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第1章

パンデミックとは



感染症の流行規模に応じた名称

エンデミック

（地域流行）

一定の地域において一定の罹患率で発生すること

エピデミック

（流行）

一定の地域や集団において予測の範囲を超えて大量に発生すること、

または、これまで流行が無かった地域においても発生している状況

パンデミック

（世界流行）

複数の地域や国にわたって汎発的に発生する状態

エピデミックが同時期に世界の複数の地域で発生している状態



パンデミックフェーズ

フェーズ１

（前パンデミック期）

ヒトへ感染する可能性を持つ型の新しい亜型のウイルスを動物に検出

フェーズ２

（前パンデミック期）

動物からヒトへ感染するリスクが高い新しい亜型のウイルスが検出

フェーズ３

（アラート期）

ヒトへの新しい亜型のウイルス感染が確認されているが、ヒトからヒトへの感染は基本的に無い

フェーズ４

（アラート期）

ヒトからヒトへの新しい亜型のウイルス感染が確認されているが、感染集団は限定的

フェーズ５

（アラート期）

ヒトからヒトへの新しい亜型のウイルス感染が確認され、パンデミック発生のリスクが大きな、より大

きな集団発生がみられる

フェーズ６

（パンデミック期）

パンデミックが発生し、一般社会で急速に感染が拡大している

後パンデミック期 パンデミックが発生する前の状態へ、急速に回復している

参考：
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/03-03-01.pdf

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/03-03-01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/03-03-01.pdf


フェーズごとの目標

フェーズ１

（前パンデミック期）
世界、国家、都道府県、市区町村のそれぞれのレベルで、パンデミック対策を強化する

フェーズ２

（前パンデミック期）

ヒトの感染拡大のリスクを減少させ、仮にヒト感染が起きたとしたら、

迅速な検知、報告が行われる体制を整備する

フェーズ３

（アラート期）
新型ウイルスを迅速に検査診断し、報告し、次の患者発生に備える

フェーズ４

（アラート期）

フェーズ５

（アラート期）

フェーズ６

（パンデミック期）
パンデミックの影響を最小限にとどめるためのあらゆる対策をとる

後パンデミック期
パンデミックによる多方面への影響を評価し、計画的復興と対策の改善を実施する

隔離をはじめとした物理的な封じ込め対策を積極的に導入し、
ワクチンの開発と接種などの、事前に計画し、準備した感染症対策の実施に必要な
時間的猶予を確保するために、最大限努める

参考：
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/03-03-01.pdf

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/03-03-01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/03-03-01.pdf


第2章

過去から学ぶ感染症の脅威



各時代の主な感染症の概要

感染症名 概要

13世紀 ハンセン病 熱帯の風土病が十字軍の移動を通じてヨーロッパにもたらされた

14世紀 ペスト
モンゴル帝国支配下でのユーラシア大陸東西交易の隆盛を背景に、ペスト菌が寄生するクマネズミが
ヨーロッパにもたらされた

15世紀 梅毒 大航海時代にアメリカ大陸からもたらされ、ルネサンス期の性の解放で蔓延に拍車がかかった

17-18世紀 天然痘 古代インドが起源とみられ、仏教伝搬やシルクロードの東西交流とともに蔓延した

19世紀

結核 産業革命時の過酷で非衛生的な労働条件で流行し、都市人口の流入が拍車をかけた

コレラ インドのガンジス川流域が起源とみられ、イギリスによるインド支配でヨーロッパに流行が拡大

発疹チフス ナポレオンのロシア遠征、クリミア戦争、第一次世界大戦、ロシア革命などを通じて感染が拡大

20世紀以降
インフルエンザ

都市の人口密集と、鉄道や航路などの交通網が発達して人の移動の活発化により、20世紀以降4回のパ
ンデミックが発生

エイズ 発見当初、原因不明の免疫力低下により日和見感染から死に至る病気として、人々の不安心理が拡大

参考：
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=62301&pno=2?site=nli

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=62301&pno=2?site=nli
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=62301&pno=2?site=nli


歴史上の人類の大量死の原因

時期 原因 死者数（推計）

感染症
1347-51年 ペスト 7,500万人

1918年-20年 スペイン・インフルエンザ 5,000万人

戦争

1939-45年 第2次世界大戦 5,000万人

1851-64年 太平天国の乱 数千万人

1914-18年 第1次世界大戦 900万人

ホロコースト
（大量虐殺）

1311-40年 蒙古族による中国農民虐殺 3,500万人

1937-53年 スターリンによる粛清 1,200万人

1933-45年 ナチのユダヤ人虐殺 600万人

感染症による死者が戦争やホロコーストを上回った例もあり、
感染症は社会構造や文明に大きな影響を与える要因と言える

さらに医学が発達した現代においても完全な予防や治療が行えるわけではない



第3章

企業の心構え



４つのポイント

信頼できる

メディアから

随時情報収集を行う

従業員に

適切な予防方法を

周知する

従業員の状況を

随時把握する

事業ダメージを

最小限に抑える

対策を練る



信頼できるメディアから随時情報収集を行う

蔓延状況は

日々変動

新型の場合

研究成果も

ない



信頼できるメディアから随時情報収集を行う

Ex) 2020年に拡大した新型コロナウイルスに関する情報サイト

WHO
（World Health Organization：世界保健機関）

Novel coronavirus (2019-nCoV)

「全ての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的として設立された国連の専門機関のページです。
サイト内は全て英語表記ですが、Situatuon Reports に、日々の最新の発生状況などが掲載されています。

厚生労働省 感染症情報：新型コロナウイルス感染症について

政府機関が国民向けに設置した新型コロナウイルスに関するページです。
相談窓口や医療機関の掲載のほか、新型コロナウイルスに関する報道発表資料が時系列順に掲載されています。

国立感染症研究所
コロナウイルスに関する解説及び中国湖北省武漢市等で報告されて
いる新型コロナウイルス関連肺炎に関連する情報

主に新型コロナウイルスに関する研究結果を掲載したページです。

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html


従業員に適切な予防方法を周知する

感染症予防の3つのポイント

・Wash your hands

手洗いの徹底

見た目にはわからなくとも、流水と石鹸で、あるいはアルコール消毒で手を清潔保つことが重要です。
また、目を擦ったり、素手でものを食べる際は特に、粘膜に直接触れることになるため注意しましょう。
特にマスクの着脱時などは注意が必要です。

・Cover mouth and nose with flexed elbow or tissue

咳エチケットの徹底

咳やくしゃみによる飛沫感染を予防するため、咳エチケットも重要です。
咳エチケット＝マスクを着用すればOKというわけでありません。
ティッシュや肘などで飛沫を防ぎ、使用したティッシュは速やかに密封して処分します。

・Protect others from getting sick

他の人にうつさないために

症状が見られる場合、人混みはもちろん、他者との接触を極力控えましょう。
また、症状を自覚したら速やかに医療機関を受診します。



従業員の状況を随時把握する

把握すべきの3つのポイント

・従業員の体調

感染防止のために予防を徹底しても、社内での感染を100%防ぐことはできません。
従業員の健康状態を随時把握し、社内感染が発生した場合でも拡大を防ぐための対策が必要です。
検温結果の報告などを行うことで、従業員の状況を把握することが、早期対応に有効です。

・従業員を取り巻く環境

ウイルスには「潜伏期間」が存在します。従業員自身が無自覚であっても、家族など、従業員を取り巻く環境に
症状が見られる場合は在宅勤務などの措置を検討すると良いでしょう。

・業務への影響度や要望の把握

ウイルスの蔓延や各社の対応により、日常業務にイレギュラーが生じる可能性があります。
担当者による限定的な対策検討でだけでなく、従業員の業務状況なども把握することで、
企業としてより具体的な対応を練ることが可能となります。



事業ダメージを最小限に抑えるための対策を練る

ウイルスの蔓延状況によっては、通常業務に支障が生じる可能性も考える必要があります。

感染症防止策の実施とともに、業務内容についても優先順位を決めて対応を行うことで、

事業ダメージを抑えることが可能です。

感染防止策を

実施

可能な範囲で

損失を回避

ダメージを

最小限に

全従業員を「自宅待機」にした場合、業務が行えず、事業の継続が不可能になります。
企業としての損失が増加し、従業員の生活を保証できなければ、社会的信頼も失う結果も免れません。

感染症対策を怠り、通常業務を継続した場合、最悪の場合社内での集団感染を引き起こし、
事業継続を断念せざるを得ません。社会的信頼は勿論、従業員を命の危険に晒すことになります。



第4章

フェーズごとの対応



BCP（事業継続計画）とは

Business Continuity Plan

企業が緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限
にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とす
るために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のため
の方法、手段などを取り決めておく計画のこと。

(中小企業庁HPより）



BCP策定のイメージ図

許容限界

目標

時間軸

非常事態
発生

事前 事後

復旧

稼
働
率
・
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
な
ど

重要なサービス
を継続する

顧客の流出を
防止する

タイムリミットまでに
稼働率・サービス水準を回復する

目標 許容限界 現状



パンデミック対策における４つのフェーズ

海外発生期

事前準備

国内発生期

具体的方針の決定

国内蔓延期

対策の実施

小康期

対策継続・解除判断



事前準備（例）
対策本部（共通）

・情報収集 ・指揮命令（代替意思決定者を含む）
・被害状況（人/資金/物）の把握/分析 ・対応状況（人/資金/物）の把握・分析
・行動計画の立案・見直し ・広報（社内/社外）

従業員への感染防止策 事業所内の感染防止策 一般企業における事業継続 工場における事業継続

• 感染防止策の基礎教育と強化
（マスク着用、手洗い・手指消
毒、うがいの徹底、受診の手順、
会社への報告手順など）

• 正しい情報提供

• 必要備品（マスク、消毒薬な
ど）の調達※最低2カ月分

• 感染防止策の強化

• 取引先企業との情報共有・連携

• テナント企業は、ビル会社との
情報共有（館内に感染者発生時
に全館閉鎖にするかどうかの確
認）

• 海外サプライヤーの状況把握と
自社製品への被害予測

• 主要顧客への在庫備蓄の拡充

• 計画的運休の計画・実施

• 代替生産（拠点）の検討/実施

• スプリットチーム制の検討

• 同業者との連携

参照：リスク対策ドットコム
https://www.risktaisaku.com/articles/-/25698



方針の決定・対策の実施（例）
対策本部（共通）

・情報収集 ・指揮命令（代替意思決定者を含む）
・被害状況（人/資金/物）の把握/分析 ・対応状況（人/資金/物）の把握・分析
・行動計画の立案・見直し ・広報（社内/社外）

従業員への感染防止策 事業所内の感染防止策 一般企業における事業継続 工場における事業継続

• 感染防止策の徹底
• 感染・感染疑い、発熱など体調不良時
の会社への報告徹底

• 不要不急の外出自粛・積極的な在宅勤
務の導入

• フレキシブルタイム、時差出勤
• 一定規模以上のイベント参加・開催自
粛

• 大勢が集まる会食などへの参加禁止
• 感染地域への出張制限
• 検温
• 病・高齢者などハイリスク者の勤務体
制の変更（在宅、車通勤等）

• 在宅期間中従業員の行動・健康管理

• 入館時のマスク着用、手洗い・手指消
毒の義務化

• スクリーニングの検討、実施（入館時
の検温など）

• 感染者の隔離室の準備
• 事業所内の定期的換気
• ドアノブ、その他感染源となる消毒の
徹底

• 勤務・会議スペース、食堂のレイアウ
ト変更など、従業員間の接触を減らす
措置

• 食事時間の変更
• 帰国者・接触者相談センター、周辺保
健所・医療機関の把握と掲示

• 従業員の健康チェックと感染・感染疑
い者への休暇・自宅待機の徹底

• 多様な業務継続方法への切り替え（在
宅勤務、代替要員、スプリットチーム、
代替拠点勤務など）

• 感染者発生時の濃厚接触者の自宅待機

• 感染者発生時の事業所閉鎖

• 喫煙所など閉鎖空間の使用禁止

• 不要不急の事業の縮小・休止

事前準備＋

• 計画的運休の実施（感染者発生時な
ど）

• 代替生産の実施（〃）

• スプリットチーム制の実施

• 同業者との連携による代替・補完生産
（〃）

参照：リスク対策ドットコム
https://www.risktaisaku.com/articles/-/25698



第5章

パンデミック対策の
ポイント



スムーズな情報収集のために

状況確認に役立つ「安否確認」システム

いざという時、スムーズな事業継続のために重要なのが

従業員の状況把握と指示

災害時など、一刻を争うイレギュラーな状況下で、これらを一貫して

行うために、特化して開発されたのが「安否確認システム」です。

例えば、トヨクモの安否確認サービス2は、災害時に連動した自動送信が
可能なシステムですが、無制限に手動送信を送ることができ、設問も無
制限に作成することが可能です。集計結果も自動集計され、特定の回答
者を抽出して更に指示を出したり、状況に応じてチャット機能も利用す
ることが可能です。

パンデミック対策
専用ページも！

https://anpi.toyokumo.co.jp/?utm_source=minna-bcp&utm_medium=pandemicmanual
https://anpi.toyokumo.co.jp/pandemic.html?utm_source=minna-bcp&utm_medium=pandemicmanual
https://anpi.toyokumo.co.jp/pandemic.html?utm_source=minna-bcp&utm_medium=pandemicmanual


在宅勤務導入の前に知りたいこと

通常は就業規則への規定が必要?

在宅勤務制度は、導入する前に、就業規則に在宅勤務に関する
規定が定められてあるかどうかをまずは確認する必要がありま
す。
更に、常時10名以上の従業員が在籍する会社なら、就業規則を
変更する場合は所轄の労働基準監督署長に届け出なければなら
ないと決められています。

ただ、感染症対策で在宅勤務を行う場合は必ずしも右図のよう
なプロセスを踏む時間はないでしょう。

「一時的措置」として最低限のポイントを抑えれば問題ありま
せん。

導入目的・基本方針の決定

プロジェクトチーム結成

業務分析

導入に向けた具体的推進

試行導入

効果測定

本格導入

参照：
テレワーク総合ポータルサイト（厚生労働省）
https://telework.mhlw.go.jp/intro/prs/

https://telework.mhlw.go.jp/intro/prs/


在宅勤務のポイント

セキュリティを強化する

在宅勤務で使うパソコンは最大限のセキュリティ対策を施すことが必須です。ウイルス対策ソフト
のパターンファイルは常に最新の状態に保つなどセキュリティ対策を徹底し、ウイルスやサイバー
攻撃からパソコンを守ることが重要になります。また、家族共用でパソコンを使っているならプラ
イベートと会社用で別々に使うことを義務付け、会社からパソコンを貸し出すなどして個人で管理
してもらったほうが安心です。

ただ、緊迫した状況下で端末を貸与したり、従業員への管理を徹底させるのは至難の技。

そんな悩みを解決するのが「リモートアクセス」です



在宅勤務運用のポイント

リモートアクセスとは

インターネットなどの通信を利用し、遠隔地からパソコンやサーバ、ネットワークにアクセスし
データを利用したり、業務を行うことです。社外から社内のシステムにアクセスすることで、社内
にいるのと同じ状態を作ることができます。

管理コストを削減できるだけでなく、社外で業務を行う際に必要のないデータをブロックすること
で、情報漏えいリスクを低減することも可能です。

また、システムによっては端末にデータを保存・ダウンロードできないように設定することも可能
です。こういった機能を活用すれば、端末に社内データは残らないため、万一紛失しても重要な情
報を回避できます。



その他の業務支援ツール

• Web会議ツール
直接会議室に集まっての話し合いではなく、遠隔拠点とインターネットを通じて映像・音声の
やり取りや、資料の共有などを行うことが可能

•業務管理ツール
チームや個人に振り分けられるタスクをリアルタイムで閲覧・編集でき、誰がどのような業務
を行っているのかや、プロジェクトの進捗状況を可視化できる

•勤怠管理ツール
時差出勤や在宅勤務にも対応し、勤怠情報を一元管理することが可能
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