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3 職域における対策 

 

 

公共交通機関を利用した通勤などは、十分な感染予防対策を取らないと従業員の感染リスクを高めることが

懸念される。たとえ流行状況が消退期といえども、事業者には通勤や職場での感染を避けるという従業員の 

「安全確保」の観点から在宅勤務を積極的に導入することが求められ、「社会的責任」の観点からも、     

外出自粛の要請に応じて、従業員の接触機会を削減するよう努めなければならない。国内流行早期や   

国内蔓延期では家族の看病や子供の学校の休校のために自宅待機を余儀なくされる従業員が発生するため、

厚生労働省の 「事業者（労務）の方向け Q&A」を参考に、柔軟な人事施策を講じることが求められる。 

また業務時間だけではなく、昼休みを含む業務時間外に多人数での会食を行うことで、感染リスクを伴いやすい

環境が形成される。他人との距離が十分に取れない会合への参加などに対しては、業務時間外と言えども   

事業所として何らかの指針を示すことが求められる。 

 

 

新しい病原体の流行にあたっては、十分な情報が不足していることもあり、リスクコミュニケーションに対して   

難しさを感じることは否めない。米国 CDC は感染症のアウトブレイクに関する危機緊急時における        

リスクコミュニケーションの６つの原則を示している。WHO は新型コロナウイルスに関するリスクコミュニケーション 

についてのガイダンスをホームページで提供している。 

 

感染症の危機緊急時におけるリスクコミュニケーションの６つの原則 

Be First（速やかに共有する） 情報を伝えるだけでなく、「誰が」伝えるかが重要である 

Be Right（正しい情報を） 「分かっていること」と「分かっていないこと」の両方を伝える 

Be Credible（信頼を得る） 「科学的に根拠のある情報」が受け手の信頼を高める 

Express Empathy（気持ちに寄り添う） 受け手の視点に立って情報を伝える 

Promote Action（行動を支える） 一人ひとりの行動が感染予防につながることを強調する 

Show Respect（相手を尊重する） 相手の立場や権利を思いやる伝え方を心がける 

 

適切なタイミングで情報発信や情報共有が可能となるプラットフォームの構築が求められる。感染症に関する 

情報だけでなく、感染者が発生した場合はプライバシーに配慮した情報共有が必要となるため、情報開示の 

範囲やその手順を事前に定めておくこと。 

 

求められる人事施策 

感染症とリスクコミュニケーション 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
https://emergency.cdc.gov/cerc/resources/pdf/315829-A_FS_CERC_Infectious_Disease.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
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事業者と従業員を結ぶプラットフォームの例 

イントラネット（特設ページ） 情報量を調整できるが一方通行の情報伝達になりやすい 

社内 SNS（チャットツール） 場所にとらわれず情報をリアルタイムで相手に伝えることができる 

社内 Wiki 共有された情報でも簡単に編集や更新できる 

掲示板（紙媒体） PC を利用していない従業員にとっては重要な情報源となる 

 

 

職域おける感染予防対策の重要なポイントは次の通りである。また厚生労働省や ILO（国際労働機関）の

チェックリスト等を利用して事業所における対策の実施状況を確認しておくことができる。 

個人の感染予防 

(1) 手指衛生およびマスク着用 

 主な感染経路は飛沫感染および接触感染なので、手指衛生やマスク着用などの基本的な感染  

予防対策を行う。顔や目をむやみに手で触らないことも重要である。 

 手洗いの基本は水道水と石けんを利用し、手指の表面に付着したウイルスを洗い流すことである。   

水道水と石けんが利用できない環境では、アルコール消毒液（60％～95％）を使用する。 

 喫煙は重症化のリスク因子と考えられているので禁煙を強く推奨する。 

従業員の感染管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 従業員の健康状態のモニタリング 

 朝夕、体温を測定するなど健康チェックを行わせ、発熱や風邪症状がある場合は出社をさせない。 

 発熱がなくても体調不良を自覚する場合は出社をさせない。 

 事業所内で勤務中に発熱した場合は、マスクを着用させたうえで帰宅させる。 

感染予防対策の基本 

発熱や風邪症状を認める場合の基本的な考え方 

 常に新型コロナウイルス感染症の可能性を念頭にした対応が求められる。 

 発熱や風邪症状を認める場合は、出来るだけ帰国者接触者外来や最寄りの医療機関に相談し、

必要あれば新型コロナウイルスの検査（PCR 検査や抗原検査）を受けるべきである。 

 新型コロナウイルス感染症との診断に至らなかった場合（PCR 検査や抗原検査が陰性、医療機関

未受診の場合を含む）でも、新型コロナウイルス感染症を完全に否定することはできない。 

 「新型コロナウイルス感染症との診断に至っていない発熱や風邪症状」については、状況によっては 

新型コロナウイルス感染症とみなした対応を行うことが望ましい。 

 医療機関には原則として「陰性証明書や治癒証明書」の発行を求めてはならない。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00145.html
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_742255/lang--ja/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/evidence-table.html
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/smoking-and-covid-19
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-6
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(2) 相談および受診の目安 

 厚生労働省は 5 月 8 日に相談の目安となる症状を改訂した。この様な症状がある場合は、    

「帰国者・接触者相談センター」もしくは「かかりつけ医や最寄りの医療機関」に問い合わせをする。 

 医療機関を受診する際には、受診方法を電話等で確認しマスクを着用してから受診する。      

なお各自治体により受診方法が異なるため、各自治体のホームページなどで確認をしておく。 

(3) 発熱や風邪症状を認める者の職場復帰 

 新型コロナウイルス感染症との診断に至らず解熱・症状が軽減した場合は、上記の「発熱や風邪 

症状を認める場合の基本的な考え方」を参考に対応を行う。なお「発熱や風邪症状を認める者の 

職場復帰の目安」を表 3 にまとめた。 

 

表 3 発熱や風邪症状を認める者の職場復帰の目安 

職場復帰の目安は、次の 1) および 2) の両方の条件を満たすこと 

1) 発症後に少なくても 8 日が経過している 

2) 薬剤*を服用していない状態で、解熱後および症状**消失後に少なくても３日が経過している 

*解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤   **咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢など 

8 日が経過している：発症日を 0 日として 8 日間のこと 

3 日が経過している：解熱日・症状消失日を 0 日として 3 日間のこと 

ヨーロッパ CDCの隔離解除基準の Mild suspected or confirmed COVID-19 cases（4/8）を参照した 

新型コロナウイルス感染症と診断された者の職場復帰は、本文 p16「感染者の職場復帰」を参照すること。 

事業所の消毒 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 平素からの環境の消毒 

 不特定多数が触れるドアノブ、手すり、エレベーターのボタンなどを定期的に消毒する。 

 不特定多数が利用するトイレ（床を含む）を定期的に消毒する。 

 消毒は最低でも 1 日１回行うこと（複数回の実施が望ましい）。 

 机や椅子、パソコン、電話機などは、退社直前に毎回各自で消毒することが望ましい。 

事業所の消毒に関する基本的な考え方 

 消毒前には中性洗剤等を用いて表面の汚れを落としておくこと。 

 アルコール消毒液（60％～95％）もしくは次亜塩素酸ナトリウム（0.05％）を用いる。 

 トイレの消毒については次亜塩素酸ナトリウム（0.1％）を用いる。 

 消毒は拭き取り（清拭）を基本とし、消毒剤の空間への噴霧は行わない。 

 適切な個人保護具（マスク、手袋、ガウン等）を用いること。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidance-discharge-and-ending-isolation-first%20update.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
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(2) 感染者が発生した時の消毒 

 保健所からの指示に従い事業者の責任で職場の消毒を実施する。 

 保健所からの指示が無い場合には、以下を参考にして消毒を行う。 

- 消毒の対象は感染者の最後の使用から 3日間以内の場所とする。 

- 消毒作業前には十分な換気を行うこと。また換気に必要な時間は諸機関により異なっている。 

 ヨーロッパ CDC は消毒作業前に最低 1時間の換気を推奨している 

 米国 CDC は消毒作業前に概ね 24時間の換気を推奨している 

- 消毒範囲の目安は、感染者の執務エリア（机・椅子など、少なくとも半径 2ｍ程度の範囲）、

またトイレ、喫煙室、休憩室や食堂などの使用があった場合は、該当エリアの消毒を行う。 

職域の感染予防対策 

(1) ソーシャルディスタンシング（人と人との物理的距離を保つこと） 

 人混みを避けたり、他人との距離を 2m 程度にするなど、物理的距離を保つことで感染予防対策を

行うことを、ソーシャルディスタンシングという。職域においては次の様な対策を実施する。        

また、できるだけ常時マスクを着用することで、会話による飛沫の発散を防ぐようにする。 

- 人が集まる休憩室や食堂等の利用を制限する。 

- 対面での業務（会議を含む）を制限し、Web 会議等を利用する。 

- 執務中には人と人の間隔を 2m 以上に保つ。 

- エレベーターの利用人数を制限し、利用中の会話は控える。 

- 事業所内研修・セミナー等は Web 会議等を利用、もしくは延期・中止する。 

- 懇親会や会食等の開催は延期もしくは中止する。 

(2) 「3 つの密」の防止 

 職域において「3 つの密」にならないような対策（環境整備・行動制限）を実施する。 

 「３つの密」が重ならない場合でも、リスクを低減させるため、出来る限り「ゼロ密」を目指す。 

 喫煙室は「3 つの密」の条件がそろいやすいので、喫煙室の使用は中止する。 

 職場以外においても「3 つの密」の条件がそろう場所（多人数での会食など）には近づかないこと。 

(3) フリーアドレスへの感染予防対策 

 フリーアドレス（個人専用のデスクはなく、自由に着席場所を選んで仕事をすること）を導入している

事業所では、万一、感染者が発生した際には接触者の把握が難しくなる。  

 他人との接触機会を減らすための対策として、フリーアドレスの禁止、従業員の執務場所      

（階やエリア）を限定することが望ましい。 

 フリーアドレスを継続する場合は、従業員が使用した机や立ち寄った場所を記録（行動履歴の記録）

して、接触者を常に把握できる状態にしておく。また使用した机等は使用者が都度消毒することが 

望ましい。 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9582-2019-ncov-02-qa.html
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-SARS_CoV_2-virus-Options-for-cleaning2020-03-26_0.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614802.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622211.pdf
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(4) 不特定多数の者と接する業務 

 不特定多数の者と接する業務とは、対面での接客を頻回に行う業務などが想定される。 

 「３つの密」の状況を避けるために、換気を徹底する、大声で会話をしない、人と人との距離をとる

（店舗等で列に並ぶ場合は 2m 距離をおく）などの対策を行う。 

 基本的な感染予防対策、すなわち手洗いもしくはアルコール消毒液（60％～95％）による    

手指  衛生を徹底し、十分な睡眠を取るなどの健康管理を心がける。 

(5) 汚染された場所の清掃業務 

 汚染された場所の清掃を行う業務とは、感染者の飛沫、唾液や排泄物等によって汚染された場所の

清掃を行うことなどが想定される。 

清掃時にウイルスが飛散し、鼻、口や粘膜などから体内に侵入することを防ぐため適切な個人保護具

（マスク、保護メガネ、手袋、ガウン等）を使用すること。個人保護具の着用および着脱方法、  

汚染物の廃棄方法への教育指導も要する。 

(6) 事業所内診療所の管理 

 体調不良の従業員が集中することで、診療所が感染拡大の原因となる可能性があるので、    

診療所の業務の縮小や閉鎖も含めた診療の在り方を十分に検討する。 

 継続的な診療を行っている受診者については、電話診療と薬の郵送等の活用を考慮すること。 

 体調不良者には出社しないように通知し、診療所の利用を制限することを従業員に周知すること。 

 医療従事者は標準予防策を遵守し、適切な感染予防体制（受診者のマスク着用、待合や動線を

分ける、受診者が一定の距離を保てるよう配慮するなど）を実行すること。 

 N95 マスクを使用する際には、事前にフィットテストを行ったうえで着用訓練をしておかないと、    

本来の性能を発揮できない。フィットテストについてはフィットテスト研究会の解説動画が参考になる。

また入手が困難であることにより、N95 マスクの例外的取扱いについて事務連絡が発令されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染者や濃厚接触者が発生した場合には、保健所等の指示に従い対応することが原則であるが、具体的な

指示が得られるまでに時間がかかることが懸念される。その様な事態に備え、事業者は独自に対応手順を  

定めておくことが重要となる。その際には感染者のプライバシーへの配慮が求められる。なお感染者が確認された

感染者および濃厚接触者への対応 

「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」の感染可能期間に接触した者のうち、一定の条件に該当する者

をいう。患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触があった者、手で触れることのできる距離（目安は

1m）で、必要な感染予防策なしで、患者（確定例）と 15 分以上の接触があった者などが該当する。 

また 5月 29日の事務連絡により、全ての「濃厚接触者」に対して PCR 検査を行うことが追加された。 

詳細については、新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領を参照すること。 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614802.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000635967.pdf
https://square.umin.ac.jp/fittest/video.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000621007.pdf?fbclid=IwAR2q463ZjsYxLIGQoWbWHoCmkPsAZlTuI8hwGbdAiKzMSx3CLCw21fBrUEI
https://www.mhlw.go.jp/content/000635400.pdf
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html
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場合は、診断した医師から医療機関を管轄する保健所に届け出が行われるが、実際には、感染者本人から 

事業者に連絡をする方が早いことが多い。そのため情報を得た事業者は（保健所からの指示を待たずに）  

事業所を管轄する保健所に連絡して、事前に指示を受けておくことが望ましい。また特定の人から多数に   

感染が拡大したと疑われる集団（クラスター）が、事業所で発生した事例も報告されている。そのため、   

事業所内で 多くの人が勤務する環境で感染者が発生した際には、二次感染、三次感染を防ぐことで、   

クラスター発生の連鎖を断ち切る ことが求められる。 

従業員が感染した場合 

(1) 保健所との連携 

 保健所との連絡対応者となる担当者をあらかじめ決めておく。 

 感染者が在籍する部署のフロアの見取り図（座席表）等を準備しておく。 

 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領で用いられている調査票（案）

等を利用し、職場内での接触者記録（感染者の発症前 2 日からの会議同席者、ランチや会食など

を共にした者など）を事前に準備しておくことが望ましい。 

 事業者の責任で職場の消毒を実施する。また感染者の執務エリアもしくは事業所の一時閉鎖などの

対応を検討する。ただし、一律に、部分的全体的施設閉鎖を実施すべきではない。 

(2) 医療機関との連携 

 感染が確認された従業員は、医療機関の指示に従い入院治療が必要になる。 

 国内蔓延期においては軽症の場合は、原則として入院ではなく宿泊施設もしくは自宅での療養を 

指示される。 

(3) 宿泊施設または自宅での療養 

 宿泊施設もしくは自宅での療養が選択できる場合は、宿泊施設での療養を推奨することを周知して

おくことが望ましい。 

 宿泊施設を利用することで家族（同居者）への感染リスクを回避すること、および容体急変への 

対応が円滑となる。また自宅療養を行う場合には、家族（同居者）は基本的には濃厚接触者に

当たるため、患者の自宅療養解除日から、さらに 14 日間の健康観察期間が求められることがある。 

(4) 感染した従業員の職場復帰 

「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おける新型コロナウイルス感染症患者の  

退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正）」（健感発 0612 第 1 号 6 月 12 日付）により、   

感染症法第 18 条基づく就業制限の解除の条件が大幅に緩和された。 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000599837.pdf
https://www.niid.go.jp/niid/ja/typhi-m/iasr-reference/2523-related-articles/related-articles-485/9756-485r03.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/nCoV_survey2004020.xlsx
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/nCoV_survey2004020.xlsx
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-01-200602.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000618525.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000625171.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000639691.pdf
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表 4 感染した従業員の職場復帰の目安 

職場復帰の目安は、次の 1）および 2）の両方の条件を満たすこと 

1) 発症後に少なくても 10 日が経過している 

2) 薬剤*を服用していない状態で、解熱後および症状**消失後に少なくても 72 時間が経過している 

*解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤  **咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢など 

症状が中等度以上だった場合や入院していた場合は、体力の低下などが懸念されるので、主治医と相談の

うえ職場復帰を行うこと。なお復帰後１週間程度は、毎日の健康観察、マスクの着用、他人との距離を2ｍ  

程度に保つなどの感染予防対策を徹底し、体調不良を認める際には出社はさせないこと。 

従業員が濃厚接触者と判断された場合 

(1) 保健所が実施する積極的疫学調査により、従業員が濃厚接触者と判断された場合は、事業所の   

管轄の保健所の指示に従い感染防止の措置を講じること。 

(2) 事業者は従業員に関する情報（氏名、年齢、住所、電話番号、職場座席表、行動履歴、会議や  

会食の同席者など）を保健所に提供する。 

(3) 全ての濃厚接触者を検査対象として PCR 検査（初期スクリーニング）が行われる。検査結果が   

陰性だった場合でも、「患者（確定例）」の感染可能期間の最終曝露日から 14 日間の健康観察が 

指示される。 

(4) 感染者が自宅療養を行う場合には、その家族（同居者）は基本的には濃厚接触者に当たるため、  

患者の自宅療養解除日から、さらに 14 日間の健康観察期間が求められることがある。 

(5) 事業者が独自の判断で、濃厚接触者や濃厚接触者以外の者に自宅待機などを指示したり、健康観察

期間を延長する場合には、感染症法、労働基準法、労働安全衛生法や就業規則等に基づいた    

対応を行うこと。 

(6) 積極的疫学調査で濃厚接触者と判断されなかった従業員が、不安を理由に検査を希望する場合には、

検査が可能な医療機関で原則、自費にて検査を受けることができる（本文ｐ19 参照）。 

感染した従業員の職場復帰の基本的な考え方 

 主治医などからのアドバイスに従い、体調を確認しながら職場へ復帰をさせる。 

 退院（自宅療養・宿泊療養の解除を含む）後の PCR 検査の陽性が持続する場合がある。 

 PCR 検査が陽性であることが「感染性がある」ことを意味するわけではない。 

 感染力は発症数日前から発症直後が最も高いと考えられている。（文献 1、文献 2、文献 3） 

 発症後 7 日間程度で感染性が急激に低下する（文献 1） 

 職場復帰時に医療機関に「陰性証明書や治癒証明書」の発行を求めてはならない。 

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200529.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000609163.pdf
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5.pdf
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/09/science.abb6936
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2765641
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-6
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外務省は感染症危険情報のレベル３（渡航禁止勧告）を 140 カ国以上に発出している（7 月 21 日  

時点）。また日本から海外への渡航者に対して入国制限措置及び入国後の行動制限が行われており、  

業務目的の海外渡航は困難な状況である。なお、日本政府は海外の国々との経済活動の回復を図るため、

一般の国際間の往来とは別に、ビジネスを目的とした渡航を段階的に可能とする対応（国際的な人の往来再

開に向けた段階的措置）を進めている。PCR 検査証明や隔離措置等の対応を追加することで、対象国 

（流行が抑えられていることが前提）との間に限りビジネス渡航の例外的な出入国を順次実施することになった。

日本渡航医学会のホームページで、ビジネス渡航者向けの PCR 検査に関する Q&A、PCR 検査および    

証明書の発行が可能な医療施設のリストが公開されている。また経済産業省は厚生労働省と連携して、  

独自の医療施設リストを作成し出国者 PCR予約センターの 創設を計画している。 

(1) 海外への出張者への対応 

 渡航先で行動制限を受けたり、出国が困難となる事態を防ぐため、不急の渡航は自粛が望ましい。 

 一部の国において、航空機への搭乗・入国の際に「健康証明書（非感染証明書）」が求められて

いるため、国内の医療機関との連携を図り、円滑に入国できるよう準備を進めておく必要がある。  

また渡航先の入国に関する条件を大使館等を通じて確認しておくこと。 

(2) 海外からの帰国者・入国者への対応 

 水際対策強化にかかる追加措置に基づき、全ての国・地域からの帰国者・入国者に対し検疫所長

の指定する場所（自宅など）で、入国の次の日から起算して 14 日間待機が必要である。 

 空港等からの移動も含め公共交通機関の使用はできず、入国後に待機する滞在先と空港から  

移動する手段について検疫所への登録が義務つけられる。 

 上記に加えて、入国した日の過去 14 日以内に「入国拒否対象地域」に滞在歴のある者は、   

全員に PCR 検査あるいは抗原検査が行われる。さらに保健所等による定期的な健康確認の   

対象となり、検査結果が陰性でも自宅等で不要不急の外出を避け待機することが要請される。 

(3) 海外駐在員への対応 

 事前に情報ネットワークを確立しておく。「たびレジ」や「オンライン在留届」に事前に登録しておくこと。 

 日本からの入国制限のある国・地域へ海外駐在員として赴任する場合には、入国後 14 日間の  

隔離など行動制限が求められることを事前に説明をしておく。 

 現地の感染症指定医療機関をあらかじめ確認しておくこと。感染した場合は、現地の指定医療機関

に搬送・隔離されることも想定されるため、外部との通信手段（携帯電話および充電器）を    

常に携帯すること。 

 現地に残留する場合や退避が困難な場合を想定した対策を作成し、国内の対策を踏襲して、  

事業継続計画（BCP: Business Continuity Plan)の発動をする。 

出張者および駐在員への対応 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0721.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200727004/20200727004-3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
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 駐在員の健康面でのサポート体制（慢性疾患の薬剤入手、健康相談窓口など）を構築して   

おくこと。慢性疾患治療薬（高血圧、糖尿病など）の入手が難しくなる場合の相談や、外出制限の   

長期化による健康相談（メンタル相談含む）に対して、相談窓口の設置を駐在員に周知しておく。 

 日本と同水準の医療を受けることが困難になる場合、国外への退避を含めた対応を検討しておく。

特に慢性疾患を持っている者の中でハイリスク者（リンク先p9）に対しては、早期に日本へ退避す

ることを推奨する。  

 

 

在宅勤務が長期化することで、帰属感や安心感を保つことが難しいと感じる従業員も少なくないと思われる。 

また個人により程度の差はあるものの「孤独感」や「仕事のやりにくさ」を感じることは否めない。在宅勤務を   

快適に行うためには、ハード面での整備に加えてソフト面の対策を求められる。表 5 に在宅勤務のメリットと  

デメリットの例を示した。 

在宅勤務への工夫 

(1) 業務とプライベートの切り分け 

 業務の開始と終わりを、勤務開始時と終了時に上司に連絡する。 

 昼休みは自宅ではなく、軽く散歩など外出の機会に充てる。 

 オフィス勤務時と同様に毎朝の身支度や身繕いはきちんと行う。 

 緊急時を除き、勤務時間以外のメールや連絡は控えるようにする。 

(2) コミュニケーション方法の検討 

 電話会議や Web 会議ツールを利用した積極的なコミュニケーションを推奨する。 

 1 日１回は時間を決めて音声や画像を介した打ち合わせを行う。 

(3) 在宅勤務の限界を理解する 

 在宅勤務のデメリットに留意しつつ、そのメリットを周囲の者と共有すること。 

 在宅勤務に対しては、オフォス勤務時と全く同じレベルのアウトプットを求めない。 

 在宅勤務で効果を上げるための方法をチーム間で常に考え実行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅勤務時の健康管理 

https://www.mhlw.go.jp/content/000650160.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01603.html


 

 19 

表 5 在宅勤務のメリットとデメリットの例 

 従業員 事業者 

メ
リ
ッ
ト 

ワークライフバランスの向上 

通勤がなく時間的・身体的負荷の軽減 

業務に集中できる環境の確保 

育児や介護との両立 

従業員の感染リスクの低減 

労働生産性の向上 

オフィス関連コストの削減 

人間関係のトラブルの低下 

デ
メ
リ
ッ
ト 

仕事とプライベートの区別が困難 

帰属意識の低下 

モチベーションの維持が困難 

運動不足や睡眠リズムの乱れが起こりやすい 

労務管理が困難 

双方向の意思疎通の低下 

情報漏洩のリスクの増大 

教育育成・業務評価が困難 

 

 

新型コロナウイルスの罹患者に治癒後の陰性証明書を求めないことは既に記載しているが、職域において、  

イベントへの参加の際、国内での出張や転勤時、施設などへの入所時などで、陰性証明書の提示を求められる

ケースが増えている。新型コロナウイルスへの感染を調べる検査の中では PCR 検査が最も感度が高いが、その 

感度は高くても 80％程度と考えられている。これは感染者が 100 人いた時に、検査により 80 人が陽性と判定

され 20 人は陰性と判断され感染が見逃されることに等しい。すなわち検査証明を受取った時点で「感染して 

いない」ことを確実に保証することはできない。この様な背景を考慮したうえで、職域における陰性証明書の  

取り扱いに関する注意すべき点を表 6 にまとめた。なお、ビジネス渡航目的など健常者（濃厚接触者を除く）

に検査を実施する場合は、原則的に自費診療となる。 

 

表 6 陰性証明書の取り扱いに関する注意点 

目的 検査の適用 備考 

ビジネス   

渡航 
○ 

政府間の取り決めである。出国前に鼻咽頭拭い液による PCR 検査が求められ

ることが多い、検査法の詳細は各国の在日大使館などで確認すること。 

治癒証明 × 

感染後 1 週間程で感染性は急激に低下するため、陰性証明書を発行する 

医学的妥当性は乏しく、かつ医療機関に過度な負担を強いる事になるため、 

罹患者に対しては陰性証明書の提出を求めてはならない。 

その他 △ 医学的妥当性と社会的ニーズを考慮して、ケースバイケースで対応する。 

備考 

 検査を提供している医療機関で自費診療で検査を受ける。保健所では陰性証明書のための

検査は実施していない。 

 海外からの日本への入国時の PCR 検査は唾液採取で行われるようになった。 

 事業所内診療所での検査を検討する場合には、「陽性者がでた場合の対応」や「偽陰性や

偽陽性があること」を十分に議論しておく必要がある。 

職域における陰性証明書について 


