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１新型コロナウィルス（COVID-19)とは
• WHO（世界保健機関）はCOVID-1９と名付けました。
この意味ですが、「CoronaVirus Disease, 
2019」（2019年にコロナウイルスにより発生した
病気）を意味しています。

• 原因：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は
新たに発見されたSARS（コロナウイルスに感染す
ることで発症する「重症急性呼吸器症候群）-
CoV2に感染することによって発症します。

• なぜSARS-CoV2 が生み出されたのか、またはヒト
に感染するようになったのかいまだに不明ですが、
中国武漢市の海鮮売場に関連した人で集団発生し
たことや、後に野生動物の取引エリアからもウイ
ルスが検知されたことから、そこに何らかの原因
が潜んでいるとも考えられています。

• このコロナウイルスは、ヒトを含めた哺乳類、鳥
類などに広く存在するウイルスです

©国立感染症研究所



２症状について
• 発熱（37.5℃以上）、喉の痛み、咳、痰な
どの風邪のような症状、4日以上経過した
後に高熱、胸部不快感、呼吸困難などが出
現し、肺炎へ進展する事例もあります。こ
れらの重症化は高齢者や基礎疾患（心血管
疾患、糖尿病、悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患
など）を有する人で多く見られる一方、小
児や若年層のなかには感染してもほとんど
症状が出ない無症状病原体保有者が存在す
ることも判明しました。また味覚や臭覚へ
の異常も指摘されます。

• 比較的感染力は強いとされます。

https://medicalnote.jp/diseases/%E8%82%BA%E7%82%8E
https://medicalnote.jp/diseases/%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85


３致死率について
• WHOは2％程度と指摘しています。これはか
つての重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）
や中東呼吸器症候群（ＭEＲＳ）ほど致命
的ではありません。またインフルエンザは
1％未満の国が多いです（日本は0.1％程度
です）。問題なのは高齢者の致死率が高い
のです。イタリアでは死亡例の87％が70歳
以上とされています。特に心疾患を持って
いる高齢者がハイリスクとされています。

• 現在は治療薬がないので、対処療法になっ
ています。

• 中国では再罹患率が15％台だったことが報
告された時期があります。



４予防と他人への感染予防には
• 感染してから症状が現れるまで
の期間は3～5日（最大14日）

• ヒトからヒトへの感染、また動
物とヒトの感染事例も出ていま
す。

• 洗いや手指消毒を徹底し、マス
クの着用が有効

• 換気の悪い閉鎖空間に行かない

• 消毒では例えば、ドアノブ、ス
マートフォン、照明のスイッチ、
子供のおもちゃや生活用品等は
こまめに消毒したほうがよいで
す。



５関連した用語集

• ㋹オーバーシュート：特定地域で爆発
的に感染者が増えること

• ㋹ソーシャルディスタンス：感染拡大
を防ぐために物理的な距離をとる

• ㋹クラスター：集団感染

• ㋹ロックダウン：都市封鎖。具体的な
内容としては、「対象エリアの住民の
活動を制限する」などが挙げられ、外
出禁止などが代表例

• ㋹パンデミック：感染症の世界的流行
のこと（ちなみに対義語はエピデミッ
ク）



６－１関連した日常生活への影響
マスク不足について

• 元来、災害時における都市交通の脆弱
さがあり、こうした場合物流が停滞、
あるいは止まってしまい商品が消費者
に届かない。

• 消費者の数～１０％程度が多めに「買
いだめ」すると都市の物流は混乱する。

• デッドストックの最小化

• 都市の流通構造（生産拠点→流通拠点
→各店舗への階層 構造が多層かつ幅が
広い）（©関谷直也氏の調査）



６－１
マスク不足
について

• マスク（他の物資もかなり依存しているが）の生産拠点が中国が多
く、現在日本だけでなく国際的にも商品不足であり、国際的に中国
を主にするマスクの「取り合い」になっているため、国内での流通
は当面正常化しない。（予想では半年はマスク不足の状態が予想さ
れる）☛いわゆるチャイナリスク（中国への企業集合の中で、衛生
問題・労働者や商品の質、技術流出、日本への反日の意識もあるこ
とが背景）がかつて指摘された時に生産拠点をスライドさせるべき
だったのだが、そのツケがまたも回ってきたと考えられる。

• 国内の生産増加や転売禁止に関する法令が定められても価格への転
嫁と一部の消費者の買いだめ意識が災害時は強く、店頭で普通に購
入できない。法の網をくぐり、潜在した形で取引されているので効
果は薄い。



6-2消費者の「買いだめ」行動について

• 参考として東日本大震災時の購入状況で
は多かった順に「水」「インスタント食
品・冷凍食品」「電池」「米などの主
食」「ティッシュ・トイレットペー
パー」「ガソリン」「懐中電灯」…と続
く（©関谷直也氏の調査）。

• 今回の新型コロナウィルス関連でもトイ
レットペーパーやガソリンなどは共通の
消費者心理が働くと思われる。また、テ
レビなどマスコミによるいわゆる「災害
報道」のあり方で、商品不足の状態を報
道することで、消費者をその対象商品に
向かわせる心理とリンクすることが予測
されます。



7新型コロナウィルスと企業や経済への
影響について
• 中国に生産拠点があり、依存している業種（製造業や輸入業）
には大きな影響が今後もあります。またインバウンドに依存し
ている例えば観光業やホテル業更にそれに関した業務にも同様
の影響が継続されます。

• 国内でもソーシャルディスタンスの関係で接客業等はテレワー
ク・在宅ワークができないので、こうした産業にも影響が大き
いです。すなわち全体として企業や経済への影響が大きく、今
後廃業や失業者が増加すると思われます。



7新型コロナウィルスと企業
や経済への影響について

• 「決算短信」や「業績予想の修正」、
「お知らせ」など、新型コロナウイ
ルス関連の影響や対応について情報
開示した上場企業は337社となって
います。

• 従業員の新型コロナウイルス感染が
判明した上場企業は、2月末時点で6
社（国内での従業員感染が5社、国
外での現地法人従業員感染が1社）
となっており、従業員に感染者が出
た場合、会社の消毒や、濃厚接触者
の自宅待機など、会社はさまざまな
対応をしなければなりません。

• https://blogos.com/article/439332/



８新型コロナウィルスに罹患したら
• 治療費のこと（意外と知られていません）☛厚
生労働省では、「感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律」に基づき、コロ
ナウイルスの感染者などの入院措置や、それに
伴う医療費は、原則として、公費で負担してく
れることとなっています。

• コロナウイルスに感染していたり、感染の疑い
がある場合は、家族や周りの人に被害を広げな
いようにするために、一定期間の隔離が必要で
す。

• 隔離措置や入院などをしなければならない方は、
精神的な不安が大きいとは思いますが、公費な
ので、経済的な心配は軽減されます。



９身近な人、従業員とその家族にもし感
染が疑われたらどうするか
• １．分離（部屋を分ける）

• ２．感染者と疑われる担当者を複数にしない（特定の人だけ）

• ３．できるだけ皆がマスクをする

• ４．うがいと手洗いの励行

• ５．日中の換気

• ６．取っ手など共用部分の消毒

• ７．汚れた衣服やナイトウェア等の洗濯

• ８．ごみを密閉して廃棄

https://hazard.yahoo.co.jp/article/20200207#QA



９身近な人、従業員とその家族にもし感
染が疑われたらどうするか

https://hazard.yahoo.co.jp/article/20200207#QA



10PCR検査について
• PCR検査とは、ウイルスの遺伝子を検出する検査です。 新型コロナウイル
ス感染症の患者ではノドや痰の中に新型コロナウイルスが存在するため、
ノドを拭ったり痰を採取したりして、その検体の中のウイルスの有無を検
査します。 ウイルスの遺伝子が少数であっても検出できるため、一般的に
感染症の検査の中では検出力の高い検査とされます。

• ３月６日からＰＣＲ検査に医療保険を適用します。適用により、帰国者・
接触者相談センターに相談（24時間対応）し、センターから紹介された帰
国者・接触者外来で検査が必要とされたときは、保健所を経由することな
く、民間の検査機関に直接、検査依頼を行うことが可能となります。民間
検査機関の検査能力も大幅に増強され、より多数の検査を実施することが
可能となります。

• 加えて、かかりつけ医や一般のクリニックからＰＣＲ検査が必要と判断さ
れた場合にも、保険適用で検査を受けることができます。この場合、帰国
者・接触者外来に連絡し、検査の場所・日時の調整を行うこととなります。

https://hazard.yahoo.co.jp/article/20200207#QA



11今後の見通し
• 2020年3月20日付AERA内で専門家は11月以降の終息を予想して
いる。私自身終息には1年程度かかると予想しています。また
関連して、マスクなど衛生用品も年内いっぱいは通常の店頭に
いけば普通に購入できるまでかかるし、同様に1年くらいかか
ると予想しています。

• 治療法が確立し、国内で認可が下りて利用できるようになるに
は、更に先のことになると思われます。すなわち現在の対処療
法で停滞期から減退期に落ち着かせるのを急ぐほうが、治療法
の確立より早いと予想しています。その理由は日本の薬剤認可
は世界でもトップクラスで厳しく、簡単には認可できません
（安全で安心して利用できるよう治験など十分な証拠・証明が
必要なのです）。



12新型コロナウィルスに関係する諸課題
• 感染者に対する偏見や差別

• 「自粛」による経済活動の衰退や学校教育へのアクセスが不自
由になる

• マスク不足など商品の欠品が長引くこと、また商品の欠品に関
係して客や従業員におけるトラブルの増加（行列や従業員への
暴言等）

• 対応できる医療機関や医療従事者不足（対応する患者が多すぎ
る）

• 「緊急事態宣言」に備えた、消費者行動の過度な行動（いわゆ
る「爆買い」）

• ソーシャル・ディスタンスによる通常行っていた会議や企画、
イベント等延期や休止 等。



13新型コロナウィルスと企業の危機管理
について
• 広報会議の調査によれば、今回のような事態を想定した危機管
理マニュアルを用意していたか、という問いを全国の130社に
行ったところ、全体の約26％が用意していた、と回答していま
す。「用意していない」のは実に63％に上っています。

• また「対策本部や対策委員会を立ち上げた」のは約半数。

• 「報道発表を行った」は約43％。

• 企業における感染症を含めた防災に向けた危機管理体制の構築
が必要です。

https://www.advertimes.com/20200402/article311842/



13－1企業規模別のＢＣＰ策定状況①

🄫中小企業庁



13－1企業規模別のＢＣＰ策定状況②

🄫中小企業庁



13－1企業規模別のＢＣＰ策定状況③

🄫中小企業庁



13－1企業規模別のＢＣＰ策定状況④

🄫中小企業庁



14企業としての感染症への対策について

• BCP（業務継続計画）に感染症対策を盛り込む（BCPを作成して
いない企業は策定を行う）☛わからないことは専門家から助言
を受ける。

• 従業員とその家族、更にステークホルダーを守れるBCPの確立。

• 危機管理に必要な従業員への教育を行う。

• 定期的な訓練を忘れずに。

• 危機管理に関しての情報を鋭敏に受ける。そして専門家から医
療や衛生面での取り組みについての助言を受ける。



１５在宅の機会が
増えることに対して

• 新型コロナウイルス感染症に伴う、こ
ころの不調として一番多いのが、「不
安・焦り」「抑うつ症状・うつ」です。
新型コロナ感染症は先が見えない状況
が継続しています。

• 逃げることができない状況が続いてし
まう事がつらく、自分の感染のリスク
や、芸能人などの感染や死去の情報を
受けて生活や健康に対する不安が強く
なります。新型コロナ感染症に関する
心の不調は、生活に密着したもので、
このような状況は特に、家庭という集
団内で蔓延しやすく、虐待やDVといっ
たことにつながってしまう可能性も決
して低いとは言えないと思います。

参考：https://hidamarikokoro.jp/blog/新型コロナ感染症に関連した心の不調・ストレス/



１５在宅の機会が増えることに対して

•しかしこのような緊急事態だからこそ、まずは、ご
自分のこころのケアをしっかりと行うことが今はと
ても大切なのです。医療や対策・政策・アドバイス
を、しっかり適切に利用をしながらご自身のケアに
取り組むこと、つまりいずれの不調であっても、継
続したりしんどい時は早めの医療機関への受診相談
が大切でもあります（心療内科や精神科）。

•参考事例として札幌市では一般用とは別に、女性へ
の相談に対応したLINEでの相談窓口も今月から設置
しました。札幌市男女共同参画センターが対応して、
SNSを活用し、一般の相談とは分けた試みです。こ
うした細分化し情報ツールを活用した取り組みが進
めばよいと思われます。

参考：https://hidamarikokoro.jp/blog/新型コロナ感染症に関連した心の不調・ストレス/



１６ 都内等への通勤に関して
•在宅・リモートワークができる職種であれば、それが
最適ですが、それができない職種が多くあります。対
面でないとできない例えば接客業や小売り業などの職
種の方には課題になっています。職種にもよりますが
インターネットによるサービスに切り替えるというこ
とやテイクアウトなども考慮できますが、対面と異な
り企業での収益としては減少は覚悟しなくてはなりま
せん。集合をさけるのに時間差を利用するなどできる
ことをフルに、全従業員が知恵を出しあえる企業体質
が求められます。収益をゼロにしない、顧客をつなぐ
という観点が重要なのです。

•サービスや商品の提供仕方を工夫する、考えることが
強い企業のありかた、BCPにつながります。



• ご清聴ありがとうございました。


