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小児のコロナウイルス感染症 2019 (COVID-19) について、2020年 11月 7日までに誌面また

はインターネット上で報告された研究内容を基に、医学的知見の現状を小児の特異性や注意点を

中心にまとめた。この知見のまとめが、診療や公衆衛生的な対応を考えていく上での参考となれば

幸いである。 

 今回新たに書き加えた点と削除した点については 小児のコロナウイルス感染症 2019（COVID-

19）に関する医学的知見の現状 第 2報 新たに書き加えた点と削除した点（2020年 11月）をご

確認ください。 

※出来るだけエビデンスレベルの高い研究報告を取り上げたが、全ての文献を網羅した系統的レビ

ューではない。また COVID-19に関する知見は日々刷新されていることから、その多くは暫定的な

ものである。 

※本報告は学会としての提言・見解ではなく、診療のガイダンス/ガイドラインとして用いることを目

的としていない。小児を含めた一般的な診療の指針としては、「新型コロナウイルス感染症

COVID-19診療の手引き 第 3版」（https://www.mhlw.go.jp/content/000668291.pdf）を参照

されたい。 

要 旨 

• COVID-19患者の中で小児が占める割合は少ないが、感染の拡大に伴ってその割

合が増えてきた。 

• 学校や保育所におけるクラスターは起こっているが、社会全体から見ると多くなく、小

児 COVID-19症例の多くは家族からの感染である。 

• 小児は成人と比べて感染しにくい可能性が示唆された。 

• 小児 COVID-19症例の SARS-CoV-2排泄量は、成人と比べて同程度である。 

• 小児 COVID-19症例では、SARS-CoV-2は鼻咽頭よりも便中に長期間そして大量に

排泄される。 

• 小児 COVID-19症例は成人例と比べ軽症であり、死亡例はほとんどない。 

• ほとんどの小児 COVID-19症例は経過観察または対症療法が選択されている。 

• 小児では抗体が検出されるようになってもウイルスの排泄が続いていることがある。 

• 他の病原体との混合感染も少なくない。 
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• COVID-19罹患妊婦は非罹患妊婦よりも集中管理を要する可能性が高くなる。 

• SARS-CoV-2の垂直感染は稀で、児の予後は良好である。しかし、新生児の感染は

重篤化する可能性も報告されている。 

• 海外の数理モデリング研究や系統的レビューでは、学校や保育施設の閉鎖は流行

阻止効果に乏しい可能性が指摘されている。 

• 教育・保育・療育・医療福祉施設等の閉鎖や大人（養育者）のストレスが小児の心身

に影響を及ぼしており、COVID-19流行による周りの環境変化に関連した健康被害

が問題となっている。 

疫 学 

COVID-19 患者において小児の占める割合は少ないが、増加傾向にある 

• 小児の感染者数は少なく、その割合は中国では 19歳未満の患者は全体の 2.4% 

[1]、米国では 2020年 4月 2日の時点で 18歳未満の患者は全体の 1.7% [2]、日

本国内では 5月 3日の時点で 10歳未満が 1.6%、10~19歳が 2.3%だった [3]。し

かし次第に小児の割合が増えて来ており、米国では 10月 10日の時点で 18歳未

満は全体の 8.8% [4]と報告され、日本国内でも 10月 7日の時点で 10歳未満の患

者総数は 2,112人 (2.4%)、10~19 歳では 4,399人 (5.1%) と報告されている 

[5]。 

小児例の多くは家族内感染である 

• 家族の中で小児が先行感染者になることは少なく、中国における家族内感染の調査

では 8%に過ぎなかった [6]。5月 28日までに発表された 1,099本の論文のスコー

ピング・レビューにおいて、小児の COVID-19の 75~100%は家族内感染だった 

[7]。本学会による国内小児症例のレジストリーのデータ（2020年 10月 13日時点）

でも、77%の小児症例は家族（特に親）から感染していた [8]。 

学校や保育所におけるクラスターが報告されるようになったが、社会全体から見ると多くない 

• 前述のスコーピング・レビューにおいて、小児は学校内の伝播にほとんど関わってい

ないことが示された [7]。オーストラリアからの報告では、15の学校で 18人の患者 

(9人は生徒、9人は学校職員) が 863人 (生徒 735人、職員 128人) と濃厚接

触があったにもかかわらず、感染が確認されたのは生徒 2人だけであった [9]。アイ

ルランドやシンガポールでも学校閉鎖前に行われた調査で、学校内での二次感染例

は非常に少なかったと報告している [10, 11]。ヨーロッパでは、9歳の患者が 3つの

学校やスキー学校で有症状のまま 112名に接触したにもかかわらず、誰にも感染さ

せていない事例もあった [12]。 

• 米国ロードアイランド州では social distancingや職員の universal masking等を厳

格に実施した保育所 666施設（全体の 75%）で保育再開した後、COVID-19の発生

が起こったのは 29施設、そこで二次感染まで起こったのは 4施設（全施設の



0.6%）のみであった [13]。さらに全米 5万 7千人の保育施設スタッフへの調査で、

パンデミックの初期（5月末〜6月初め）の保育施設の開設状況、感染予防策、そし

て SARS-CoV-2感染の有無を調べ、感染者 427人と非感染者、そして対照者との比

較を行った。その結果、保育に従事していたことは感染のリスクに関与していなかっ

た [14]。 

• 日本におけるクラスターの発生件数は、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推

進室によると 7月から 10月 21日までの時点で 1,352箇所に上る [15] 。一方、学

校現場でのクラスターは 9月 3日時点までの累積で、小学校で 3件、中学校で 5

件、高等学校で 10件、特別支援学校で 0件と報告されており、社会全体に起こって

いるクラスター件数から見ると少ない [16]。また感染経路を見てみると、小学生では

家族内感染が 75%に対し学校内感染が 2%、中学生では家族内感染が 68%に対し

学校内感染が 7%、高校生では家族内感染が 32%に対し学校内感染が 33%と報告

されており、小中学校においては学校の中での感染というよりも、家庭から学校に持

ち込まれたケースが圧倒的に多い [16]。 

小児は成人より感染しにくい可能性がある 

• 小児が成人と比べて感染しにくいのかどうか様々な報告が出ていたが、系統的レビ

ュー/メタ分析の結果、オッズ比 0.56（95%信頼区間 0.37-0.85）で成人より感染しに

くい可能性が示唆された [17]。 

• 世帯の 223人の成人発端者からの家族内伝播を調べた研究では、7世帯 (5.2%)

の 13人(6.1%)に感染が及んだが、年齢層別にみると 5歳未満では 1.3%、5~9歳

では 8.1%、10~16歳では 9.8%であり、低年齢では感染率が低かった [18]。 

• SARS-CoV-2の受容体となる ACE2の発現レベルが低く [19]、また SARS-CoV-2感

染児は非感染児と比べて ACE2発現度が高い傾向にあることも示されており [20]、

ACE2の発現レベルが SARS-CoV-2への感染しやすさに影響していることが示唆さ

れている。 

小児からの感染力が成人より強いかは、まだ不明である 

• SARS-CoV-2の排泄量を比べた研究がいくつかあるが、相反する結果を報告してい

る。小児のウイルス排泄量が少ないと報告するもの [21]、0~22歳の間ではウイル

ス量に大差なかったと報告するもの [20] がある反面、5歳未満児では 5~17歳の

年長児や 18~65歳の年齢層と比べてウイルス量が 10~100倍多いという報告もあ

る（ただしこの研究では無症候性感染児を解析の対象から除いている） [22]。 

• [10-13] や、韓国における家族内伝播の研究で 18歳未満小児 107人からの家族

内二次感染が 1例しか起こらなかった報告は、小児が感染源となりにくいことを示唆

している [23]。2020年 5月 11日までの報告をまとめた系統的レビューでは、小児

は流行の中心とはなっていないことが示されている [21]。しかし、小児が成人よりも

感染させにくいかどうかについては、結論が出せるだけのデータは揃っていない 

[17]。 

 

 



臨 床 

小児 COVID-19 症例は無症状〜軽症が多く、死亡例は少ない 

• 小児 COVID-19に関する中国・シンガポールからの 18論文の系統的レビューで

1,065症例（うち 0~9歳は 444例）を検討した結果、臨床症状は発熱、乾性咳嗽、

全身倦怠感、嘔吐、下痢などで、発症後 1~2週間以内に改善することが多かった 

[24]。0~9歳で集中治療を要した症例は 1歳児の 1例のみで、死亡例はなかった。

米国の報告でも 18歳未満では成人と比べて入院例が少なく(5.7~20%)、ICU入室

の割合も低かった(0.58~2.0%) [2]。 

• 日本国内では、10月 7日の時点で 10歳未満の患者 2,112人、10~19歳の患者

4,399人で死亡例はない [5]。5月 28日までに感染症発生動向調査に届出があっ

た 0~14歳患者 290人と 15~19歳患者 208人のうち、重篤な肺炎を合併したのは

15〜19歳患者の 2人 (1.0%) だけであった [25]。 

• 米国では、小児の中でも 1歳未満児と基礎疾患を有する児は、入院する頻度が高い

と報告された [2]。中国では、年齢群を 3歳未満、3~6歳、6~14歳に分けて比べる

と 3歳未満では比較的症状が重く、3~6歳が最も軽かった [26]。イタリアでは、18

歳未満の小児患者 3,836人のうち 4人（0~1歳で 2人、2~6歳で 2人）が死亡して

いるが、いずれも心血管系異常や悪性腫瘍などの重篤な基礎疾患を有し、COVID-

19は原死因とは考えられていない [27]。 

小児 COVID-19 の臨床的特徴 

• COVID-19小児患者 2,597例（24論文）のレビューでは、全体に症状は軽く、重症例

は 4.4%、重篤例は 0.9%だった。初発症状は成人と同様であるものの 低頻度で、発

熱は 43.1% (成人では 82~98.6%)、咳は 43.4% (同 59.4~82%)、多呼吸・息切れ

は 12.6% (同 31%) であり、呼吸困難や呼吸窮迫症候群の合併は稀である。一方

で、消化器症状は成人と比べて多く、下痢は 6.6% (同 2~3.8%) だった。検査所見

では、成人でよく見られるリンパ球減少は 9.8%にしか認められず、その一方でクレア

チンキナーゼ MBアイソザイム（CK-MB）の上昇が 27%と高率に認められた [28]。

成人 COVID-19患者で特徴的とされる嗅覚・味覚障害は、小児では自分から訴える

ことが難しいこともあって実態は不明だが、フランスの報告では 18歳未満の症例の

5.2%に認められている [29]。また香港からの報告では嗅覚・味覚障害のみを症状

とする 10代患者 3人の報告もある [30]。 

• 他の呼吸器病原体（マイコプラズマ、インフルエンザ、RSウイルスなど）との混合感

染が稀ならず認められており、他の病原体が検出されても COVID-19を否定すること

にならない [26, 31]。 

 

 

 



COVID-19関連小児多系統炎症性症候群 

• 欧米等からは小児 COVID-19 に関連して、毒素性ショック症候群または (不全型) 

川崎病を疑わせるような多臓器系にわたる強い炎症を起こす病態が発症しており、

multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C)または pediatric 

inflammatory multisystem syndrome (PIMS)という名称が提唱され、WHO と CDC

がそれぞれ診断基準を出している（表 1）[32]。 

• SARS-CoV-2 PCR陽性率は高くない (26%)が、SARS-CoV-2抗体は 83%で陽性であ

る [33]。 

• 川崎病より年長で発症し、人種的な背景も大きく異なり、臨床的にも胃腸症状が多

く、皮膚粘膜症状は少ないなどの違いがあり、炎症反応や心筋・血管内皮傷害マー

カーの上昇がより顕著で、重症度が高い（表 2）[32-35]。 

• 治療には人工呼吸器や血管作動薬などによる全身管理に加え、副腎皮質ステロイ

ド、免疫グロブリン製剤、生物学的製剤（IL-6阻害薬や IL-1阻害薬 など）が用いら

れている [32-35]。 

• 現時点では、国内で COVID-19 流行に伴って川崎病の発症数の増加はなく、MIS-

C/PIMSが疑われる症例は報告されていない [36]。ただし、COVID-19のために入

院した後で川崎病を発症した 1歳児が経験されている [37]。 

 



 

検査（含、ウイルスの動態と免疫応答） 

SARS-CoV-2 は鼻咽頭よりも便中に長期間そして大量に排泄される 

• COVID-19患者の気道および消化管からの SARS-CoV-2排出期間を検討した系統

的レビューで、RT-PCRにより鼻咽頭あるいは咽頭スワブ検体からは発症から平均

11.1日間、最大で 24日まで検出された。一方、直腸スワブ検体では陽性率 86%

で、平均 23.6日間、最大 4週間検出された。89%の症例では、呼吸器検体より便検

体から長期に渡りウイルスが検出された [38]。 

抗体が陽性になった時点でも SARS-CoV-2が検出される。また再感染が阻止できる抗体価に達

するのは約半数に過ぎない 

• 22歳以下の小児及び若年成人 215人に対して SARS-CoV-2 RT-PCR と抗体検査の

両方を実施した研究で、33人(15%)ではウイルス RNA と抗体の両方が検出され

た。PCRが陰性になるまでの期間中央値は 25日、SARS-CoV-2に対する抗体が出

来るまでの期間中央値は 18日で、中和抗体価が再感染阻止可能なレベル 

(80AU/mL)に達したのは 52%に過ぎず、それに要した期間中央値は 36日だった。

小児においては抗体が検出されるようになった時点でもウイルスを伝播させる恐れ

がある [39]。 

 



COVID-19 流行期の子どもの心身の健康 

学校や保育施設の閉鎖は流行阻止効果に乏しい 

• 学校や保育現場において小児が感染源となったクラスターの報告は、国内外を通じ

て少ない。学校や保育施設での子どもの感染が契機となって家庭を介し社会へと流

行が拡大していくインフルエンザの場合とは異なり、これまでに観察された COVID-

19の流行拡大様式では社会での流行が家庭に持ち込まれて子どもが感染し、そこ

から学校や保育施設に拡大していくことが多い [16]。 

• 流行に対する学校閉鎖の有効性について、数理モデリングで検討した研究や系統的

レビューでは、学校閉鎖を行う事は、その他の social distancing などの感染予防措

置と比べて効果は少なく [48-51]、COVID-19死亡者の減少は 2~3%に留まってい

る。一方、子どもを養育している医療従事者も就業困難となり、結果的に医療資源が

失われ COVID-19死亡者をむしろ増加させる可能性もあると考えられる [49]。 

• Imperial College Londonによる数理モデリングによると、子ども・若年者の隔離はそ

の後の流行を遅らせる効果がある反面、最終的には高齢者の死亡数を増加させると

している。さらに、重症化が稀な子ども・若年層に感染者をとどめておき、感染すると

致命率が高い高齢者に対して厳格な social distancing を求めることが、死者数を減

らすには有効と推測している [52]。 

• physical distancing介入（学校閉鎖、職場閉鎖、公共交通機関の閉鎖、大規模集会

と公共イベントの制限、ロックダウン）を行った 149の国・地域の検討において、

COVID-19発生率が 13%減少 (IRR 0.87 [95%信頼区間 0.85-0.89])すると報告さ

れているが、これらの介入は同時に組み合わせて実施されているため、学校閉鎖の

効果を抜き出して示すことはできない [53]。米国において、学校閉鎖に伴って

COVID-19患者数が 62%、死亡数が 58%減ったとする報告があるが、これも学校閉

鎖と同時に他にも様々な感染拡大介入措置が取られていたため、実際のところどの

介入措置がどの程度有効だったのかは解析できず、学校閉鎖の効果は不明である 

[54]。 

 

 

 

 

教育・保育・療育・医療福祉施設等の閉鎖が子どもの心身に影響を及ぼしている 

• 学校閉鎖は、単に子どもの教育の機会を奪うだけではなく、屋外活動や社会的交流

が減少することとも相まって、子どもを抑うつ傾向に陥らせている [55, 56]。 

• 療育施設では密な環境でのケアが避けられないため、COVID-19が発生すると施設

内に蔓延しやすい。一方、療育施設の閉鎖により受け入れが困難になった医療的ケ

ア児への対応が世界的に求められている [57]。 

• 就業や外出の制限のために親子とも自宅に引き籠るようになって、ストレスが高まる

ことから家庭内暴力や子ども虐待のリスクが増すことが危惧されている。加えて、対

応する福祉施設職員が通常通り就業できない状況が虐待増加に拍車をかけている 

[58, 59]。 



• 「子ども貧困」問題がクローズアップされている中、養育者の失業や収入減のために

状況はさらに悪化している上、福祉活動や「子ども食堂」などのボランティア活動も滞

っている [60]。 

• 乳幼児健診の受診が減少し、子どもの心身の健康上の問題を早期に発見し介入す

ることが制限され、大きな健康被害や QOLの低下に繋がることも危惧されている 

[61]。 

• 予防接種の機会を失う小児が増えている事も大きな問題となっている。世界的にも 1

億 2千万人近い子ども達が麻疹ワクチンの接種を受けることができない状況が危惧

されている。ワクチンで予防可能な疾患に罹患してしまうことによる被害は甚大となる 

[62]。実際わが国においても、COVID-19流行下での予防接種の差し控えが起こっ

ており [63]、ワクチン未接種の乳児が重症百日咳を発症したことが報告されている 

[64]。 

• 子どもでは、COVID-19が直接もたらす影響よりも COVID-19関連健康被害の方が

大きくなることが予想される（図）。 

 

 

図．知見のまとめ：子どもの COVID-19 関連健康被害 （日本小児科学会予防接種・感染

症対策委員会作成） 

子どもは多くの場合、家庭で感染しているが、幸いほとんどの症例は軽症である。しかし、COVID-

19 流行に伴う社会の変化の中で様々な被害を被っている。 

 

 

 


