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COVID-19 最善策と対応策
2019年12月、未知の病気の被害者は、中華人民共和国（中国）中部の武漢市で発見されました。この感染症は中国の保
健当局によって迅速に隔離され、現在このウィルスは、COVID-19（疫学会の間ではSARS-CoV-2）として知られていま
す。中国政府による武漢を検疫するための前例のない封じ込め作戦の取り組みも虚しく、COVID-19はその後、国境を越
えて広がって行きました。
2020年3月10日には、日本で１日の間に59人のCOVID-19の新たな感染者が確認されました。 NHK. によると、これは流行
後以来１日あたりに確認された最多の感染者数でした。オリンピックを五ヶ月後に控える中、日本政府は、国民に対して
外出の自粛を強制し、病院などの建物の管理を可能にする非常事態計画を策定中です。BRGは、アジア太平洋地域のオフ
ィス全体において感染症予防策を効果的に実施しており、進行中のウイルスに対処するため、以下の事項を推奨します。

1. 予防策の導入
雇用主は、従業員の安全を確保するためにあらゆる予防措置を講じていることを証明する必要があります。

推奨事項:
- 出社する従業員用にマスクやアルコール除菌剤をオフィスに備蓄しておく;
- ドアノブ、エレベーターや公共エリアを含む全共有スペースおよびトイレ、手洗い所が清潔に保たれているかを厳格か
つ定期的に確認すること;
- 適切な手洗いの仕方の指導をする事 (最低でも20秒洗うこと);
- 従業員に対して、政府機関が推奨するサージカルマスクの適切な使い方を指導する;
- 咳やくしゃみをする際には鼻および口をおさえるなどの基本的なマナーについてもポスターなどでオフィス内の主要な
場所に張り出すなどして強化する事;
- 清掃スタッフにキーボードを含むデスク周りの清掃を毎日実施することを依頼する事;
- 実施可能で必要性があればシフト勤務性を導入し、交通機関のラッシュ時間帯を出来るだけ回避する事;
- 万が一感染が疑われる場合、従業員が自宅静養や隔離出来るよう促す;
- 出張を極力減らし、感染が多い地域への出張を取りやめる事;
- 外部の契約社員やパート従業員などのオフィスの出入りを制限する事;
- 一時的に従業員同士の会合、接待や必要以上の対面でのミーティングを控える事。
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2. 在宅勤務の推奨
携帯電話などの「常時接続可能」なデバイスを所有している従業員は、自宅で仕事をし、移動中も接続を維持することが
できます。

推奨事項:
- 従業員が出勤する必要があるか確認する;
- インスタントメッセージングツールを活用し、従業員間のリアルタイムのコミュニケーションを促進させる；
- 従業員が重要な職務を遠隔でも完全に処理できるよう在宅勤務試験日の設定を推奨する
- ビデオ会議ツールを使いこなすためのトレーニングを実施し、バーチャルな環境でも会議ができる体制を確保する;
- 感染リスクが低い地域の従業員に対して近況などを毎週提供し、また感染リスクが高い地域の従業員に対しては、毎日
近況を更新する準備をする。この近況報告には、その地域の状況のみならず、世界中の傾向も取り入れるべきである;
- 従業員の出社を許可する前に、体温および、発熱、咳、呼吸困難などの症状の有無についての自己申告書類に記入する
よう求める;

3. 出張者に必須の自己検疫を課す
従業員が海外又は感染リスクが高い地域への出張から戻った後、自己検疫期間を遵守させることは、従業員同士の接触を
減らすための良い前例を作ることになります。

推奨事項:
- 従業員は、仕事量に関係なく、空港職員の検温及び体調に関する自己申告書類の記入に協力するよう指示すること;
- 従業員は、オフィス以外の場所で一定期間の自己検疫(自宅待機など)を実施する必要がある;
- 体温チェックは、この期間中に少なくとも1日2回実施する必要がある;
- 雇用主は、インスタントメッセージ、電話、又はビデオ会議ツールなどを使用して、定期的に自己検疫中の従業員をサ
ポートする必要がある;
- 慎重な緊急時対応策として、高リスク地域への渡航履歴がある従業員あるいは事業継続上主要なポジションについてい
る従業員を2つのチームに分け、ローテーションを組み、別のオフィス（または自宅）から作業する事;
- 高リスク地域への渡航履歴がある、あるいは感染疑いのある従業員は、検疫期間が完了し、人事部に体調に関する自己
申告書類を提出し、WHOやCDCなどの公衆衛生機関によって定められたガイドラインに違反していない場合のみ、オ
フィスに復帰する許可を出す。
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4. 危機管理手順の制定
仮に従業員の一人がCOVID-19に感染しても、標準的な管理手順が制定されていれば、緊迫した状況においてもスムーズ
に予防及び管理措置を講じる事が出来ます。

推奨事項:
- 従業員の緊急連絡先の確認を行う;
- 直ちに保健当局に通知する。従業員が公共交通機関やタクシーで病院に行くことを許可しない;
- 保健当局にオフィス施設の消毒を依頼する;
- 従業員に対して在宅勤務を指示し、また、感染していた従業員と濃厚接触が疑われる従業員に対しては最低でも14日
間の自宅待機を指示する事;
- 感染が確認された場合、ウイルスの感染ルート（特に従業員間）の追跡を検討すること;
- 従業員の欠勤による業務の遅れを取引先などに通達する事。

5. 誤った情報を抑制する
ソーシャルメディアは、これまでに見られなかったスピードで誤った情報を拡散することに貢献しています。 これは、こ
のウイルスに関する情報が乏しいことにより悪化しています。 雇用主は可能な限り、従業員に対して疾病管理センターな
ど信頼できる情報源を紹介してください。 こうした状況の中、WHOは、誤った情報の拡散を抑えるため、以下の神話撲滅
リスト1 を公開しています。

事実
1. COVID-19は、高温多湿な気候でも拡散することがある

9. 体
 中にアルコール除菌や塩素消毒をしても、感染してい
た場合COVID-19は殺せない

2. 寒さや雪はCOVID-19を殺せない

10. 食
 塩水による鼻うがいがCOVID-19に対して効果的な予

3. 入浴はCOVID-19の感染予防にならない

防策であることを示唆する証拠はない

4. 中国製品によってCOVID-19が拡散することはない

11. に
 んにくがCOVID-19に対して効果的な予防策であるこ

5. 蚊はCOVID-19を拡散させない

とを示唆する証拠はない

6. ハ
 ンドドライヤーはCOVID-19感染の予防に有効ではない

12. い
 かなる年齢層の人もCOVID-19に感染する可能性がある

7. U
 V照射によって皮膚の炎症リスクがあるのでUVライトに

13. 抗
 生物質はウイルスには効果が無い。バクテリアのみに

よる手の消毒をすべきではない

効果がある

8. 検
 温スキャナーは、発熱の有無だけを探知し、潜伏期間

14. 現
 状においてはCOVID-19を治すために推奨される特定

中には無意味である

の薬は存在しない

1 日本時間3月13日15時19分時点の情報による
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6. 日本の法律や習慣を理解する
日本国内では、2020年2月14日に日本の検疫法の第34条に基づいてCOVID-19が「検疫可能な感染症」に指定されまし
た。これは、COVID-19への感染疑いあるいは感染確認者の「停留及び隔離」を許可するものです2 。

推奨事項:
- 弁護士にCOVID-19の感染拡大について、雇用主として、最善策について相談する;
- 契約書を見直し、不可抗力条項が適用されるかどうかを確認し、同時に商品またはサービスの提供及び受領が日本国
内で影響を受ける可能性があるかどうかを確認する;
- 従業員が感染している疑いがある場合の手順を日本語及び英語でガイドラインを発行すること;
- COVID-19に特化した厚生労働省のホームページを定期的に参照すること

感染が拡大しているCOVID-19に関する詳細情報又は分析については、bfouracre@thinkbrg.comにご連絡ください。
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2 Quarantine Act, www.japaneselawtranslation.go.jp, 2020年3月16日現在;
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