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
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子どものマスクやワクチン
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私たちの免疫力も強化される
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ど︑手や喉に付着しているウ
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どもたちの免疫力が十分に鍛
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によって免疫力を鍛える機会
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ない︒
︵図③︶
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では被害が大きかった新型コ

高齢者も含めて多くの被害が
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る︒︵図②︶また一見すると︑ る必要﹂があるのかもしれな

する宿命を受け入れてこその

そもそもがウイルスに感染

ようになり︑医療崩壊も防ぐ

に診察を受けることができる

る︒また︑近所の病院で普通

下記よりご覧ください。

そしてあなた様にお願いがございます。
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祖父母を重症化させないた

︵結核・SARSと同等︶以

いるワクチンを打つように勧

る子どもたちを健やかに育て

示した通りだ︒しかし現在︑
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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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うになったが︑井上正康教授

コロナ禍以降︑私たちはマ
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免疫力があるから
大丈夫！

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

感染予防はいつまで？

子どものマスクとワクチン、今後も必要？
マスクをしていても
感染してしまう理由
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水︑食物︑家の中や生活空間

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。
『ためしてガッテン』
『世界で一番受けた
い授業』
『あるある大辞典』
『ちちんぷい
ぷい』などテレビ出演も多い。
４月５日
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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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
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新型コロナ感染死の平均
年齢は、男性の平均寿命
を上回る。
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新型コロナウイルス関連情報発信センター

株式会社ゆうネット

状態︵無症候性感染︶であり︑

たとえ症状が出ても重症化し
ないなら︑別段騒ぎ立てるこ
ともなかった︒仮に祖父母が
孫から風邪をうつされて亡く
なったとしても︑それは﹁寿
命﹂として受け入れていたは
ずであり︑風邪をうつしたこ
とを責め立てるような大人も

井上 正康

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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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！

マスクで気を付けることは何かありますか？
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この方法でバリアを張れば
大丈夫のはず・・・

教えて！井上先生

Q
プロフィール

ベルギーやポルトガルで人口100万人
当たり28人が死亡したピーク時でも、
日本では死亡者が1人未満であり、そ
の後も2人を超えることがなかった。
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■三密回避 ■人流制限
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大阪
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などから考えよう
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

意見広告
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市立大学名誉教授）に訊いた。
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