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インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）情報 ＜第３号＞

■本稿では、中国各地で感染者数、死亡者数が増大している鳥インフルエンザ A（H7N9）について、今後、

ヒト－ヒト感染が始まった場合の日系現地企業が検討すべき対応について解説する。

１．鳥インフルエンザ A（H7N9）の拡大状況（4月 24 日時点）

3 月 31 日に中国政府が「上海市および安徽省で 3人が『H7N9 型』鳥インフルエンザウイルス（以下、

鳥インフルエンザ A（H7N9））に感染し、そのうち 2 人が死亡した」との発表を行って以来、感染者お

よび死亡者は着実に増加している（図 1）。政府発表から 20 日余りが経った 4 月 24 日時点で、感染者

は 109 名、うち死者数は 22 名となっている。また、感染者の発生地域は、当初の 1直轄市・1省から、

2 直轄市・5 省に拡大している（図 2）。

＜図 1:感染者数、死亡者数の推移＞

＜図 2:感染者の地域的広がりの推移＞

なお、現時点（4月 24 日）で、人から人への

感染（ヒト－ヒト感染）は確認されていない。

但し、今後、ウイルスの変異によりヒト－ヒト

感染が発生する可能性は否定できない1。ヒト

－ヒト感染が始まった場合には、感染者数・死

者数が短期間で飛躍的に増加する可能性があ

るため、中国に進出している日系企業各社は、

今から、ヒト‐ヒト感染が起ることを前提に、

対応策を検討しておくことが望ましい。

次章では、ヒト‐ヒト感染が発生した場合に

想定される中国の社会状況、およびその状況下

で求められる日系現地企業の対策について、中

国衛生部が公表している「衛生部 インフルエ

1 4 月 20 日、国立感染症研究所は、「Ｈ７Ｎ９型は人に感染しやすいタイプとなっており、パンデミック（世界的

大流行）を起こす可能性は否定できない」としている。
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ンザパンデミック対応準備計画・緊急対応事前案（試行）」（2005 年 9 月発行）を参考に解説する。

２．ヒト－ヒト感染発生後の中国における社会状況について

「衛生部 インフルエンザパンデミック対応準備計画・緊急対応事前案（試行）」をもとに、中国に

おけるインフルエンザの拡大状況を把握する指標をまとめたものが、「インフルエンザパンデミックフ

ェーズ区分2」（表 1 ）である。現状、上海市では、Ⅰ級(赤色警戒:危険度高)～Ⅳ級（青色警戒:危険

度低）までの 4 段階のうち、Ⅲ級となっているが、仮にヒト―ヒト感染が発生した場合にはⅡ級に移

行するとみられる。

＜表 1:インフルエンザパンデミックフェーズ区分＞

フェーズ区分 緊急対応レベル 級の定義

準備フェーズ Ⅳ級（青色警戒） ヒトにおいて新亜型インフルエンザウイルスが分離され

たが、特異抗体反応が見られないか、または特異性抗体反

応が発生しているが臨床症状が発生していない。

Ⅲ級（黄色警戒） 新亜型インフルエンザウイルスのヒトへの感染が発生し、

かつ発病したが、ヒト‐ヒト感染は発生していない。

Ⅱ級（橙色警戒) 新亜型インフルエンザウイルスのヒト‐ヒト感染が発生

したが、感染範囲が相対的に局部的である。

パンデミック

フェーズ

Ⅰ級（赤色警戒） 新亜型インフルエンザウイルスがグループ内で持続的か

つ急速に伝染している。または WHO がインフルエンザのパ

ンデミックを宣言した。

（中国衛生部「インフルエンザパンデミック対応準備計画緊急対応事前案(試行)」を基にインタ上海にて作成）

また、今後、我々が直面する可能性のあるⅡ級およびⅠ級においては、中国政府機関は以下のよう

な対応を取る可能性がある。

(1)パンデミックフェーズⅡ級における中国政府の対応内容のポイント

 感染地域の封鎖の検討・実行

 企業等の業務停止、生産停止措置等の検討・実行

 全ての濃厚接触者のトレース・隔離

 新型インフルエンザ感染疑い者の隔離

 新型インフルエンザ予防接種の実施（ワクチンが開発されている場合）

 交通検疫措置の実施（蔓延地域内の外出者、および蔓延地域から未発生地域への流入者に

対して実施）

(2)パンデミックフェーズⅠ級における中国政府の対応内容のポイント

 感染地域の封鎖の継続

 企業等の業務停止、生産停止措置等の継続

 感染地域、感染国家間の往来の取消し等

2 当該区分は、中国衛生部が公表している「インフルエンザパンデミック対応準備計画緊急対応事前案(試行)」に

おいて示されている。
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（注: パンデミックフェーズⅠ級では、濃厚接触者のトレース・隔離等が対応内容に含まれていないが、これ

は既にこれらの対策が現実的に実施不可能なほど流行が広まっているためと推測される）

３．ヒト－ヒト感染発生後の企業対応について

ヒト‐ヒト感染が発生した後(=Ⅱ級に移行した場合)、日系現地法人各企業は、どのように対処すれ

ばよいのだろうか。まずは、前章で示した中国政府機関が取るであろう対応内容を参考にしつつ、Ⅱ

級さらにはⅠ級となった場合の中国社会の状況をより明確にイメージしたうえで、自社の対応内容を

検討しておくことが重要である。以下に、弊社で考えるワーストシナリオにおける検討事項を例示す

るので参考にしてほしい。

（例）

 自社の入居ビル内で感染者が出た場合、ビル全体が一定期間に亘り閉鎖される可能性がある。

⇒代替的な業務遂行場所の確保の検討が必要？

 自社内で感染者が出た場合には、感染者だけでなく、濃厚接触者（周囲の従業員等）も一定

期間に亘り隔離される可能性がある。

⇒代替要員の確保の検討が必要？

 統轄会社や生産拠点で感染者が出た場合には、本社業務の停止や生産拠点の閉鎖が命令され

る可能性がある。

⇒本社業務の他拠点への移管／バックアップ、生産の他工場への移管／バックアップ等の

確保の検討が必要？

 蔓延地域から他地域への人の移動が制限される可能性がある。

⇒蔓延地域となる前に速やかな退避指示の手順の検討が必要？

また、シナリオの軽重に関わらず、次の２つの視点から最低限の対応を行うことが重要である。

 従業員の生命を守るための各種の感染防護対応をどうするか

 ビジネスへの悪影響を出来る限り小さくするための業務遂行体制をどうするか

なお、感染防護対応および業務遂行体制を具体的にどのような内容で行うかは、ヒト‐ヒト感染の

能力を獲得した後のウイルス（「変異後のウイルス」と呼ぶ）の「病原性」および「感染力（=感染者

一人が新たに何人に感染させているか）」に即して検討することが望まれる3。

現状では、変異後のウイルスの病原性および感染力は未知であるため、参考として、以下に病原性

の低い新型インフルエンザおよび病原性の高い新型インフルエンザの場合の対応をまとめた（表 2）。

今般の鳥インフルエンザ A(H7N9)がヒト‐ヒト感染可能なウイルスに変異した際の対応の参考とされ

たい。

＜表 2:対応内容の違い－病原性の低い新型インフルと病原性の高い新型インフル＞

対策項目

【病原性が低い場合の対応】

＜インフルエンザA（H1N1）発生時

の一般的な対応(2009 年)＞

【病原性が高い場合の対応】

＜厚労省ガイドライン4を参考に対応策を以

下にまとめた＞

感
染
防
護

対
応

駐在員家族の

帰国

・帰国は個人判断 ・日本への帰国推奨5

・医療水準の高い第三国への出国推奨

駐在員の帰国 ・帰国指示せず ・BCP 上の重要業務に従事する社員以外

は帰国推奨／第三国への出国推奨

3 変異後のウイルスの病原性および致死率に関しては、WHO フェーズ 4 の宣言以降、WHO による記者会見等に

より何らかの発表がなされる可能性が高いため、企業はこれを参考に適切な対応策を選択することが望まれる。
4 「事業場・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン（厚生労働省）」は、高い病原性の新型インフル

エンザ（鳥インフルエンザ H5N1 がヒト‐ヒト感染した場合の新型インフルエンザ等）への事業者の対応を記載

している。
5 帰国推奨／出国推奨の対象者は、未感染者であることが前提である。



4

検温 ・特に指示せず（発熱している場

合は出社禁止）

・毎朝検温の実施指示（発熱している場合

は出社禁止）

出社 ・マスク着用のうえ出社 (以下、重要業務に従事する社員)

・N95 マスク着用のうえ出社

・公共交通機関を使用せず出社（社有車／

タクシー等を使用）。

業務中発症者

への対応

・医療機関受診指示 ・防護服やN95マスクを装着したうえで対応

（医療機関への搬送）

濃厚接触者へ

の対応

・出社可能（但し、健康状態の報

告指示）

・出社させず（自宅待機指示）

オフィス消毒 ・特に指示せず ・ドアノブ、手すり等の皆がよく触れる場所

の定期的なアルコール消毒

2m ルール6 ・特に指示せず （以下、重要業務に従事する社員）

・他者と 2m 以上の間隔を開けて執務をす

るよう指示（飛沫感染の防止）

業

務

遂

行

体

制

業務遂行方針 ・基本的に全業務を継続 ・BCP 上の重要な業務のみを継続

業務遂行体制 ・通常通り ・シフト勤務（感染機会の低減）

拠点閉鎖 ・実施せず ・BCP 上の重要な業務を担わない拠点は

閉鎖

業務の移管 ・実施せず ・日本や第三国で実施可能な業務は移管

以 上
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6 2m ルールとは、厚生労働省「事業場・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」のなかで示されて

いるもので、咳・くしゃみ等による飛沫感染を防ぐために、2m 程度の対人距離を保持しつつ業務等を行うルール

のことである。

ウイルスの病原性や感染力がどの程度であるかは、ある程度時間が経過しないと判明しない可能

性が高い。よって、現実的には、ヒト-ヒト感染発生初期においてはより慎重な対策をとる、その

後 WHO 等の機関からの情報を見定めつつ（病原性が低いようであれば）対策を緩めていくといっ

た運用とすることが望ましい。ポイントは、その時点での会社としての対策内容を速やかに機

関決定し、かつ、全従業員に周知・徹底することである。


