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1. はじめに 

マスギャザリングは、慎重に計画され管理されていなければ、深刻な公衆衛生上の影響を及ぼす可能性

のある非常に注目度の高いイベントである。マスギャザリングが感染症を増幅し、広めることができる

という記録が十分にある。インフルエンザを含む呼吸器感染症は、頻繁にマスギャザリングと関連してい

る1 。このような感染症は、マスギャザリング中、イベントとの往来の輸送中、および参加者の帰国時

に参加者の地域に伝播する可能性がある。 

 

このドキュメントの目的は、マスギャザリングの主催者のためにCOIVD-19が流行する中で実施するイベント

の計画において考慮すべき主要な事項を概説することである 

  本文章は、以下の文章を参照しながら読む必要がある。 

WHO’s Public Health for Mass Gatherings: Key Considerations. マスギャザリングイベントにおける公衆衛生対策

に関する包括的なアドバイスを提供。 
Mass gatherings in the context of pandemic (H1N1) 2009 influenza, and International meetings attended by individuals 
from Ebola virus disease-affected countries. 以前にWHOが計画のための考慮事項（暫定）を踏襲しています。 

COVID-19に関するWHOの最新の技術的なガイダンスも、参照されたい。 

 

2. COVID-19に関する一般的な情報 

コロナウイルスは、動物とヒトの両方に見られるウイルスの大きなファミリーである。そのうちのいくつ

かは、一般的な風邪から中東呼吸器症候群(MERS)および呼吸器症候群(SARS)のような重症疾患を引き

起こすことが知られている。 

新しいコロナウイルス(CoV)は、ヒトでは以前に同定されてないコロナウイルスの新しい株である。 

COVID-19と呼ばれる新しいコロナウイルスは、2019年12月に中国の武漢で発生が報告される前に検出さ

れていなかった。 

これまでのところ、この流行で報告された主な臨床徴候および症状には、発熱、咳、呼吸困難、お

よび両側肺浸潤を示す胸部放射線写真が含まれる。2020年1月27日の時点で、武漢市だけでなく、中国

や国際的にも人から人への感染が確認されている。疾患の完全な臨床的特徴やヒトからヒトへの伝染

の強度、アウトブレイクの起源を見出すには十分なCOVID-19の疫学情報が得られていない。 

 

適切な準備措置を計画する際には、集会の主催者は以下の3つの段階を考慮するとよい。 

 
• 計画フェーズ-   ヘルスサービスとセキュリティサービスの運用計画が開発、テスト、および改

訂されるイベント実施前（数週間・数ヶ月）の段階。 

• 運用フェーズ- 計画が確定し、イベントサービスの提供が開始された後の段階。チームがトレー

ニング/準備を完了するために事前に到着した場合、イベント自体が始まる数週間前からになる可能

性がある。 

• イベント後のフェーズ -   参加者が母国に戻り、主催者が教訓の抽出やイベントのレガシーの

ための計画とともに必要なイベントの提供やフォローアップアクションを見直している段階。 
 

1 1 Rashid H et al. Pandemic influenza: mass gatherings and mass infections. Lancet 2008;8:526–7. 
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3. 計画フェーズ 

優れた計画により、マスギャザリング中の公衆衛生上の問題を管理するための堅牢なシステムとプロセ

スを保証することができる。主催者は、目的に合っていることを確認するために計画を見直す必要が

ある。グローバルな専門家との協議を通じて、追加のアドバイスを求めることもできる。 

計画における公衆衛生的な側面に関する一般的なアドバイスは、WHOのKey Considerations文書に

記載されている。COVID-19に関連する具体的なアクションは次のとおり。 

 

3.1. 地方および国の公衆衛生当局の連携 
• イベント主催者は、地方および各国の公衆衛生当局との直接的なつながりを確立する必要が

ある。これには、イベントの地元の保健サービス提供者が含まれている必要がある。 

• イベントを組織するチームと公衆衛生等局に決まったリエゾンが必要です。連絡先情報は

24 時間体制で共有する必要がある。 

• 情報、リスク評価、計画を共有するために、計画期間を通じて定期的な連絡を維持する必

要がある。 

• 機関と主催者との間のコミュニケーションチャネルと、一般の人々との間のコミュニケーシ

ョンのチャネルは、事前に合意されるべきである。 

 

3.2. リスクアセスメント 
マスギャザリングイベントを進めるか、イベントを制限、変更、延期、またはキャンセルするかの決

定は、徹底したリスク評価に基づく必要がある。イベントプランナーは、地方および各国の公衆衛生当局

と協力して、このような評価を行う必要がある。 

 
非常に目に見える、または特に大規模なイベントのために、WHOは、イベントに関連する公衆衛生上のリ

スクの評価のためにホスト国に助言と技術サポートを提供することができる。 

 
3.2.1. 一般的な考慮事項: 

 
• 包括的なリスク評価は、計画フェーズの開始時に実施し、計画中に定期的に見直し、運用フェーズ

への引き渡しの直前に更新する必要がある。 

• リスク評価には、公衆衛生機関を含め流必要がある。また、イベントのセキュリティ評価にリンクす

る必要がある。 

• COVID-19に関連して、リスク評価には、最新の疫学的状況を含むWHOの更新された技術ガイダンスを

含めるべきである。 

• イベントのリスク評価は、ホスト国の国家リスク評価と調整し、統合する必要がある。 

 

3.2.2.   COVID-19に関連する具体的な考慮事項: 

 
• リスク評価に必要な情報は次のとおり。 

o WHOが提供するグローバルCOVID-19状況報告 

o COVID-19の全国状況報告 

o COVID-19のリスク評価は、以下を考慮する必要がある 

n 伝播のダイナミクス 
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n 将来流行が広がる可能性 

n 臨床的重症度 

n 治療オプション 

n 医薬品やワクチンを含む予防の可能性 

o 以下のようなイベントの性質 

n 群集密度 

n 参加者間の接触の性質(コンサート/宗教、屋内/屋外、集会会場のレイアウト)。 

n 登録/未登録参加者 

n 参加者の職業/参加者の曝露の可能性 

n COVID-19の影響を受けた国/地域から過去14日間に来る参加者の数。 

n 参加者の年齢。基礎疾患のある高齢年齢層はより影響を受ける可能性があるので、このコホート

を主に含むマスギャザリングは伝播の増加に関連する可能性がある。 

n イベントの種類または目的(例えば、スポーツ、祭り、宗教、政治、文化) 

n 参加者の移動期間と移動方法。マスギャザリングの期間がCOVID-19の潜伏期間(14日)を超える場

合、イベントの実行中にほとんどのイベント関連症例が出現することが予想される。対照的に

、期間が短い場合、ほとんどの場合、イベント後に人々が旅行して故郷のコミュニティに戻っ

てから発症する可能性がある 

包括的原則とリスク評価・管理の要素について、より詳細な議論はWHOのPublic Health for Mass 
Gatherings: Key Considerationsを参照されたい。さらに、オンライントレーニング(Public Health 

preparedness for Mass Gathering Events) が提供されている。 

 

 

3.3. COVID-19 具体的な行動計画 
リスク評価で特定されたすべてのリスクを軽減するために、行動計画を作成する必要がある。いくつかの

行動は、公衆衛生当局が提供するもの、地元の保健サービス提供者が提供するもの、イベント主催者

が提供するものがある。各行動計画では、行動を実行する責任者、配信のタイムスケール、および配

信をどのように誰が行うかが保証される必要がある。行動計画には、次の内容が含まれる。   

• 国家感染症緊急計画および対応計画との統合 

• 情報の迅速なコミュニケーションと効率的な状況分析、意思決定を容易にするための指揮統制の取

り決め。 

• イベント参加者のための適切なスクリーニング要件 - 参加者は到着時にCOVID-19症状のスクリーニン

グを受けるべきか?   

• 病気のサーベイランスと検知 -病気が参加者でどのように認識および/または診断されるか? 

• 治療- どのように(そしてどこで)病気の参加者は孤立し、治療されるか?   

• 決定トリガーポイント-   発症した参加者がイベントでの自分の役割を継続または再開できるかどう

かを誰が決定するか。どのようなトリガーポイントが、計画を再考または修正する必要性を示すも

のか？イベントの延期またはキャンセルを引き起こすものは何か? 

大規模な収集を進める決定が下された場合は、以下の対策を検討する必要がある。 

• COVID-19に関連するイベントの検出と監視 

• ウイルスの拡散を減らす 

• 病気の人を管理し、治療する 

• COVID-19に特有の関連公衆衛生メッセージを広める 

3.4. 能力とリソースの評価 
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• 国の保健当局は、例えば、追加的な診断検査能力、追加的な隔離や治療施設、追加的な接触者調査の

リソースなど、イベントの間(および後)に、地域社会に適切なリスク軽減措置を提供するために必要

な追加リソースと能力を評価する必要がある。 

• イベント主催者は、リスク評価から生じるCOVID-19リスク軽減アクションをすべて提供するために

、必要な対応能力と利用可能なリソースを評価する必要がある。 

• 対応能力とリソースは、重複やギャップを避けるために、公衆衛生当局および医療サービス提供者

と調整する必要がある 

 

3.5. リスクコミュニケーションとコミュニティ連携計画 

 
• イベント主催者は、参加者と地域住民が保健に関する状況、主要な進展、および関連する助言や

推奨される行動に関して継続的に情報提供を受けられるよう、公衆衛生当局と同意する必要があ

る。 

 

4. 運用フェーズ 
 

現在のCOVID-19発生時にマスギャザリングを計画・実施することに関する実験的なデータは報告されてい

ない。ただし、以下の方法が推奨される。 

• イベント主催者と公衆衛生当局との間の定期的なコミュニケーションのための取り決め 

• これらの取り決めには、次の内容が含まれる 

o 主催者と参加者の両方による定期的かつ完全な情報共有 

o 健康アドバイスへのアクセスに関する情報を参加者に提供するための取り決め 

o イベントの進行に応じた動的な合同リスク評価に関する取り決め 

o 参加者と地域住民とのコミュニケーションを行い、一貫したメッセージングを確保するための

取り決め。 

o 現在までに、費用対効果の高い措置として参加者のスクリーニングを行うことを支持する科学的

証拠はない。
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4.1. リスクコミュニケーション 
 

• 地域の人口とイベント参加者のための主要メッセージは、調整され、一貫性を持たなければならな

い。  

• リスクコミュニケーションメッセージを、異常なイベントが発生した場合に、どのようにして迅

速に送信できるかを考慮する必要がある。 

• メッセージには、以下の内容を含むべきである。 

o その場所のリスクの総合的な評価 

o 予防措置(特に呼吸エチケットと手の衛生)に関するアドバイス。 

o 必要に応じて地元の医療にアクセスする方法に関するアドバイス(医療従事者にリスクを生じ

させることなく行う方法を含む)。 

o 症状が発生した場合、自己隔離とイベントに出席しないことに関するアドバイス 

o 病気の徴候および症状、 すぐに医師の診察を必要とする重篤になる危険な徴候を含む。 

o 流行国から訪れる参加者の症状/徴候(温度チェックを含む)の自己監視に関するアドバイス。 

o WHOは現在、健康な旅行者の検疫(訳者注：quarantine＝非発症者の行動制限)やその他の渡航制

限を推奨していない。 

o フェイスマスクを着用することは、呼吸症状(例えば咳)を提示する参加者に推奨される。健康

な参加者には推奨されない。 

 

イベント主催者は、公衆衛生当局と協力して、重篤な疾患となるリスクが高い人が、特にCOVID-19がコ

ミュニティで流通している場合は特に、マスギャザリングに際して直面しうる潜在的なリスクに関する

特別な情報や助言が必要かを検討したい場合があるだろう。 

COVID-19リスクコミュニケーションとコミュニティ連携の詳細については、（）を参照されたい。WHO

のCOVID−十九に対する一般への助言は（）を参照されたい。また「myth busters（偽情報に対する情報

提供サイト）」等を参照されたい（←原文にリンクなし） 

 

4.2. 参加者のサーベイランス 

 
• イベントに関連したCOVID-19の検出と監視は、既に実施されているサーベイランススキームの文脈

で考慮されるべきであり、必要であれば、新しいまたは強化されたサーベイランスを検討する。 

• 主催者は、地域の公衆衛生当局とともに取り組み、地域の人口集団やイベント参加者における

有病者を確認する指標(例:症状をある人の増加、または医薬品の使用の増加)を同定するシステ

ムが存在することを確実にする。 

• 迅速な対応アクションを支援するには、サーベイランスシステムをリアルタイムまたはほぼリ

アルタイムにする必要がある。 

• サーベイランスシステムは、サーベイランスシステムの異常な信号がリスク評価の即時の改訂につ

ながるよう、リスク評価にリンクさせる必要がある。 
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4.3. テスト／診断の手配 

 
主催者は、地元の保健当局と協力して、COVID-19の症状がある患者がどこでどのように検査されるかを

検討する必要がある。COVID-19の商用検査キットが現在存在しない場合、イベント医療サービスが検査

できる可能性は低く、主催者は、おそらく国家公衆衛生機関から、イベント医療サービスの医療提供者が

適切な検査にアクセスできることを確認する必要がある。また、検体輸送(または参加者の試験施設への

輸送)に関する事前の合意も必要である。 

 

4.4. 治療施設 

 
• イベント主催者は、発症した参加者が健康評価を待っている間に隔離する施設の必要性を考慮する

必要がある。これは、各イベントの性質と、イベントが地元の保健サービスではなく、独自の医療

サービスを提供する程度に依存する。これには、医療従事者のトレーニング、医療環境におけるIPC

（感染管理）対策の実施、防護具の準備が含まれる。 

• 主催者は、COVID−19の症状を呈し体調を崩した参加者が治療する場所と、どの治療施設に運ぶか

を検討する必要がある。これは、適切な封じ込め能力と専門知識を持つその国の医療施設であ

り、参加者はイベント医療施設に留まることはできないだろう。その結果として発生する費用の

問題に関する事前の合意を確認する必要がある。 

• イベントの参加者は、ホスト国で治療を受けるのではなく、治療のために母国に戻ることを望む

ことがある。COVID-19と診断された人は、適切な隔離/封じ込め施設を備えた特定の医療搬送便を

使用する場合を除いて、これは不可能である。そのような施設は、希少で高価で、COVID-19など

の病気では容易に使用できない。 

• 主催者は、イベントが終わっても症状が継続しており、事前に手配していた旅行手段が利用できなくな

った場合、その参加者がどのように母国に移送されるかを検討する必要がある。 

• 公衆衛生および医療関係者と協力するイベント主催者は、集中治療室への入院や人工呼吸器の使用

を含む支援的な治療を提供するための医療能力を評価する必要がある。このようなケアは、マスギ

ャザリングに近い(原文：Such care proximal to the mass gathering やや意味不明)。 

• 抗生剤、人工呼吸器、個人用保護具(PPE)などの医療用品の供給とアクセスに関する国家計画を見直

す必要がある。 

 

4.5. 意思決定 

 
主催者は、地元の保健当局と協力して、リスク軽減策を強化する必要がある状況、またはイベント

を延期する場合、またはキャンセルする可能性について事前に合意しておくべきである。意思決定

を行うタイミングに関する事前合意は、これらが必要になった際に議論を容易にする。 
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4.6.   COVID-19のイベント関連感染伝播を低減するための運用方法 
 

COVID-19の伝播を減少させる基本的な一般原則は、マスギャザリングに適用可能である。 

 

• 調子が悪い時はイベントから離れる 

• 気分が良くない(発熱、咳、入院が必要)と感じる人は、症状が良くなるまで家にいて、仕事、学校、また

は人混みから遠ざかる。これは、参加者だけでなく、スタッフにも同様である。 

• 手指の衛生と咳エチケットを促進する 

• マスギャザリング会場で適切な手指衛生と呼吸のエチケットを促進するには、様々の年齢層のグループ

に、そしてさまざまな読み書き、教育レベルの人たちに届く情報資料が必要である。さらに、石鹸や水や

アルコールの手消毒剤やティッシュは、すべての共用アリア、特にマスギャザリングの治療サイトで容易に

アクセスできる必要がある。 

• マスギャザリング実施中に病気になった人は隔離する。 

• 主催者は、マスギャザリング実施中に発熱やその他のCOVID-19の典型的な症状で病気になった場合を計画

しておく必要がある。そのような人を最初に評価し、トリアージできる隔離区域をオンサイトの医療クリニ

ック/施設に設ける必要がある。病気の人には、咳やくしゃみから生成されたドロップレットを防ぐマス

クを提供できるようにする。隔離区域は手の衛生および呼吸のエチケットを促進するために必要な器材が供

給されるべきである。また、病気の人に対応する医療スタッフはマスクを着用し、接触後に速やかに処

分し、その後手を徹底的に洗う必要がある。 

• 国際旅行者:通常の予防措置を実践する 

• 旅行前、旅行中、旅行後に急性呼吸器疾患を示唆する症状の場合、旅行者は医師の診察を受け、その際旅行

歴を申告することが推奨される。 

• 公衆衛生当局は、入国地点で、医療従事者、旅行医療クリニック、旅行代理店、搬送事業者、および急性

呼吸器感染症の一般的なリスクを減らすための情報を旅行者に提供する必要がある。 

• 混雑を減らす 

• 可能であれば、イベント主催者は、マスギャザリング中に人々の密接な接触を減らすための措置を行うこと

を検討する必要がある(例えば、輸送の頻度を増やし、到着をずらし、出発地を変更し、そしてトイレと食料

や水の供給地点で人が集まるのを最小限に抑える)。 
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5. イベント後のレビュー 
 

5.1. イベント後 

 
集会の後、公衆衛生当局がCOVID-19の感染が発生したことを疑った場合、集会の主催者と参加者は当局

の対応を支持すべきである。   

• 集会の主催者は、公衆衛生当局と連絡を取り合い、すべての症状のある参加者(チケット旅程

、連絡先、ビザプロセス、ホテル予約など)に関する情報の共有を容易にする必要がある。 

• この期間内に症状を発症した人は、自分自身を隔離し、医師の診察を受け、適切な公衆衛生

当局（集会のあった国と帰国した際に母国の両方）に、その暴露した可能性を通知する必

要がある。 

 

5.2. 参加者が離れる際のリスクコミュニケーション 

 
• イベントに出席している間にCOVID-19感染した参加者が帰国する際に母国に通知する

ことが必要かもしれない(臨床上の理由と国際保健規則の両方の観点から) 

• 主催者はまた、おそらくイベント後に報告される検査結果を参加者と、可能であれば

母国の公衆衛生システムに通知するよう計画する必要がある。 

 

5.3. 教訓 

 
いつものことではあるが、将来のイベント主催者に引き継げるように、アフターアクションレビュー

によりイベントの教訓を特定することが重要である。 

 

5.4. レガシー 

 
世界的な健康上の緊急事態の間にマスギャザリングを組織することは普通ではないことではあるが、

リスク評価に応じて行うことができる。主催者は、このようなイベントを、働き方を強化し、将来

のイベントとホスト国の両方にこの教訓を引き継ぐ機会として捉えるべきである。 
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