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「屋内」ではマスクの着用が原則である。子ども達のマスクや黙食、ワクチンなどの感染予防対策は、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などに
掲載されている最新データを基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。
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子ども」への配慮がなされるようになり、
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新型コロナ

在︑新型コロナは指定感染症

新型コロナ感染死の平均年齢は82.2歳※１、全国の男性の平均寿命は81.6歳※２。

きていくしかないのです︒﹂

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。

１︶のため︑マスクと顔との

ウイルス近づいてくるな！

代表取締役 堤
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出典：Our World in Data (2022年4月10日) https://ourworldindata.org/coronavirus/
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子ども達は、一日の大半を過ごす学校や保育園
で、先生や友達の表情を見ることのできない生活
を2年以上も続けてきてしまいました。
このことが
今後どのような影響を及ぼすのかは一切分かりま
せん。心の成長に取り返しのつかない影響が及ん
でいる可能性も想定し、子ども達のマスクを一刻も
早く外してあげることが大切だと考えます。

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、新型コロナやワクチン
に関する著書やテレビ出演も多
数。
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。

20

水︑食物︑家の中や生活空間

染しても特に症状がないなら︑

健康な状態︵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

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）

マスクで気を付けることは何かありますか？

A

教えて！井上先生

Q
プロフィール
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■隔離 ■自粛 ■まん防
■三密回避 ■人流制限
■マスク ■ステイホーム
■ソーシャルディスタンス
■ロックダウン など

5,000名超

※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。
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厚労省ホームページ
などから考えよう
先月から子ども達の熱中症を予防するため、
「運動時や屋外」に限定してマスクを外す学校が増えつつあるが、

意見広告

子どもの屋内マスクとワクチン、今後も必要？

