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広域緊急災害医療は、厳しい時間的制約の中で傷病者を判定し、重傷者と軽傷者を選別する意思決定を

行い、広域多方面の医療資源を総動員して組織化し、トリアージ、搬送、治療の各医療モジュールの正確

な情報伝達と活動を調整・指揮統括する。広域災害医療を、傷病者の生命危機がまだ芽の段階でシグナル

を察知し、防ぎ得る外傷死を阻止する事業継続性に優れたプロセスとして捉え、災害医療システムの構築

に必要な自律分散型の調整、指揮統括の仕組みから見た、事業継続に優れたマインドのあり方を論究する。 
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1．はじめに 

 

首都直下型の巨大地震やテロ等の災害事故(Major 

Incident)では、広域緊急医療の成否が、医療システム

の自律的で迅速な運用に強くかかるという点で、平常

時とは大きく異なる事が知られている。災害医療を必

要とする被災地では、傷病者が大量に発生し、医療の

収容能力をはるかに超え、さらに被害が拡大する危険

性を胚胎している［1］。大災害に遭遇した場合にも、

医療を確実に継続できるBCP（運用継続計画）の整備

は、安全安心な社会の構築と国家経済を支える人的資

源の確保にとり、死活的に重要な問題となる。 

災害医療支援方式の世界標準ともいえる英国の

MIMMS (大事故災害への医療管理支援：Major Incident 

Medical Management and Support)では、自然災害、大事

故、テロ攻撃などあらゆるハザードを想定し、医療資

源の損害を最小限に止め、中核となる医療プロセスの

継続と早期復旧を目標に、平常時の活動と緊急時の調

整・指揮統括技法を設定し、いかなるインシデントに

も対応可能なように構成されている。 

そこでは、第 1 に被災現場を正確に評価(Assessment)

し、安全(Safety)を確保して、トリアージ(Triage：重軽

傷のふるい分けと緊急度に応じた並び替え)を行う。第

2 に傷病者搬送(Transport)と病院の治療(Treatment)を行

う中核の３Ｔ医療システムを特定する。第 3 に指揮情

報伝達(Command & Communication)を含む CSCATTT

の全過程が、目標時間内に優先して継続・復旧すべき

災害医療プロセスとして構築される。 

その結果、(1)緊急時の時間と医療資源の厳しい制約

の中で、トリアージより提供可能な医療サービスのレ

ベルに応じ、傷病者は緊急群と非緊急群に選別される。 

(2)災害拠点病院等の医療施設とその能力の代替案に

応じ、搬送、治療に携わる派遣医療チーム及び病院に

情報を伝達し、活動が割当てられる。(3)重篤の傷病者

に対しては、限られた医療資源を集中する高度集約型

の医療システムを準備し、大量に発生する軽傷者に対

しては、標準治療を効率よく行う医療システムを速や

かに整備し、医療継続についてのコミュケーションが

とられる[2]。 

大規模災害では、自治体、医療機関、消防、警察、

自衛隊、あるいは民間の災害医療派遣チーム DMAT 

(Disaster Medical Assistance Team)などの多くの組織が

関与し、非常に複雑なオペレーションが展開される。

米国 FEMA の多機関協働調整システム(MACS：

Multi-Agency Coordination System)[3]に見られるように、

地域の災害支援活動に大きな影響を与える調整統括機

構は、大規模災害の破壊的影響を早期に阻止し、国や

自治体など関係機関の円滑な協働を可能にする。そこ

では、被災状況の共通の知識情報基盤(Awareness)と、

関係各機関の自律的コラボレーションから生まれるセ

ンスメーキング(Sense making：今何が起こっているか

の体験を、関係者が互いに理解可能な被災観に転換し

共有すること)が、広域災害緊急医療活動を成功させる

重要な鍵となる[4]。 

本研究は、災害医療組織の母体となる救急医療セン

ターを、極めて過酷な負荷の大きい環境でシステムを

運用しながら、障害や事故を極低率に抑制し、オペレ

ーションを継続して遂行出来る、航空管制システム、



  
原子力発電所、原子力空母など、事業継続性に優れた

マインドを備えた高信頼性組織（High Reliability 

Organization）として捉え[4]、英国のMIMMS を参考に、

災害医療システムの調整、指揮統括技法と医療継続と

の関係を論究する。特に、国家危機管理に貢献する高信

頼性組織の最大の資産とも云える、事業継続性に優れた

マインドのあり方を明らかにすることを目的とする。 

 

２． 災害医療プロセスの継続 

 

広域緊急災害医療システムで重要なことは、傷病者

が適切な病院で確定的治療を受けられるよう、継続的

な医療プロセスの意思決定サイクルの流れと、最速の

組織行動を創り出す点にあり、これが円滑にゆくこと

で救命率は大きく向上する。図 1 に示すように、３Ｔ

の流れを構成するモジュールを機能連結的に見るなら

ば、被災現場での捜索救助、現場救護所での Triage、

医療搬送拠点(SCU：Staging Care Unit)での安定化と航

空機内のケアーを行う医療搬送、病院での確定的な治

療を行う Treatment の３つのモジュールからなるサブ

システムで構成され、災害医療派遣チームは各モジュ

ールに増強される。ここで各モジュール間の活動を調

整する組織ルーチンとして[5]、現場のトリアージでは、

救出された傷病者の内、早期に治療を要する者の選別

を行い、緊急及び非緊急（緑、黒）に区分し、さらに

重症者を緊急（赤）と待機可能（黄）に分け、４段階

に識別する[6]。   

緊急度により、医療コーディネータが傷病者と適切

な医療機関を結びつけ、広域に散在する搬送先病院を

決定する。広域災害医療のプロセスの中で、医療搬送

は、時間的な変動要素のリスクが最も高く、航空輸送

（気圧､G、震動、騒音）の負荷が傷病者及び医療行為

に加わる。また地理的条件や交通条件あるいは天候・

気象等の搬送の限界や、移動中の通信状況の混乱等の

技術的要素も影響し、搬送以降の状況は、後方遠距離

になればなるほど把握が困難になる[7]。 

従って、搬送手段、経路、拠点病院のデータを正確

に把握し、治療機関の収容能力、SCU 待機と広域搬送

に要する時間を考慮し、搬送の適否を総合的に判定す

る決断が求められる。 

最も重要な確定的治療を行う病院の Treatment の機

能は、緊急時に実効性の高い理学的検査を行う Primary 

Survey、精密な解剖学的検査を行う Secondary Survey、

様々な専門医療が高度に集約された手術等の根本治療

から構成される。災害時には病院の電気・ガス・水道

等のライフラインの寸断、道路、通信の大幅な損壊が

予想されるため、傷病者を迅速に救急診療部門や検査

部門に搬送するだけでなく、傷病者のトラッキングデ

ータなどの制御情報を、可能な限り先行的に搬送部門、

救急診療部門、検査部門に提供するシステムが求めら

れる。 

実際、トリアージでは、専門医が傷病者の脈拍、血

圧、呼吸等のバイタルサインの監視と共に、災害の規

模と種類、傷病者の総数、被災現場から拠点病院まで

の距離、搬送経路の事情を勘案し、受け入れ先病院の、

検査・手術能力や収容能力等の制約を掴んで治療優先

順位が決定される。災害医療プロセスの調整統括の基

礎となるトリアージは、限られた医療資源の中で、救命

の可能性のある重篤の傷病者を選別し、医療を継続させ、

救命に最大の効果を上げるための技術である。このため、

災害医療組織は、救急活動の情報伝達とそれに基づく行

動の統一した解釈と一定の基準を整え、災害医療プロセ

スの調整・指揮統括技法の基盤となる、トリアージの色

区分を通じて、共通の表現、理解、行動を結びつける、

特別な社会的情報構造を備えている[8]。 

 

３．災害医療プロセスの調整、指揮統括の定式化 

 

災害急性期には、重篤な傷病者に対する希少な医療

資源の割当と搬送、緊急治療の計画が意思決定の中心

問題になる。不確実な情報と評価すべき傷病者の変数

の組合せ数が急増する中で、通常、効率的な解の探索

は困難を極める。ここでは、トリアージを基礎とする

医療プロセスの調整、指揮統括の構造を、n 人の傷病

者傷病者の予測死亡率 F j(tj)の総和 F{tj}＝ΣFj(tj)を目

図 1 災害医療の基本プロセス 

  



的関数として、これを最小化する治療優先順位を決定

する組合せ問題として定式化する。 

tj  ：ｊ番目の傷病者のトリアージ開始時間 

pj  ：ｊ番目の傷病者のトリアージ時間(一定：=p） 

{λj}： j 番目の傷病者( j=1…ｎ)の Lagrange乗数 

目的関数：F{tj}＝ΣFj(tj)  (jN , N={1,2,3,…ｎ} )  (1)                             

制約条件： (tj+ pj)≦tj+1           ( ∀jN )     (2) 

(ti+ pi) ≦ tk)∨(tk+ pk ≦ ti)  (i≠k, (∀i,kN) )  (3) 

             tj≧0         (∀jN)        (4) 

求められる意思決定の問題は、制約条件式(2)(3)(4)

と、かつ傷病者ｊN の評価待ち時間 h{tj} =Σ(tj,+ pj – 

tj+1 ）≦０の制約条件を満たし、全傷病者の予測死亡率

の総和F{tj}＝ΣFj(tj)を最小化する治療優先順位C={tj}

を求める、社会的最適解を得る問題、式(5)に帰着する。 

Min｛ F{tj}｜h(C)≦０｝     (5) 

非線形計画問題式(5)に対して、式(6)で定義される

Lagrange 関数Ｌの局所最適解を Co とするならば、

KKT(Karush-Kuhn-Tucker)条件、式(7)を満たすλj が存

在する[9]。 

L  =  
Nj

Fj (tj) +
Mj

{λj (tj-1 + pj-1 – tj)}   (6) 

(N={1,2,3,…ｎ} , M={1,2,3,…ｎ+1} , to =po = 0) 

 

∇･L = 
Nj

∇･Fj (tj)＋
Mj

∇･(λj(tj-1+pj-1―tj)) = 0  (7) 

(λj≧0，(tj-1+pj-1―tj)≦0，λj (tj-1+pj-1―tj)=0) 

                

式(7)を解くことにより、局所的最適解 Co では、

Lagrange乗数λjに式(8)の関係が成立する。 

λj ＝
tj

Fj



 ＋λj+1 (jN , N={1,2,3,…ｎ} )   (8)    

式(6)のλj に関係式(8)を代入し、ｊ番目の傷病者の評

価に必要な時間を標準単位時間 pj=1 とすると、式(9)

を得る。 

Ｌ ＝ 
Nj tj

Fj




(ｊ) + 

Mj

tj  (
tj

tjFj )( －
tj

Fj




）   (9)    

式(9)の第２項は、Fj(tj) が凸関数であることから、任

意のｊ(∀jN , N={1,2,3,…ｎ} ) について負(≦0)とな

る。また第１項は、傷病者の治療優先順位の配列の中

で、時間的に後方に配置された傷病者ほど、傷病の緊

急度の重み付け (j) が大きく影響する。従って、時間

軸上の値の遠方から緊急度の最も低い傷病者を配置す

ることで、急速にＬを低下させるふるい分けを行い、 

 

社会的な最適解に至る探索空間を大幅に絞り込むこと

が可能になる。また第２項は、常に負(≦0)であること

から、さらに並び替えを行い、予測死亡率の総和ΣFj(tj) 

を極小化する余地を意味する。 

ここで広い症候学的知識と、十分な臨床経験を有す

る救急専門医が、傷病による死の危機がまだ芽の段階

で微弱なシグナル
tj

Fj



 を察知し、僅かな兆候から重要

な意味合いを察知して、防ぎ得る外傷死（Preventable 

Trauma Death）[10]を未然に阻止するトリアージを前提

に、離散化した予測死亡率関数 Fj(k)を用いてLagrange

関数Ｌを最小化する治療優先順位の決定を行う[11]。 

メタ戦略[12]として、(1)過去の傷病者(n－1)人の探索

の履歴を利用し、新たな n 人の傷病者からなる治療優

先順位として関数Ｌを最小化する解 C(n)を生成する。

(2) 生成した解C(n)を評価し、次の(n+1)人の優先順位

の解 C(n+1)の探索に必要な情報を取り出す。任意の n

人(n≦N )について(1)(2)を反復する枠組みを使用した

数値例を図 2 に示す。 

 

４．災害医療と事業継続のマインドセット 

 

災害医療プロセスは、重篤の傷病者に残された少な

い時間で、確実に医療を継続出来る、高い信頼性が求

められる。そのため常続的に情報を収集し、傷病者の

位置とバイタルサインを精確に追跡監視する搬送制御

を行う。不測の事態が多発する被災環境では、搬送計

画は乱れがちであり、受け入れ先病院の緊急事態の発

生など、過酷な制約条件の変動にシステムが素早く対

応し医療を持続させる、変化に強いシステムが求めら

れる[13]。また一度システムが立ち上がれば、休むこ

となく24時間運用され、運用を継続しながら被災状況

に合わせて、プロセスを臨機に構成できる段階的な拡

張性が求められる。 

図 2 傷病者の治療優先順位の決定 

  



 

災害医療では、対策本部等の中枢から指示を受ける

ことなくプロセスを自律的に構成し運用することが、

医療継続のキーポイントとなる。その結果、絶えず環

境に適合しながら医療を継続する、robustな自律分散

型システムが求められる[14]。自律的運用に着目する

理由は、急性期の災害医療が孤立した医療組織の集合

体からなり、大規模災害への耐性を考えた場合、常に

順調に稼働するサブシステムだけを前提にする事が出

来ない点にある。自律性の概念は、様々な状態のサブ

システムを含みながら、運用を継続する広域災害医療

の要求と合致する。そこでは、各医療モジュールがそ

れぞれ独立した状態で作業し、その場の状況に応じて

即興的対応を行いながら、全体としてまとまった破綻

のないプロセス処理を継続する。 

自律分散型の災害医療システムがこのような要件に

優れているのは (1) 自律的制御性：他のいかなる医療

モジュールが機能不全であってもそれ以外の医療モジ

ュールは原則的に影響を受けず、自己完結的に運用を

継続する (2) 自律的協調性：他のモジュールが機能不

全であっても、残余のモジュールが、相互に各々の目

的を充たしながら協調する (3) 自律的機能性：災害医

療のシステム内に、機能変更・拡張、不調の各モジュ

ールが常在する前提に立ち、どの程度の機能があれば、

時々の医療の総需要を満たし、医療を継続出来るかを

重視した段階的な運用を行う、３つの特性による[15]。 

重要なことは、システムの深層に、不測の事態を未

だ芽の段階（軽微なインシデントの段階）で察知し、

拡大を防ぐ体制が敷かれている点にある。拡大防止が

困難な場合には、抑制に力を注ぎ、抑制が効かないと

きには、システム機能の復元力を活用し速やかに復旧

を図る、人的資源ベースの「マインド」が運用継続性

を担保している点にある[16]。 

実際、救急医療は医の原点として、かつ全ての国民

が生命保持の最終的な拠り所としている、根源的な医

療として位置付けられている[17]。災害時には、俊敏

な意思決定と生命の危機管理が必須となる。特にトリ

アージと搬送を含む病院前救護は、救急医療の際だっ

た特徴であり、傷病者の生死を左右する極めて重要な

領域となる。重篤の傷病者が搬入されれば、拠点病院

は一転して戦場に化す。災害医療では、現在の状況で、

何が問題なのか、どのような対処策があるのか、妥当

と思われる解釈を、絶えず継続的に更新し、深めよう

とする、次のマインドセットがフルに働いている。 

(1) 失敗の微弱なシグナルを見逃さない 

医療プロセスの破綻の僅かな徴候は、医療の極めて

複雑な社会技術的システムの深部を覗き見る窓になる。

失敗の因果関係の連鎖は長くシステムの深層部にまで

達する。失敗の徴候は、かなりの時間システム内に隠

れ、やがて局所的誘発要因と結合されシステムの防御

層を破る。 

救急医療組織は、システムの僅かな不具合、事故発

生前から存在していながら、その悪影響が表面化して

いない些細な兆候を深刻にうけとめ、そこから学ぶ能

力が極めて高い点が挙げられる。「組織が知らないこ

とは何か、組織には見えない」という経験則に基づき、

自己の組織とその環境の真の姿を徹底的に追求する。

そのため些細な失敗に対して組織は強く反応する。そ

して未だ、問題が深刻化しない初期の段階で、その微

弱なシグナルの重要な意味を認知する。 

間一髪の成功や、長期間の安定的運用という成功の

影に隠された、通常からの僅かの逸脱こそ、ハイステ

ークス（突発的）な医療環境の最も危険な潜在的危機

のシグナルとして捉えられる。医療組織は、誤った仮

説を認め、意思決定を修正する能力は有能であり、弱

さのしるしではないことを理解している。 

(2) 単純化を許さない 

サービス・ドミナント[18]な医療システムは、人間

の行動と、組織の複雑な基盤が相互作用する独自性が

ある。人間が環境の変化を予想する場合、状況を単純

化して解釈しがちであり、予想しないものを無視する

傾向に強い警戒心を抱き、状況に迎合した単純化を許

さない。複雑な事象を広く深く理解するためには、多

様な概念が必要であり、知識を得るたびに新たな疑問

が生まれることを組織として理解している。 

特に救急医療は横断的なチーム医療であり、多様な

経験を有する部門横断の人的ネットワークとそのイン
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ターラクションから問題の微妙な意味合いを補足し、

的確な治療戦略に基づく一貫した治療方針とチーム能

力の結集が可能な、組織の複雑な内部イメージを共有

している。 

 (3) オペレーションの現場を重視する 

医療価値の創造が行われる現場を極めて重視する。

組織行動の成功の鍵は、最新の運用の常続的把握にあ

り、僅かなオペレーションの滞りにも組織全体が注意

を集中する。なぜならば、現場のオペレーションを重

視することと、現場の人間関係は密接不可分の関係に

あり、人間関係が破綻している組織では、緊急時に、

システムが有効に機能するために必要な、深い知識を

手に入れることは期待できない。率直な発言を封じ込

めるような雰囲気が現場を支配し、オペレーションで

生起しつつある問題の兆候が中枢部に伝わらなければ、

システムの全体像は把握出来ず、実際に現場で行われ

ているオペレーションが、トップが考えている事と全

く違うような状況が出現する。人と人の間で生起して

いることを理解せずに、現場のオペレーションの問題

がどうして理解出来るだろうか。 

このため医療組織では、円滑なコミュニケーション

から全体像を常時、認知できる仕組みを確立し、頻繁

なインターラクションの中で見過ごされていた、現場

の複雑な相互依存作用の理解を深める努力が行われる。

部門間の調整に不可欠な、人間関係の信用と信頼に基

づくチームワークにより、高品質で安全な医療を提供

する。その結果、過失が重なる事で、思いもかけない

相互作用が生じる危険性を減らし、危機と不測事態へ

の対処を、真に有効で柔軟なものにしている。 

(4) 考えながら行動し、考えるために行動する  

 組織はそれでも時に失敗を覚悟し、過去、不意をつ

かれた経験を基に、足りない部分を復旧能力により補

う創発型の戦略をとる。実際、重篤な急性病態とクリ

ティカル・ケアの両方に精通した救急専門医を核とす

る診療チーム（救急科、外傷外科、集中治療科、麻酔

科等）は、診療中に突然状況が急変し、診療行為が例

外的な最悪の事態に変化しうることを予期する[19]。  

その根底には、本来、危機の予測こそ困難であり、

解決法を事前に知ることには限界があり、危機が発生

した段階では、最早、危機を予測し対処するのとは、

抜本的に異なる方法を必要とする、防止(Prevention)よ

りも緩和(Reduction)を重視する姿勢がある。 

プロセスに問題が発生するとスタッフは頻繁にコミ

ュニケーションをとり、他部門の解釈を質問し、互い

に提案する対策の危険性を確認する。臨機のインター

ラクションを通じて、危機対策とシステムへの影響の

仮説が構築され。予測よりも事態緩和を優先し、プロ

セスに異常が発見されれば、原因究明を待たずに復旧

が行われる。その結果、迅速な意思決定が要求される

にもかかわらず、思慮深い行動を生み出す「考えなが

ら行動し、深く考えるために行動する」意思決定のサ

イクルが確立される。問題解決に向けた高度の専門技

術・知識により即興的対応が取り入れられる。問題に

気付く能力を保持しながら、多様な選択が可能となり、

自由度の高い臨床状態を常に追求する余地を生み出す。 

 (5) 高度な専門家の決定を尊重する 

突発的な被災環境の急性期医療では、思考に費やす

ことの出来る時間は不足し、不十分な行動は医療プロ

セスに重大な支障を与える。このため専門的知識が尊

重され多様性が重視される。直面する問題の専門的解

決策をもつ人物が意思決定の重要な役割を担い、階層

性と専門性の両要素を結合したポジションに決定権が

移行する。 

特に不測事態が発生し、プロセスのリズムが乱れた

時には、問題解決と能力発見に向け、組織の階層的制

約を微妙に緩め、決定者の選定を弾力的に行い、その

内容に最も適合した高度な専門家やチームに意思決定

が委ねられる。問題解決に自由裁量を与えられた者は、

自らの周囲に精巧な独自の認知メカニズムを作り上げ

対処し、意思決定の妥当性は、緊急の要求を満たすそ

の能力により評価される。 

 

５． おわりに 

 

今日の大規模災害の環境を乗り切る、最新の危機管

理システムでは、BCP を維持して被害局限を図り、複

雑な社会構造を波状伝播する２次被害を最小限に抑え

る事が強く求められる[20]。このように大きく複雑な

現象を捉えるには、広くかつ複雑な考え方が必要とな

る。不意を突かれたと悟った直後が、知らなかったこ

とを発見する数少ないチャンスとなる。 

災害医療プロセスの調整、指揮・統括の研究から明

らかとなる組織問題の核心は、複数の自律的で強力な、

３Ｔプロセスを中心に協働連携する医療チームの保持

に尽きる。この解決のための基本的な鍵は、危機の見

方の修正を頻繁に行い、何を以て危険と見なすか定義

を絶えず更新し、些細な失敗や成功のかげに潜む罠を、

事前に察知するチームのマインドにある。 



一つは、平常時、予想に反して生起した些細なイン

シデントの知識を蓄積するのではあるが、その規模が

未だ小さい芽の段階で危機を察知する能力。予想と違

っているという事実、その意味するところを理解し、

最も効果的な解決策を執行する分権と、局所での対応

の調整や学習を共有する集権とが平行して行われる。 

他の一つは、学習する組織の基礎を、人間と組織の

相互作用におき、チームが共同して状況掌握に当たり

変化を学習する能力。それは、個人の学習を遥かに超

えるものであり、各人の認知能力が統合され、互いに

補完し合う形で、チーム内のどの単位の個人よりも賢

明な「システム」が創り上げられている。 
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