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〈緒言〉  

本報告の目的は COVID-19 パンデミック、特

に休学措置期間中に筆頭作者の所在地域である

北京市の学童に生じた健康問題と行政対策を取

り上げ、考察することである。 

2019 年 12 月に、原因不明の肺炎が、中国の

湖北省武漢市の華南海鮮卸売市場に関連のある

患者で初めて診断された 1)。2020 年の旧暦の大

晦日の 2 日前の 1 月 23 日に武漢市が突如都市

封鎖の措置を行なった 2) （図１）。World Health 

Organization (WHO)がこのウイルスを SARS-

CoV-2 と、その感染症を COVID-19 と名付け、

1 月 30 日 に Public Health Emergency of 

International Concern (PHEIC)、3 月 11 日にパン

デミックと宣言した 3)。 

この一連の動きの中で、北京市における関連

動向と対応について以下で述べる。首都の北京

市は 1 月の初めに「北京市突発公衆衛生事件の

緊急対応条例」の草案を制定した 4)。この条例

での突発公衆衛生事件とは、突然発生し、公衆

の健康に影響をもたらす可能性のある感染性疾

患、原因不明な病気、重大な食中毒事件または

重大な職業性中毒事件およびほかの重大事件を

指す。その性質や影響度に応じて特別重大、重

大、比較的重大、1 級、2 級、3 級と 4 級（4 級

は一般レベル）に分類される。対策を決めて対

応を指揮する行政機関は「特別重大と重大」の

場合は北京市レベル、「比較的重大、1 級から 4

級（4 級は一般レベル）」の場合は北京市～各

区レベルとなっていて 4)、健康管理、交通移動

制限、企業事業の再開や支援策なども異なる 4）。 

1 月 20 日に北京市で最初の感染者が診断さ

れ、北京市が突発的な公衆衛生事件として対応

した。1 月 23 日に 1 級、4 月 30 日に 2 級、6 月

6 日に３級、6 月 16 日に 2 級と 7 月 20 日に 3

級レベルであった 7,12,13)（図 1）。9 月 1 日に小

中学校が再開された。 
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年月日  
 

武漢市 北京市 世界保健機関 
（または日本） 

2019 年 
 
12 月  

  
 
感染者の報告 1) 

  

2020 年 
 
1 月 16 日 
 

 

  

(武漢市に滞在した 30
代の男性から新型コロ
ナウイルスが検出され
た)6) 

1 月 20 日   初感染例 5)  

1 月 23 日 
 ロックダウンの

実施 2)   

1 月 23 日 
（大晦日） 

 

 

・突発的な公衆衛生事件に対
する１級の応急対応 7) 
・各小学校の冬春季休みが5月
まで延ばされ、同時にリモー
ト講義が行われるようになっ
た 8) 

 

1 月 30 日 
 

  
国際的に懸念される公
衆衛生上の緊急事態 
(PHEIC)を宣言した 3) 

1 月 31 日 

 

 

北京市政府が企業業務の柔軟
な調整に関する通達を出し
た、親子が自宅にこもる時間
が増えた 9) 

 

2 月 3 日 

 

  

（クルーズ船ダイヤモ
ンド・プリンセス号の
入港を認め、検疫を始
めた）10) 

3 月 11 日 

 

  

テドロス・アダノム事
務局長はパンデミック
（世界的流行）相当と
の認識を表明した 3) 

4 月 7 日    （日本の最初の緊急事
態宣言） 

4 月 8 日  ロックダウンの
解除 11)   

6 月 1 日   学校再開 12)  

6 月 16 日 

 

 

突発公衆衛生事件応急対応レ
ベルが 3級（比較的重大）から
2 級（重大）に引き上げられた
13) 

 

6 月 17 日 
 

 一律登校を停止し、オンライン授
業を復活させはじめた14)  

7 月 20 日 
 

 
2 級に引き上げられていた突発
公衆衛生事件応急対応レベル
を、3 級に引き下げられた 15) 

 

9 月 1 日 
 

 多くの小中高校、大学が本格
的に再開された 16)  

 

図１. 北京市における新型コロナウイルス感染症対策の時系列 
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2019 年末現在、北京市の常住人口は約 2,154 万

人、年間死亡数は 97,112 人、年間出生数は

132,634 人で 17)、小学校に通う学童の人数は約

94 万人である 18)。これまで、北京市における

新型コロナウイルス感染症対策に伴う休校措置

期間中の中高生や大学生の健康状況に関する研

究は多数見られたが、2020 年末まで学童の健

康状況に関する報告は少ない。 

従って、本報告は 1 月から 8 月末までの北京

市における新型コロナウイルス感染拡大防止の

ための学校休業期間中に生じた学童の健康問題

を取り上げ、考察を加えた。 

〈方法〉  

対象者は北京市の学童（小学生 1～6 年生）で

ある。2020 年 1 月 24 日から 8 月末までの関連

する出来事について情報収集を行なった。2020

年の早期データは主に政府機関により発表され

た感染情報と感染拡大対策などの公開情報を政

府のホームページで収集し、当時のメディアに

よる報道を批評的に読み、質の分析を行った。

さらに、最近掲載された学術論文を PubMed で

検索し、引用した。2021 年 7 月現在、PubMed

を用いて mental & children & Covid-19 をキー

ワードとして検索した場合、該当する文献は

1,710 であった。さらに Chinese & children & 

student & Covid-19をキーワードとした場合には、

該当する文献が 44 件であった。中国語文献（6

編、うち 1 編はメンタルヘルス関連）、疾患の

国際比較（2編）、子ども COVID-19の疫学特徴

（2 編）、ワクチン（2 編）、子ども治療（2 編）、

18 歳以上（2 編）、また、渡航、COVID-19の伝

播、ADHD、オンライン学習、政策、世代間の

感染症知識（それぞれ 1 編）に関する計 21 文

献については今回の検討対象から除外した。

残った 22編のうち、メンタル関連論文が 9編、

うつまたは anxiety 関連が 4 編（うち 2 編が目

の疲れまたは近視の内容もある）、睡眠関連論

文が 3 編、精神状態関連が 2 編、トラウマ関連

論文が 2 編、mood 関連論文はそれぞれ 1 編で

あった。  

 

〈結果〉  

約 7 か月に及ぶ在宅期間中、数少ない学童の

感染例のほか、報告された学童の健康に関する

問題点は主に心理的ストレスと近視の増加であ

る。  

１．学童における感染者の発生状況について 

2020 年 8 月 25 日から 9 月 1 日まで、北京市

では新規患者が確認されていない状況にある。

8 月 25 日現在、北京市住民の総感染者数は 759

人で、うち死亡者数は 9 人であった 5）。感染者

の年齢の中央値は 43 歳で、範囲は 1 歳から 86

歳までである 18)。6 月に 1 例の小学校 6 年生の

感染例が公表されたが、個人情報保護の観点で、

ほかの詳細情報に関する記載はない 19)。 

２．学童における心理的ストレスと行政対

策について 

まず、学童の情緒的反応と行動変化について、

頻度の多い順から述べると、恐怖を感じる、心

配する、いらいらする、怒る、無力である、孤

独感がある、悲しくなる、落ち着かない、乱暴

する、反抗するといった行動がみられるという

家庭内の問題がメディアに大々的に取り上げら

れた 20）。例えば、親たちが在宅勤務をしなが

ら、家にいる子ども達に手を焼いて、親子の衝

突が良く生じるこの時期に学童たちが檻の中の

「神獣」と呼ばれていたのは有名な話である

21）。つまり、愛しいわが子を全部理解できない、

毎日どうやって向き合ったらいいのか困ってい

る親が多かった。最近中国全国範囲の 11～18
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歳の学生の対象としたメンタルヘルス関連のイ

ンターネット調査または質問票による調査の研

究論文が出版された 22-24）。これらの研究による

と、2020 年 2 月～3 月の期間中に 11～18 歳の

学生のうつの有病率が約 58％、不安の有病率

が約 37％の増加が認められた。女児、高学年、

悪い親子関係、武漢市在住、虐待歴、COVID-

19 の知識の乏さなどが不安またはうつと強い

正の関連を示した 22-24）。 

その対策として、日本の文部科学省に当たる

中国教育部などの政府機関と団体が表 1 で示し

たような対策を講じた。 

 

表１. 2020 年 1 月から 4 月まで中国政府機関・学術団体及び北京市が行なった一般市民や小中学校に 
対して心理ストレスに関する対策 
 

公表日  政府機関・学術団体 通達・通知など 概要  参考

文献 
1 月 27 日

   
 

National Health 
Commission of China 
Bureau of Disease 
Prevention and Control 
中華人民共和国国家衛
生健康委員会・ C DC  

“Principles for Emergency 
Psychological  Crisis Intervention 
for COVID-19 Pneumonia Epidemic” 
was published 
新型コロナウイルス感染性肺炎
発生時期に関する緊急心理的危
機の指導原則に関する通達  

一般大衆、現場の医
療機関のスタッフや
患者とその家族に対
する心理学的サポー
トに関する通達 

25) 
 

1 月 31 日
  
 
 

Psychological Rescue 
Branch of Chinese 
Association for disaster 
& Emergency Rescue 
Medicine 
中国医学救援協会心
理救援分会 

“National Crisis Intervention 
Platform for New Coronavirus 
Pneumonia” was developed 
「国家クライシス介入プラット
ホーム」開設 

専門家達が全国の心
理学カウンセラーに
対して、「心理ホッ
トラインに関する技
法」、「ストレスの識
別」と「介入入門」
について、トレーニ
ングとテストを行う
ホームページ 

26) 

1 月 31 日
  
  
 

Chinese Psychological 
Society  
中国心理学学会 

“Work Guideline for the 
Psychological Assistance Hotline 
during the COVID-19 Outbreak 
(draft)”was published 
新型コロナウイルス感染症対策
に関する心理サポートホットラ
インの仕事に関するガイドライ
ン  

このガイドラインの
目標、原則、組織構
成、スタッフの資格
基準、ホットライン
サービスの特徴、基
本技法や倫理規範な
どについて 

27) 

2 月 2 日   
 
 

National Health 
Commission of China 
Bureau of Disease 
Prevention and Control 
中華人民共和国国家衛
生健康委員会・ C DC  
 

Notices on Establishing 
Psychological Assistance Hotlines for 
COVID-19 Outbreak’ was published 
“Interpretation of the Notice on 
Establishing Psychological 
Assistance Hotlines for the COVID-
19 Outbreak” was published 
新型コロナウイルス感染症対策
に関する心理サポートホットラ
イン設置に関する通知 

各省などにおける心
理ストレスの対策と
しての心理サポート
ホットライン設置に
関して、無料である
こ と 、 24 時 間の
サービスなどの内容
に関する通知 

28) 
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2 月 2 日   
 

Chinese Association for 
Mental Health Crisis 
Intervention Committee 
中国心理衛生協会危
機介入専門委員会 

“New Coronavirus Science 
Popularization Knowledge” (71) 
How to use the Internet to complete 
self-psychological intervention? 
新型コロナウイルス科学普及知
識 No.71 どうやってインター
ネットを利用して自分で心理ス
トレスの介入を行うか？ 

フェイク情報などを
読みすぎないよう
に、音楽や映画など
でリラックスして、
気軽に心理サポート
ホットラインを利用
ように呼び掛けてい
る動画  

29) 

2 月 3 日   
  
 

Chinese Psychological 
Society 
中国心理学学会 

“Guidelines for Internet 
Psychological Counseling during 
Special Epidemic Period (1)” was 
published 
「新型コロナウイルス感染対策
期間中インターネットによる心
理カウンセリングのガイドライ
ン」を出版 

インターネットによ
る心理カウンセリン
グが行うことができ
る機構とスタッフの
規定、および注意事
項についての内容 

30) 
 

2 月 6 日  Chinese Psychological 
Society 
中国心理学学会 

「ホットライン心理カウンセリ
ング倫理規範」と「インター
ネット心理カウンセリング倫理
規範」を出版 

カウンセリングに関
する個人情報の保
護、説明と同意、中
立的な立場などにつ
いての説明 

31）  
 

2 月 16 日 Ministry of Education of 
the People’s Republic of 
China 
中華人民共和国教育
部  
 

新型コロナウイルス感染拡大予
防期間中全国小中学生への在宅
学習生活に関するアドバイス 

室内エクサイサイ
ズ、親子関係、ICT
の正確利用、ストレ
ス解消に関するアド
バイス  

32）  

3 月 3 日  National Health 
Commission of China 
Bureau of Disease 
Prevention and Control 
中華人民共和国国家
衛 生 健康委員会・
C DC  

新型コロナウイルス感染拡大予
防期間中青少年のメンタルヘル
スのアドバイス 

映像などで在宅期間
中に生活リズムを保
つ工夫、友達とオン
ラインでの交流など
についてのアドバイ
ス  

33） 

3 月 12 日 北京市教育委員会 
 

インターネットによる心理カウ
ンセリングサービス 

オンライン講義用の
プラットフォームを
活用し、小中学校の
学生と先生を対象に
した新型コロナウイ
ルス感染症に関する
カウンセリングサー
ビス  

34)、
35）  

4 月 24 日 Ministry of Education of 
the People’s Republic of 
China 
中華人民共和国教育
部・小中学校心理健
康教育専門家指導委
員会  
 

新学期に全国中小学校における
メンタルヘルス教育を強化する
指導・助言 
 

新学期の学習におい
て、新型コロナウイ
ルス感染に対する心
配やストレスの影響
を最小限に抑えるた
めの取り組みを具体
的に示した内容 

36) 
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即ち、良い親子関係を築き、良い生活リズムを

整え、家族の心身の健康を維持する為の具体策

が打ち出され、遠隔講義の学習と在宅勤務をサ

ポートし、適切なアドバイスが執り行われてい

る。  

 

３．学童における近視率の増加と行政対策

について 

2017 年、北京市海淀区の小学生低学年の近

視率は 24.4％(185/757)で、デジタル用品の長時

間利用、身体活動量の減少、遺伝、不適切な照

明または悪い姿勢が主な要因であると明らかに

なった 37)。2018 年、北京市の疾病予防セン

ター (Center for Disease Prevention and Control, 

Beijing CDC)が「2017 年北京市中小学生近視関

連要因調査に関する報告書」を公表し、12,000

人の 6-18 歳の学生のうち、79.0％の学生が近視

であったことを報告した。主な関連要因につい

てデジタル用品の長時間利用、身体活動量の減

少、遺伝、不適切な照明または椅子の高さ等が

挙げられる 38)。したがって、2020年 4月下旬、

中国国家衛生健康委員会が「新型コロナウイル

ス感染拡大防止措置期間における児童青少年近

視予防ガイドライン」39)を公表した。デジタル

用品の利用時間の制限、身体活動の増進や照明

などに関する提言が出されていたにも関わらず、

教育部が 2020 年 6 月、全国 9 省（直轄市・自

治区）の小中高生約 15,000人を対象に、視力の

変化を調査したところ、前回調査の 2019 年末

に比べ、2020 年前半の半年間で近視の割合は、

小学生、中学生、高校生での増加幅は、それぞ

れ 15.2％、8.2％、3.8％で、平均的に 11.7％増

加した 40)。新型コロナウイルス感染症対策で

小学生の近視化がさらに進んでいることが明ら

かになった。2021 年 1 月と 4 月に山東省と重慶

市での調査研究結果がそれぞれ発表され、2020

年までの小学生の近視の有病率と比べ、2020

年の方が統計上有意に高かった。小学生は環境

変化の影響を受けやすく、視力がデジタルデバ

イスの利用時間、遠隔講義の時間と科目の数と

負の相関と示し、室外での活動時間と正の相関

を示した 41, 42) 

 

〈考察〉  

北京市における新型コロナウイルスの感染の

拡大を防止するための臨時休校の措置が取られ

ていた状況の中で、学童の健康面の問題点とそ

の対応について、整理した。約 7 か月に及ぶ在

宅期間中、感染例は少ないものの、主に心理的

ストレスと近視の増加が顕著にみられたことが

報告された。 

2020 年 1 月 16 日から 2 月 8 日まで、中国の

18 歳以下の子どもにおいて、合計 728 人の

COVID-19 の患児と 1,407 人疑似患児が診断さ

れた。その中で、6-10歳の学童が占める割合は

24.4％（520/2,133）であった 43）。北京市では 1

例の小学生の感染例が報道された 21）。このパ

ンデミック期間中に、在宅学習などの予防対策

が奏功し、子どもの感染例は少なかったが、学

童では単に感染機会に曝されることのみならず、

心理的ストレスや近視といった問題が生じやす

いことが今回の検討から明らかとなった。 

中国大学生を対象とした COVID-19 パンデ

ミックに関するストレッサー研究によれば、

COVID-19 感染症に関する項目（例：疾病に罹

患する恐怖）、COVID-19 の関連情報（例：死

亡者数の増加）、予防措置（例：学校の授業日

程の崩壊）および環境変化（例：同級生や友人

に会えなくなったこと）といった４つの要素が

ストレッサーになることが報告された 44）。一
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方で、これらのストレッサーがもたらした心的

負担は精神的サポートによって軽減することが

可能だったという 44）。北京市においても、

2020 年の初めにCOVID-19 に関する正確な情報

の不足、感染者数や死亡者数に関する毎日の報

告、休校措置に伴う学習環境や生活リズムの変

化などがストレッサーになったことが推定され

る（図 2）。 

学童における COVID-19 関連の心理的ストレ

スは中国のほか、英国、欧州、米国、シンガ

ポールにでも報告され、注目されるようになっ

 

 
図２ . 2020 年前半休学・リモート講義時期の学
童へのストレッサーに関連する要因 
  

た 45）。年齢別やニーズに応じて、保護者、小

児科医、学校関係者、コミュニティー関係者や

メンタルヘルスワーカー等による連携と提案が

必要である 45）。実際に、2020 年 4 月に国連が

COVID-19 パンデミック期間中に子どもとその

保護者にメンタルヘルスのサポートをするよう

に呼び掛けている 46）。 

かつて 2002 年 11 月 16 日に中国の広東省に

サーズ（SARS）患者が確認され、2003 年 5 月

28 日以降に中国では患者が同定されなくなっ

た。北京市では 2,522（全体の 47％）人の患者

が診断され、診断人数のピークは 2003 年 4 月

24 日であった。当時は行政によるオンライン

のメンタルヘルスのサポートはなかった。サー

ズの発生と関係した環境変化に伴って生じる子

どもの発育・発達への影響について、最近

（2021 年 4 月）なって、1 編の報告がなされて

いる 47）。この後ろ向きコホート研究では、

サーズ発生前（4,918 人）、発生後（9,431 人）

および発生中(298 人)に生まれた合計 14,647 人

の子どもを対象としたもので、サーズ発生地域

と非発生地域の両方の子どもを含んだものであ

る。この研究によれば、幼児期までのマイルス

トンの達成時期はサーズを経験した子どもの方

が統計上有意に遅れていた 47）。 

今回の COVID-19 パンデミックによる子ど

も健康への中長期的な影響を知るためには、さ

らなる追跡研究が必要である。 

最近の Meta 分析では幼少期のストレス

（early life stress）が青年期・成人期のうつに関

連し、ストレスの程度が大きいほど、発症がよ

り早いという結論が出された 48）。しかし、こ

れは性的虐待、身体的虐待、貧困、傷病、家族

の死亡、家庭内暴力、自然災害による心理スト

レスの長期的な健康への影響についての研究で

あり、COVID-19 パンデミックで同様の長期的

影響があるかはまだ不明である。従って、この

COVID-19 パンデミックによる幼少期のストレ

スが青少年期・成人期の身体やメンタルの健康

に与える影響を解明する必要性があり、これは

今後の研究の課題の一つである。 

また、われわれが検索した限りにおいて、

COVID-19 に関係した心理ストレスについての

研究は、中高生や大学生を研究対象とする報告

はあるが、学童に関する研究のエビデンスはほ
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とんどなかった。今回の報告の基となった情報

の一部はメディア発表に基づいたものであり、

その正確性について十分な検証がなされていな

い 可 能 性 が ある こと は本検討における

limitation の一つである。 

一方で、2021 年 3 月 8～15 日に中国西部の陝

西省で実施された 9～14 歳の学生を対象とした

研究によれば、男児の方がこころの状態が悪

かったという。この報告では、身体活動時間と

こころの状態の間に負の相関があることが示唆

されており、男児は女児より身体活動時間が少

なかったことがその結果に影響を与えた可能性

がある 49）。身体活動時間は近視の増加にも関

連し、休学の際に在宅でのエクサイサイズなど

の取り組みが重要である。  

今回の検討から、感染症のパンデミックが発

生した際には、学童に対して感染防止対策を行

なうと同時に、こころのケアやオンライン学習

のあり方を考え、身体活動量が低下しないよう

に注意すべきであることが示唆された。今後普

段の教育のプログラムの中に、重大事件発生時

の対応を取り入れて教育すべきであるも重要で

あると考えられる。      

 

〈結論〉  

北京市における新型コロナウイルス感染拡大

対策のための学校休学措置期間中、感染者が少

なかったものの、心理的ストレス（うつと不安）

と視力の低下が顕著にみられた。 
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