は含まれていません｡
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● 「口腔崩壊」に出会ったが小学校は５割弱、中学校は４割弱  

新たな課題も浮き彫りに 

第二の設問では、｢近年で（2～3 年以内で）さ

まざまな事情で歯科治療を受けることができず､

口腔内が崩壊状態（例えば一人で､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）であると見られる児

童に出会ったことがありますか？｣と尋ねまし

た｡ 
その結果、｢ある｣と回答した数は小学校で

47.8%､中学校で 39.1%となりました｡具体例と

して、“前歯上下が溶けていて（歯が）ほぼない

状態”、“歯の根しか残っていないせいかうまく

話せない児童”など状況はとても深刻です。 
 一方、意見欄には“むし歯の児童は年々減っ

ているが、歯垢、歯肉の状態がよくない児童が

増えている”という意見が多数挙げられ、その

ような児童（生徒）をどのように受診させてい

くかも今後の課題となります。 
 
●受診しやすい環境の整備が急務 

意見欄等より歯科を受診しない理由を分析（重複カウントあり）すると、「親の意識」を

挙げたものが半数を超え 53.0%、次いで「家庭環境」が 18.4%、「経済的理由」が 15.0%、

「本人の意識」が 10.6%、「その他の原因」が 9.6%という結果となりました。 
「親の意識」には“親のむし歯に対する健康意識が低いこと”や“乳歯のむし歯は抜ける

から放置している”など歯科治療に対する意識の低さが挙げられます。検診ではむし歯など

痛みのない段階のＣＯ（シーオーと言います）も要受診にしている場合もあるとされ、痛み

がないと後回しにされた場合もあるかもしれません。しかし、ＣＯでも受診する家庭もあれ

ば、むし歯が何本あっても受診しない家庭もあり、親の意識の二極化がかなり進んでいる現

状がうかがえます。 
「家庭環境」には“母子または父子家庭であるため手がまわらない”や“母親が外国籍”

などが挙げられています。また、「親の意識」と「家庭環境」に重複する理由として“親の

仕事が忙しく通えない”、“治療が長期にわたるため通いきれない”との意見も多数ありまし
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た。 
「経済的理由」には“経済的に苦しい家庭がある”との意見がある一方、“福祉医療制度

があるので経済的理由で受診しない児童はあまりいないのではないか”との意見もあります。

しかしながら、“当日窓口で支払う現金がないために受診できない”、“通院時に窓口で支払

うお金が無いからと受診せずにひどいむし歯が放置されていたケースもありました”との意

見もあり、経済的理由を深刻に受け止める意見があることも事実です。 
「本人の意識」には“歯医者嫌いの児童（生徒）”、「その他の原因」には“親が子どもに

興味がない”、“部活動や習い事を優先し受診しない（できない）”、“山間地などでは近くに

歯科医療機関がないため通院できない”等意見がありました。 
 
● 「口腔崩壊」を防ぎ､口腔内の健康を維持･増進するために 

現在、歯と全身の健康との密接な関係が多く報道されるようになりましたが、歯を残すた

めの早期治療や、歯科医院での指導の重要性が十分に理解されているとは言えません。“幼

少の頃からの親への啓発は有効だと思う”“やはり意識が高い土壌があってこそ、習慣の形

をなしていくと思う”との意見があったように、幼少の頃から歯を大切にしていく意識を持

ち続けてもらうことが重要です。また、夫婦共働きや母子・父子家庭等の事情で子どもを歯

科医院へ連れて行くことが困難な様子もうかがえ、親が子どもを医療機関に連れて行きやす

い職場環境の整備なども必要と思われます。 
歯科未受診の子どもをなくすために、私たちは、歯の大切さをこれまで以上に伝えていく

とともに、親が子どもを歯科医院へ連れて行きやすい社会環境の整備、そして、子どもの医

療費についての窓口負担無料化はぜひ必要な事項と考えますので、その実現に向けて引き続

き働きかけていきます。 
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学校歯科治療調査票 

記入日    年    月    日 

行政区（           ）市・町・村 

1、昨年（2012 年度）に学校歯科検診で「検診を受けた児童数」と、そのうちで「受診が必

要と診断された児童数」、「要受診と診断され歯科医院を受診した児童数」を教えてください。 

学校歯科検診を受けた児童数 要受診と診断された児童数 歯科医院を受診した児童数

人 人 人

 

２、近年で（２～３年以内で）さまざまな事情で歯科治療を受けることができず、口腔内が

崩壊状態（例えば一人で、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）であると見られる児童に出会ったことがありますか？ 

 

□ある   □ない 

※出会ったことが「ある」場合は、可能な範囲で事例をお書きいただければ幸いです 

 

 

３、その他、子どもたちの歯科検診や歯科受診にかかわって、困難な状況など、何かお気づ

きのことがあれば、お書き下さい。 

 

ご協力ありがとうございました 

★ 調査結果の送付が必要な場合は、ご連絡先をご記入ください。（学校名は公表いたしませ

ん） 

・学校名（                   ）小学校 ・中学校 担当者（                  ） 
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「口腔崩壊」事例（小学校） 

1 乳歯のむし歯が１０本以上あり、保護者の方に受診のお願いを何度も行いましたが、本児の治療

への拒否反応が強く、家庭から受診につなげるのが難しいケースが１例ありました。  

2  永久歯う歯２本、乳歯う歯 10 本、計 12 本う歯がある児童が一人。歯科治療を担任、養護教諭、

校長からお願いしても受診しない。家庭的にも問題がある。母親も口腔衛生に対して全く何もせず、

母親も歯が喪失している。喫煙あり。 経済的にも苦しく、車の運転もできない。 

3 「１０本以上～」保有している子ではありませんが、数本のう歯を保有している子もいました。ま

た、春の検診で要治療であっても、治療がすすまず、秋にも同様に要治療となるケースもありまし

た。 

4  乳歯の下から永久歯がはえてきているのに、乳歯がそのまま放置されている所が２～３あり、歯

列もバラバラな子。 

5 ・複数のむし歯があり、なかなか受診されない。懇談会等で直接保護者に話をしても「忙しいので

…」と言われ、受診につながらない。 

・むし歯の治療にはつれて行ってくれるが、次の健診時にまた同じ歯をむし歯にしている。普段の

歯みがきの様子を見ていない、手が入っていないと感じる。（この子も毎回５本以上のむし歯があ

る） 

6  小学校に入学後歯科検診をしたところ１人で１０本のむし歯をもつ児童と出会った。家庭も経済

的にも大変であった。母親が外国籍。 

7  ほとんどの歯がむし歯、受診をすすめても治療に行かない兄弟児童がいた。中学、保育園の兄弟

姉弟も同様受診せず、保護者は歯のことを伝えようとすると、話をそらされ、逃げるように帰って

しまうことが多かった。ある日、下の児童が歯の痛みを訴え、とうとう寝られない程痛むようにな

りやっと受診したが、治療が終了する前に通院をやめてしまった。それ以来受診しなかった。 

8 ・むし歯が７、８本程あり、春、秋に検診して受診勧告を出しても未受診 

・見た目明らかに沢山の歯が真っ黒で欠けているが、放置等  

9  経済的困難さは見られないが、保護者の養育に関して問題がみられる場合がありました。 

10  １人で１０本以上のむし歯あり。（部分的にかけらしか残っていない未処置歯もある） 乳歯の

未処置歯でそのまま生え変わり、データ上では未処置歯が減っている（しまう？）状況です。 

11 一人でむし歯が１０本以上ある児童 

12  まさにう歯が一人で１０本以上ある子、歯の根しか残っておらず、歯科検診で膿が出ている箇所

が何ヶ所もあると指摘される子がいました。 

 受診しない理由は、経済的な理由で「乳歯だから」と放っておかれているお家や、ネグレクト的

なお家もあります。 

13  C1～C2 程度のう歯が乳歯、永久歯含め１０本程あるが、数年間受診、治療がなされないままのご

家庭があった。母子家庭で要保護認定されており、歯科治療用の医療券をお渡ししても治療がなさ

れませんでした。アトピー症状がひどく、皮ふの状態もよくなかったです。 

14  各学級、数人はいると思います。 

歯科については、「医療券」という制度がありますので、それを使って行ってもらいたいと思いま

すが、 なかなか行ってくださらないですね。それでも根気よく伝えていくことで、時には行ってく

ださる家もあります。 

15  乳歯がすべてう歯にもかかわらず、一度も歯科受診をしていない子がいました。 

16  母子家庭の男子児童・・・低学年の頃乳歯ほとんどが C、本人の意識も低い。 

17 （前任校の事例）乳歯のむし歯はもちろん、永久歯でも６番は必ず（４本とも）むし歯となり、乳

歯のむし歯においては根しか残っておらず、痛みも既に感じなくなった児童がいました。さすがに

永久歯のむし歯では痛みがひどくなり、やっと歯科医受診したが、治療が難しく抜歯となることも

あり、ずいぶん長くかかったのでまた途中で中断してしまった。 

18  学校保健安全法第２４条に基づく医療券交付をされている家庭でありながら、子どもを受診させ

ない、予約しない（できない？）事例が増えている。そういう家庭では朝食も、歯みがきも、睡眠
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リズムも整っていない。 

19 ・精神遅滞という障害をもつ児童。２，３の開業医に受診したが、恐がり、あばれて治療できず、

歯みがきも不十分、親も仕上げみがきもできていない。校医の先生の勧めもあり、近々、総合病院

の専門科を受診することになりました。 

・小６男子 ８本の永久歯のむし歯をもつ子がいます。親の意識が低いためか、治療を勧めても、

なかなか治療に行くことができていません。 

20 ・ひとりで１０本以上のむし歯がある子 

・歯の根しか残っていないむし歯があり、痛みや出血を訴え来室して来る子 

・むし歯がたくさんあることを自覚していて、歯科検診で口を開けない子 

21 ・むし歯が３～５本ほどあり、歯肉炎もある。年に２回の検診時に治療勧告をするが保護者は受診

させない。（視力検査結果の家庭通知を出しても受診していない。アトピー性皮ふ炎もあるが、あ

まり受診していないように思う） 

保護者が子どもの健康状態に関心がない（危機感がない）ように思う。優先するべき順位の中でむ

し歯（歯肉炎）は低い位置にあるように思う。 

この事例のように、経済的理由ではなく、受診させない家庭も多いです。 

22  現在６年生の児童、時々治療はするが、いつも途中となり今に至っている。４年の時、歯科校医

の先生から治療が恐くてできないなら、いろいろな方法があるので紹介状を書きますと助言された

が、家からは、歯科医へ行くのはいやがっていないとの返答があり、そのままになっている。現在、

兄弟も乳歯う歯１０本あり、給食も食が細く、時間もかかる。（咬めない） 

23 ・低学年男児・・・乳歯未処置う歯８本 奥歯でものがかめず（痛みで）、のみこむに近い食事の

とり方。そのため偏食 おやつなど好きなもので満たすため肥満となり悪循環。母に何度も連絡を

とり、医療券にて無料治療できるにもかかわらず、受診放棄。本人が「歯医者嫌い」と伝えてきた

ので、口腔外科に相談し、無痛の治療の選択もあることを伝え、こちらで予約をとり、母と連絡を

取り合うが、当日ドタキャン。（母もほとんどう歯の状況）その後転校し、未治療のまま。他にも

います。 

24  １０本以上はないが、それに近い本数（８本）は何人かいた。 

25  歯科検診の際、検診してくださった歯科校医の先生が「ひどいむし歯があるので保護者に連絡し

て受診するようにしてほしい」と担任の先生に話してくださった。担任がその子の口の中をみて第

一大臼歯が２本大きな穴があいた状態（C3)であることを確認し、児童を連れて養教にも状況をみせ

てくれた 

26 昨年まで勤めていた中学校には、永久歯のむし歯が１０本以上ある生徒が、各学年１～２名いまし

た。 

・数名の子は、「お金がかかるから親が医者には連れていってくれない」状況でした。 

・ある女子は、親に「医者に行くぞ」と言われたことはあるが、「痛いことされるからイヤ」と子

どもが拒否すると、親があっさり引きさがるとのことでした。（田舎で自家用車が手放せないため

に、生活保護を受けられないという家庭のお子さんです） 

27 ・父子家庭・・・祖母が育てているが、手がまわらない。 

・母子家庭・・・母の仕事も夜で、児童と接する時間がない。いろいろなことに手がまわらない。

28  家庭環境（親の養育）に問題ありのケース 

子どもが多い家庭→母子家庭 

子どもの養育にあまり力を入れない様子で子どもたちは、う歯数本（６～７本）持っている。悲し

いです。 

29 乳歯のう歯が１０本以上ある子、医療券が利用できるが、受診する意志が感じられない家庭があり

ます。 

30 ・経済的理由ではありません。 

・家庭（保護者）の時間的なゆとりがないからだと思います。 

31  父子家庭で、生活が苦しく、歯医者さんに行く時間がなかった。生活が安定しきてやっと治療を

しはじめる。生活が不安定な時は、着るものや、入浴の有無、食生活も乱れており、全般的に、親

の手が入らない状態であった 
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32 ・女子児童・・・入学時の乳歯、１４本中９本う歯（未処置）、４本はサホライドでした。その後、

治療のお勧めをだしてありますが、治療をしていただいてありません。歯垢、歯肉の状態は１年（春・

秋とも)は定期的観察が必要。２年（春・秋とも）専門医による診断が必要です。永久歯は今のとこ

ろきれいなままです。個別指導で守っていきたいと考えています。 

33  歯の根しか残っていない児童がいました。乳歯のため何回も受診のお願いを出してもなかなか行

ってもらえず、かなり痛くなって食べられなくなり、ようやく受診してくれました。 

34 ない（２～３年以内）。それ以前の事例を記載。 

・母子家庭…何度も通知してもお話しても「はいはい」との返事で数年たってしまったので、当時、

無料の制度はないので（乳歯も含む医療券）国の制度を使いお母さんには「このままにしておくと

虐待といわれてしまいます」との話をさせていただき、何年ぶりかに治療。医師はこんな歯は見た

ことないと言って写真を撮り、根気よく診察してくださって、何日もかかって治療ができました。

親自身も歯への知識がなかったと思います。 

・父子家庭…６人の子を１人で育てることとなり、やる気を失った父。勿論医療へ積極的に行くこ

とはなく、小学校にいた３人がいつも未治療でした。母子のように医療の補助がないため、国の制

度（そのころは乳歯はだめ）を調べて、乳歯、永久歯含むを知ってから行っていただくようにした

が、父は仕事が入って無理なので、養護が３人連れて病院に通った（数十本のむし歯放置) 

35 ・母が外国籍の女子児童・・・本人の話では小さい頃より甘い缶コーヒーを好み飲んでいた。春の

検診で乳歯のう歯が１３本あり、受診勧告により歯科医院を受診したが、秋の検診でも１０本あっ

た。 

・母が外国籍の男子児童・・・春の検診で乳歯のう歯が８本あり、担任が何回も受診勧告したが受

診できず、下顎臼歯両側２本ずつ残根状態となり、授業中に歯の痛みを訴え、給食も摂取できない

状態となり、家庭連絡し、早退。しばらくして歯科医院を受診した。 

36 ・小６女児・・・兄弟６人で母親は家事・育児に忙しい。受診勧告の通知を何度も出したり、担任

からも何度も受診を勧めてもらったり、直接母親にお願いした事もあったが、むし歯の治療には連

れていってもらえず、むし歯がひどくなり歯の根しか残っていない未処置歯が２～３本になってし

まった。経済的にも大変なようだが、両親のむし歯治療に対する意識が低く、中学の姉達もむし歯

が多い状態。両親の意識を変えられず卒業となった。（低学年の頃には保健師も交えて、対策を話

し合ったようですが、うまくいかなかったようです。） 

37  家庭の事情があり、祖母に育てられている男子・・・歯医者が嫌いで受診をさけていた。歯科検

診時に「永久歯が生える前からむし歯になっている。このままだと、菌が体の他の器官にまで悪影

響をおよぼすかもしれない」と言われた。担任と養護教諭から何度も説得されてようやく通院し始

めている。 

38  視覚障がいのある祖母と２人暮らしの小３男児・・・むし歯が１０本以上あり、学校歯科医も心

配していた。口腔の状態から治療が済むまでに相当の時間がかかること、通うにも困難がありそう

だということで、学校歯科医より保護者の希望があれば病院歯科へ紹介状を出してくださるとの話

もいただく。市町村の保健師にも問い合わせ要保護家庭のこういった場合の対応について、福祉課

との話も受ける。個人懇談会の折に、祖母の娘、男児のおばさんにあたる方（別住まい）と話をす

る機会を設けて治療に向けた方法をいくつか提示したところ、そこから近所の歯科医へ通院をして

くださるようになった。  

盲目の祖母との２人暮らしということ、また、祖母の娘夫婦も普段から面倒はみてくれていたが、

男児が痛みを訴えることもなく、口腔内という外からはわからない場所ということもあり、崩壊状

態になってしまった。 

39 ・兄弟でむし歯が５～６本あり、全く治療に行かず、春・秋の様子が変わらない。（乳歯のむし歯

が抜けて、１，２本減ることはあるが・・・）  

歯みがきも習慣になっていない。（汚れ、歯垢がよくついている）なんとなく歯が小さい。 

40  母子家庭で保育園には籍はあったが登園させず、自分の仕事に連れて行っていた。そんなことで

入学してきて、むし歯だらけであった。医療券があっても治療に連れて行かない。時には休ませて

仕事に連れて行ったり、知人に頼んでみたりと、子どもの世話より仕事が忙しいようである。 

 １２月の懇談会で肥満のこと、う歯のことをお願いしても前進しない家庭もあります。 

41 ・姉妹の人数が多く、みんなたくさんう歯を持っている。経済的に困難な家庭であるが、歯の治療
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に関しては、医療券が交付されており、金銭的な負担はないが、治療がすすまない。 

42  １人で６～８本のう歯があり、一年間治療勧告を何度か出したが、治療しない（受診）ご家庭は

あります。ただ「要保護及び準要保護児童 （生徒）援助費補助金（医療券）」が発行されるため

実際に治療にお金は掛かりませんが、受診していないのが現状です。 

43  １年生でむし歯が１７本あり、通知を出し受診をはたらきかけてもなかなか治療がすすまない。

（受診してもらえない） 

44 歯根しか残ってないような未処置歯がある。 

45 ・一人でむし歯が８本以上ある。 

・歯根しか残っていないような未処置歯が何本もある。 

・歯垢・歯肉ともに ２（要医療） 

  → 兄弟で年２回の検診が毎回こんな様子でした。  

ネグレクトを感じさせるような口腔状態のお子さんがどこの学校にも数組いるように感じていま

す。 

46 ・歯科治療が長きにわたり途中で中断してしまうことがある。 

・一般家庭で経済状態も悪くないが親の関心が薄かったりして連れて行かないことがある。 

・歯科治療に対して恐怖がものすごくあり、絶対に行かない！と言って子どもがブロックしてしま

っている子がいる。（２人） 

・医療券（準要保護家庭）を苦労して申請しても毎年使用しないで返却してしまうケースがある。

（親が仕事忙しさに連れて行かない）（連れて行けないのではなく連れて行かない。遊びには連れ

て行っている） 

47 サホライド塗布はしてあるが、乳歯のう歯が１５本 

48 ・子どもが嫌がるから、と治療に連れて行こうとしない保護者がいます。 

・入学のとき（就学時健康診断）すでにう歯が１０本以上あるお子さんもいます。 

49 ・片親で子どもの面倒をしっかりみられない場合 

・経済的な面 

（担任が、歯科医からの言葉を伝えていただくことにより、治療が進み、改善されてきました。）

50 ・受診はしているが続かない。永久歯へのはえかわりでどうなるか気がかり。食べたらみがく、ダ

ラダラ食べないなど習慣化しにくいお子さん 

51  入学時より口の中の歯のほとんどが、むし歯の児童があった。児童自身に発達障害があって、受

診が困難なことと、家庭の受診する意識がなかなか高まらないこともあり、なかなか受診に結びつ

かない。 

52  １年男子で６歳臼歯もすべてむし歯、通知しても受診せず、高学年の姉も同じ状態の児童がいま

す。 

53  現在小４男子で父子家庭。１年の頃より歯科検診のたびに校医より早く治療するようにと言われ

るが、本人は「お父さんが連れて行ってくれない」といい、全く治療しない状態が続く。小３の時

本人が「歯が痛い！」と言って泣きながら保健室に来たので、病院へ連れて行ってもらうように父

に連絡したが、「今は行けないので痛み止めを飲ませて休ませてほしい」と言われた。本人は薬を

服用したので痛みもなくなり、その後も歯医者に行っていない。 

54  現在の学校ではないが、歯の根しか残っていない子に数名あったことがある。母子家庭の子も多

く、市からもらう医療券を渡し、治療は無料でやってもらえるのだが、結局歯科医院に連れて行っ

てもらえず、医療券も返納する形となることが多かった。そういう子に限って「歯は痛くない」と

いう。 

55  何度治療勧告をし、学級担任や養護教諭が直接保護者に受診をお願いしても、なかなか受診して

もらえず、何年も放置されている児童がいる。母子家庭などで、経済的にかなり苦しい現状もある

が、そのような家庭に限って、子どもの口腔内の状況がよくなく、むし歯や歯肉炎等が起こってい

る。 

56  むし歯が１２～１８本あり、歯の根しか残っていない状態のむし歯もある。保育園の頃、歯科医

院を受診したことがあるが、激しく嫌がったため、連れて行けないと保護者が言っている。偏食が

あり、食も細く、体も小さい。 
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57  今年度入学の１年生です。春・秋の検診とも昔でいう「みそっ歯」で痛みがないのでしょう、と

校医の先生の話。子どもが痛みを訴えないから、保護者が歯科医に連れて行かない、と考えられま

す。 

58  小学校１年生に入学してきた段階で前歯上下（４本ずつ）溶けていてほぼない状態。  

59  むし歯が１０本以上ある児童がいる。 

60  １人で乳歯未処置歯５本、永久歯未処置歯７本、要注意乳歯３本をかかえている児童がいるが、

家庭環境面での問題もあり、本人が受診を嫌がるため、なかなか治療に連れて行かれないという実

情もある。 

61 ・準要保護家庭で、なかなかむし歯治療が進まないので、（家の人が休みをとって受診することが

無理）前のが治らないうちに、次に新しいむし歯をつくってしまい、本数が増えてしまった。 

・発達に障害があり、口を開けて治療を受けるのが困難。しかも食べ物の好き嫌いも激しく、甘い

ものが好きなので、すぐに新しいむし歯ができてしまう。その上歯がないため、更に食べるものが

制限されてしまう。（給食も何とか食べてはいたが、やわらかいものばかり）  

62  経済的な理由（母子家庭）などもあるが、無料で受けられる医療券を配布されるにもかかわらず、

受診がすすまない、数本であっても、毎年そのままの家庭があります。こちらからの勧告を繰り返

す中でやっとつながったこともありますが、経済的理由と家庭の意識も大きいと感じました。給食

も噛むことができないために、食べられない思いもしていました。 

63 ・今年、むし歯の治療をせずにそのままにしておいたところ、菌が入り込み、あごが腫れて１週間

ほど欠席した児童が１名いました。（母子家庭） 

・経済的に苦しいのか、学校徴収金（給食費）も滞納している家庭の子どもが、むし歯７本あり、

そのまま治療せずにいる。 

64  乳歯で、ほとんどが、根しか残っていない状況、家庭環境も、母子家庭で子どもに手が入ってい

ないし、仕事が不規則、親の生活が子どもに直接影響すると思う。やっと通院したが、乳歯なので、

そのまま抜けるのを待つ状態とのこと…治療の施しようがなかった様でした。 

65  保護者が精神疾患を患っており、子どもの歯科治療まで、保護者の意識が向かない。関係諸機関

と連絡を取りながら、病院歯科にて入院加療し、歯を治した。 

66  今年度の就学時健康診断でむし歯（未処置）が１０本ある子がいた。これから入学してくるので

家庭の状況はよくわからない。 

67  親が歯科医院になかなか連れて行ってくれない（仕事が忙しく予約がとれない。お金がかかる等）

医療券を用いると治療（う歯）費がかからない等を伝え、初回は保護者同伴で行ってもらい、その

後は近所であれば子どものみで通院してもらうようにしたりした。途中で治療を中断してしまうこ

ともあり、なかなか完治までには至らない。 

68  小５男児…１年生の頃からむし歯があり、２～４年生の頃は１０本以上むし歯あったが、一度も

むし歯の治療をしてきていない。昨年度の検診でも６歳臼歯が C４で残根状態なので早期治療をと

校医から指摘があった。医療券を申請して何度も受診をすすめているが、一向に受診ができていな

い。 

69  乳歯、永久歯あわせて、２０本以上のむし歯があるにもかかわらず、なかなか治療がすすまない

児童がいた。 

70  ５年女子、今年未処置歯９本（乳歯４本、永久歯５本） 

う歯がひどくなり痛くてものが食べられなくなると、歯医者に行き、応急処置と痛み止めをもらう

が、それっきりで、治療のための継続的な通院はない。１年生の頃から、ずっとう歯のまま、放っ

ておかれている。母親の心身の状態も不安定。経済的にも厳しい。 

71 ・大きな穴が開いたむし歯をもつお子さんが兄弟でいる。「歯が痛い」と言えば受診するが、そう

でなければ治療には行かない。担任から、家庭へお願いした事もありますが、進まない。父親が面

倒を見ているが、自分の体調がすぐれない時もあり、連れていくこと自体がむずかしい。 

・両親がいて、習い事なども行っているが、１０本以上のむし歯を持っている子。生活リズムも整

っていないので、遅刻も多い。 

72  入学した１年生の時点で乳歯１７本中未処置歯が１１本（処置歯０）で、中には歯の根しかない

ような状況もみられた。 



13 

73 乳歯１８本中、未処置歯１０本、処置歯８本という状況のお子さん、入学前の時期からのむし歯

がかなり多いと思います。１２月に治療について確認したところ、治療中との連絡がありました。

（未治療の児童に対して、再治療の通知を出したところ） 

74  発達障害の１年児童は入学時より乳歯１８本中、乳歯う歯１０本がありました。歯科医院へのこ

だわりがあり、治療困難です。H25 秋の検診時終了後保護者と相談し、小児歯科や病院歯科等への

受診をすすめてあります。おかげさまで冬休み中、受診（１回目）することができました。 

75 ・入学時に乳歯１０本未処置歯の児童は、両親が離婚され祖父母と父の４人で暮らしていたため、

歯科衛生まで気がまわっていない様子でしたが、父親に働きかけたところ前向きにとらえてくれて、

改善してきている。が、永久歯２本が処置歯と CO になってしまった。（４年） 

・忘れ物が多く、衛生面でも問題ある兄弟は、家庭内の整理整頓もできていない中で育っているた

め、夜の歯みがきが不十分だったり、生活リズムが不規則になり、治療のお願いを家庭にしても、

行ってもらえない。行っても途中でやめてしまう。（３，５年） 

・乳歯の未処置が多かった児童は、幼児期母親と離れて暮らしていたため進行したむし歯の持ち主

でしたが、学童期に一緒に暮らしてからは、新たなむし歯もなくて（治療は行きたがらない）永久

歯も健全です。（５年） 

76  低学年児童で乳歯の多くがむし歯。保護者に呼びかけても受診してもらえない。 

77  保育園は未就園、他県から引っ越してきたが、小学校入学には複数個のむし歯があり、歯科検診

後の受診勧告をはじめ、授業参観や懇談会で来校の折に受診をすすめたが、一向に足が向かない。

臼歯部は残根状態。時に咀しゃく時の痛みを訴える。養護教諭が何度も働きかけをするので、だん

だん働きかけに応じなくなってきた。 

78  う歯未処置が１０本以上であるが複数あり、CO、要注意乳歯、歯垢１、歯肉炎１と歯科治療はも

ちろん、家庭での口腔衛生習慣がまったく身についていない児童がいます。ひとりではありません。

79  両親の不仲があり、児童も休みが多く歯科治療までお願いしにくかった。 

80  １０本以上ではないが、一年生乳歯う歯８本が未処置のままである。特別支援のお子さんで、一

般歯科医で進行止めの薬を塗布するだけでもパニックをおこし、治療がすすまない、とのこと。 

81  経済的、家庭環境により治療に行かない。保育園の時からむし歯があるが一回も治療していない。

そのため、ひとりで１０本くらいのむし歯がある。他の清潔面、風呂に入らない、歯みがき不足な

ど問題がある。  

82  乳歯のむし歯を１０本保有。歯科検診の実施は５月、記入日現在受診はしていない。 

83 ・保護者が放任傾向が強い。勧告しても受診しない。 

・子どもの生活習慣に関心が薄い（忘れ物、爪がいつも伸びている、等） 

84  本校には 10 本（男子）、12 本（女子）のむし歯の子がいます。 

 12 本ある女子…歯みがき指導時、口をみさせてもらうことに抵抗する。→むし歯の自覚・はずか

しさ。治療勧告書を机にかくしていた。（他のプリント類はきちんと渡す、しっかりとした子なの

に…） 

85  就学前検診で、むし歯が 8本あり、治療をすすめたが受診せず、入学後の検診では、10 本になっ

てしまった。母が車の運転ができなかったり、姉の不登校の対応を優先したりとその子の受診がお

ろそかになってしまっている様子もある。 

86  発達障害の児童で、自ら十分なブラッシングなどが困難。ほぼ全歯がむし歯であり、家庭へも受

診するよう伝えるが行ってもらえず。何年も同じ状況が続いていた様子。（1年前に転入し、卒業）

自治体へは連絡済みで対応を検討している状態でした。 

87  生えかわりのため、統計上はう歯はなくなるが、すべての乳歯が、う歯の状態で入学してくる子

もいる。当然 生えてくる永久歯も、時間の問題でう歯となっていく。 

88  本校に入学時の口腔状況が乳歯 15～10 本、C3 残痕状況の児童が 2年、1年に各 1名います。医療

費が全額補助であるのにかかわらず、この状況は、ひと昔前のような乳歯への関心、歯みがきへの

関心の低さだと思われます。治療に行くのがめんどうという傾向だと考えられます。 

 近くの自治体でフッ素塗布などをしている（学校、保育園）辺地の地域ではこのような傾向はみ

られませんでした。また、市内地は、乳歯へもとても関心があるのが現状です。 

89 本校でない、従前の例を参考記載。 
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・前に勤務していた小学校では、乳歯のむし歯が何本もあり、治療がまったくされておらず、永久

歯もむし歯になっていた児童がいました。 

90 ・いずれの例も親のネグレクトにより治療をしなかった事例。この子たちは、児童相談所により保

護され、児童施設へ入所した。 

 例）保護時、全歯う歯の女児、歯根しか残っていない歯が数本ある女児 

91 ・外国籍のお子さんで就学前健康診断の時から 12 本のむし歯がありお母さんとも何回かお話をしま

したが受診できませんでした。医療券申請のことも話してみましたが、経済的なこともあったよう

でした。 

・保育園のときにしか受診をせず、それ以来全く歯科治療には行かなくなってしまったとのこと。

学校歯科医と相談してゆっくり時間をかけて本人と話をしながら治療をスタートすることができま

した(３年生時） 

92 小 2 児童：入学時より乳歯１２本がＣ3以上のむし歯で未処置。前歯は上下とも根しか残ってい

ない状態に近く、サホライド処置をしてあるところもむし歯になってきていたりした。現在生え代

わりが進んでいるが第一大臼歯は４本ともむし歯未処置。前歯も１番、２番の白濁が始まっている。

何度も保護者に話をしているが受診につながらない。中学生まで医療費無料となっているため、経

済的な理由ではなく、保護者の意識の問題と思われる。 

93 乳歯のう歯は抜けるからいいと思っているところがある。 

94 う歯が多い。放置されている、口腔内状況も不良で、検査を嫌がり口を十分開けることができな

い。 

95 １名いました 

96 両親が働いていて忙しくて治療できないという児童がいました。 

乳歯がほとんど虫歯で、だんだん生え変わりましたが永久歯になっても同じことになると思います。

お金がないわけではありません。市町村によっては小学校までは医療費が無料というところもある

のに連れて行ってもらえない状況は親や家庭の問題が大きいと思いました。 

97 ２年生の外国籍の児童で何本もむし歯のある児童がいる。また、入学当初は食べ物が噛める状態

の歯ではなく給食を食べることも困難であった。 

家庭の事情で金銭面の不安もあるが、準要保護を受けており医療券もあり、福祉医療もあるので受

診するよう再三勧めてはいるが、歯医者に連れて行ってもらえない場合や本人が強く拒否し、連れ

て行かない場合もあり、受診に至っていない。永久歯に生え変わる時期で、既に永久歯にも影響が

出始めている。 

98 乳歯のむし歯が６本あり、昨年度から治していない。懇談会で直接話しても母親が外国籍という

こともあり、治療について理解が薄い。 

「口腔崩壊」事例（中学校） 

1 上前歯左右１，２番崩壊状態 

左右下顎６番崩壊状態の生徒は家庭環境が複雑、幼稚性あり、不登校傾向であった生徒 

2 前任校であるが、永久歯のむし歯が１７本ある児童がいました。懇談会等で受診をお願いしても

なかなか受診してもらえず理由を聞いたところ福祉医療制度（後日治療費が振り込まれる）がある

にもかかわらず、当日窓口で支払う現金がないために受診できないということでした。就学援助対

象の児童であったため学校校医の助言で医療券を発行していただき、治療をすすめることができた。

3 ・昨年、２回の歯科検診を欠席の生徒あり。歯票を見ると以前からむし歯多数、家庭へ連絡したが

未受診、母は体調不良のことが多く、父は仕事が忙しい様子。 

・永久歯のむし歯放置で現在７本の生徒あり。食が細い。昨年医療券を渡したが、親（母は体調不

良ぎみ）が病院へ連れていくことができそうにないと返却。中３まで市で治療費を負担してもらえ

るので、早めに治療をと勧めている。 

4 兄弟の児童が 2人、永久歯に生え変わる前は１０本近くむし歯になっていて、歯の根しか残って

いなかった。そのせいもあってかうまく話せず、月１～２回？発音指導に通っていた。 

お家の方は福祉医療で治療費が出ても、窓口で支払うお金がないので、連れていくのが難しいと話
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していた。（医療券は両親健在のため発行してもらえない。） 

5 現在生徒が一人、経済的余裕がないということで、むし歯が１０数本あるのに歯科医へ連れてい

っていただけない。公的な援助費をいただけていれば、学校から手続きで治療もできるが、それも

できずにいます。（医療券の発行ができない） 

本人に治療できるのであればという気持ちを持たせても保護者が動かない状況の家庭があります。

発達障害のある生徒でもあり、歯磨きの習慣もなく、現在 上顎１０本、下顎の奥歯４本のむし歯

があります。 

6 ・保護者の方の歯科治療への意欲が低く、なかなか治療に連れていってもらえない生徒がいました。

校医の先生からも本人にお話をいただいたり、担任から保護者の方に話していただいたりしたので

すが、結局卒業まで治療していただくことはできませんでした。 

・軽度発達障害がある生徒さんで、本人がいやがってどうしても歯医者さんに行けない生徒がいま

した。障害児歯科に理解のある歯科医の先生のご協力で少しずつ医院や機械になれ、治療に結びつ

けることができました。 

7 生活保護を受けており、母親が精神疾患である生徒が、１４本のう歯（６番全てう歯、前歯はう

歯のため破折）があり、不登校をしていた。母親のホームステイの間、児童相談所の一時保護を２

回実施。歯科治療をすすめることができた。 

8 むし歯１０本以上の生徒(H24～H25）・・・３人   

①親に聞くと治療中と言うが時間がかかるためか一度も受診報告書はもらっていない。 

②ネグレクトにより受診しておらず、現在児童養護施設に入所しており、受診しているが、治せな

いほど進行している歯もある。 

9 中規模の学校でしたが２人ほどいました。 

家庭に個別に治療をすすめましたが、治療できなかったり、治療を始めても途中で中止してしまう

ケースがありました。 

10 中学３年男子・・・本人が反抗的で言うことを聞かないということもあるが、幼少期から、食生

活の乱れ、適切な衛生指導を親がしてこなかった結果と思われた。そのつど、治療や衛生指導を受

け入れなかったため、治療する歯が多くなり、治療に費やす時間と労力に親も本人もあきらめてい

る様子であった。 

11 中学在籍３年間、１人で１０～１２本のむし歯を１回も治療しなかった生徒あり（やや山間地の

小規模校）。歯科検診時、校医が直接言ってくださったが、無理だった。（※中３まで医療費無料

の施策をとっている時期にもかかわらず。） 

12 経済的理由で保険証がなく、受診ができずに、う歯が放置されている生徒が兄弟（2人）と別の

家庭で合わせて 2件 3名いた。 

13 １０本以上むし歯があって何度通知を出しても受診してもらえないご家庭がありました。病院へ

行く時間だけではなく、経済的理由で受診できないような状況だったり保護者の意識がイマイチと

いうこともありました。 

14 現在の学校ではむし歯が一人で複数本あるが、全く治療せず秋の検診でも春と同じ数、又はそれ

よりもむし歯が増えてしまっている。 

 昨年までの学校では、むし歯が進み、歯の根しか残っていない歯も多く、酸味の強いものや歯に刺

激のあるものが食べられない児童がいたが、家庭の事情で受診してもらえず（経済的理由と、保護

者の考え等もあり）対応が難しかったです。その学校ではフッ素も希望者に実施していましたが、

上記経済的理由もあり受けることもできずはがゆい思いでした。 

15 他の市町村となりますが、家庭の養育力が不充分で（ネグレクト・要保護）歯みがきの習慣がな

く、本人が（痛がっても）受診したくないと言うからという理由でう歯を治療せず放置している状

態の子どもがいました。（姉妹とも同じ状況でした） 

16 毎回（年２回）、学校歯科医の先生に、「根っこしか残っていないから、自分では抜けない歯医

者に行ってね」とお話しいただいても、そのままで卒業していってしまった生徒がいました。 

17 前任校で女子１名 

治療がこわかったこと、見た目にはあまり目立たなかったから、先延ばしにしていたとのこと。 

個別の事後指導で、根気よく治療を続けていた。（見た目やおしゃれを意識させた） 
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18 崩壊状態が何年も続いていた生徒が本人の痛みの訴えにより、ようやく治療ができた事例。両親

ともに忙しく働き、生徒の帰宅後の食生活を考えず自由にお菓子を与えていたと考えられる。歯み

がき習慣もあまりなく指しゃぶりもあった。 

19 障がいのある子どもが小学校へ入学するまで、一度も受診していない。口腔内は、ほとんどう歯

で残根状態、不正咬合、歯列不正もある。う歯による痛みもあるが、言語表現ができないので、そ

のまま入学してきた。学校側から継続的に声をかけ、歯科医院を紹介し続け、３年後くらいに病院

歯科で入院治療できた。 

20 姉妹ともう歯多く、ネグレクトを疑ってみたが、他の疾病については早期治療できている。単に

「歯医者のあの音が嫌い！」とのこと。そのため、一年中マスク着用している。 

21 小学校の頃からむし歯が１０本以上ある生徒ですが、これまでに治療を受けた形跡がありません。

むし歯はどれも残根状態に近く、特に、上の前歯４本もそのような状態のため、しゃべったりする

と前歯がないように見えます。今年度の歯科検診でも治療勧告の家庭通知を出しましたが、今だ受

診されていません。 

22 １０本以上～という例はありませんが、生活習慣の乱れ等で、７～８本のむし歯（歯垢）、受診

しない親も関心（予防、治療）がないという例はよくあります。 

23 ３年女子２８本中処置歯１４本、未処置歯１２本の生徒３年間かかってやっと治療が終わった。

24 う歯未処置歯が１０～１１本ある生徒（本数は多いがひどいものは少なかった）がいる。声をか

けるが、２年間、治療していない。 

25 中学１年の時永久歯むし歯４本あり、歯肉炎気味で、歯みがきも十分にはできていない状態であ

り、受診を何回かすすめ、歯みがき指導も行っていたが、なかなか受診に結びつかず、中２検診時、

永久歯むし歯７本となる。その後も本人や保護者に治療をすすめるも、実現せず、放置されたまま

となっている。 

26 小学校勤務していた時のことですが、乳歯のう歯が１０本以上あり、（ほとんどう歯のような状

態） 何度も受診を勧めましたが、受診につながらず、私が異動になり、引継ぎだけしてきたこと

があります。 

27 歯科検診の度にむし歯を指摘され、治療勧告を毎回出すものの、治療されず、どんどん悪化、家

庭にも治療のお願いを何度もするが、治療していただけず、とうとう授業にも支障をきたす程にな

ってしまったため、家庭に連絡をとり、学校で歯科医院を受診、治療してもらう。経済的理由と家

庭の理解がないに等しい。必要性を感じられていないことが大きな原因だと考えられる。 

28 中１女子、前歯を含め、むし歯が多数あった。特に前歯には、大きな穴もあいている程度であり、

自分で、その穴から水を飛ばすなど、羞恥心もなく過ごしていたことが気になっていた。準要保護

家庭だったので、医療券を発行してもらえたため、保護者と連絡をとり、受診できるように予約し

た。（保護者も高齢で、学校に任せたいという意向もあった。）歯科医院の協力もあり、週に２～

３回くらいずつ治療をすすめていって下さり、１年終了時には、治療がすべて終わり、歯みがき指

導もていねいにして下さったので、本人の意識も高まり、２，３年時の歯科検診では、むし歯等な

く現在に至っている。 

29 単に経済的理由だけでなく、本校では、保護者の養育能力、社会性、知的理解等も受診しない、

できない大きな要因と考えられるケースがあります。 

 経済的貧困以外に受診する習慣、受診のためのサポートをしないと難しいです。また、学校検診結

果で治療を要する場合で少々、生活や子育てに関するサポートが必要と学校で判断した場合は、担

当課へ連絡するということができれば、救えるお子さんがいます。（学校から担当課へ通報を義務

付けない限り、保護者からのクレームでとても大変。育児放棄にもあたらないため、学校も苦しい

現状があります。） 

30 歯垢、歯石がたまり、軽度の歯肉炎もみられ、未処置のむし歯が複数本ある。 

31 歯みがき習慣なく、う歯多数あるが、母が「忙しい」との理由で受診できない生徒。 

32 生活保護家庭の２年男子生徒であるが、基本的生活習慣ができていないようで、２年中頃まで遅

刻が多く、体調不良で保健室休養や朝食抜きが多かった。学力も低位で友人もいない様子。歯科治

療は、永久歯う歯が１０本あり医療券も発行したが、父親は無職、母親はパートではあるが、半年

間受診しなかった。しかし、本人を通して治療を勧めていたら、 近受診が可能となった。 
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33 毎年何本ものう歯と歯肉炎が検診で指摘され、年に数回ずつ受診勧告もおこなうが、未だに一度

も受診されない。家庭は準要保護家庭で、両親ともに早朝から夜遅くまでの仕事。家族の半数に以

上に肥満がある。衛生的意識が低く、衣類や頭髪の汚れが気になる家庭。保護者の意識が薄いため、

歯科にとどまらずなかなか受診につながらない。 

34 家庭が不安定なお子さんでした。特別支援学級に入級していました。両親は、離婚するしないで

もめていて、子ども達には手が入りませんでした。 

35 ・保護者の仕事が忙しくて連れて行けない。 

・部活が忙しくて受診できない。 

・経済的な面では、市町村で治療代無料になるような制度等でてきたので良いと思うのですが、働

く気がなく家でごろごろしている保護者がみられ、そういう家庭は、歯痛がよくよくがまんできず、

頬も腫れだしてやっと受診させるようなケースがあります。（みかねて学校で受診させるケースも

あり、奥歯は根だけで、化膿した状態でした。） 

36 通知を出しても通院して頂けず、そのまま放置され、さらに悪化していくというケースが多いで

す。 

37 準要保護家庭…乳歯のむし歯が５，６本有り、医療券を使って治療を受けた。次年度も乳歯のむ

し歯が有り、また、医療券を申請したが、母親が仕事を変わったこともあって受診できず、医療券

は紛失してしまった。 

38 小学校で治療が続かなかったが、中学校のすぐ近くに歯医者さんがあったため続けて通うことが

できた。（う歯７本） 

39 ・中学１,２,３年時それぞれ歯肉炎、歯石、未処置歯複数本あり、会話すると歯垢べっとり、口臭

ありの女子。小学校低学年時に治療歴あるが、その後は治療してない。準保護家庭でう歯には治療

券が発行されたが、すすめても受診せず。母子家庭で、子どもに手が入らず、歯みがき習慣なし。

年頃になり、髪型やネイル、持ち物に気を使っておしゃれしていたが、口腔内には目が向かない。

中３になって学校保健室で毎日歯みがき指導を行う。歯肉や歯垢が改善され、口の中の爽快感、ツ

ルツル感を体験するが、連休や長期休業後は以前のように戻ってしまっていた。中３の秋の検診で

は、歯肉や歯垢は指摘されず 、歯石のみだった。（前任校でう歯何本だったか覚えていません。５

～８本くらいだったと思う） 

・生活保護家庭…母の歯が痛くなり、中学生がやっと治療に連れていってもらえた。（何年も連れ

ていってもらえていなかった。）しかし、母の治療が終了すると、子の治療は継続中であったのに 受

診しなくなってしまった。（前任校） 

40 生徒自身の心身の不調により、歯みがきの習慣がついてなかったり、生活リズムの乱れが一因と

考えられるケースがある。 

41 家庭に様々な問題を抱えている生徒でした。何度受診を進めても受診しませんでしたが、３年生

になり「前歯の茶色をきれいにしたい」と本人から訴えがあり、歯科受診をすすめたところ受診に

つながりました。 

42 今年度全校生徒のうち永久歯末処置歯 10 本以上ある生徒は３人もいました。 

前任校でも乳歯の未処置 10 本以上ある児童は何人もいたし、18 本の児童がいました。（乳歯は 20

本のうち）。 

43 全校で 3～5人程度見受けられる。減少傾向であり改善はある。10 本以上まで行かない 6本以上

くらいの生徒や全く治療につながらず C3、C4 と悪化している生徒を拾い上げている。 

・家庭通知への個別コメント記入 

・家庭通知を複数回出して治療を促す 

・医療券についての案内 など工夫している 
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その他お気づきのこと（小学校） 

1 歯科保健への意識はだんだん向上しているが、反面、全く無関心といった温度差が大きい。家庭

の生活状況、経済状況が理由で歯科治療がすすまない大きな原因となっているのではないかと思う。

生活するのが精一杯であったり、軽いう歯なら痛みもともなわないため、切迫感もない。このよう

な家庭へどのように働きかけていったらよいのか苦慮している。現行の福祉医療費は窓口で払い後

日給付となるが、窓口払いをなしにしていただけたら受診しやすくなるのではないでしょうか。 

2 なかなか治療に行かないおうちもある。原因として ・親の意識 ・仕事で連れていく手間がな

い 中学では部活動を優先し歯の治療は後まわし。 

3 ・経済的なこともあるかと思いますので、学校からの治療勧告書を出してもなかなか治療を始めら

れない家庭もあり、そういった家庭の子の中に、う歯を多く保有している子もいました。 

・検診時などに学校歯科医の先生方が個々に指導してくださる場面もあり、大変有難いです。今後

も、地域、家庭の理解を得ながら、歯科保健活動をすすめていくことが大切だと思っています。 

4 歯垢、CO で歯科受診する児童がいるのに、乳歯・永久歯の虫歯が数本あっても受診しない児童も

いる。要注意乳歯があっても受診しない家庭も多い。 

5 発達障害的な子の中に、口の中にミラーを入れたり、さわられたりすることをイヤがる子がいる。

6 なかなか受診してもらえない保護者へ、どう対応していけばよいのか困っています。 

7 歯科受診については、学校ばかりが頑張ってもうまくいくものではないので家庭連携していかな

ければと思いますが、家庭の状況が様々なため足並みがそろわない。 

8 １人で何本もむし歯を保有している児童の多くが、受診していない。 

兄弟でそのような状態の場合が多く、家庭の意識も低い。 

9 発達障害があり口の中に物を入れることを嫌う児童がいることがある。検診もできないことがあ

りいつもどうすれば良いのか困っている。（以前の小学校で） 

10 ・経済的に苦しいわけではないのに、習い事等に行く時間はあるのに、歯医者にはなぜ行かない。

・受診に関しては子どもの力ではどうにもならず、親の意識がないと難しい。歯医者に行ってほし

い旨を親に伝えたら、「それは義務か」と言われ、結局未受診等 親の意識を何とかしたい。 

・受診に関しては、市町村から補助が出るか、出る場合も多いが、（後日全額返済等）結局行かな

い。 

11 ・口腔内の状態が悪い児童ほど受診に行かない。 

・歯科受診者が少ない。 

12 地域柄、歯医者が近くにないためなかなか治療が進みません。 

13 乳歯のむし歯は、放置される場合が多い。 

14 受診はしていただけるが、同じ児童が秋の検診で再度むし歯が発見されることが多い。 

兄弟ともにむし歯（家庭）がある場合も多い。 

15 治療に行かない子が決まっている（経済状況や親の意識等の問題から） 

16 歯科受診にかかわって・・・本市は中３まで、医療費が無料になっていますが、一時的に窓口で

支払うお金がないため、歯科以外でも病院へなかなか行ってくださらないご家庭が何件かあります。

窓口無料化が実施されれば、学校としても もう少し強く受診をすすめられるのになあ…という思い

があります。 

17  就学費援助を受けている家庭（準要保護）でも、医療券を使って、きちんと治療を受けさせてい

る保護者もある。一方で、金銭的に困難はない家庭の子が、歯、目など、一切治療を受けないでい

る場合もある。 

金銭面だけでなく、「親の意識」も大いに影響がある。 

18 特別支援学級のお子さんで、検診に気が乗らなかったり、拒否したりする場合の受けさせ方につ

いて迷います。その子その子によって対応が違ってくるので、校歯の先生に、お待ちいただいたり、

教室に出向いていただいたり、その結果、受けることができなかったりで、申し訳なく思ってしま

います。あきらめることもありますが、このような受けさせ方をお願いしていいものかどうか、迷

っています。 
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19 歯科だけでなく、他の検診でも受診しない家庭は受診しません。 

家の事情もあるので、あまり強くは言えませんが、体のことでもあるので行ってもらいたいが、必

要にせまられなければ、行きません。 

家の方の考え、経済的な理由、移送条件等がそろわないと行けないと言われています。 

20 乳歯のう歯はそのうち抜けるからと連れていかない家庭がある。 

21 なかなか受診しない。近くに歯医者がないからなのか。 

22 子どもがたくさんいたり、仕事に忙しく、連れていかれないとかが理由である。  

金銭的な困難家庭もあるが、医療券や福祉医療の制度があるが、利用せず未使用で返されることが

あるので、悩みです。 

23 治療に行くことができない子は、いつも決まっています。むし歯の本数の多い子に限って、行く

ことができていない傾向です。金銭的な問題ではなく、親の意識の低さにあると思われます。町の

医療費給付制度というのがあり、中３まで医療費はかかりません。 

24 経済的に大変な家庭もある一方で、経済的には問題がないように思われる家庭でも、外国籍であ

ったり、養育力のない保護者だったりと、ひとりひとりの状況が違い対応に困ることも多い。 

25 ・母子家庭で母親が仕事で忙しく、歯科医院に連れていく時間が確保できない。 

・むし歯に対する健康意識が低い気がします。 

26 就学時健診の際、校医さんが「乳歯だから治療する必要はない」ということを言われ、一瞬耳を

疑ったことが昨年ありました。学校で根気よく治療を勧告しても、どうしても治療しない保護者が

います。今時、珍しい話ですが・・・校医さんとの関係が悪くなるので公表しませんでした。今後

の歯科保健のために書きました。 

27 ・市で準要保護家庭に医療券が発行される（無料で受診できる）が使用率は大変低い。他の家庭に

も言えることだと思うが、経済的な問題だけでなく、健康に対する意識の低さや、通院に要する時

間的なこと（仕事をなかなか休めない）等も考えられる。 

・検診時、口呼吸の児童が多いと指摘される。授業中などポカンと口を開けている児童がここ数年

気になっている。 

・むし歯の多い児童ほど、治療がなかなか進まない。 

28 子ども達の健康に対する保護者の意識が低いと思う。 

29 口の中は生活そのものだと実感できる状態です。経済状況ももちろん影響していますが、生活困

難のつけが、子どもの疾患放置となっているケースがたくさんあります。 

民間の会社でも子の看護休暇制度などがあって、休みをとりやすくしてほしいことと、親のズクが

なくて未治療の家庭には、一回目の受診にこぎつける個別指導が必要です。 

30 家庭の事情（就労、経済）で受診できないでいる児童が多い。そのためか、むし歯がないやすぐ

に治療する家庭と、１人で数本のむし歯や治療しない家庭との差が大きい。 

31 歯科検診等 大変丁寧に診ていただきありがたいです。 

う歯は減少傾向にありますが、歯列異常・咬合異常・癒合歯の子ども達が目立ち、かむ力の弱い、

よくかまない子どもたちが多いように感じています。小学生のう歯等の治療は、比較的保護者の協

力もあり又時間的にも余裕があり良いのですが、中学生になると難しい傾向。 

又、矯正中の転倒時の口腔のケガも比較的多く見られ心配です。 

32 口腔崩壊事例に挙げるほどではないが、４，５本のむし歯を保有し、再三勧告をしないと受診し

てくれず、ようやく治療が済んでも 次の健診にはまたむし歯の診断を受ける児童がいる。 

本市は、医療費が公費負担にもかかわらず、なかなか通院できないのは、保護者の意識の低さや仕

事優先の生活が影響していると思われる。 

33 市では、中３生徒まで医療費を給付しているが、受診しない家庭がある。 

34 家庭の事情（保護者の仕事が歯科医院の診療時間内で受診できない）で受診できない状況の児童

がいる。担任も働きかけをしているが受診につながらない。 

35 当小学校には、未処置のむし歯がある児童は４名です。（本市のフッ素洗口事業の成果だと思い

ます。）したがって、大多数の要受診は、乳歯のむし歯・要注意乳歯・歯石・歯肉炎等です。 

保護者の皆さんには、受診の必要性を手紙に書き促してはおりますが、保護者の方としては受診を

引き延ばし、乳歯が自然に抜けてくれるのを待ちたいというのが本音のようです。（抜けるとよろ
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こんで電話報告をいただきます。） 

36 親が自分の仕事で精一杯な（経済的にきつい）お宅は、むし歯が放置されがちだと感じます。 

37 本市はフッ素をやって下さり、ありがたいです。 

38 要治療者について春も秋も同じ児童の名前が上がり、保護者へ呼びかけてもなかなか受診してく

れない。低学年にう歯８本の児童がいるが保護者へ言っても「お金がない」などと言って受診をし

ぶる。 

39 本校は歯科医院に通院するとしても片道１時間以上かかります。 

受診通知を家庭に配布しても、町場のように下校後受診することもできず、土曜日に受診しても半

日もしくは１日かかります。 

僻地の歯科診療について改善できることがあれば、児童だけでなく地域住民もありがたいと思いま

す。 

40 歯科検診で治療（受診）のおすすめの通知を渡しているが、お家の方が忙しがったり、外国籍の

方だったり、意識がないと受診につながらないことがあります。 

41 歯科治療に関して、就学援助の家庭は「医療券」を申請すれば発行されるが、通院しきれなかっ

たり、紛失してしまったり、保護者に心の余裕がなければ難しい場合もある。 

42 むし歯があっても、なかなか治療に行かずにそのまま放置している家庭が固定化している。再度

呼びかけても受診していただけない。 

43 学校での検診はあくまでもスクリーニングであるが、保護者によっては「かかりつけに行くとい

つもむし歯はないと言われる」ということが、１～２件はある。説明をしてわかっていただいてい

る。歯列についても、ドクターによっては意見が違うので、本人が相談に来る時は言葉をえらんで

説明するが難しく思う。 

44 歯科受診困難な理由は 

・家庭の経済的な事があると予想されます。給食費の支払いが滞っているということがあります。

お母さんは下のお子さんがいるので働けず、お父さんの仕事も不安定ということです。 

45 歯科受診できない児童が固定化されている。市町村によっては、子ども福祉医療で子ども達の医

療費を出していただけるにもかかわらず、受診できない家庭がある。近くに歯科医院があってもな

かなか通院できない。保護者が子どもを治療に連れていく時間がないことと、受診治療への意識の

薄さが感じられる。 

46 今すぐ受診しなければ困るという子は、ほとんどいないのですが、治療より保護者が仕事優先せ

ざるを得ない社会状況だと思います。 

47 山間地のため（歯科診療所で）週に１回の診療となります。 

お家の方の仕事もあり、なかなか治療がすすまない家庭もあります。 

48 歯医者さんによって診断が異なるので、学校医がう歯と診断しても、かかりつけ医はう歯ではな

いと診断されることが多く、困っています。 

49 今は、ほぼどこの市町村も中学まで医療が無料化となり、保護者負担軽減となっています。窓口

には「福祉医療券」を提出し、現金は支払われても、後日口座に振り込まれるものがあっても、そ

の時のお金がないとも言いますが、親に子どもに治療に行く責任のない親がいます。虐待とも考え

られる親がいます。本校はお金がないのではないが、放置状態があります 

土、日遠征、練習の日々で通院できない。理由が「試合があるから、練習で行けない」ことをコー

チ、監督は現状を知ってないと思う。スポーツをやる以上 体の具合が悪いのは、治すのはあたり

まえ!! 体のケアもできない現実はどこにもあります。 

50 小２女児・・・上の前歯１本が下の前歯の内側に入ってしまう状態で、矯正が必要と思われる。

矯正にはお金がかかると聞くので、担任と心配はしているが・・・お金がかからない矯正というも

のがあるでしょうか。 

51 保健だよりや学級担任の先生方から呼びかけても、なかなか受診につなぐことができず、何かよ

い手立てはないか思案しているところです。（保護者の意識を高めていくにはどうしたらよいか）

52 本校では１人で何本もむし歯がある児童がみられる。歯科医受診に意欲的でない家庭があること

が課題。 
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53 子どもが歯科受診を嫌がると、歯科医院でも泣いたり騒いだりしてしまい、ちゃんとした治療が

できないまま、保護者もあしを運ぶのを止めてしまうというケースがある。（どんどん悪化してい

ってしまう) 

痛みをともなう治療をしなくてもいいように予防したり、歯科医院に通ったりできるといいと思っ

ています。 

54 無料で治療できる「医療券」配布しても、母子家庭等で休んでまで受診をしない。休めないなど

理由をつけて連れて行かない家庭もある。祖父母が近くにいる家庭の場合は協力が得られるので比

較的治療はしている。 

55 ・むし歯が数本あるが、極度に医者に行くのを嫌がり、治療ができず、お家の方も困っている。 

・受診率が大変低い。 

56 子どもの口腔内のようすについて 

・関心を持って予防を心がける保護者 

・学校からの再三の治療のおすすめにも応じない保護者二つにわかれるような気がします。 

学校において、フッ素洗口をはじめて２年目になりますが、家庭での協力も必須なのか、どうした

らもっと予防に心がけてもらえるか、試行錯誤しています。     

57 治療を受けない子は少ないように思いますが、理由は経済的に治療費を負担できないという訳で

はなく、保護者が連れて行かない、または治療の必要性に対する考え方の相違のように感じていま

す。治療費を公費でできる医療券を添えて治療をおすすめしても、未使用のまま・・・という場合

も少なくありません。 

58 治療が進まないご家庭への連絡はどうすれば良いのか 

59 忙しい家庭が多く、受診していただけない。朝ごはんがおかしの子にむし歯が多い。二極化を感

じる。 

60 歯科受診は、通院する回数が多いため、通知を出し受診をはたらきかけても、忙しい保護者はな

かなか受診していただけない。 

61 数年前までは、経済的な理由で治療がされないのかなと思ったことがありましたが、準要保護家

庭には医療券が出たり、今は全家庭に福祉医療があり、経済的な理由は考えられない。それよりも

治療しなければいけないという意識が低いように思われる。そこまで考えられないのが現状なのか

もしれません。治療をしない子は１年から治療されていない子が数人いる。 

62 未だに「乳歯は抜けるので…」という考え方もあり（治療しない事もあり）乳歯列の時期の口腔

管理が良くない児童もあります。乳歯が大切という事を乳児期から保護者に意識していただける事

が大事かと思いました。 

63 むし歯のある児童は減少している一方で、むし歯のある児童は５～８本程ある場合が増えている

ように思います。そして、そのような家庭はなかなか受診を促しても受診しない家庭が多いです。

また片親などの家庭の児童にむし歯が数本以上ある児童が多く気になります。 

64 歯痛で養教が歯科医さんまで付き添ったこともあります。歯科検診後に医療券申請の手続きをし

て、保護者にも渡すのですが、有効期限内には受診できず、そのまま放置ということも何件もあり

ました。窓口の支払いの必要がなくても、歯科医へ受診できない背景には、「仕事を休めない」「予

約がとれない」など様々な理由があると感じました。 

65 家庭によって、子どもが多かったり、経済的に厳しいと、どうしても歯科の受診が後回しになる

ことがみられます。 

66 主治医の先生によっては「永久歯の萌出を待つ」という指示のみで１回の受診治療勧告書を持っ

てくるので、児童の口腔状態は全く変わらず、また、かめない生活が続きます。半年後の検診でま

た同じことのくり返し。 近では、保護者が受診をすることもやめてしまい、困っています。 

67 ・歯科治療が長くて通いきれない場合があるようです。 

・医療券をいつも申請してやっても使わないで返してしまうことがあり残念に思っている。 

・医科検診の時に衛生士さんも一緒に来てくれると、一緒に（検診とともに）口腔衛生や歯科指導

ができる。（記録者とは別に） 

68 受診勧告をしても、受診してもらえない家庭は、例年同じ家庭である。医療券や福祉医療がでて

いても受診しない。いかに保護者に受診するように勧めるかが課題となっている。  
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69 ・治療しても次の歯科検診ではまたう歯となってしまう子がおり、歯みがきをていねいにおこなう

ほか何か対策はないのかと思うことがあります。 

・経済的理由で、歯科矯正は行わない家庭が数件あります。 

70 崩壊状態まではいきませんが、全く受診しない家庭はあります。 

71 春と秋に学校歯科医さんのご厚意のおかげで検診をしていただいているが、要受診と診断されて

も受診されないご家庭は、いつも同じご家庭が多い。お子さんの健康にあまり関心がないのかとガ

ッカリする。 

72 家庭の協力を得にくいケースがあります。（経済的も含め） 

73 準要保護の児童に医療券が発行されるが、それを使用しての受診にはなかなか結びつかない。ど

んなに声をかけても結局「医療券はなくした」で終わってしまう。 

74 う歯などが見つかっても、すぐに受診してくださる家庭や受診についての相談が学校へ来る家庭

と、う歯で歯痛があっても受診をなかなかしない家庭と、差が大きいことを年々感じます。（小学

校で乳歯の生えかわる時期が近いと、う歯があっても歯科医へ行くのがもったいないという声もき

いたことがある） 

 かみ合わせで指摘を受ける子が、以前より多いように感じます。 

75 準保護家庭には「医療券」を出して治療を勧めているが、ほとんどの家庭が、母子又は父子家庭

であるためかなかなか治療してもらえない状況がある。 

76 う歯の多い子どもほど、受診がすすまない。家庭での意識がうすい。 

77 とてもていねいに時間をかけて歯科検診をしてくださるので、要受診の子が多いが、「要注意乳

歯」などは、抜けるから…と受診しない場合も多く受診した数があまりのびない。 

78 親の職がなく、保険証のない家もある。市の教育委員会にも相談し、できる限り支援をすすめて

いるが、現状はきびしい。 

79 近くに歯科医院が無いため、忙しかったり意識があまり高くない保護者は、受診をなかなかして

くれない。 

 地域に歯科診療所があり、週１回午前中、校医さんが来てくださっており大変ありがたい。もっ

と来ていただけると、さらにありがたい。 

80 １名ですが、春の検診秋の検診とも歯科医の先生に検診していただく事ができない児童がおりま

す。むりやり検診もできず困りました。（口を開けてくれずに検診ができせんでした。） 

81 小学校低学年までは、保護者の管理下に口腔衛生は委ねられていると思うので、あまりひどい状

態ということは虐待ともいえると思う。しかし保護者に直接は言えない。 

82 受診の勧告通知を出してもなかなか受診してくれない家庭があり、児童の健全な成育の妨げにな

るように思います。 

83 乳歯の未処置歯や要注意乳歯は、そのうち抜けるから…と受診しない傾向もみられる。 

84 発達障害のあるお子さんの検診が非常に大変。校医先生が、気長に器具を見せて、ていねいに説

明し、本人にも触って確かめさせるなどすることにより、受けられるになった子もいました。 

85 集団検診のため、どうしても見逃しや、誤診断があるのか、「せっかく歯医者に行ったのに、む

し歯がなかった」というように言われることが多い、と学校歯科医の先生より話がありました。１

年に１回はかかりつけ歯科医に受診できるような補助制度があればよいなあと思います。（忙しい

家庭では、受診すらできないかもしれませんが…） 

86 ・乳歯のむし歯だと治療にいかない保護者がいます。 

・要受診の場合、早めに治療を済ませる家庭もありますが、受診しない家庭は行くつもりがないの

か、毎年行かない場合が多いです。 

87 治療の通知を出しても全く治療していただけない家庭がある。何度もお願いしても、なかなか行

ってくれない。子どもではなく、親の責任。 

88 ・歯科検診の折…発達障害のある児童は、口を大きく開けたり、ミラーなど検診器具を入れられる

のを、嫌がる児童がいます。 初、あるいは 後にやるようにして、校医さんにも配慮していただ

いて、なんとかやっています。 

・歯科検診については、家庭の理解と協力が必要と思います。（家庭対応の差がある） 
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89 家庭環境が口腔内の状態から把握できます。乳歯の時からう歯の多いお子さんはその後も永久歯

にはえかわってもう歯となり、小学校なのにさし歯となってしまう子もいます。学校側として、は

たらきかけしても 終は保護者にゆだねることになるので、苦しい現状もあります。一番つらいの

はお子さんです。 

90 むし歯は大変少ないが、不正咬合、不正歯列が多いように思います。 

91 口腔内が健康でない子は、生活習慣、食習慣すべてに問題があり、つながっている子が多い。 

92 ・歯科検診で要注意乳歯や歯肉炎のみで治療・要精検のお知らせを出しても治療へ行く子は、少な

いように感じています。 

・医療券をお渡ししても、使用して治療する子は半分もいなく、ほとんど使用せずに返し戻されて

いる。 

２つのことから、必ずしも経済的な理由で受診しないのではなく、連れていくのが面倒だったり、

時間が取れなかったり、予約しても受診できるのがずいぶん先だったり…と親の都合が大きいよう

に感じる。 

93 要受診ではう歯の他に歯並びやかみ合わせでの児童も多いが矯正は費用がかかるので、行わない

という家庭や受診をしない家庭も多い状況です。 

94 家庭の考え方だと思うが、乳歯のむし歯を放置する家庭がある。 

95 治療状況もよくない、また、う歯保有者率も高い。今年度再治療の通知を出したところ「連絡が

ない。通院の予定なし」という児童は 22.5%治療完了した児童は 74.2%という状況です。  

 乳歯のう歯が多いこと、むし歯にしない、早く治療するという家庭の意識が低いように感じてい

ます。また乳歯については、やがて永久歯にはえかわるから治さなくてもよいと思っているかもし

れません。 

96 ・乳歯がはえかわらないうちに、永久歯が顔をのぞかせていても、家の人は気づかないでいる。 

・治療のおすすめの家庭通知で、すぐ受診する家庭もあれば、なかなか治療に行かない家庭もある。

（特に乳歯のむし歯は、そのうちに抜けるからと考えられがちである。） 

97 ・歯科治療が必要とされ受診した際、特に永久歯第一大臼歯の CO の処置が充填なのかシーラントな

のかわからないと処置歯とカウントするのかどうか不安になります。 

・小規模校なので１本のう歯が統計に影響するのが困ります。（一人で多数のう歯を持った子がい

るだけでも） 

・校医の先生には相談にのっていただいたり、ご指導いただけるのでありがたく思っています。 

98 経済的理由で医療機関を受診できないのではく、保護者の必要観や意識の問題と捉えている。 

99 本校は受診率（再受診）が高く、比較的、口腔状態の良い子が多いです。中には、家庭の事情で

受診ができなかったり、通いきれず途中でやめてしまったりという子もいます。 

100 ・保護者の方の考え方より、せっかくの検診が、受診につながらず、歯がゆく思うことが多いです。

経済的理由や児童虐待・ネグレクトに近い状態、父母も不在の家庭等、子どもをとりまく環境が不

安定になってきている。 

・発達障害の子は、知覚過敏であったり、歯科医院に慣れずに不安定な状態になったりと、受診が

なかなかできません。親はもちろん受け入れてくださる医院も根気が必要です。発達障害の子の受

診環境を整える。又は、情報交換できるといいと思います。 

101 ・歯肉炎、歯石は（手が入る低学年よりも）高学年の方が多くなってきている。給食後のブラッシ

ングも、きちんと行える児童が少ないので。 

・特別支援の児童の中で、いやがる場合がありますが、校医は上手に行ってくれています。 

102 歯科検診でう歯があったのに歯科に受診すると、「う歯なし」だったという例があり、歯科検診

の結果を疑ってもいる保護者もいると思うし、その例があると強く言いにくい。 

むし歯をそのままにしておくことの害を保護者へ伝えられていない為になかなか保護者が受診して

くれない。「他の内科等は予約しなくても行けるが歯科は予約なので大変だ」と言われたことがあ

ります。 

103 歯石、歯肉炎の指摘について、受診をしない児童が多い。 

104 家庭での歯科口腔の健康について関心が薄いため、治療勧告を年４～５回出しても歯科治療がす

すまない。歯石を持っている児童が多く、歯みがきをきちんとおこなえていない（年１回歯科指導
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をおこなっているが） 

105 むし歯の治療がなかなか進まない家庭には、総合的な支援が必要。学校だけでは解決していかな

い問題である。経済的理由もあるが家庭（保護者）の意識の問題も大きい。 

106 本数は多くなくても、う歯が放置されている児童がいる。その中には生活リズム崩れているので

は？と思われる児童もいて、家庭事情もあり、強く受診をすすめることが難しいケースもある。 

107 未受診者の固定 

108 ・むし歯が１０本とまではいかないが、乳歯むし歯の多い児童が低学年に毎年数名いる。治療には

通っているが、検診では常にむし歯がある場合が多い。 

・経済的には治療を受けることが難しい場合には、医療券を発行してもらい渡すが、未使用のまま

返却されることが多い。（使用期限切れ） 

109 １歳児検診など、幼少の頃からの親への啓発は有効だと思う。やはり意識が高い土壌があってこ

そ、習慣の形をなしていくと思う。今の子どもたちが親になる１０～２０年後に成果が現れてくる

ことを期待しつつ、指導しています。 

110 中学 3年生まで福祉医療で医療費はかかりません。金額的な面より、親の子育てに余裕がない又

は意識の低さを感じます。 

111 親の意識が低いと受診につながらない。病院に行くことは子どもだけでは無理。 

112 検診…本校の学校医は協力的で感染への配慮が十分なされているので問題ないが過去に勤務した

学校では、指を口の中に入れ、その手を洗わず次の子も同じようにしていく、子どもに「気持ち悪

い」と言われることもあり、とても困ったことがある。 

 受診…本町は中学生まで医療費が無料なので、経済的に困ることはないはずだが、病院に連れて

行かない。→家庭訪問、保護者懇談で担任に言ってもらうが、それでも連れて行かない。なぜか、

理由不明。 

113 ・本校の現状は、乳歯の状況があまりよくないのか、低学年から矯正を行っている児童もいる反面、

むし歯だらけの児童もいる現状です。 

・学校で、せめて一回だけ歯みがきをさせる習慣をつけさせることが、せめてもの対策です。 

・口腔への関心の格差には、金銭的なこともあるかもしれませんが、母子保健の充実が急務かもし

れません。 

114 なかなか治療されない場合は、ていねいな聞きとりや状況をつかみ、こちから声がけや受診がし

やすいような配慮なども必要と思う。 

115 ・学校歯科医の先生が熱心で細かく指導いただきありがたい。 

・学校体制として全員が歯科医院へ受診できるようよびかけてはいるが、全員受診までなかなか到

達できない。 

116 親に経済的余裕だけでなく、養育能力がないと歯科へ連れていってもらえず、う歯が進行してい

く例も度々あります。何度治療の通知を出しても受診してもらえず、どうしたらよいか困っていま

す。 

117 学校歯科医の先生に大変よく診ていただいている。ありがたいです。 

118 本校は２名の歯科校医の先生に診ていただいています。ゆっくりと子どもたちの質問や困ってい

ることにも耳を傾けていただきながらの歯科健診です。心から感謝しています。なかなか治療ので

きない児童には保護者との健康相談をしながら受診につなげています。また、市からの医療券（要

保護・準要保護家庭）利用も大きな力になっています。 

119 以前（３０年前）に比べて、口腔への親の意識は高まっていると思う。本市では中学３年生まで

医療費が無料になり助かっているが、申請するのやら口座への振込み代を含めて１件につき 500 円

かかるのは親にも手間になっている。保護家庭や、要保護家庭についても医療券が配布され無料と

なっていることは助かる。学校保健委員会などで問題にして保護者に呼びかけをするととても効果

が上がる。養護や担任の働きかけ次第というところあり。 

120 家庭環境に差が大きい（定期検診に行く家庭とう歯放置） 

痛くならないと治療しない。乳歯は生え変わるからといった意識がある。 

夏休み前に再度治療をすすめる通知を出したり、医療券の有効利用をすすめたり、保護者懇談会で

更に確認など情報は発信していますが・・・ 
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121 保護者が医者に連れて行ってくれず、乳歯のう歯もそのまま抜けていくという状況の子がいます。

治療費も補助が出るのだが、なかなか受診が進まない状況がある。 

122 歯周疾患（歯肉炎等）と診断されてもそのことだけで受診する児童は少ない。（数日すると腫れ

や痛みがなくなったりするため）ブラッシング指導や歯周疾患の継続した指導が必要であると思う。

歯科医まで遠い山間部の学校でも市街地の学校でも受診率はあまり変わらない。本人や保護者の歯

の健康に対する価値観の違いだと思う。幼少からの繰り返しの指導しかない。 

123 要受診と診断された数には、むし歯、要注意乳歯、歯列・咬合なども含まれています。 

歯科医院を受診した数については、歯科検診結果のお知らせが学校に提出された分しか把握できな

いので、歯科受診して紙を学校に提出した人の人数になっています。 

124 歯科検診では学校医の先生が丁寧に診ていただきありがたく感じています。歯科受診については

保護者の判断なので、声かけを行ってはいるが、それ以上踏み込みにくさを感じる。子どもや保護

者のほうに歯の大切さを伝えていきたいが、学校医の先生や歯科衛生士さんと協力できたらより時

間が持てるのではないかと感じます。 

125 親の関心の無さ、親の忙しさ、家庭環境等、子どもだけでは通えない状況がある中では、親がそ

の気になってくれないとなかなか難しい。塾や社会体育が優先され痛みも無いため歯くらいは大丈

夫という意識も中にはある。 

126 受診するには３０分くらい車で行かなければならないので、何回も通院することが大変である。

127 どれだけむし歯があっても行かない家庭は理由をつけていかない。（歯医者が嫌い、忙しいなど）。

行かない家庭は大体決まっている。 

その他お気づきのこと（中学校） 

1 口の中は子どもの生活状況があらわれる場所とわたしも実感しています。本校は意識レベルが高

いのでう歯自体が毎年少ないです。ただ、歯肉炎等の数を見ると子どもの忙しい生活、疲れなどか

ら歯みがきがしっかりできない生活はうかがえます。 

学校のシステムの中に経済的理由から治療ができない現状はないと思っています。医療券の発行に

より治療は無料で受けられます。ただ、そのシステムを利用できる能力があるかないか、（学校か

らの通知を読まない）事務室の先生の児童手当の申請やり方がわからない人がいるから滞納も少な

くならないと言っていました。関連はあると思います。 

2 ・保護者に全く関心がなく再三の連絡も聴いてくれず、受診困難な家庭がある。要保護ではあるが

（車も乗っているし、親として適度に遊んでいる家庭。親に気がないのだと思う）→本人にも治す

気がない。（自己肯定低い） 

・本人が断固受診拒否していたが、歯科校医の先生の声かけ 養教とで連携をとり母を説得し受診

にこぎつけた事例２例。歯を治したことで体調もよくなり 自信がつき 笑顔で卒業していった生

徒がいる。 

3 ・むし歯が一本もない子とたくさんある子の格差が大きい。特に貧困家庭や親の療育力が低い家庭

の子ほど口腔衛生状態が悪く、う歯保有率高い→治療できず→さらにむし歯増と悪循環になる。 

・中学生の受診率の低さが気になる。小→中の方が低い。部活などで忙しいためか？ 

4 う歯保有者は年々減ってきていますが、歯垢、歯肉の状態がよくない生徒が増えています。歯肉

炎等についての指導や、歯みがき指導等しますが、なかなか身につきません。 

歯科検診をし、歯みがき指導も受けてくるようですが、その時だけで終わってしまいます。 

5 本校の生徒は、検診でう歯を指摘されるよりも、歯肉炎（軽度）や歯垢付着により受診を勧めら

れることが多くなっています。１人で多くのう歯を持っている生徒もありますが、１０本未満で人

数も多くありません。受診はしてくれているとは思いますが、学校で把握できるものは、わずかで

す。 

6 親へ担任から何度か話をしていただいても、行動に移していただけない状況があります。学校歯

科医さんから、何本もむし歯が治療されず放置されていることはネグレクトに値するというお話を

お聞きし、行政へ働きかけしましたが、よい方向へ向いてはくれません。 

7 う歯が多い子どもは「保護者に連れていっていただけない」という生徒が多いのでそれが一番悩
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み深いところです。 

窓口でお金を払わないシステムになれば「学校帰りに子どもだけで受診し帰る」ということもでき

るようになるのかもしれません。（現在、医療費が補助される市町村は多いのですが、いったん支

払いをし後日に振り込まれる…という仕組みが多い気がします。この「いったん支払いで」という

のが経済的にきついお家も多いようです。） 

8 母子家庭で、夜 母親が働いている子ども達が、福祉的な医療券があっても、母が忙しく通院し

てくれない等がある。 

9 歯列を指摘される子が多いが、矯正をするには多額の費用がかかるため、一人親家庭などでは治

療に通うことができず、何年も歯列の悪さを指摘され続けている。 

 矯正の費用をもっと下げることはできませんか？ 

10 むし歯のある子は決まっている。ない子は全くない。呼びかけも、受診しない家庭は受診しない。

11 ・むし歯や歯周疾患の治療勧告を通知するが、治療せずに放置してしまうケースが多い。小学校で

は治療していたのが、中学校に来ると大きく治療率が低下してしまう。子どもたち自身、家庭の意

識低下の問題がある。 

・準要保護家庭に医療券の交付をして、治療費が免除されるが、殆どの家庭で治療せずにそのまま

の状態になってしまう。 

12 保護者の意識が病気と違って、少しくらい放置していても何とかなるし、仕事を早く切り上げ年

休を取らないと連れて行けないから、即受診の意識と行動をとってくださる方ばかりではないのが

困っている。 

13 中学生になれば自分で行って・・・と思うのですが、なかなか受診してもらえません。（歯は痛

くならないと行かない生徒も多いです。） 

保護者や本人が気にかけているとスムーズに受診に行くのですが、何年も行かないご家庭もありま

す。学校でもどの程度までふみ込んでいいのか悩みます。 

14 子どもたちだけで受診できることが少なく、どうしても保護者の考え（経済面や乳歯は治療しな

くても大丈夫という）をどう変えていくかが難しいと思います。 

15 ・本人が行きたがらないという理由で治療（受診）を行わない家庭がある。個別に話をし、治療を

勧めている 

・受診回数や金額がかかることを気にして受診していない家庭がある。福祉医療などの活用を説明

している。歯科医院が少ないこともあり、保護者の送迎が必要となることも関係しているようだ。

16 二極化が激しい 

全くう歯がない子が増えている一方、一人で何本もう歯のある子がいる 

17 ・経済的な理由もあり、なかなか受診に結びつかなかった生徒もいましたが、村の協力もあり受診

できるようになった事もあったようです。（全体的には歯科はよい方向です。しかし、一部に経済

的理由のため医療に向かえない現状も出ています。） 

18 障害のある子が歯科医院への受診が大変だったが学校歯科医がていねいに対応してくれてすべて

治療できた。 

19 歯や口腔衛生に問題を抱えるという事は、生活全体や学力の面でも問題を抱えているという事だ

と思いますが、学校でできる事には限界があります。 

自治体との連携の中で、家庭全体へのサポートを考えていかなければ、歯の問題も解決されないと

思います。 

20 ・崩壊状態までではないが、兄弟（姉妹）全員が毎回歯肉炎を指摘される。治療しないので毎回む

し歯があるなどの生徒がいて、家庭環境や小さい頃からの歯みがき習慣、食生活の状態などが、口

の中の状態に表れていると感じている。 

・経済的な理由ではなく、親が忙しいのか、治療しなければ…という気がないのか、なかなか受診

しない家庭がいくつかある。 

21 中学になると「部活や塾が忙しい」という理由から、受診がなかなか進まない。そのため １２

月の保護者懇談会に再度受診勧告を出すことで受診率をあげるようにしている。 

22 ・経済的理由で受診できない子どもたちはあまりないと思います。（矯正を除けば） 

・障がい児童・生徒の受診できる歯科医院が南信に少ないことがあります。 
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23 要受診の生徒で、歯科医院を受診した生徒は、全体の約３割程度です。受診率が低く困っていま

す。学校でも、家庭通知を工夫するなどしていますが、学校だけではなく、家庭の協力も必要だと

感じます。 

24 う歯の治療に関してだけいえば、市町村の福祉医療や「医療券」などで家庭の負担は少ないと思

う。実際問題として受診につながらないのは、受診のために親が仕事を休めないこと、受診のため

に交通手段がないこと（経済的・地域の実情含めて）生活していくことが、精一杯で、歯科衛生に

意識が向かないことなどが影響していると思われます。 

25 ・本市はフッ素洗口をしていることもあり、むし歯は少ないと思います。 

本校で要受診となった生徒の６割は、歯肉の判定が「２」になった（むし歯なし）生徒です。その

生徒の受診率も低いので、歯肉に対する健康意識の低さが、本校の大きな課題です。 

・本市は中学生医療無料化（公費負担）になり治療費の問題はないと思いますが、おうちの方が忙

しくて受診できないとお返事をいただくことが多いのが気になります。 

26 部活動や社会体育等で、平日に限らす休日も練習や試合があるため、歯科医院へ受診する時間が

ないと言っている生徒がいます。長期休業を利用して、早めに受診する生徒もいますが、むし歯が

ひどくなってからやっと受診する生徒もいます。  

 口腔衛生に対する保護者の関心によっても、受診するのが早かったり遅かったりするようにも思

います。 

27 予防に力をいれている歯医者さんが多くなるとうれしいです。 

定期検診やブラッシング指導、シーラントやフッ素塗布など、歯科医院で担っていただくとありが

たい。（治療の際に経過観察などで次の受診が決まっているような体制もよい） 

28 この調査の目的が、“経済的理由で受診できない子をなくす”ということですが、本市の場合は

“医療券”支給があり（保護家庭対象）無料での受診が可能です。 

※子ども医療券の対応もありますので経済的理由で～ということはないと思います。 

29 経済状況が難しくても①「医療券」を使用しての受診も可能であること また、本市は②中学３

年生までの医療費については市の「福祉医療券」の方でかなりみてくれるため、経済的理由を第一

に受診できない人は少ないと思う。 

30 山間、遠隔地のため、受診に時間がかかること、交通の便が悪いことから受診の困難さを感じる。

31 何度も治療の勧めを出しているがなかなか治療できない。 

32 本校学区は、交通面が不便のため、また、学区内に歯科医院は無いため、治療がどうしても、各

家庭の歯科保健に対する意識の差が出てしまう。 

33 むし歯があるにも関わらず、通知を出してもなかなか受診してもらえないことが多いです。通知

以外でもお伝えしていますが、難しいです。 

34 治療にかかわってのことですが、家庭によってはなかなか受診につながらず、毎回同じ子どもが

要受診と診断され、人数も少なくなく、頭が痛いです。 

35 欠席しない、部活動への参加などの学校生活が忙しく、受診する時間がとりにくい状況にある。

36 お子さんが多くいるご家庭などは、健康に対する意識も低かったり、治療にかかる金額も大変だ

と思うが、子どもの将来のため、きちんと治療されたり、受診することが大切に思います。 

37 中学生は、学習や部活動があるため、呼びかけをしているが、なかなか受診率が上がらない。 

38 準要保護家庭であれば、医療券を発行してもらえ、受診をすすめやすいが、１回目の予約をとっ

てもらうことまでに、保護者の気持ちを持っていかれない。家の近くに歯科医院がある場合は、１

人で通うことができるが、少し遠い場合は、保護者の送り迎えが必要であり、継続した治療ができ

ない場合もある。 

39 生活保護家庭、準要保護家庭のお子さんについてです。本市は、福祉医療制度の対象が中学３年

生までに拡大しました。でも、医療券や経済的なご家庭においては、福祉医療保険を使うことがで

き、学校から申請をして医療券をお渡ししても、受診していただくことがなかったお子さん数名は、

口腔崩壊状態でした。 

中でも、特にひどい状態の生活保護家庭のお子さんは、本市の担当ケースワーカー等に依頼して、

付き添い受診をしない限りは、痛みがある１回だけの受診でやめてしまいました。小学校では、学

級担任や教頭が連れていけば受診できましたが、保護者にお任せすると、受診することはなかった
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です。 

40 CO や歯垢１でも受診してくれる家庭もあれば、むし歯が何本もあっても受診してくれない家庭が

ある。口腔衛生に対する意識の差があるように思われる。 

41 経済的理由より、保護者の歯科治療への考え方、（忙しい、時間がとれない）の方が大きいと思

われます。（１本、２本のむし歯の治療がすすみません） 

経済的に苦しい家庭は申請すれば、医療券が発行され受診できます。他の市町村も同じとおもいま

すが… 

42 医療券の手続きや再々の受診勧告をしても、なかなか受診していただけない。そのため、毎年、

同じ生徒が検診でう歯を指摘されるケースがほとんどである。又、中には治療するのが怖い、痛い

からいやだと言って受診がすすまない生徒もいる。 

43 ・不登校、集団不適応の生徒が、学校検診時に受けることができず、その後校医の好意で、歯科医

院へ行って検診させてもらうことも考えてくれるが、そこへ行けない生徒もいる。生活が乱れ口内

環境も良くないのだが…。 

・外国籍の生徒で、歯科検診は痛みがなければ必要ないという観念が違う家庭がある。 

44 「受診の必要はないが、歯のみがき方など指導してもらったり、相談してみてください」という通

知を出したご家庭は、受診してくれる場合が多いです。（要受診の４８人はう歯などで必ず受診し

てほしい生徒です）ほとんどの生徒は、う歯なしか、治療済みで、毎年通知を出す生徒は毎年治療

をしない傾向にあり、家庭的に配慮の必要なお家です。 

45 ・中学生になると、歯肉炎が多くなるが、「痛み」がないので、受診がすすまない。（う歯も痛み

がないと同じ） 

・学校だけでなく、生まれた後、地域で健康な歯にするため母親への指導があると良いと思う。 

46 ・部活、塾等で時間が取れずに受診が延び延びになってしまう。また、意識して受診しない様子も

伺える。 

・治療、予防についても意識の高い家庭とほとんど気にせず何年も放置してむし歯が増加していく

生徒とに格差が進んでいる。 

・治療勧告、本人への働きかけはするものの、受診へつながっていかない 

47 歯科に限るわけでもないが、中学生までは村で医療費を負担してくれているので、ぜひ受診を、

とお願いしても、窓口で立て替え払い（？）する現金がないとか、お仕事が忙しいのか「治療に行

きます」と言ってくださっても延ばし延ばしになり続ける家庭は見受けられる。（１回の受診で終

わらない歯科や耳鼻科は余計に厳しいのかも）歯に関する意識は高い村なのでう歯は非常に少ない

が、何年も放置されたう歯のある生徒が数名いる。 

48 歯科医療は充実していて、よい環境でありがたいです。 

49 むし歯が全くない生徒とむし歯や歯肉炎のある生徒の二極化 

50 う歯よりも歯肉の状況が深刻だと思いますが、プライバシーもあり、指導に踏み込みにくいです。

51 視力はよく受診してもらえる（２４．６％）が、歯科は８．７％ 

視力は勉強のためと思うのでしょうか… 

52 ・学校検診後の受診数は、学校がすべて把握しているわけではないため、実際は上記の数より多い

と思われる。 

・口腔内の手入れは個人によって極端な差を感じる。 

・保護者が連れて行ってくれない事があり、中学生は生徒だけが学校帰りに歯科医に寄るケースも

ある。保護者が忙しい（仕事や趣味,遊びなど）ため 

・医療券があっても、市町村の子ども医療があっても受診できない事がある。 

53 保護者の意識の低さ 

54 保険料を支払っていないため、病院を受診すると自費となり、医療券を使用しようとしたが、保

険料を払っていない家庭へは発行できないとされ、保護者へ受診をすすめても なかなか治療へとな

らなかったことがあった。 

55 歯石についての受診がすすまないので困っている。 

56 歯科受診に関わって、むし歯はあまり緊急性があると判断されないためか、受診状況が悪く困っ

ています。子どもたちも歯の治療よりも部活優先の傾向がみられます。 
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57 本市は福祉医療費給付制度対象が中学３年生まで拡大されました。受診時に保護者が医療費を支

払い数ヶ月後に戻ってくるという形ですので、保護者の手元に現金がなく受診できない生徒もいる

かもしれません 

58 子どもたちの口腔内を見ればその家庭が見える気がします。(ネグレクトや家庭の状況が子供の口

の中の健康と深く関わるように思います。） 

むし歯もなく、きちんとした口腔内をした子は家庭もきちんとしており、歯科保健は全身の健康や、

心のこと、家庭のことと密接に関係していると思います。 

59 10 本まではいかないが、CO５本、C1１本ぐらいの生徒はいます。CO はカウントしてありませんが、

CO の生徒は多く、実際は受診している生徒も CO レベルの家庭のほうが受診は多い。中学校は周囲

炎や歯石咬合も多く、う歯は少なくなっています。歯肉炎予防の指導の大切さを感じています。 

60 本市では福祉医療費給付制度が中学３年生まで対象となったので経済的には初診の 500 円のみ個

人負担と楽にはなったと思う。しかし、片親のご家庭では仕事があって歯科医へ連れて行かれない

ケースもあると推測します。あと、中学生は部活動や社会体育の関係で通院する時間が限られ後回

しにされていることも多いと思われます。こちら側の啓発の仕方もひと工夫必要かも。 

61 福祉医療費給付金制度の対象が中学にまで広がっているため、経済的な負担は非常に少ないよう

に思われます。中には通院時に窓口を支払うお金が無いからいいと受診せずにひどいむし歯が放置

されていたケースもありました。（後から給付があっても当座のお金が無い） 

62 毎年歯科校医の先生には歯科検診をしていただいていますが、中学生は部活等を理由に治療がす

すまない状況で申し訳なく思っています。今年は懇談会のときに担任から未治療の保護者の方へ治

療していただくようお願いしましたので、これから少しは治療が進むと思いますが、毎年治療をし

ない生徒は決まってきています。口腔崩壊とまではいきませんが放置（無関心）されているご家庭

もあり気になっています。（小学校からずっと治療しないまま放ってある） 

63 家庭の問題、家庭での意識が大きいと思っています。経済的理由よりも意識の問題のような気が

します。 

64 中学生になると衛生観念も身につき、身なりの清潔も意識することで口腔エチケットにも気を配

れるようになってきます。しかし、基本的生活習慣が小さい頃から身についていない子は口腔の状

況もよくありません。 

65 部活動等があり早期受診が難しい生徒が多い。長期休み前に通知することで受診率の向上に努め

ている。 

むし歯の場合の受診率は高いが、歯石や要注意乳歯の受診率が低い。 

66 口腔衛生状況と経済状況、家庭環境は非常に密接に関わっている。15 歳以下のこどもの歯科治療

費、医療費ゼロになるよう行政の積極的対策を望む。 

う歯は減少傾向にあるが、咬合、歯周疾患等の増加がみられる。 

学校歯科医と連携して口腔の健康教育を行いたい。 
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