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新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、子どもにもマスクを付けさせ、ワクチンを打たせる。この対策は今後も
必要なのだろうか？当初は「未知のウイルス」と恐れられた新型コロナも、この2年間に世界中で研究が進み「既知

のウイルス」になりつつあり、様々なデータも出揃ってきた。その研究結果や厚生労働省のホームページに掲載され
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また
「熱中症」
にも注意が必要です。学校現場では
「体育でも
マスク着用」が原則になっていますが、文科省は「体育の授業
におけるマスクの着用は必要ありません。特に呼気が激しくな
る運動を行う際はマスクを外してください。」
との指針を示し
ています。同様に環境省と厚労省も、屋外でのマスクの着用に
ついて、人と十分な距離が取れる場合には
「熱中症を防ぐため
にマスクをはずしましょう」
と呼びかけています。

感染症学、病理解剖学、分子病態学など
幅広い医学知識から、俯瞰的に
「新型コ
ロナとワクチン」を分析。当初から一貫
した見解を示し続け、
『 本当は怖くない
新型コロナウイルス』など著作も多数。
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『世界で一番受けた
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『あるある大辞典』
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ぷい』などテレビ出演も多い。
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に、衆参の国会議員を対象に
「新型コロ
ナとワクチン」
に関する勉強会を国会内
で開催している。
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マスクについては、すでに東京都多摩市立の全小中学
校で、
「マスク着用をしない子ども」への配慮がなされる
ようになり、全国初のマスク自由化が実現しています。
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健康な子どもや若者の
新型コロナ感染死はほ
とんどない。

ウイルス近づいてくるな！

子どもが日頃から他人の表情を見て育つことは、脳と心の発達に欠かせませ
ん。
また、
マスクで口元を隠し合うと、
「笑顔」
でのコミュニケーションができませ
ん。人格を形作る大切な時期にマスクによって表情を隠し合っていては、喜怒哀
楽の感情を学び、感受性を豊かにする訓練が十分にできず、相手の感情を理解
する力が十分に育まれない可能性があります。
大阪市立大学名誉教授
（分子病態学・医学博士）
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ている最新データを元にした分析と見解を、専門家（井上正康 大阪市立大学名誉教授）に聞いた。

※上記内容のエビデンスはホームページ内に全て掲載しています。

