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1. はじめに 
 
マスギャザリングは、非常に注目度の高いイベントであり、慎重に計画・管理されなければ、深刻な公衆衛生

上の影響を及ぼす恐れがある。マスギャザリングが感染症の流行拡大を助長しうるとするエビデンスは十分にあ

る。インフルエンザを含む呼吸器感染症の伝播が、マスギャザリングに関連して発生することも頻繁にみられる
1

。このような感染症は、マスギャザリングイベントの開催中、イベント開催場所への移動中、そしてイベント

参加者が出身地域に戻った際にその地域内で伝播する可能性がある。 
 
本文書のねらいは、新型コロナウイルス感染症（COIVD-19）のアウトブレイクが発生する状況下でのマスギ

ャザリングイベントの主催者に向けて、計画上の主要な留意事項を概説することである。本文書の利用にあ

たっては、大規模イベントにおける公衆衛生対策に関する一般的な助言を示す、WHOの Public Health for 
Mass Gatherings: Key Considerations2もあわせて参照されたい。また、本文書は、WHOがこれまでに発行し

た、パンデミック（H1N1）2009インフルエンザの流行下でのマスギャザリングイベント開催の計画における

主要な留意事項に関する暫定文書、およびエボラウイルス流行国の出身者が参加する国際会議に関するガイ

ダンスの内容も踏まえている3,4。なお、COVID-19アウトブレイクに関する最新の技術的ガイダンスも参照の

こと(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance)。 
 

2. COVID-19ウイルス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多くのウイルスの総称である（訳注：コロナウイルス科）。その

うちのいくつかはヒトに感染し、一般的な風邪からより重症な疾患、例えば中東呼吸器症候群(MERS)および重症

急性呼吸器症候群(SARS)など、に至るまで幅広い症状の原因となることが知られている。 

新型コロナウイルスは、ヒトではこれまでに同定されてないコロナウイルスの新たな株である。現在 COVID-
19ウイルスと呼ばれる新たな（新型の）コロナウイルスは、2019年12月に中国の武漢でのアウトブレイクが報

告される前には検出されていなかった。 

これまでのところ、今回のアウトブレイクで報告されたヒトにおける主な臨床徴候および症状としては、発
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熱、咳、呼吸困難、および胸部X線写真上の両側肺浸潤影などがある。2020年1月27日の時点では、ヒトからヒト

への感染は主に武漢市で確認されているが、中国のその他の場所や国際的にも感染が確認されている。現時点で

はCOVID-19の疫学情報が十分に得られておらず、この疾患の完全な臨床的特徴やヒトからヒトへの感染力の程

度、今回のアウトブレイクの原因について、最終的な結論を示すまでに至っていない。 
 
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つのフェーズを考慮するとよい。 
 

• 計画フェーズ- イベント開催前（数週間あるいは数ヶ月前）の期間。イベント開催中の保健医療サービス

とセキュリティサービスの実施計画の策定、試行、改訂を行う。 
• 実施フェーズ- 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期間。参加チームがトレーニ

ングや準備を完了するために事前に到着した場合、イベント開始の数週間前からこのフェーズに入るこ

ともある。 
• イベント後のフェーズ – イベントが終了した後の期間。参加者は帰国し、主催者は得られた教訓やイ

ベントのレガシーを振り返るとともに、イベントの開催状況や必要なフォローアップ活動の見直しを行

う。 
 

3. 計画フェーズ 

 
優れた計画により、マスギャザリング開催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が

確保される。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、追加の助言を求めることもできる。 
 
イベント開催の公衆衛生的な側面に関する計画への一般的助言は、WHOのKey Considerations文書（セクション

１）に記載されている。本節では、COVID-19のアウトブレイクに関連してとるべき具体的なアクションにつ

いて述べる。 
 

3.1. 地方および国の公衆衛生当局との連携 

 
• イベント主催者は、地方および国の公衆衛生当局と直接連絡がとれる体制を確立する。これには、イベン

ト開催地の地元の保健医療サービス提供者を含むこと。 

• イベントの主催チームと指定された公衆衛生当局の双方においてリエゾン担当者を指名する。連絡先情報

共有し、24 時間利用可能な状態にしておく。 

• 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に連絡をとる。 

• 当局と主催者との間のコミュニケーションチャネルと、一般市民との間のコミュニケーションのチャネル

について事前に合意を得ておく。 

 

3.2. リスク評価 

 

マスギャザリングイベントの開催を進めるか、イベントを制限、変更、延期、または中止するかの決定は、

徹底したリスク評価に基づいて行う。イベントプランナーは、地方および国の公衆衛生当局と協力して、このよ

うな評価を実施すべきである。 
 
非常に注目度の高い、または特に大規模なイベントの開催にあたっては、WHOは、イベントに関連する公衆衛生
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上のリスクの評価を支援するためにホスト国に対して助言と技術的支援を行うことがある。 
 

3.2.1. 一般的な留意事項 
 

一般的な留意事項は次のとおり。 

 
• 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すとともに、実施フェ

ーズへの移行直前に更新しておく。 
• リスク評価は、公衆衛生当局からの情報を得て実施するとともに、イベントのセキュリティに関する評価

結果を考慮する。 
• COVID-19に関連して、リスク評価にあたっては、WHOの最新の技術的ガイダンスを参照し、疫学的状況

の最新の評価内容を確実に反映する。 
• イベントのリスク評価は、開催国の国レベルのリスク評価と調整され、統合されたものでなくてはならな

い。 
 

3.2.2.   COVID-19に関連する具体的な留意事項 
 
リスク評価に必要な情報は次のとおり： 

• WHOが提供するグローバルなCOVID-19の状況報告 
• 国レベルのCOVID-19の状況報告 

COVID-19のリスク評価にあたっては、一般的な特徴と個別の特徴の両方を考慮する。 
• COVID-19の一般的な特徴は次のとおり 

o 伝播のダイナミクス 
o 将来流行が拡大する可能性 
o 臨床的重症度 
o 治療の選択肢 
o 使用可能な医薬品やワクチンを含む予防の可能性 

• 個別に留意すべき特徴は以下のとおり 
o 群集密度 
o 参加者間の接触の性質(例：コンサートか宗教か、屋内か屋外か、会場のレイアウト) 
o 登録した参加者のみによるイベントか、未登録者も参加可能か 
o 参加者の職業および事前の曝露の可能性 
o イベント開催前14日間以内にCOVID-19のアウトブレイクが発生した国または地域からの参加者数 
o 参加者の年齢。基礎疾患のある高齢者はより深刻な影響を受ける可能性があるので、この集団を

主に含むマスギャザリングは、伝播の増加につながる可能性がある 
o イベントの種類または目的(例：スポーツ、祭り、宗教、政治、文化) 
o 参加者の移動期間と移動方法。マスギャザリングの開催期間がCOVID-19の潜伏期間(14日)を超え

る場合、イベント開催中に大部分のイベントに関連した症例が発生することが予想される。対

照的に、期間が潜伏期間より短い場合は、大部分の症例は、イベント終了後に移動して出身地

のコミュニティに戻ってから発生ことになるだろう。 

一般的な原則とリスク評価・管理の要素についてのより詳細な議論は、WHOのPublic Health for Mass 
Gatherings: Key Considerationsを参照されたい。なお、マスギャザリングに対する公衆衛生上の準備(public 
health preparedness for mass gatherings)に関するオンライントレーニングも提供されている。 
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3.3. COVID-19に対する具体的な行動計画 
 

リスク評価により特定されたすべてのリスクを軽減するために、行動計画（アクションプラン）を作成する。こ

れらの行動には、公衆衛生当局が所管するもの、地元の保健医療サービス提供者が所管するもの、イベント

主催者が所管するものがある。各行動計画では、行動の実施責任の所在、実施のタイムスケール、そして、

どのように、誰によって計画が確実に遂行されるかを明確に示す必要がある。行動計画には、次の内容が含

まれる：   

• 感染症に対する国の緊急計画および対応計画との統合 
• 迅速な情報伝達と効率的な状況分析、意思決定を促進するための指揮統制体制 
• イベント参加者のための適切なスクリーニング要件 – 例：参加者に対して到着時にCOVID-19の症状のス

クリーニングを実施すべきか?   
• 疾患サーベイランスと検知 -例：参加者において、どのように疾患発生を確認し診断するか? 
• 治療- 例：どのようにそしてどこで、発症した参加者を隔離し、治療するか?   
• 意思決定のトリガーポイント-  例：発症した参加者がイベントにおける役割を継続または再開できるかど

うかを誰が決定するのか？計画の見直しまたは修正の必要性を示すトリガーポイントはどのようなもの

か？イベントの延期または中止のトリガーとなるものは何か? 

 

マスギャザリングイベントの開催を進める決定が下された場合は、計画において以下の対策を検討する必要

がある： 
• イベントに関連して発生したCOVID-19の検知と監視（モニタリング） 
• ウイルスの拡散抑制 
• 患者管理および治療 
• COVID-19に関連した公衆衛生メッセージの周知 

 

3.4. 対応能力（キャパシティ）とリソースの評価 

 

イベント計画段階で考慮すべき対応能力（キャパシティ）とリソースには、以下のものが含まれる。 
• 国の保健当局は、イベント開催中および終了後に、開催地域に対して適切なリスク軽減措置を実施する上

で、追加的なリソースと対応能力（例：診断検査能力、隔離および治療施設、接触者調査のリソースの追加

配備など）の必要性を評価する。 
• イベント主催者は、リスク評価により明らかになった、COVID-19のリスク軽減措置をすべて実施する

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。 
• 対応能力とリソースについては、公衆衛生当局および保健医療サービス提供者と調整し、重複やギャップ

を回避する。 
 

3.5. リスクコミュニケーションと地域連携計画 

 
イベント主催者は、参加者と地域住民が、保健医療の状況、主要な進展、および関連する助言や推奨される行

動について、常に情報が得られるよう、公衆衛生当局と同意する必要がある。 
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4. 実施フェーズ 
 

現在のCOVID-19のアウトブレイクの状況下におけるマスギャザリングイベントの計画・実施に関する経験的な

データは報告されていない。しかし、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

の取り決めは必要である。 
 

これらの取り決めには、次の内容が含まれる： 

• 主催者と参加者の両方による定期的かつ十分な情報共有 

• 健康関連の助言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 

• イベントの進行状況に応じた、持続的かつ動的なリスク評価を、公衆衛生当局と主催者が実施するこ

とに関する取り決め 

• 参加者および地域住民に対して一貫したメッセージを確実に提供するための、コミュニケーションに関

する取り決め 

 

現時点では、参加者のスクリーニングを費用対効果の高い措置として支持する科学的エビデンスはない。
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4.1. リスクコミュニケーション 
 

リスクコミュニケーションはマスギャザリングにおいて不可欠な要素である。以下に挙げる対策について留

意すべきである。 
• 地域住民およびイベント参加者に向けた主要メッセージは、調整され、一貫性のあるものでなければなら

ない。  
• 異常な事象が発生した場合に、地域住民と参加者に対して、リスクに関するメッセージを、どのように

して迅速に伝えるかを検討しておく必要がある。 
• メッセージには、以下の内容を含むべきである。 

o 開催地域のリスクの総合的な評価 
o 予防措置、特に咳エチケット（訳注：原文はrespiratory etiquette）と手指衛生に関するアドバイス 
o 必要に応じて地元の保健医療にアクセスする方法に関するアドバイス(医療従事者へのリスクを

生じることなくアクセスする方法を含む) 
o 症状が発生した場合、自己隔離とイベントに参加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（直ちに医療機関の受診を必要とする重症な疾患の注意すべき徴候を含む

） 
o 流行国から訪れる参加者に対する症状/徴候の自己監視(体温測定を含む)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、という情報 
o フェイスマスクの着用は、呼吸器症状(例：咳)を呈する参加者に対しては推奨されるが、健康な参

加者に対しては推奨されない、という情報 
 

特にCOVID-19が地域内で流行している場合は、イベント主催者は、公衆衛生当局と協力して、重症化するリスク

が高い人が、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ついての具体的な情報やアドバイスが

必要かどうか検討していただきたい。 
 
COVID-19に関するリスクコミュニケーションと地域連携の詳細情報についてはRisk communication and 
community engagement (RCCE) readiness and response to the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) 5を参照

されたい。WHOのCOVID−19に関する一般の方向けの助言はこちら（リンク６）、また偽情報（myths）について

はこちら（リンク７）を参照されたい6,7。 
 

4.2. 参加者のサーベイランス 

 
サーベイランスについて考慮すべき主要な特徴として、以下のようなものがある。 

• イベントに関連したCOVID-19の検出と監視（モニタリング）は、既に実施されているサーベイランス体制

の文脈で検討すべきであり、必要であれば、新規のまたは強化サーベイランスを検討する。 
• 主催者は、地元の公衆衛生当局とともに取り組み、地域住民やイベント参加者における有症者を確認

する指標(例:症状を呈する者の増加、または医薬品の使用の増加)を同定するシステムを整備しておく

必要がある。 
• 迅速な対応を支援するために、サーベイランスシステムはリアルタイムまたはリアルタイム近い形で

稼働している必要がある。 
• サーベイランスシステムは、サーベイランスシステムにおける何らかの異常な信号の検知によってリスク

評価の速やかな修正が可能になるように、リスク評価とリンクしている必要がある。 
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4.3. 検査および診断体制 

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

討しておく必要がある。現在、COVID-19の商用検査キットは存在しないため、主催者は、イベントにおける医

療提供者が適切な検査ツールを使用できるように、おそらく国の公衆衛生当局を通じて、確認しておく必要がある

。これにあたっては、検体輸送(または参加者の検査施設への輸送)に関する事前の合意も必要となるだろう。 
 

4.4. 治療施設 
 

治療施設については以下の点に留意する。 
 

• イベント主催者は、症状を呈し、健康状態の評価まで待機する必要のある参加者を、イベントの開催場所

において隔離する施設を用意する必要性を考慮する。この必要性は、当該イベントの性質と、主催者側

が、地元の保健医療サービスに依存せずにどの程度まで医療サービスを提供できるかどうかによって決ま

る。隔離施設の準備には、医療従事者のトレーニング、あらゆる医療環境下における感染管理対策の実

施、スタッフが使用する個人防護具の準備が含まれる。 
• 主催者は、COVID−19様の症状を呈し体調不良となった参加者をどこで治療するか、そしてどのよう

にして治療施設に搬送するかについて検討する必要がある。治療施設は、適切な封じ込め能力と専門

性を有する国立の医療施設となる可能性が高く、参加者はイベント会場の医療施設に留まることはで

きないだろう。結果的に発生しうる費用の問題に関する合意について事前に確認しておく必要がある

。 
• イベントの参加者は、開催国で治療を受けるのではなく、治療のために帰国することを望む場合があ

るが、COVID-19と診断された人は、適切な隔離と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、希少かつ高価であり、COVID-19のような疾

患に対してはすぐには手配できない。 
• 主催者は、イベント終了後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、その参加者をどのように出身国に移送するかを検討する必要がある。 
• イベント主催者は、公衆衛生担当者および保健医療担当者と協力して、集中治療室への入院や人工呼吸

器の使用などの支持療法を提供する上での開催国の医療対応能力を評価しておく必要がある。このよう

なケアは、マスギャザリングイベント開催地の近隣で提供可能である必要がある。 
• 抗菌薬、人工呼吸器、個人防護具(PPE)などの医療資機材の配備とアクセスに関する国の計画を見直す必

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べき状況、あるいはイベントを延期または中止

すべき状況について事前に合意しておく。意思決定を行うタイミング（潜在的なトリガーポイント）に関す

る事前合意を得ておくことで、これらが実際に必要になった場合に議論が円滑に進むようになる。 
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4.6.   COVID-19ウイルスのイベント関連伝播を抑制するための実施 
 

COVID-19ウイルスの伝播抑制の基本的な一般原則は、マスギャザリングにも適用可能である。 
 

• 体調が悪い場合は、イベントに参加しないようアドバイスする。 
• 体調不良者(つまり、発熱、咳がある場合)は、症状が回復するまで家にいて、仕事や学校は休み、人混み

を避ける。これは、参加者だけでなくスタッフにも該当する。 
• マスギャザリングイベントの会場で適切な手指衛生と咳エチケット（respiratory etiquette）を推進す

るには、様々な年齢層、そして様々な読み書き、教育水準の人たちに届く情報資料が必要である。ま

た、石けんと水、またはアルコール含有の手指消毒剤およびティッシュは、すべての共用エリア、特にイ

ベント会場の治療施設では、容易に使用できる状態にしておく。 
• マスギャザリングイベントの開催中に体調不良となった人は隔離する。 
• 主催者は、マスギャザリングイベントの開催中に、発熱やその他のCOVID-19の典型的な症状を呈する

人が発生する可能性を考慮して計画しておく必要がある。そのような人の初期評価とトリアージを行う

隔離区域をオンサイトの診療所または医療施設に設置することを検討すべきである。体調不良者に対して

は、咳やくしゃみによる飛沫の拡散を防ぐためにマスクを提供してもよい。隔離区域には手指衛生およ

び咳エチケット（respiratory etiquette）を容易にするため、必要な資材を配備する。また、体調不良者に

対応する医療スタッフはマスクを着用し、体調不良者と接触後は速やかにマスクを廃棄し、その後で徹

底的に手洗いを行う。 
• 海外から到着した旅行者に対しては、通常の予防措置を実践する。 

o 旅行前、旅行中または到着後に急性呼吸器疾患を示唆する症状がある場合、旅行者は医療機関を受

診し、その際、医療従事者に対して渡航歴を申告することが推奨される。 
o 公衆衛生当局は、医療従事者、トラベルクリニック、旅行代理店、輸送事業者（訳注：航空会社

等）を通じて、および入国地点（訳注：空港等）において、急性呼吸器感染症の一般的なリスク

の軽減に関する情報を旅行者に提供する。 
• 可能な場合、混雑は最小限に抑えるようにし、イベント主催者は、マスギャザリングにおける人々の濃

厚接触を減らすために、距離をとる対策（distancing measures）の使用を検討する (例：輸送交通の増便

、到着時間の調整、出発地の変更、トイレおよび食料や水の提供場所での人の集中の最小化など)。 
 

 

5. イベント後のレビュー 
 

マスギャザリングイベントの終了後は、次のような点に留意する。 

 

5.1. イベント後 

 
マスギャザリングイベントの終了後、公衆衛生当局がCOVID-19ウイルスによる感染の伝播の発生を疑った場合、

イベントの主催者および参加者は、当局の対応を支援すべきである。   
• イベントの主催者は、公衆衛生当局と連携し、すべての症状のある参加者に関する情報(旅程、連絡先、

ビザの手続き、ホテルの予約状況など)の共有に努めなければならない。 
• マスギャザリングイベントの開催中および開催国滞在中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（イベント開催国と帰国した際に出身国の両方）に、その暴露し

た可能性を報告する必要がある。 
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5.2. 出国する参加者へのリスクコミュニケーション 

 
• イベント参加期間中にCOVID-19を発症した人がいた場合に、臨床上の理由および国際保健規則上の理由

の両方から、その情報を、参加者の帰国先となる各国に対して通知することが必要となる場合がある。 
• 主催者はまた、イベント後に報告される検査結果について、参加者本人と、可能であれば参加者の出

身国の公衆衛生システムに対して、確実に通知されるようにしておく必要がある。 
 

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、イベント後のレビューを通じてイベ

ントの教訓を特定することが重要になる。 

 

5.4. レガシー 

 
世界的な保健医療上の緊急事態の最中にマスギャザリングイベントを開催することは異例な状況ではあるが、リス

ク評価の結果に応じて実施も可能である。主催者は、このようなイベントを、自身の取り組み強化し、将来のイ

ベントと開催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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