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Ⅰ．はじめに

　日本における新型コロナウィルス感染症
（COVID-19）の最初の感染確認は2020年 1 月16
日であり、同年 2 月27日には前日から25人増加

して200人となった（朝日新聞Digital�2020）。同
日、首相官邸で開かれた新型コロナウィルス感染
症対策本部で、全国全ての小中学校、高校、特別
支援学校に、 3 月 2 日から春休みに入るまで臨時
休校とするよう呼び掛けられたが、翌日の 2 月28
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In�order�to�prevent�the�spread�of�COVID-19,�most�public�schools�across�the�country�took�
temporary�shutdown�measures�for�about�three�months�from�March�2,�2020�to�the�end�of�
May.�The�actual�conditions�during�this�school�closure�and�after�school�resumption�among�
children�with�neurodevelopmental�disabilities�such�as�autism�spectrum�disorder� (ASD)�
and�attention-deficit/�hyperactivity�disorder�(ADHD)�have�not�yet�been�investigated.�The�
purpose�of�this�study�is�to�understand�the�actual�situation�of�children�during�closure�and�
after�resuming�of�school�by�reviewing�newspaper�articles�and�academic�journal�reports.�
Further,� an� investigation�was�conducted� in�a�neuropediatric�clinic�based�on�medical�
records�of�49�children�with�neurodevelopmental�disorders.�18�of�49�children�(36.7%)�spent�
irregular�lifestyles�during�the�school�shutdown,�and�3�(6.1%)�had�emotional�deterioration�
during�the�school�shutdown.�18�cases�(36.7%)�showed�a�stable�condition,�14�cases�(28.6%)�
worsened� their�condition�after�resuming�school,� and� in�10�cases� (20.4%),� the�problem�
was�the�same�as�before�the�school�was�closed.�This�investigation�is�expected�to�prepare�
for�a� similar� situation� in� the� future�and�also�provides�useful� suggestions� for� coping�
with�children's�impulsive�and�emotional�behavior�during�long�vacations�and�unexpected�
changes�in�school�schedule.
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日には、北海道内の公立小・中学校および千葉県
市川市の公立学校が休校に入るなど、国の要請に
先んじて休校措置がとられた。当初、休校要請は

「春休みまで」とされ、 3 月24日には文部科学省
（2020a）が「COVID-19に対応した学校再開ガイ
ドライン」を発表したが、同日に東京五輪延期が
決定、国内の感染者数が急増するなど、感染状況
は深刻さを増し学校再開は延期された。春休み明
けの 4 月 6 日には、いわゆる「 3 密」を避けて入
学式を校庭で開催したり、保護者の出席を限定し
たりするなどの感染予防を行って開催する学校も
あったが、翌 4 月 7 日には東京都、埼玉県、千葉
県、神奈川県、大阪府、兵庫県および福岡県に緊
急事態宣言が出され、さらに 4 月16日には宣言が
全国に拡大し、ほとんどの学校が休校を続けるこ
とになった。その後 5 月14日から 5 月25日に順次
緊急事態宣言が解除されたことにともない、学校
も徐々に再開され、 6 月 1 日から一部分散登校措
置を取るものの学校は事実上再開した。上述のご
とく約 3 か月間で臨時休校措置は解除され学校は
再開されたが、2020年 3 月16日時点での一斉休校
の実施状況は、公立の学校で98.9％、国立の学校
で100％、私立の学校で97.8％であり、このよう
な大規模で誰も予測していなかった一斉休校の問
題点として、学習の遅れ（ベネッセ教育情報サ
イト�2020）や　長期にわたる休校の「負の影響」
が懸念されるとの報道（中室ら�2020）が注目さ
れており、さらにメンタルヘルス上の問題も指摘
されている（本田�2020）。
　さて、自閉スペクトラム症（autism�spectrum�
disorder：ASD）は、特定の物事や日常のルー
ティーンに強いこだわりを示すことから、突然の
予定変更への対応が困難で、情動的・衝動的反
応を伴うことが少なくない（加戸�2010）。また注
意欠如／多動症（attention-deficit/�hyperactivity�
disorder：ADHD）は不適切な環境下で多動・衝
動性が増強したり、注意集中が困難となったりす
るなど学習面のみならず日常生活全般に不利益が
生じることが知られている（岡�2020）が、神経
発達症をともなう子どもたちや病弱児・医療的ケ
ア児への長期にわたる臨時休校の「負の影響」に
ついての報道は未だ乏しい現状にある。そこで本
稿は上記臨時休校期間中および学校再開後の特別
な支援ニーズを有する子どもたちの実態把握をす

ることを目的とし、各種新聞記事や速報性のある
学術雑誌を中心としたレビューを行うとともに、
本稿著者の一人が行っている神経発達症クリニッ
クの診療録から得られた情報をもとに、上述の「負
の影響」について、神経発達症児に関する予備的
調査を行うこととした。これは今後同様の事態が
発生した時の備えになるものと思われ、また得ら
れた知見は臨時休校時のみならず長期休暇や予期
しない予定の変更時における子どもの衝動的・情
動的行動への対処法を考える上でも有用であると
考えられる。

Ⅱ．子どもの生活習慣や身体面への影響

1．休校期間中の影響
　公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパ
ン（2020）が 3 月中旬から下旬に実施した小学生
から18歳を対象としたインターネットおよび紙面
による緊急調査では、生活習慣や身体面に関する

「困っていること・心配なこと・気になっている
こと」として、日常生活が送れていない・外出で
きないが全体の31.4％（446件）、生活習慣の乱れ
が全体の2.3％（32件）であり、この内高校生が
9.2％を占めていた。運動不足・体力の低下は全
体の3.9％（56件）で、この内小学校高学年から
高校生がそれぞれ約 6 〜 7 ％を占めていた。国立
研究開発法人国立成育医療研究センター（2020a）
は休校期間中の 4 月下旬から 5 月下旬に 7 〜17歳
の子どもと保護者を対象にインターネット調査を
実施した結果、小学生から高校生の各年齢帯にお
いて外出の機会（約 8 割）や運動時間（約 7 割）
の減少、起床・就寝時間のずれ（直近 1 週間で約
6 割）、寝つきの悪さや中途覚醒（約 2 割）が挙
げられ、さらに低学年では嫌な夢をみるが約 2 割
という結果であった。また、同機関の第 2 回調査
における休校期間中の子どもの様子に言及した保
護者の自由記述では、外出を拒む、睡眠・生活リ
ズムの乱れ、などの回答がみられた（国立研究開
発法人国立成育医療研究センター�2020b）。また、
5 月上旬から中旬に実施された 1 〜 5 歳の幼児と
その保護者を対象にした歩数調査では、特に 3 〜
5 歳での歩数が先行研究の約 2 〜 6 割へと減少
し、保護者による困ったことに関する自由記述と
して、寝つきの悪さや運動不足が挙げられていた
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（順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科・花
王株式会社サニタリー研究所・パーソナルヘルス
ケア研究所�2020）。Duntonら（2020）は 4 月下
旬から 5 月中旬に感染拡大状況下の米国の保護者
を対象に 5 〜13歳の子どもの活動状況をインター
ネット調査した結果、身体活動の減少と屋内での
座って行う活動の増加、身体活動の場は屋内や自
宅周辺に留まりやすいこと、女児や 9 歳以上の子
どもは座って行う活動により多くの時間を費やし
ていたことを報告した。伊藤ら（2020）は 4 月下
旬の小学生の過ごし方に関するインターネット調
査を実施し、情報機器の接触増加が約 8 割、家族
との会話の増加と情報機器によるゲームの増加は
それぞれ約 6 割であり、健康状態としては朝起き
られない、体力の低下、イライラするが約 3 〜 4
割であったことを報告した。また、スマートフォ
ンを用いた学習や、特に低学年での長時間のオン
ライン学習は高い疲労を生じる可能性があり、子
どもの疲労への注意が必要であると指摘した。
Mooreら（2020）による感染拡大状況下のカナダ
での 5 〜17歳の子どもの運動や遊び、睡眠に関す
る調査では、身体活動や屋外活動時間の低下、テ
レビやゲームなど座って行う活動の増加、睡眠時
間の延長を認め、女児ではよりソーシャルメディ
アの使用や睡眠時間が増加していたことを報告
し、メンタルヘルスの観点からも身体活動を取り
入れることが重要であると述べている。

2 ．学校再開後の影響
　国立研究開発法人国立成育医療研究センター

（2020b）が学校再開後の 6 月中旬から 7 月下旬
に実施した調査では回答した子どもの 7 割が小学
生であるが、小学生から高校生までの各年齢帯で
寝つきの悪さや中途覚醒（約 2 割）、低学年では
嫌な夢をみるが約 2 割であり、保護者による子ど
もの気になる様子の自由記述では、思春期の子ど
もが就寝時家族と一緒に寝たがる、外出渋り、夜
尿の増加・再開、睡眠・生活リズムの乱れ、体力
の低下による易疲労性や運動不足などの回答がみ
られ、新しい生活様式や休校期間の遅れを取り戻
すための対応などがストレッサーとなっている可
能性を指摘した。近視予防フォーラムによって 6
月下旬に小中学生の保護者を対象として実施され
たインターネット調査においても休校期間による

遅れを取り戻すための授業や塾などによるスケ
ジュールの過密化傾向、ゲームや動画、オンライ
ン学習などのための情報機器の利用時間の増加
が指摘されている（『JIJI.COM』2020.7.29）。ま
た、休校期間中の運動機会の減少により体力や
身体の柔軟性の低下、体重増加を生じ、学校再
開後の易疲労性や運動量の急増によるけがの増
加、走行タイムの遅延など、子どもにみられる運
動器の機能低下状態をさす子どものロコモティブ
シンドローム（子どもロコモ）の増加（『福井新
聞ONLINE』2020.7.3；『産経新聞』2020.8.20　朝
刊；深澤2020）、体力低下や生活リズムの乱れに
よる起立性調節障害の症状の悪化（中井2020）の
指摘も報じられている。また、子どもは保護者や
教員の負担状況を察し、自らの悩みや不安を相談
することを躊躇し抱え込んだり（『日本経済新聞』
2020.6.2朝刊）、つらさを緩和するためのネットや
ゲームへののめりこみ（『日本経済新聞』2020.6.9
朝刊）への懸念も指摘されている。

Ⅲ．子どもと保護者の心理面への影響

1．子どもへの心理的影響
　全国一斉休校は子どもたちの発達に重要な友人
や他者とのかかわりを持つ機会、運動や遊びの機
会を奪うこととなった。前述の国立研究開発法人
国立成育医療研究センター（2020a）による休校
期間中の 7 歳から17歳までの子どもとその保護者
を対象に行ったインターネット調査では、全体の
75％に何らかのストレス反応や症状が見られ、特
に、集中困難、イライラしやすい、コロナのこと
を考えると嫌な気持ちになる、という項目が多く
挙げられていた。集中困難に関しては小学校中学
年から高校生までの各年齢層でそれぞれ約40％が
該当し、イライラしやすいは中学年から高学年に
多く、約40％弱が該当していた。コロナのことを
考えると嫌な気持ちになると回答したのは小学 1
年生から 3 年生までに最も多く、約45％に上っ
た。NPO法人「教育改革2020『共育の杜』」は緊
急事態宣言が出された東京都、大阪府など 7 都道
府県を中心とした国公私立の小中高校、特別支援
学校の教職員を対象に 7 月上旬から下旬かけてイ
ンターネット調査を実施した結果、教職員の88％
が精神的に不安定な生徒が増えていると回答し



―�36�― ―�37�―

たことを報告した（氏岡2020）。竹内（2020）は
6 月初旬に関西の小学 4 年生から中学 3 年生ま
での約600名に対してストレスアンケートを行っ
た結果、2016年に発生した熊本地震直後の同調
査結果よりも小学生の男子生徒および小中学生
の女子生徒が高いストレス状態にあることが示
された。Ishimotoら（2020）は 3 月下旬に小学 3
年生から 6 年生の子どもを対象として、現状と
将来への不安を尋ねる質問紙と子どもの強さと
困難さアンケート（strengths　and　difficulties　
questionnaire：SDQ）を実施した結果、普段の
生活に戻れるかという不安はSDQの総合的困難
さと中程度の正の相関、SDQの情緒の問題、行
為の問題、多動／不注意とは弱い正の相関を認
め、感染への不安や学業の遅れへの不安も総合的
困難さや情緒の問題と弱い正の相関を示したこと
から、学校再開後に普段の生活に戻れるかという
不安が精神衛生と関連していたことを指摘した。
　海外でも同様にCOVID-19感染拡大が及ぼすメ
ンタルヘルスへの影響に関する調査が行われ、子
どもの精神状態の不安定さを報告している。イタ
リアとスペインにおいて 3 〜18歳の子どもを対
象に行われた調査では、集中困難、倦怠、過敏
さ、落ち着きのなさ、緊張感、孤独感、不安と
いった心理的反応を生じていることが報告された

（Orgilésら�2020）。Xieら（2020）は 2 月末から
3 月初旬までの休校期間に黄石市と武漢市の小学
2 年生から 6 年生を対象として、小児抑うつ尺度
短縮版（Children's�Depression�Inventory�–�Short�
Form：CDI-S）および小児の不安症状を評価す
るScreen� for�Child�Anxiety�Related�Emotional�
Disordersを実施した結果、22.6％が抑うつ症状、
18.9％が不安症状を抱えていることを報告した。

2 ．保護者への心理的影響とネガティブな養育的
態度

　COVID-19の影響は保護者の心理面にも影響を
及ぼしている。Hiraokaら（2020）が 4 月下旬に
0 歳から18歳の子を持つ保護者を対象に行った質
問紙調査では、休校措置以前に比して休校措置開
始後は保護者が感じる個人的苦痛が有意に高い結
果となった。前述の国立研究開発法人国立成育医
療センター（2020a）が 4 月下旬から 5 月下旬に
保護者に実施した質問紙調査の自由記述には「子

どもと一緒にいてイライラしてしまう。虐待一歩
手前」、「自分のイライラが止められず子どもの心
を傷つけてしまうのが辛い」などの記述がみられ、
心理的に追い詰められた様子の記述があり、留意
すべきものと思われた。
　厚生労働省（2020）によれば、2020年 1 月の児
童虐待相談対応件数は14,741件（前年同月比20％
増）、 2 月は14,969件（前年同月比11％増）、 3 月
は23,251件（前年同月比16％増）であり、児童虐
待の増加に対する懸念が高まっている。周（2019）
は児童虐待の発生要因として母親の健康不良やメ
ンタルヘルスの問題に起因する「病理説」、貧困
や低収入に起因する「経済環境説」のいずれもが
影響していることを明らかにした。具体的には、
母親が健康不良、抑うつ傾向、DV被害者といっ
た病理的特徴を持つ場合や貧困など経済状況が厳
しい場合、周囲から十分な育児支援を得られない
状況下で虐待が多くなっていた。COVID-19によ
る経済的な影響は我が国でも深刻であり、保護者
の収入減により児童虐待が増加する懸念が高まっ
ていた（田中ら�2020）。
　虐待やネグレクトを含むネガティブな養育は子
どもの心身の発達過程に深刻な影響を及ぼす。身
体面では被虐待ストレスが脳の発達に与えるダ
メージとして、海馬では幼児期、脳梁は思春期前、
さらに前頭葉は思春期以降に影響を及ぼすことが
指摘されている（友田�2011）。心理面においては、
マルトリートメントによって高頻度に発症する反
応性アタッチメント障害が挙げられる。反応性ア
タッチメント障害は感情制御機能に問題を抱えて
おり、多動性行動障害、解離性障害、大うつ病性
障害、境界性パーソナリティ障害等の重篤な精神
疾患へ推移するとされる（van�der�Kolk�2003）。
　Brownら（2020）はアメリカにおける保護者の
ストレス認知について、 4 月下旬から 5 月初旬に
かけて調査した結果、多くの参加者は高レベルの
不安症状、抑うつ症状、睡眠不足を経験していた。
なお、不安症状および抑うつ症状は保護者が認知
した高いストレスに関連し、さらに財政的支援を
受けていることや、高い不安症状および抑うつ症
状は虐待の潜在因子であったものの、支援はスト
レスや子どもへの虐待リスクの低減に繋がったこ
とを報告した。
　COVID-19感染拡大にともなう生活様式の変化
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や経済的影響は保護者のメンタルヘルスの問題に
つながり、養育行動への負の影響も指摘されてい
ることから、感染収束の見通しがつかない現状で
は保護者への心理的支援の重要性が強調されるべ
きである。

Ⅳ．医療的ケア児に関する状況

　近年、新生児医療や救命医療の技術の向上によ
り、今までは救えなかった多くの命が救われるよ
うになり、病類別特別支援学校（病弱）等の在籍
者数調査（日下�2015）における「重度・重複な
ど」の子どもが増加し、家庭内や学校での医療的
ケアが必要な場合も少なくない。医療的ケア児が
生きていく上で必要な喀痰吸引や経管栄養などの
医療的支援を、病院以外の場所で家族や養育者が
行っているが、松葉佐ら（2018）は、在宅療養を
している重度障害児の医療的ケアの項目別頻度に
ついて、吸引82％、人工呼吸器使用26％ , 気管切
開40％ , 酸素吸入44％ , 経管栄養90％と報告して
いる。医療的ケアを受けている子どもたちは基礎
疾患を有し重症化するおそれが高いと考えられる
が、健常な子どもがCOVID-19に感染しても多く
は症状をともなわない無症候性であることから、
医療的ケア児や病弱児などの重症化しやすい子ど
もたちが学校生活を送る上で、感染リスクが小さ
くなるまで継続的な感染対策をとることが推奨さ
れている（馬場園2020）。
　全国医療的ケア児者支援協議会によって 3 月上
旬に保護者を対象に実施された調査では、前述の
医療的ケアの実施者が保護者や医療従事者、専門
的な研修を受けた者に限られるため、休校措置
にともなう家庭内での負担の増加（62.3％）、子
どもの体調や生活リズムへの影響に対する心配

（62.9％）が多く挙げられ、必要な支援としてマ
スクや消毒用エタノールの提供（60.5％）、訪問
看護の長時間化（40.5％）が挙げられ、同協議会
からは日常の頻回なケアのための衛生用品の安定
した供給や感染リスク回避のため公共交通機関利
用が難しい現状に対する福祉車両の利用補助の必
要性が指摘された（フローレンス�2020）。子ども
の感染予防のために家族自身が外出を控えたり、
別居生活を送る、訪問看護を断る、といった家族
の社会的孤立や、医療機関による在宅ケア用の医

療物品の郵送手配のコストに人件費が含められず
導入が進まないといった課題も報じられた（『産
経新聞』2020.6.17朝刊）。また、入院中の子ども
自身への影響として、感染対策のために家族と過
ごす時間および学びや遊びの機会の制限を余儀な
くされ、ストレスを感じやすい療養生活での心理
的負担が危惧されていたが（公益社団法人セー
ブ・ザ・チルドレン・ジャパン2020）、面会の機
会の減少による不安の高まりや情緒不安定を呈す
る子どもが認められたことが報告されている（本
田�2020）。学校再開後の状況に関し、保護者が付
き添って感染症対策を行い、限られた時間登校す
る状況（田中�2020）や、重症化を懸念して外出
の機会を減らしたり、療育施設からの受け入れが
制限され、他の子どもたちとの交流によって受け
る刺激が減り、発達への影響を心配する声（喜屋
武�2020）も報じられている。

V．病弱児に関する状況

　「病弱」および「身体虚弱」はいずれも医学的
用語ではない。病弱は心身の病気のため弱ってい
る状態を表し、身体虚弱は病気ではないが身体が
不調な状態が続く、病気にかかりやすいといった
状態をとされており（文部科学省2013）、疾患と
しては、気管支喘息（喘息）を含む呼吸器疾患、
循環器系疾患、腎臓疾患、腫瘍などの新生物、神
経疾患、精神病などが含まれる。以下に代表的な
疾患をとりあげ、COVID-19罹患リスクや重症化
などの問題について報告された論文を展望する。

1 ．気管支喘息（喘息）
　喘息は小児の呼吸器疾患の代表的な疾患である
が、近年、発作時、非発作時の長期管理期ともに
ステロイドを用いた治療が推奨され、とくに吸入
ステロイド薬は患児の再発のリスクを減少させる
こと（Camargo,�et�al�2007）や、同吸入薬による
長期管理が入院治療の必要性を軽減させ、病類別
特別支援学校（病弱）等の在籍者数調査における

「喘息など呼吸器系疾患」の減少に繋がっている。
しかし喘息がコントロールできていない状態では
一般感冒を引き起こすライノウイルスRhinovirus
によって重症化するリスクが指摘されており

（Jackson,�et�al�2015）、新型コロナウィルスに対
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しても喘息を十分にコントロールした状態を維
持することが必然的にCOVID-19の重篤な転帰の
リスクを低減すると推測されている（Johnston,�
2020）。またイタリアの調査では、COVID-19の
入院患者275人中、喘息の患者は 3 人（1.1％）で
あり（Carli,�et�al�2020）、これを一般人口におけ
る喘息の有病率4.2％と比較すると喘息患者の発
生率が低いと報告され、背景のメカニズムの解明
が期待される。

2 ．糖尿病
　糖尿病は、インスリンの分泌またはその作用の
不足により高血糖となる疾患で、その結果、血漿
浸透圧が上昇するため、口渇・多飲・多尿などの
症状が出現する。糖尿病は原因によって、 1 型糖
尿病と 2 型糖尿病の 2 種類に分けられ、小児期に
発症する 1 型糖尿病は、遺伝的に自己免疫が惹起
されやすい人が、感染が誘因となって自己免疫的
機序がおこり、膵臓のランゲルハンス島β細胞が
破壊されてインスリンの絶対的欠乏状態となる。
内服薬による治療は無効で、インスリンを補充す
ることになるため、自己注射の訓練が必要となる。
　COVID-19との関連では、Yangら（2020）が、
肺炎の診断をうけた大人170名のうち、52名（平
均年齢59.7歳）が集中治療室での治療を必要とし、
その内32人が救命できなかった。この32名の併存
症として、脳血管疾患（22％）と糖尿病（22％）
が報告されている。また、Zhangら（2020）も、
COVID-19で入院した140人の患者のうち、30％
が高血圧、12％が糖尿病であったと報告しており、
成人では糖尿病はCOVID-19の重症化のリスク
ファクターであると推測される。一方、Holman
ら（2020）もイギリスにおける糖尿病患者群の
大規模なコホート追跡調査の結果、糖尿病患者
はCOVID-19感染流行後、 1 型および 2 型ともに
死亡数が倍増したと報告している。またBarron
ら（2020）も上記の調査結果から、COVID-19に
よる院内で救命できなかった人の約 3 分の 1 が糖
尿病患者であったこと、また、 1 型および 2 型
糖尿病の患者は、糖尿病のない患者と比較して、
COVID-19により死亡する確率がそれぞれ3.50お
よび2.03倍高いことを報告した。しかしBarronら

（2020）は、年齢が死亡の主要な危険因子であり、
糖尿病の重症度、性別、人種や社会経済的状況よ

りもはるかに大きな影響を及ぼしており、40歳未
満群の 1 型糖尿病ではリスクが非常に低いことも
報告している。なお、彼らの論文に掲載されてい
る表の数値を詳細に見ると、2020年 2 月19日の時
点で、 1 型糖尿病の患者263,830人が登録されて
おり、その内、39歳未満が100,760人である。こ
の100,760人の内、 3 月 1 日から11日の間に死亡
した人は極めて少ないため、データ保護規制の規
則に従って実際の数は明らかにされていない。以
上より、 1 型糖尿病の子どものリスクに関して、
データの集積を得たのちに判断するべきで、現時
点では十分な予防的行動をとることが穏当である
と思われる。

Ⅵ．神経発達症をともなう子どもへの影響

　神経発達症をともなう子どもにとって、休校措
置やその後の学校再開という非日常的な事態への
適応は必ずしも容易ではない。特別支援学校や親
の会には感覚過敏でマスクが着用できない、感染
を恐れて頻回に消毒し皮膚が荒れる、休校中精神
的に不安定になっている、自傷行為をするといっ
た相談が寄せられていたことが報じられている

（『毎日新聞』2020.6.1；『毎日新聞』2020.6.29）。
外来を受診する神経発達症をともなう子どもたち
の様子に関し、意欲的に学校生活を送ることがで
きていたASD児では、突然の休校という事態に
対し情緒不安定になる、多動性・衝動性の高い子
どもでは家庭内で穏やかに過ごせず、近隣から騒
音の苦情が来たといった例がある一方で、平時よ
り学校に適応しづらかった例では学校再開後の分
散登校や短縮授業、オンライン授業により参加が
しやすくなった例（本田�2020）や、かえってリラッ
クスして過ごせるようになった例（篠山�2020）
など、新しい生活様式への適応が良好であった例
の報告もある。
　今回のCOVID-19感染拡大予防にともなう新し
い生活様式の状況下での神経発達症をともなう子
どもへの影響に関する国内外での実態調査に関す
る報告も集積されつつある。Colizziら（2020）が
イタリアにおいて 4 月にASD児を抱える家族を
対象に実施した調査では、普段から行動問題が
あった場合に休校期間中の問題が悪化しやすく、
家族は日常生活面で特に余暇や構造化した活動へ
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の対処に苦労し、また休校期間中に学校からの支
援が得られなかった場合により悪化する傾向に
あったことから、休校期間中も学校との継続的な
連絡をとりあうことの重要性を指摘している。
Nonweilerら（2020）はイギリスにおいて 4 月上
旬から 6 月上旬にかけて、 4 〜15歳の神経発達症
児および定型発達児を対象に子どもの強さと困難
さアンケート（SDQ）を実施したところ、定型発
達群は標準値に比して情緒の問題および向社会的
行動が有意に偏倚し、神経発達症群では情緒の問
題・行為の問題・多動／不注意・仲間関係の問題・
向社会性の全尺度で定型発達群よりも偏倚を認
め、各神経発達症群内ではADHD群およびASD
とADHDの併存群は行為の問題・多動／不注意
がより高く、ASD群および併存群は向社会的行
動がより低く、ASD女児群はASD男児群に比し
て情緒の問題が有意に高かったことを報告した。
Sasakiら（2020）はADHD児を対象に、緊急事
態宣言前後でのADHD症状の比較を行った結果、
緊急事態宣言後に不注意症状の悪化を認め、自粛
生活による心的トラウマとの関連性を指摘した。
発達障害情報・支援センターは 7 月上旬から 8 月
中旬にかけて神経発達症児・者や家族を対象に感
染拡大予防のための新しい生活様式による影響に
ついて調査を実施した。当事者からはマスクを外
すタイミングの判断の難しさやオンラインでの申
し込みや支払い手続きへの戸惑い、ネットショッ
ピングの利用の多さによる金銭的不安が挙げら
れ、マスク着用状況では50％が我慢しつつ着用、
6 ％は着用困難であり、その事由として触覚や嗅
覚の感覚の問題が挙げられた。また、マスク着用
にともなう相手の表情や話の分かりづらさといっ
たコミュニケーション上の問題も挙げられてい
た。一方、新しい生活様式の利点として、在宅に
よる心身の負担軽減、オンライン化に伴う新しい
スキルの獲得や参加のしやすさ、ソーシャルディ
スタンスによる快適さ、などが挙げられている（国
立障害者リハビリテーションセンター企画・情報
部　発達障害情報・支援センター2020a）。家族側
の報告では、マスクを外すタイミングや感染予防
対策のための適度な対人距離や手洗いの間隔・時
間の判断の難しさ、行きたい場所に行けずイライ
ラする、が挙げられ、新しい生活様式のための工
夫として、感覚過敏に配慮したマスクの作成、マ

スク着脱の場所の確認や感染予防対策への理解を
図る教材作成、ストレス発散のための活動が挙げ
られた。一方、新しい生活様式の利点として、並
ぶ位置などの視覚情報の増加、ソーシャルディス
タンスによる快適さ、在宅による心身の負担軽減
などが挙げられた（国立障害者リハビリテーショ
ンセンター企画・情報部　発達障害情報・支援セ
ンター2020b）。また、当事者・家族の双方がパソ
コンやスマートフォンの使用時間の増加、睡眠の
問題や情緒面の問題を共通して挙げていた（国立
障害者リハビリテーションセンター企画・情報部　
発達障害情報・支援センター2020a・2020b）。
　神経発達症では睡眠の問題も抱えやすく、日本
では2020年 6 月に「小児期の神経発達症に伴う
入眠困難の改善」を適用としてメラトニン受容
体作動性入眠改善剤メラトベルⓇ顆粒小児用0.2％

（ノーベルファーマ株式会社）の発売が開始され
た。Çetin,ら（2020）はADHD児を対象として外
出自粛期間中の個人が好む睡眠・覚醒スケジュー
ルである時間型（chronotype）（Roenneberg,�et�
al�2003）と心的外傷に関する検討を行った。夜
型群では非夜型群に比して心的外傷後ストレス症
状が高く、突然の外出自粛措置をトラウマとして
より強く受け止め、熟眠できないこと、就寝に抵
抗すること、パラソムニアなどの睡眠の問題が著
しかったことを報告し、新型コロナの世界的流行
状況下での不安で見通しの持てにくい情勢は、夜
型群の子どもの心をより敏感にし、心的外傷体験
に対してより傷つきやすくした可能性を指摘し
た。

Ⅶ．臨時休校の神経発達症をともなう子ど
もへの影響に関する予備的調査

　著者らは神経発達症をともなう子どもへの臨
時休校の情緒や行動面への影響に関する検討を
行っており、小学 4 年生49名（男児37名、女児12
名）を対象とした予備的調査では、休校期間中
不規則な生活を送った子どもは対象49例中18例

（36.7％）で、休校中情緒面の問題が悪化した例
は 3 例（6.1％）、安定した例は18例（36.7％）で
あった。また、学校再開後の情緒・行動・生活面
の総合的な評価として状態が悪化した例は14例

（28.6％）、休校前と問題の状態は変わらない例は



―�40�― ―�41�―

10例（20.4％）であった（表 1 ）。なお、悪化し
た際の状態として、休校期間中ではきょうだい児
への干渉が注意しても止まずエスカレートした、
ゲームへの没頭、奇声が増えた、学校再開後では
トイレの回数の増加、寝つきが悪い・朝起きるの
がつらい、登校渋り・別室で授業を受ける、きょ
うだい児に手が出る、奇声の増加、イライラや泣
くといった情緒不安定、身体不調の訴え、帰宅後
の疲労感が著しい、ゲームへの没頭等の様々な適
応上の問題が挙げられている。休校期間中の生活
状況に関し、前述の公益社団法人セーブ・ザ・チ
ルドレン・ジャパンによる調査結果では生活習慣
の乱れが全体の2.3％であったのに対し、本調査
は36.7％と高く、この結果に留意する必要がある
と思われる。さらに、休校期間中の生活状況別の
学校再開後の経過を整理すると、休校期間中規則
的な生活を送ることができている場合に、学校再
開後の経過が安定もしくは改善している例が多い
傾向にある（表 2 ）。また、休校期間中情緒面の
問題が悪化した 3 例中、休校期間中不規則な生活
を送っていたのは 2 例であり、この 2 名は学校再
開後悪化と問題が変わらず見られるが各 1 名であ

り、いずれも行動面でも問題を抱えていた例で
あった。本調査は単一施設で特定の学年を対象に
分析を行っているため、結果の解釈には注意が必
要だが、休校期間中の規則正しい生活を送ること
が容易ではない例が多い傾向にあることが留意さ
れ、神経発達症の特性が反映されたことが推測さ
れた。また、今後の類似した事態発生時の支援の
指針を得るためさらなる知見の集積が必要である
が、家庭での規則的な生活リズムを維持もしくは
整えるための支援が重要と考えられた。

Ⅷ．まとめ

　緊急事態宣言が発出された時期には予測のつか
ない状況に生命の安全を最優先にした最大限の有
効と想定される警戒と措置を行うことが求められ
た。COVID-19感染拡大にともなう臨時の休校措
置は、子どもたちの日常生活にも急激な変化をも
たらした。国内外ではさまざまな研究者や団体が
実態調査に取り組んでおり、休校期間中の子ども
の生活状況に関する調査では、体力低下やけがの
増加、生活リズムの乱れ、ソーシャルメディアや

表 1　対象児の休校期間および学校再開後の状況（n＝49）

n n
休校期間中の生活状況 休校期間中の情緒面

規則的 19 安定した 18
やや不規則 12 変わらない 28

不規則 18 悪化した 3

学校再開後の経過
改善 4
安定 21

休校前の問題と不変 10
悪化 14

※�休校期間中の生活状況は生活リズム、学校再開後の経過は情緒・行動・生活面で
の総合的な評価を示す

表 2　休校期間中の生活状況別学校再開後の経過

休校期間中の生活状況 n 学校再開後の経過の内訳
規則的 19 改善・安定15（78.9％）、問題は不変 1 （�5.3％�）、悪化 3 （15.8％）

やや不規則 12 改善・安定 3 （25.0％）、問題は不変 5 （41.7％）、悪化 4 （33.3％）
不規則 18 改善・安定 7 （38.9％）、問題は不変 4 （22.2％）、悪化 7 （38.9％）
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ゲームの使用時間の増加に関する指摘を多く認め
た。
　神経発達症をともなう子どもでは、症状に起因
した反応もみられた。新しい生活様式に対し、変
化への抵抗が強い個人の場合には従来の過ごし方
との違い、休校期間から学校再開を大きな変化や
苦痛として感じ、適度な対人距離の判断の難しさ
や、大きな音や声が飛び交い人々が密集する状況
が苦手な個人の場合にはソーシャルディスタンス
や感染対策にともなう情報の視覚化は過ごしやす
さに繋がった。また、マスクの使用に影響する感
覚過敏の問題は、神経発達症を抱える当事者に
とって日常生活への影響が大きい感覚処理特性で
あり、顕著に問題が現れない場合でも、感覚処理
特性が関連する不安定が継続する状況下で心理的
ストレスが蓄積し問題が顕在化することもあるた
め（萩原�2020）、経過に留意しておくことが望ま
しい。マスクの使用にともなうコミュニケーショ
ンのとりづらさは当事者のみならず多くの人で共
有され理解の得られやすい経験である。しかし、
当事者にとって物事のタイミングや伝わりやすさ
の判断は必ずしも容易ではなく、今後も続く感染
予防対策状況下に有用な視覚化した情報の併用や
マスク使用中の意思伝達方法に関する助言や指導
が必要と考えられる。また、今回の予備的調査で
は神経発達症をともなう子どもの休校期間中の生
活リズムの乱れが36.7％と高く、規則正しい生活
を送ることが必ずしも容易ではないという実態が
示され、規則的な生活リズムの維持あるいは整え
るための支援の重要性が示唆された。感染拡大予
防のための大きな環境変化にともなって現れた
様々な実態は規則的な生活リズムの維持の重要性
や、子どもが実践可能なストレスマネジメントス
キルや新しい生活様式に応じたソーシャルスキル
の指導、神経発達症による諸特性への理解や従来
の教育環境の見直しの契機になるものと考えられ
る。
　COVID-19感染拡大は休校期間中のみならず、
学校再開後の子どもたちの心身にも著しい影響を
与えている。学校再開後の 6 月 1 日〜 8 月31日に
かけて全国の小中学校及び特別支援学校における
児童の新型コロナウィルス感染者数は1,166名と
報告された（文部科学省�2020b）。こうした状況
下において、教育現場での頻回な消毒や子どもた

ちの密集化を防ぐための絶え間ない気配り、授業
工夫、土曜日の授業などは教員側の高い緊張状
態を生み出し、過重負担ともなっている（石臥�
2020；斎川ら�2020）。特別支援学校では時として
身体的距離を縮めて対応せざるを得ず、対応に悩
むといった声もある（『毎日新聞』2020.6.1）。家
族の感染が判明した際に頼める態勢を相談支援専
門員や主治医に事前に相談することの必要性も指
摘されており（小林ら�2020）、引き続き学校再開
後の教育現場や家庭の実情および支援ニーズ、子
どもたちの心身への長期的影響を明らかにしてい
く必要がある。

　本研究は広島文化学園大学倫理委員会の承認を
得ている（承認番号02010）。本研究の一部は2020
年度関西大学学術研究員研究費によって行われた
ものである。
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