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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に配慮したマスギャザリングにおける検討事項 

暫定ガイダンス「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への公衆衛生的・社会的対策の  

調整に関する検討事項」の付録資料  

2020年 5月 14日版 

 

原文（英語）： 

Considerations for Mass Gatherings in the context of COVID-19 

Annex: Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 

14 May 2020 

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19-

annex-considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19 

 

 

背景  

 

COVID-19パンデミックに対応して、世界中の国々は、物理的距離（フィジカルディスタンス）、

学校と事業の閉鎖、自治体単位などの地理的隔離、移動の制限を含む、複数の公衆衛生的・社会

的対策を実施して来た。 この疾患の地域における疫学が変化するにつれて、各国はこれらの対

策を調整（緩和再開）する。 2020年 4 月 16日、WHOは、再流行のリスクを管理しながら公

衆衛生的・社会的対策を調整するアドバイスを提供する暫定ガイダンスを発行した 1。一連の添

付資料は、公衆衛生的・社会的対策を様々な状況に応じて調整することにより各国を指導する目

的で作成された。 この添付資料の目的は、保健当局およびイベント主催者にマスギャザリング

（MG）の再開に当たっての重要な検討事項を提供することにあり、暫定ガイダンスと併せて読

む必要がある。1 

 

マスギャザリングは、一定の期間、特定の目的で、特定の場所に人々が集中するイベントの事で

あり、ホスト国またはコミュニティの計画と対応のリソースに負担をかける可能性がある。2 

COVID- 19 の状況下においては、マスギャザリングは、高い人口密度で人々が特定の会場に一

定の期間滞在するイベントであり、COVID-19の伝染を増大させ、国の医療システムに追加の負

担をかける可能性がある。 

 

WHOは現在、COVID-193のために 4 つの伝播シナリオを定義している（報告症例なし、散発症

例、クラスター症例、市中感染）。 パンデミックの進展に伴い、国や地域はある伝播シナリオか

ら別の伝播シナリオに（両方向性で）移動し、感染者数が低く抑えられている期間においても感

染者数の再増加が散在性にみられる可能性がある。全体的な感染力が低下しており、公衆衛生的・

社会的対策が解除されている国では、マスギャザリングの再開を検討することが可能である。 こ

れらの対策が調整されるにつれ、各国は、症例の増加を管理するためこれらの措置の再導入が必

要になることを認識する必要がある。 これは、疫学的状況が、イベントが行われる地理的領域と

時間によって異なる可能性があることを意味する。 従って、国やイベント主催者は、イベントに

おける COVID-19の感染リスクを減らすために、リスクを軽減する戦略に対しダイナミックなア

プローチを適用する必要がある。 
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マスギャザリングを再開する前のリスクアセスメント 

 

マスギャザリングは単なるレクリエーション活動ではない。それらは、多くの個人の心理的ウェ

ルビーイングに影響を与え（宗教的イベント等）、健康的な行動（スポーツ等）を奨励し、コミ

ュニティに大きな社会的および経済的影響を与える可能性がある。 マスギャザリングの再開に

つながるプロセスであるが、WHOマスギャザリング COVID-19リスクアセスメント 4など、イ

ベントに関連するリスクファクターとそれらを軽減するための主催者の対応能力の両方が考慮

されるリスクアセスメントにより推進されるべきである。 

 

WHOは総合的なリスク値を計算できるように、イベントの各リスク因子並びに軽減措置に対し、

数値スコアの割り当てを可能にするツールを開発した。4,5 総合的なリスク値をディシジョン・

マトリックス（決定行列）5に入力することにより、イベントの実施に関する推奨事項に対応す

るリスクカテゴリー（非常に低い、低い、中程度、非常に高い）を得る事が可能となる。5, 6  リ

スクレベルは動的であり、時間の経過と共に変化するため、定期的にリスクアセスメントの振り

返りが必要となる。イベントの企画者は、地域および国の公衆衛生当局と協力しリスクアセスメ

ントを実施する必要がある。マスギャザリングに対するリスクアセスメントの結果が人々に明

確に伝達されることは人々との信頼関係を築き彼らがマスギャザリングの再開に関して下され

た決定を認識および理解している事を確実にするために極めて重要である。WHOの出版物であ

る『マスギャザリングのための公衆衛生：重要な検討事項』で強調されているように、マスギャ

ザリングのイベントを計画する時は、あらゆるリスクに対処する一般的な考慮事項およびアド

バイスも考慮する必要がある。7 
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