About holding the Global QA Conference
in light of the possible impact of Novel Coronavirus

Dear Colleagues,
The Coronavirus has been spreading rapidly inside and outside China for the last few weeks, although
the vast majority of cases outside China stem from a travel history to Wuhan.
In response to this situation, WHO declared a Public Health Emergency of International Concern over
the global outbreak of Novel Coronavirus. On the other hand, WHO also indicated that they do not
recommend trade and travel restrictions. They also stated that we should support the countries with a
weaker health system, develop a vaccine, anti-viral treatments, diagnostic methods, prevent reputational
damage, and share the correct information with each other.
The Japanese Government has started to ban entry of foreigners who have stayed in Hubei within the
last 14 days and/or have a Chinese passport issued in Hubei, unless the circumstances are exceptional.
Under these circumstances, the Japan Society of Quality Assurance (JSQA) considered the pros and
cons of holding the Global QA Conference, and most importantly, the safety of the participants.
Because the opinion of the Japanese Cabinet Secretariat, is that Coronavirus infection has not broken
out in Japan at the moment, we have finally decided that we will hold the conference in Sendai from
17 -20 February, 2020 as scheduled.
We will update the latest information and any decision caused by changes in the situation to our official
website.
Thank you for your consideration.
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新型コロナウィルスの影響による第 6 回グローバル QA 会議の開催について

2019 年 12 月、中華人民共和国湖北省武漢市において発生した新型コロナウィルス関連肺炎の
この数週間の感染拡大を受けて、WHO は「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言
しました。そして、貿易や人の移動を制限することは勧告しないとしたうえで、医療態勢がぜい
弱な国を支援すること、ワクチンや治療法、それに診断方法の開発の促進、風評や誤った情報が
拡散することへの対策、データの共有などを行うべきだとの見解を示しました。
日本政府の対応として、当面の間、14 日以内に湖北省における滞在歴のある外国人、湖北省発
行の中国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、症状の有無にかかわらず、
その入国を拒否する運用を開始しました。
これらの状況を踏まえ、日本 QA 研究会では第 6 回グローバル QA 会議開催の可否について慎
重に検討いたしましたが、内閣官房から発表されておりますとおり、新型コロナウィルス感染症
が現時点で我が国において流行が認められている状況ではないことを鑑み、予定どおり 2020 年 2
月 17 日（月）～20 日（木）の期間、仙台国際センターにおいてグローバル QA 会議を開催いた
します。
今後の状況変化に伴う対策、決定等につきましては、速やかにグローバル会議の公式 Web サイ
トにてご案内させていただきます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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