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１．はじめに 

 

 今日、地球規模の異常気象と大規模震災、食糧・エ

ネルギー危機などの自然災害ばかりでなく、国際テロ、

NBC被害、感染症の拡大による国際社会機能の麻痺、

弾道ミサイルの拡散による脅威が深刻な問題となり

（Shindo, 2008c：129-130)。国家としてフルスペクト

ラムの多様なIncident（混合型の脅威）に迅速に対応

しうる、ハイブリッドな危機管理体制の構築が喫緊の

課題となっている(Hoffman, 2007：28-29)。 

従来の危機管理が前提とした、危機と環境の基本的

な考え方には、危機的状況が複雑であっても、そこに

一定の予測可能性と秩序の存在を仮定していた。しか

し、ポスト9.11の冷厳な事実に現れたように、社会の

因果関係は絶え間なく変化し、重層化したフラットな

国際社会（Fukuyama, 2006：168, 訳191）は流動化し 

 

て、もはや個人の直感、経験、知性のみでは乗り切れ

ない時期に来ている。特に、今日の危険や脅威が複雑

化し、安全安心が強く求められる「人々が自分では気

付かないものの、様々な影響下にある(Cynefin）」グ

ローバルな都市型社会では、危機を見極める洞察力、

複雑さと矛盾を許容する認知枠組みなど、21世紀の危

機管理に必要な意思決定の方法論が求められている

（Snowden and Boone, 2007：訳108-119）。 

とりわけ巨大地震発生時やテロ、大事故などの緊急

時の危機管理は、災害医療システムの迅速な運用に強

くかかる点で、平時とは大きく異なることが報告され

ている(Advanced Life Support Group，2003：訳4-15)。

災害医療が必要な環境は、被災者が大量に発生し安否

が不明で、被災地における傷病者が、近隣の医療機関

の収容能力をはるかに超える本質的な特徴を有する。

特に錯誤と混乱が渦巻く急性期には、傷病者が広域に

散在する医療機関へ搬送され、情報の曖昧性や破壊に

状況に伴う傷病者のトラッキング問題が多数発生す

る。その場合、被災者のうち誰が救出されていないの

か、救出された傷病者がどの経路でどの医療機関に搬

送され現在如何なる状態なのか、誰も掌握が出来なく

なる。また傷病者の発生と収容状況、医療資源の分布

や補給が不明なため、各医療施設で傷病者の効果的な

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）が成立しない恐れがある。 

近年、このような問題を解決する方法として、ネッ

トワークによる段階的拡張が容易な、複数の基本モジ

ュールを結合したサブシステムからなる自律分散型

組織を、素早く構成し対処するシステムが開発され、

軍事分野で成功を収めた(Alberts, Garstka,and Stein,  

2000：87-114)。このネットワークセントリックな危

機管理組織は、大規模災害のように環境が絶えず変化

し、何が起きるか予測し難い状況の中で「互いに知識
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を共有するネットワークから生まれる、被災状況の共

通の認知（Shared Awareness）をもとに意思決定を行

い、地理的、組織的に広範囲に分散したシステムの構

成単位となる組織モジュールを、利用者と提供者の取

り決めに応じ動的に結合し、それらを協調的に動作 

(Self-Synchronization)させ、俊敏(Agile) に問題を解決

するシステム」として定義される（Foster, Kesselman 

and Tuecke, 2001：201）。このシステムは一部機能

が欠落しても、最善の満足化基準に基づく自律的意思

決定を行い、運用の継続性（BCP）を維持して被害局

限を図り、被災地から波状伝播する破壊的な影響を、

抑え込む事が可能になる。その際、医療、消防、警察、

自治体などの連携する組織が、共有する知識情報基盤 

(Awareness)と、多機関協働の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理解可能な世界観に転換し、共通

の被災観に織り込むこと)は、危機管理成立の重要な

要件となる(Weick and Coutu, 2003：訳93)。 

本研究は、モジュール化と組織ルーティンを鍵概念

として、災害医療支援プロセスの国際標準ともいえる

英国の「大事故災害への医療対応、現場活動と医療支

援方式：MIMMS (Major Incident Medical Manageme

nt and Support) 」を事例分析し、災害医療の意思決

定の構造を解明する。組織は行動により記憶され、行

動は採用される組織ルーティンにより説明出来ると

の見地から(Nelson and Winter,1982：訳123, 160-161）

災害医療システムの医療サービスを創り出すプロセ

スをタスクとして、具体的に行動のレベルで記述し、

活動単位となるアクティビティを、組織で日常的に繰

り返される安定的、反復的な行動パターンからなる 

ルーティンとして分析する。すなわち、ルーティン行

動を、組織の業務に関して、反復的な相互活動の行動

パターンを表すものとして扱い（大月，2007：126）

定められた刺激に対し、固定的な反応が形成され、そ

の選択が単純化される程度によりルーティンを判断

し（March and Simon, 1958：163, 訳216）（Cohen,  

1995：46)、行動の論理を記述する情報をパラメータ

として医療サービスを分析する。 

本稿では、モジュールを災害医療プロセスの構造的

要素として、内部ではルーティン行動が強く結びつき、

外部とは比較的弱く結びつく大きなシステムの中の

一つの協働体系の単位となる人工物として扱う。協働

の体系を、少なくとも一つの明確な目的のために、二

人以上の人々が協働することにより、特殊の体系的関

係にある物的、生物的、個人的、社会的構成要素の複

合体として捉え、各部分が他の全ての部分とある重要

な方法で関係を持つがゆえに、全体として扱われるべ

きシステムと視るならば、組織は、そのあらゆる協働

の体系に共通する要因である、意識的に調整された人

間の活動や諸力の体系として定義される。人間の行動

は、これらの体系の構成要素であり、人は絶えず変わ

るが組織は存続する(Barnard，1938：80，訳83)。この

視座から、モジュールをルーティンが内部では強く結

びつき外部とは緩やかに結びついた組織として分析

する。 

組織ルーティンとしてトリアージが組み込まれ、モ

ジュール化された災害医療の協働体系において、意思

決定における分解可能性の条件が成立するならば、各

モジュールは自律的な行動主体として議論すること

が可能になる。本稿は、この条件が成立した場合に、

個々のモジュールの厚生の最大化（各傷病者の死亡確

率の最少化）が、プロセス全体の厚生の最大化（全体

の死亡確率の最小化）に収斂し、Simmonの満足化基

準ともいえる、Preventable Death（予防できる死）を阻

止し、救命を実現するメカニズムを明らかにすること

を目的とする。このことは、災害急性期に防ぎ得る死

の回避を最大の課題とする、我が国の外傷診療の医療

戦略が優れて合理的であることを意味する。 

本論は以下のように構成される。2章では災害医療

システムの分析に必要なサービス・サイエンスの視点

から、鍵概念となるモジュール化と組織ルーティンを

述べ、３章では、事例対象としてMIMMSの階層構造

化された医療プロセスのタスク（職務）とアクティビ

ティ（活動）を明らかにする。4章では事例研究をベ

ースに、国際的な標準外傷データバンクである外傷重

症度指標に基づき、議論を可能な経験の範囲に限り、

この限界内ではその成立を認めるが、これを超えては

成立しないとする批判的立場から、災害医療の意思決

定プロセスをモデル化する。５章では、実際に医師が

視て、聴いて、感じて行われるトリアージに基づく意

思決定構造の背後に存在する、ア・プリオリな認識原

理（Kant，1787：訳78）への数学的アプローチとして、

大規模な意思決定の問題を分解して緩和し、実行可能

解を得るLagrange分解調整法の視点から、その意思決

定の特性を分析し、モジュール化した組織の利害得失

を考察する。 

http://www.jlogos.com/dictionary/list.html?keyword=%A4%B5%A4%EC%A4%EB&j_type=bug
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２．災害医療システムのモジュール化の基本概念 

 

2.1 人工物のモジュール化構造 

 モジュール化の概念の起源は、組織論に大きな影響

を与えた Simon の人工物に関する思考の中心にあっ

たと見られている（Baldwin and Clark 2000：訳 77)。

Simon は人工物を、目的、目標及び機能を備え、目標

への適応により特徴付けられ、自然物を模倣したとし

ても自然物の実質を欠く、人間により合成されたシス

テムとして定義した。コンピュータシステムから生産

工場などの有体物のみでなく、組織や社会システムを

含む広義の概念として捉えている(Simon, 1978：4-5, 

訳 7-8)。特に、複雑なシステがしばしば階層形態をと

り、階層性が、複雑性の構築に使用される構造的な枠

組みとなる点に注目した。 また人工物は自身の内部

と外部の環境を分離する接合点としてインタフェー

スを形成し、Simon はより一般化された形で分離可能

性を有する階層システムを、構成要素となる下位シス

テム間の相互作用と、下位システム内部の相互作用の

区別が出来る、準分解可能なシステムとして定義した

(Simon, 1978：197-199, 訳 235-237)。 

Baldwin and Clark は、人工物の生産のプロセスに着

目し、人工物の物性と論理を完全に記述する情報をパ

ラメータとして、パラメータの集合を設計と呼んだ。

さらにこのパメータの知的な選定作業を設計タスク

として捉え、選定作業の集合を設計プロセスとして定

義した。人工物をつくり出す過程で、設計パラメータ

が表現する人工物の物性と論理は、深く不可避的に設

計プロセスに影響する。このためパラメータの物理

的・論理的な相互依存関係を設計構造とし、複数タス

クの結びつきをタスク構造と呼び、人工物の設計構造

とその背後にあるタスク構造の同型性に着目した

（Baldwin and Clark 2000：訳 25-26)。特に設計パラメ

ータの階層性と共に、パラメータの相互依存の連鎖を

生む、設計タスクに含まれる重要な循環問題を解決す

るため、他のタスクが進展する前に選択し、それ以降

の全パラメータの選択に影響を与える意思決定、自身

は変更されない特権的パラメータの存在をデザイン

ルールとして規定した。その結果 (1)最適設計の決め

手となる創造的な循環と、いかなる設計にも使用でき

る解決策との間には微妙な均衡が確立される (2) 

モジュール化は、この微妙な均衡を達成するためにデ

ザインルールを構築し、設計構造とパラメータの相互

依存に関する創造的知識を使う手順であり、デザイン

ルールに従う限り、各モジュールは結合可能でシーム

レスな動作が期待できる (3) モジュールとは、準分

解可能なシステム思考の中心にある概念であり、モジ

ュール内部では構造的要素が強く結びつき、外部とは

比較的弱く結びつく、大きなシステムの中の一つの単

位として定義される。その結びつきの程度には差があ

り、モジュール化には濃淡がある。 

この人工物が含意するモジュール概念の共通認識

の背景には、２つの補助概念が存在する。第 1 にモジ

ュールは構造的に独立しているが、大きなシステム中

の協働する単位であり、構造面の独立と機能面の統合

を可能にする枠組みとして、どのモジュールがシステ

ム内の構成部分となり、いかなる役割かを決めるアー

キテクチュアが、システムの設計ルールにより与えら

れる。第 2 に複雑なシステムを管理する手法として、

モジュールを抽出し情報をカプセル化し、インタフェ

ースにより統合を図る事が可能となる。その場合、抽

出されたモジュール内のパラメータ間の情報の循環

と、タスク連結に必要な情報をカプセルに格納するこ

とにより、どのパラメータがモジュールの境界を超え、

その外側で相互作用がどのように行われるかが特定

される。その結果、モジュール間のインタフェースが

同一ならば、モジュール内部の変更は容易になる。す

なわち設計ルールが定まると、個々のモジュールの設

計と改善は他のモジュールから独立し、不確実性の高

い環境でも、より環境に適合したモジュールの自律的

変化を可能にする。このことは、多様なオプション（選

択肢）の創造をもたらし、モジュールの組合せの柔軟

性を増加させ、複雑な環境に向けた適応能力を向上さ

せる（青木・安藤，2002：9)。 

Baldwin and Clark はモジュール型コンピュータ

IBM システム/360 の開発の研究で、モジュール型シ
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ステムの大きな特長として、設計で最高のバリューを

達成するモジュールを組み合わせるMix and Match戦

略が、重要な役割を果たしていることを発見した。モ

ジュール化の本質は、重要な意思決定を先に延ばし、

後に機会を捉え決定的な機能向上を可能にする、持続

的イノベーションを織り込む余地を設計者達に与え

る点にあることを指摘している。この多様な選択肢は、

将来の予期せぬ事象の発生を許容し、環境の不確実性

を吸収してシステムの適応能力を高める。このことは

決定論的に全てを事前計画する試みと異なり、システ

ムの複雑性を管理しながら、大規模設計プロセスを漸

進的、並行的に進める、今日のコンカレント・エンジ

ニアリングへ途を開くものであった。 

さらに重要なことは、システム/360 の設計、製造、

配送、販売の各生産プロセスを包括するサプライチェ

ーンやメンテナンスを含む、巨大な IBM の組織自体

が、製造対象の人工物であるシステム/360 自身の設計

と同様に、モジュール型の組織になっていた点にあっ

た。その理由として、電子計算機の製品群の開発の複

雑さの規模が、社内の知識と労力の効率的分割と、多

くの並行作業を必要とした事を指摘している。そこに

は、システム 360 のソフトウエアー開発という、希少

価値の高い無形の情報からなる経験財（画期的なOS

プログラム）を創造する高度な知的サービスが、問題

の核心にあった(Baldwin and Clark 2000：訳 222)。 

実際、企業一般における生産活動は、原材料、設備、

技術を結合し、有用な製品を製造するプロセスである

と同時に、製品、製法、市場、リソース、組織などの

様々な要因に基づきサービスを選択し、顧客の求める

付加価値を高める製品を創造するプロセスとして捉

える事が出来る。Marshall は、製品の生産を、物質の

形態の仕組みを変化させ欲求の充足によりよく適合

する過程であるとともに、物質を調整し直してより有

用なものにする過程であるとした(Marshall, 1920：訳

89-90)。生産は、目で見て触れることの出来る有体物

として物財を製造する過程と、欲求の充足により適合

させ生産をより有用にする無形のサービスとして経

験財を提供する過程の両方を含む。本稿の中心課題で

ある、無形の経験財（治療行為）を提供する災害医療

プロセスの構築では、通常の物財の生産とは本質的に

異なるサービス・サイエンスの視点から見たプロセス

の特性を考慮することが求められる｡ 

 

2.2 サービス・サイエンスと医療組織のモジュール化 

(1) サービス・サイエンスから見た医療プロセス 

21世紀のイノベーション戦略を重視した、米国の 

Palmisanoレポートでは (Council on Competitiveness, 

2004：58）従来イノベーションを議論しにくかった分

野、すなわち教育、医療、コンサルタント等を含む、

サービス・セクターの生産性を高める、科学的なOR

技法や、工学的な生産手法などのMultidisciplinary な

アプローチとして、サービス・サイエンスが提唱され

た。サービスは「人と人、人とものが関わる場面にお

いて、受け手にとり価値あるものを生み出すための機

能や、それを体現する行為やプロセス、それによりも

たらされる効果」として捉えられ、プログラム化され

た意思決定とプログラム化されない意思決定を多く

含み、さらに非言語による知識の伝達という高度な領

域を含む概念として規定されている(文部科学省「サ

ービス科学・工学の推進に関する検討会」2009：3)。

 実際、使用し経験するまではその価値の確認が困難

な、医療、防災、金融、教育などのサービスを主体と

する経験財のビジネスでは、物財中心のビジネスに比

較して協働する人間の知識や情報の持つ役割が大き

く影響し、個人の価値観や精神的文脈と身体的経験に

より、その満足度が大きく左右される。 

従って、サービスの創造プロセスでは、提供者と利

用者のインタフェースをシステムとして設計し、そこ

に最先端の科学技術を駆使して、利用者の満足度を飛

躍的に高めることが期待される。今日の製造業も、製

品のみを製造・供給する時代から、製品に伴う付加価

値を提供する時代を経て、メンテナンスや使用方法の

サポート、ユーザーコミュニティ支援など、顧客価値

を飛躍的に高めるサービス事業戦略を積極的に推進

する時代に至っている（Blinder,2006)。 

但し、関わる人の知識や技能に強く依存する経験財

を扱うサービスの領域では、顧客の求めるサービスを

どのようにして判断するか、克服すべき次の課題が残

されている。 

第１に同じサービスでも、提供する人、提供される
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場所、利用者の置かれている環境や心理状態により、

その効果や受け止め方が大きく異なる。そのため、サ

ービスを創り出す経路に依存して、品質に変動が生じ

やすく、その管理を難しくする、サービスの異質性 

(Heterogeneity)と変動性の問題がある。 

第２にサービスには、無形の入力から生み出される

無形の出力として、直接手に触れることの出来ない無

形性（Intangibility）の問題がある。提供者の行動と利

用者が期待する効果効能から、サービスの経済的価値

が定まる。そのプロセスは、製造物に比較して明瞭性

を欠き不安定であり、サービスの生産性を定義し、品

質を測定して利用者に説明することが、一般に困難と

なる。 

第３に医療、教育、防災など、サービスの提供と消

費が同時に発生し、授受が生じる場面では、相互の学

習から知識を獲得し、何らかの利益を意図する人々の

接点があり、両者の利害を一致させる、整合性のある

インタフェースが必要になる。品質の事前確認ができ

ず、提供された時点で初めてその価値が顕在化するサ

ービスの同時性(Simultaneity)の性格から、提供者と利

用者の契約上の前提合意のミスマッチを防止し、相互

の協働を深める、フォーマルな組織的対応の枠組みを

構築することが強く求められる。 

 

(2) サービスのフォーマルな組織的対応 

伝統的な組織論から見た場合に、フォーマルな組織

は、特定の目的を達成するため、個人の感情を介在さ

せない形で、編成、確立された人々の集団である。病

院の目的は、病気治療等の医療サービスの提供であり、

組織の目的達成につながる基本的機能を果たす社会

的な存在である(Giddens, 2001：訳428)。Barnard は、

少なくとも一つの明確な目的のために、２人以上の

人々が協働する関係にある、物的、生物的、個人的、

社会的な構成要素の複合体を協働体系 (Cooperative 

System)と呼び、そこでは、人々の行動や態度に多く

の類似点が見られ、幾つかの共通要素があることを指

摘した(Barnard，1938：65,訳67)。Barnard はこの共通

の側面を組織と呼び、フォーマルな組織の最も普遍的

な概念として、多少とも調整され人々の集団をあげ、

具体的な協働体系から個別に見られる物的、社会的環

境や人々の多様性による差異を捨象し、組織を意識的

に調整された人間の活動や諸力の体系として定義し

た。そして組織の重点を行為におく体系と、集団の相

互作用におく体系とに区分している。Banardが前者と

見たWeberは、組織を目的、手段の原則に従った人間

と事物の秩序として捉え、組織は人びとの活動や生産

する財を、時間と空間を超え永続的な形で整合する方

式であるとし、組織の発達が情報の管理統制に強く依

拠することを指摘している(Weber，1956：訳27)。 

経営学や社会学に共通して見られるこれらのフォ

ーマルな組織的対応に着目すると、サービスを創り出

す組織ルーティンは、タスクに含まれるアクティビィ

ティを観察出来る容易さ、職務の成果物であるサービ

スを観察出来る容易さ、および活動をサービスに関連

づける容易さの関数として捉える事が出来る(March 

and Simon, 1958：166, 訳221）。 

その結果、組織ルーティンの活動パターンを観察し、

監督して制御できる、サービスの異質性の程度、サー

ビスの質、量を観察出来る無形性と同時性の程度、必

要とされる科学技術の知識の程度に応じて、組織ルー

ティンの記述内容は、無形のサービス自体から離れ、

それを創り出す有形の活動内容（目に見える行動）を

優先して含むことになる。またサービスプロセスの複

雑な局面が、組織内の異なる集団により扱われること

から、個人が視野に入れるべき関連事項の範囲、すな

わちインタフェースの範囲は益々大きく複雑になる。

 その場合、問題を独立な部分に分解し、各組織単位

がこれらの一つのみを扱い、他の部分はその担当から

外すことが可能な、準分解可能なモジュール化された

階層型組織が有効になる。サービスのモジュール化は、

組織内部のタスクの認知的仕事の分業をアーキテク

チュアとして、活動単位となるアクティビティを可能

な限り、日常的に繰り返される安定的な行動パターン

と反復的行動からなる組織ルーティンに置き換え、ル

ーティンの行動と論理を記述する情報をパラメータ

として行われる。その場合、モジュール化された組織

は、大きな協働体系の中で、知的情報がカプセル化さ

れた単位組織になる。 

組織ルーティンは、公式化され文書化された規則、

業務手続き、マュアル、職務記述書として存在し、組

織の構成員が共有する慣習、信念、知識、技術、戦略、

文化を包括的に含む（Levitt and March, 1988：320)、

 次の災害医療システムの事例が示すように、ビジネ

スプロセスのモジュール化は、活動単位となるアクテ

ィビティとその関連を詳細に分析し、記述することか

ら始まる（Chesbrough, 2005：訳28)。 

http://www.jlogos.com/dictionary/list.html?keyword=%A4%B5%A4%EC%A4%EB&j_type=bug
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３．モジュール化されたシステムの意思決定構造 

 

3.1 広域緊急災害医療システムの階層構造 

Weick and Sutcliffe は、Flin の研究(Flin, 1996：10-15)

を引用し、大規模災害（Major Incident）の指揮・統制

システムの運用で、３階層の指揮システムを採用する

動きあることに着目した。大規模災害の複雑な救援活

動のように、行動が多岐にわたり短期間で変動する多

目的な環境下では、上級の統括者が過度に現場に介入

することのない管理が重要であるとしている。実際、

全世界での採用ではないが、MIMMS では、あらゆる

ハザードを想定し、いかなる災害事故にも適用可能な

３階層の指揮統制システムを提唱している(Advanced 

Life Support Group, 2003：訳 78-80)。 

そこでは、(1)オペレーションの最前線のチームが

遂行する自律的な現場レベルのブロンズ命令、(2)直

接の観察と判断をブロンズ領域に依拠しながら、組織

の中間レベルで資源配分の優先順位と、諸活動の調整

を統括する戦術的なシルバー命令、(3)組織の上層レ 

 

 

ベルで災害対応の全般方針の決定と優先度の指示を

行う、戦略的なゴールド命令に区分された階層的な指

揮統制が行われる。その際、階層間の相互作用の重要

部分から現実を把握し、複雑性を抑制した危機管理が

可能になる。また効果的パーフォーマンスの鍵は、各

階層がオペレーションの最新状況に関する共通の情

報を、常に把握する点にあるとしている（Weick and 

Sutcliffe，2001：63-64，訳 87-88）。 

この意思決定の階層構造のメタファーを図１に示

す。第１層のピアープロセスでは、哲学のプロトコル

に従うインドとフランスの哲学者が議論を行う。ここ

では哲学の内容そのものが問題となる。但し、共通言

語が必要なため、オランダ語のプロトコルに従う通訳

を第２層のピアープロセスに配置する。この層では、

いかに正確に言語の変換を行うかが問題となる。第 3

層のプロセスでは、ファックスのプロトコルに従うオ

ペレータとして秘書が配置され、情報伝達の技術的な

条件が主たる関心となる。この場合、各層間のインタ

フェースが変更されない限り、各層のプロトコルは完

 

図１ システム階層性の基本原理 

(Tanenbaum 2002 より作成） 
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全に独立であり、両者が同意するならば、通訳言語は

オランダ語から英語、日本語、その他に自由な変更が

可能になる。階層間のインタフェースは、上位層に対

して提供可能な操作とサービスにより定義される。 

サービスが各階層でルーティン化されて生み出さ

れる仕組みは、カプセル化され遮蔽されており、各階

層では、下層の状態や組織ルーティンにこだわること

なく、複雑性を抑制した形で、ピアー・トウ・ピアー

のサービスを継続することが可能になる(Tanenbaum, 

2002：訳 42-43)。                                     

システム階層性の原理を応用した広域緊急災害医

療では、傷病者の大量発生により医療の需給均衡が大

きく崩れた被災地周縁で、図 2 に示すトリアージ

(Triage)、医療搬送（Transport）、治療（Treatment）

の３Ｔタスクを中心とした３階層の医療プロセスが

構築される。MIMMS では、まず被災地の評価を行い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Assessment)、安全(Safety)を確保して、災害医療の指

揮情報系(Command & Communication)を構築し、医療

プロセスを起動する、CSCATTT のルーティンを応用

した、システム論的アプローチがとられる(Advanced 

Life Support Group, 2003)。この流れを機能連結的に見

るならば、現地救護所のトリアージモジユール 、医

療搬送拠点（SCU：Stageing Care Uint)で、傷病者を安

定化し搬送する搬送モジュール、病院で確定的治療を

行う治療モジュールの３つの結合からなる災害医療

システムが構築される。階層別に見ると、トリアージ

と治療の医療層、傷病者と医療資源を結合する割当層、

傷病者の医療搬送の３層間の独立した階層構造によ

り、プロセスの複雑性が逓減される。階層間のインタ

フェースとすり合わせに派遣医療チーム等が投入さ

れ、時間的制約の大きい重傷者に必要な、搬送適応の

根拠と検査所見、応急処置の内容、医療資源や搬送手

Transportタスク 

Triage タスク Treatment（治療）タスク 

SCU1 

 

Primary 

Survey 5 

 

 

Secondary 

Survey 6 

 

 

図２ ネットワークセントリックな災害医療システムの階層構造 

医療資源の割当層 

 

傷病者の割当プロトコル 

医療搬送の階層 

搬送プロトコル 

Treatment  

7 

筆者作成 

トリアージと治療層 

 

トリアージプロトコル 

SCU2 
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段等の医療情報が、各階層の意思決定者に伝達される。

階層内の医師及び統制官が従う運用規則、行動則及び

規律は、各階層内の独自のプロトコルとして組織ルー

ティンを形成する。 

災害医療で最も重要なことは、”The right patient in 

the right time to the right place” の原則に基づき、医療

資源をパレート最大に投入し、全ての傷病者に最善の

医療を行う点にある。各モジュールは、残された時間

の少ない重篤傷病者の治療を中心に、救命を最重要の

バリューとして結合される。特殊な病態に合わせた医

療サービスの実態は、個々の傷病者により大きく異な

る。各モジュールの活動を調整する手段を、Thompson

の指摘する長連結型テクノロジー、媒介型テクノロジ

ー、集約型テクノロジーに分類すると（Thompson, 

1967：15-18, 訳 18-22）、多数の軽症者に適用する標

準型医療のような連結型のプロセスとともに、限られ

た資源と時間の中で、高次医療の集約型テクノロジー

を駆使する最速の医療プロセスの準備が求められる。

また中間層の医療コーディネータは、トリアージ結果

の優先度に従い媒介型テクノロジーを用いて、地理的

に広範囲に分散した医療資源と傷病者を、その数と種

類、地理的配置に応じて動的に結合し、傷病者の特殊

な救命問題を解決する医療プロセスを構築する

(JPTEC 協議会, 2004：186-203)。 

 

3.2 医療システムのモジュール化 

(1) 災害医療システムのモジュール化構造 

モジュール化された災害医療システムの構築は、組

織ルーティン相互の情報の流れの設計に帰着する。こ

こで組織設計を、組織能力が資源の蓄積や統合に影響

を与え、資源が組織の有効性に結びつく条件および、

個別能力が資源に影響を与える条件として捉え（藤田，

1997：58）、災害医療組織のタスクと活動単位となる

アクティビィティの論理を記述する情報をパラメー

タとしてMIMMSを分析すると、図３のタスク設計構

造マトリックスを得る(Eppinger, 2001：訳62-75)。 

災害医療プロセスの他のパラメータの範囲を定め、

モジュールの準分解可能な境界を決める階層パラメ

ータとして、災害（Major incident)の宣言、発災場所 

(Exact location)、災害の種類(Type of incident)、危険

性拡大の可能性(Hazard)、被災現地から拠点病院まで

の到達経路(Access)、負傷者の数と種類（Number of  

causalities)、必要な機関(Emergency services)が特定さ

れる。被災地で評価確認される当該情報に基づき、災

害初動の広域緊急医療システムが立ち上げられる。 

タスク構造マトリックスは、災害医療の各タスクと

そのアクティビティが創り出す医療サービスに含ま

れる情報の流れを示し、プロセスの最善化に重点が置

かれる。タスク間にはフィードバック・ループの多く

が集中するパラメータがある。例えばトリアージを行

うためには、後方搬送タスクのオペレーションの状況

を推定し、フィードバックされる情報を仮定して遂行

する必要がある。この仮定の精度をあげることが、繰

り返しの可能性や不安定性の制御につながり、サービ

スの質を向上させる重要な鍵となる。自身は変更され

ず、有効な設計の決め手となる、この創造的循環を生

むパラメータ、他のタスクが進展する前に選択し、そ

れ以降の全タスクの選択に影響を与えるパラメータ

の設定をデザインルールとするならば、３Ｔタスクの

この内生的パラメータに強く結びつく３つのルール

の選定が考えられる。第 1 に医療コマンダーが、現地

救護所でトリアージと搬送を決定する際のルール、第

2 に医療コーディネータが、広域搬送拠点で傷病者に

搬送と医療資源の割当を行う病院選定のルール、第３

に病院の医療コーディネータが、傷病者の受け入れを

決定するルールがある。３人の意思決定者は、時々

刻々と変化する災害医療情報の提供を受け、各デザイ

ンルールによりモジュールの行動を継ぎ目なく連結

し、図３に示す、自律的３Ｔ医療プロセスを創り出す

人工物としての危機管理システムを構築する。 

 

(2) トリアージモジュール 

組織ルーティンとして見たトリアージは、限られた 

資源の中で重篤の傷病者を選別し、最大の効果を上                        
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げるための技術である。その傷病者の情報を通じて、

組織共通の表現、理解、行動を結びつける、特別の社

会的情報構造と組織記憶を備えている。March and 

Simon により、見えざる手（価格）を通じて分権化さ

れた意思決定（March and Simon, 1958：223, 訳 309）

と呼ばれたものと同様に、トリアージによる医療プロ

セスの特別の調整は、分散した各モジュールの自律的

意思決定を、固有プロセスのみで知ることが可能な諸

事実に適合させ、各モジュール相互の計画に整合性を 

もたらす鍵概念になる(Hayek, 1944：訳 70)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                        

 

 トリアージタスクは、ふるい分けトリアージと負傷

者の手当、選別トリアージ、救護所治療の各アクティ

ビィティから構成される。傷病者の重症度・緊急度と

その状況下で救命の可能性を考慮し、直ちに医療機関

に搬送する必要のある者と、安定化後、しばらく待機

可能な者を選別することを目的に、傷病者の生理学的、

解剖学的異常を医師が判定することにより行われる。

そこでは、意識、呼吸、脈拍、血圧、血中酸素濃度な

どの理学的パラメータの具体的数字の測定を重視す

るのではなく、救急医が、あくまで視て、聴いて、感

図３ 災害医療タスク構造マトリックスの一例 

MIMMS(2003)及びEppinger(2001)をもとに作成 

を 

 

 



 10 

じて判断することが重要とされ、全身観察による身体

損傷の解剖学的評価に受傷機転を加味し、健康な状態

と比較して、どのように感じるかを観察の基準として

行われる。現場では、気道開放、意識、呼吸、循環の

生理学的評価に 15 秒、全身観察による解剖学的評価

と合わせて 2 分以内に行うことが目標とされている。         

トリアージは、(1)医学知識の蓄積と多くの経験を

積むことにより正確な判断に至るサービスの異質性、

(2)傷病者の重症度、緊急度をトリアージカードの色

に変換するサービスの無形性、(3)傷病者の生理学的、

解剖学的評価を 2 分以内に行い医療プロセスの準備

を迫られる、サービスの同時性から派生する変動要素

の問題を避けて通ることが出来ない。このため、図４

に示す組織ルーティンが適用される。第 1 に要治療者

を早期に選択するため、現場ふるい分けトリアージを

行い、傷病者を緊急群(赤及び黄)及び非緊急群（緑、

黒）に選別し応急手当を行う。第 2 に治療優先度を決

定する選別トリアージにより、直ちに処置を要する重

篤の傷病者を赤に、治療遅れがあっても生命に別状な

い重傷者を黄に識別し安定化処置を行う。第 3 に被災

地の地理的条件と病院の破壊の程度に応じて、重傷者

の後方医療施設への搬送(Scoop and Run)を優先する

か、重中等症者の応急処置と損傷部位の固定などの安

定化措置（Stabilization）を優先するかを決定する。被

災地では、ライフライン、道路、通信の大幅な損壊が

予想され、その場合、緊急手術でのみで救命可能と判

断された重篤傷病者を、最も近い病院へ直送し、他の

緊急治療群(赤）に対しては、可能な限り安定化させ

準緊急治療群（黄）の状態にして、域外の高次の救急

医療機関に搬送する Stabilization を念頭に置いたルー

ティンが適用される。 

 

(3) 医療搬送モジュール 

 医療搬送タスクは、搬送手段の選定、搬送トリアー

ジ、安定化、搬送先の決定、搬出搬送の各アクティビ

ィティからなり、病院選定基準をデザインルールに設

計される。傷病者の重傷度、予想される搬送時間と、

病院の医療能力の兼ね合いを評価し、搬送先の病院を 

 

選定する。搬送タスクは、広域緊急災害医療の３Ｔの

うち、時間的要素(Risk)が最も高く、また輸送（気圧､

G、震動、騒音）という負荷が傷病者及び医療行為に

加わる。さらに地理的条件や交通、天象気象などの環

境要因による搬送限界や、通信の混乱などの技術的要

素も影響し、搬送以降の状況は、後方遠距離になるほ

ど把握が困難になる(大友 2003)。従って病院の収容

能力と搬送時間を考慮し、救命に手術を要する者、集

中治療を要する者、緊急手術を行えば機能予後が明ら

かに上がる者に対して搬送トリアージを行い、広域搬

送の適否を判断し搬送順位を決定する。 

 

(4) 根本治療モジュール 

治療タスクは、病院前トリアージ、理学的検査と蘇

生、２次搬送、解剖学的検査、根本治療の各アクティ

ビィティからなり、傷病者受入れ基準をデザインルー

ルとして設計される。重傷者を選別する病院前トリア

ージを行い、軽傷者は、病院内の救急医療へは搬入し

ないことが原則となる。選別された重篤の傷病者は、

直ちに治療部門や検査部門に直送し、検査治療を円滑

に行う組織ルーティンが必要になる。また各傷病者の

 

 
       Hdgetts and Prter(2002)より作成 

図４ 組織ルーティンとしてみたトリアージ 
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サーベランスデータを、搬送部門、診療部門、検査部

門に先行的に提供し続けるシステムが求められる。 

初期治療では、生命維持の生理機能を迅速に評価す

る生理学的検査(Primary survey)と蘇生を行い、生命の

安全を保障した上で、各身体部位の損傷を系統的に検

索し、根本治療の必要性を診断する解剖学的検査

(Secondary survey）を行う。損傷に対する根本治療は、

生命を脅かす緊急度から、呼吸循環の安定化が最優先

され、ひきつづき、頭蓋内圧の制御、体温管理、虚血

に対する対策、炎症や感染対策が行われる。 

事例から明らかなように、救急医療は情報伝達とタ

スクに関し統一された解釈、基準となる組織ルーティ

ンを備えている。これと相俟ってモジュール化されネ

ットワークにより結合された３Ｔ災害医療システム

の準分解可能な階層型の組織構造は、モジュール内外

の相互作用を整序し、意思決定すべき評価関数の分解

可能性を担保する。その結果、各モジュールの意思決 

定の加法的重ね合わせ（自律性）が可能になり、デー

タ探索空間が大幅に縮小し、最善の結果に向けた高速 

の収斂を引き起こす。以下にこのモジュール化された

災害医療システムの調整、指揮統括の機能を考察する。 

 

４．災害医療システムの意思決定モデル 

 

4.1 意思決定モデルの前提 

Arrow は、需要と供給の両サイドに不確実性がある

ことが、医療の特徴であるとした。傷病者は自らの病

態について不明であり、医師は傷病者に比べ医学知識

があり情報の非対称性が存在する。また災害医療では

治療結果の確実な予測は困難となる(Arrow, 1963：

941-973)。傷病者は、エージェントである医師に意思

決定を委ね、両者間にプリンシーパル・エージェント

関係が成立する（漆，1998：12-14）。医師は個々の

傷病者の効用（治療効果）の最大化を図り情報の非対

称性を克服し、希少な医療資源を配分して傷病者全体

の効用を最大化させ Preventable Deaths を阻止する。   

災害医療の特徴は、傷病者の数が域内の収容能力を

遙かに超える状況で、最も緊急性の高い傷病者を最初

に治療する戦略から、最も救命可能性の高い重篤傷病

者に医療資源を集中する戦略の転換にある。その結果、

傷病の緊急性（傷病者の理学的、解剖学的なリスク） 

と治療の可能性（受入可能な高次医療機関の医療ロジ

スティクス状態）を同時に考量した、災害時の優先順

位が決められる。平常時の救急医療で重要なことは、

受傷から１時間以内に手術等の確定的治療を行えば、

救命率が大きく向上する点にある。外傷死亡例の多く

は、受傷後２時間以内に起こる。図５に、出血性ショ

ックの重症度とショックの早期認知の重要項目を示

す。一例として、体重 70Ｋｇを想定、増加する出血

量の段階に応じて ClassⅠからⅣに区分され、脈拍

(HR)を赤丸、血圧(BP)を上下幅、呼吸数、意識レベル

をバイタルサインの区間値で示す。現場では気道開放、

意識、呼吸、循環の理学的評価に 15 秒、全身観察に

よる解剖学的評価を合わせて 2 分以内に行い、医師は

あくまでバイタルサインを視て、聴いて、感じて判断

したことをトリアージの色に変換し、受傷機転を加味

してロード＆ゴーを判定する(JPTEC, 2004：186-189)。 

 

4.2 災害医療意思決定モデルの方法論 

災害急性期に医療需要は急速に拡大し、トリアージ

の結果、希少な医療資源の割当と搬送のスケジューリ

ングが意思決定の中心問題となる。不確実な情報と評 

価すべき傷病者の変数との組合せ数が急増する中で、 

効率的な解の探索は困難を極める。近年、このような

大規模なスケジューリングの意思決定問題を分解し

て緩和し、実行可能解を得る（厳密な最適解を意味し

ない）Lagrange 分解調整法が、多くの問題に適用でき

る実用的な方法として注目されてきた(黒田, 2002：

122-139)。問題を分解して取り扱うためには、全体最

善の解を得る部分問題間の調整が不可欠になる。これ

を可能にするのが、全傷病者のリスク関数（予測死亡

率）を最少化する、Lagrange 関数の部分問題間の制約 

式であり、実際の局面では、モジュール間のインタフ 

ェースの取り決めとなって現れる。現実に行われてい

るように、意思決定を３Ｔモジュール毎に分掌し、 

インタフェースを整序して、分解可能性を担保する 
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意味は極めて大きく、モジュール化された階層構造の

効用の本質がここにある。以下の事例では、最少化す

べき目的関数として、災害医療における全傷病者のリ

スク関数 fjを用いる。fj =1－Ps として、RTS 生理学

的重傷度評価指標(Revised Trauma Score）と、交通外

傷患者のデータを基に全米医師会により作成された、

外傷の重傷度評価の世界的標準である ISS 解剖学的

重傷度評価指標（Injury Severity Score）を用いる

TRISS(Trauma Injury Severity Score )法による予測生存

率 Ps を適用する。Ps は、RTS と ISS に年齢因子を加

えた次のロジスティク回帰式により与えられる

(JATEC, 2004：260-263)。  

      

       Ps =1／(1+ Exp(-b))     (1) 

 

ここで b は、b = b0 + b1×RTS + b2×ISS + b3×年齢

スコアにより与えられる。ケースとして ISS=34 の穿

通性外傷(AIS90：訳22)、年齢スコア55歳未満、GCS(意

識レベル)、SBP(収縮期血圧）、RR（呼吸数）を図５

のデータを基準に時間軸を２時間として採取し、ISS

と RTS を計算した場合のリスク関数 fjを、fj =1－Ps

として(1)式から、図６の予測死亡率を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．Lagrange分解調整法による意思決定分析 

 

5.1 問題の定式化 

本モデルは、トリアージ、医療搬送、拠点病院の

m(=3)個の基本モジュールからなり、ｎ人の傷病者ｊ

（赤と黄）が、各医療モジュール k(=1,…3)を順に通

過し、処置時間 Pjkを所与とする制約条件の下で、同

時に 1 人を処理するプロセスとして定式化する。 

この時、問題はリスク関数 f を最小にする、傷病

者の処理順 Ckを決める意思決定のスケジューリング

問題として定義される(西，2004：571-572)。すなわち、

傷病者の緊急性（傷病の生理学的、解剖学的なリスク）

と医療の可能性（医療資源のロジスティクス要因によ

るリスク）を同時に考量し、プロセス全体で全傷病者

のリスクを最少にする、傷病者の治療順位を決定する

問題となる。 

ネットワークセントリックな災害医療システムの

処理の流れを図７に示す。連続したm 個(=3）のモジ

ュールによる医療プロセスで構成される、n 人の傷病

者を処置するスケジュールの評価は、モジュール k

における傷病者 j の処理開始時間 tj,kの、要素集合{tj,k}

を定めることにより可能となる。 

 

図５ 出血量からみた脈拍、血圧、意識レベルとショックの重症度 

JATEC 2005 より作成 
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ti,k  ： モジュール k での傷病者ｊの予定処理開始 

時刻 

Pj,k ： 傷病者 j のモジュール k における所用処理 

時間 

{λj,k}：ある時点のスケジュールでのモジュール

k (k=1…ｍ) における傷病者ｊ(j=1…ｎ)

の Lagrange乗数 

 

傷病者 jの処置開始時間{tj,k}に依存する傷病リスク

（傷病者の生理学的、解剖学的リスク）を f{tj.k} で表

し、モジュールｋの傷病者 j(j=1…ｎ)の処理時間順の

配列ベクトルCk(Ck=[t1,k, t2,k,…, tn,k])に対応する、医療

資源等のロジスティクス要因に制約されるリスクを

gk(Ck)で評価するならば、トリアージ、医療資源の割

当、搬送スケジューリングの意思決定問題は、以下に

定式化される。 

 

リスク評価関数  ( f {tj,k} +Σgk(Ck) )        (2)       

制約条件     (tj,k + pj,k)≦j,k+1  (∀j，∀k)   (3) 

(ti,k + pi,k ≦ tj,k) ∨(tj,k + pj,k ≦ti,k)     (4) 

                               (i≠j, ∀k)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 tj,k≧0  (∀j, ∀k)          (5) 

求められる意思決定の問題は、制約条件(3)(4)(5)を

満たし、かつ傷病者ｊの処置待ち時間ｈ（h=ΣΣ(tj,k + 

pj,k – tj,k+1）を最小化し、搬送問題の解として、最速の

搬送モジュールの処理を可能にする処理順 Ckを定め、

トリアージ問題の解として、全傷病者の傷病リスクの

関数 f (tj,k)の最少化と、医療資源の割当問題の解とし

て、医療ロジスティクスのリスク関数 g(Ck)の最少化

を同時に評価する、３Ｔプロセスの最善化の問題(6)

式を解くことに帰着する。 

 

Min｛( f {tj,k} + Σgk(Ck) )｜h(C)≦０｝   (6) 

 

問題(6)式を、Lagrange 定数λj,kを導入し制約条件

を緩和し、全体最少に漸近させる問題として捉えると、

Lagrange評価関数 Lの最少化は(7)式で定義される。  

                                                                       

  min L  = min [ f {tj,k} + Σgk(Ck)  +  

n  m-1    k  

Σ Σ｛λj,k (tj + pj,k – tj,k+1)｝]  (7) 

       j=1 k=1 

JATEC をもとに筆者作成 

      図６ 傷病者のリスク関数 fj（予測死亡確率）の数値例 
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5.2  災害医療プロセスの意思決定分析 

災害医療プロセスのリスク評価関数として、(7)式

の第１項は、傷病者全体の予測死亡率を最小にする傷

病者の配列要求を意味し、第２項は、各モジュールの

意思決定者が、傷病者の発生数と収容状況、医療スタ

ッフの配置や医薬品、検査器機、医療搬送の各情報を

Awareness として共有し、医療準備のスイッチングリ

スク、待ち行列などの傷病者を取り巻く環境、とりわ

け、ロジスティクのリスクを最小にする要求を表す。 

第 3 項は、単位時間内の処置を 1 人とする制約条件を

満たし、かつ待ち時間を最小化する要求を意味する。

Lagrange 乗数は、各モジュールの担当医が各傷病者の

トリアージを単位時間（tj,k は離散時間）ごとに行い、

予測死亡確率 f {tj,k}の勾配の高い者（リスクの密度関

数が最大の者）から処置を行うプロセスの制御変数と

なる。すなわち Lagrange 乗数の大きさは、各傷病者

のトリアージ（赤、黄）の色の変化速度に表象される、

モジュールkにおいて処置する傷病者 jの緊急度を反

映する変数となる。 

従って(7)式は、傷病者の重傷度リスク（生理学的、

解剖学的なリスク）と治療の可能性（医療ロジスティ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クス要因のリスク）を同時に評価し、全傷病者のリス

ク関数( f {tjk} + Σgk(Ck) )を最小にする治療優先順位

を意味する。ここで、∂L／∂tj,k＝０，∂L／∂λj,k

＝０ (j=1…ｎ) (k=1…ｍ)とおき、制約条件を満足す

るＬの極値を最善の解として求めると、トリアージが

全傷病者の死亡確率を最少化する数学的構造を有し

ている事が明らかとなる（証明略）。さらに Lagrange

未定乗数法を適用する代わりに、制約条件の緩和と 

λj,kの値で関数Ｌを制御し、傷病者の配列を組み立て

実行可能解を得て、評価関数を最小値に収斂させる

Lagrange緩和法により数値計算が可能になる。 

特に重要な事は、組織構造のモジュール化が意思決

定の加法性と分解可能性を担保し、リスク評価関数 

(8)式が、モジュール毎の加法的重ね合わせと同値に

なる点にある。            

m         m 

( f {tj,k} +Σgk(Ck))＝ Σ fk( {tjk}) +Σgk(Ck)   (8) 

                      k=1        k=1 

 

この時、Lagrange評価関数(7)式は、各モジュール

毎に独立な評価関数(9)式で与えられる。 

ﾙｰﾙｾｯﾄ {λj,k-1  (j=1…ｎ) (k=1…ｍ) } 

ﾙｰﾙｾｯﾄ {λj,k} 

ﾄﾘｱｰｼﾞ 

ﾓｼﾞｭｰﾙ 

k-1 

 

Awareness 

Awareness 

Awareness 

tj,k-1＋Pj,k-1 

t,j,k＋Pj,k  

tj,k+1   

tj,k   

 治療 

ﾓｼﾞｭｰﾙ 

k+1 

 

 

図７ ネットワークセントリックな医療システムの意思決定構造 

 

Alberts, Garstka, Stein (2000)をもとに作成 

医療搬送 

ﾓｼﾞｭｰﾙ 

 k=2 
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         m                         

min［ Σ［{fk ({tj,k}) + gk(Ck)} + 

k-1 

         n 

Σ{(λj,k－λj,k-1) tj,k +λj,k pj,k} }]]   (9) 

          j=1 

 

(9)式から、{λj,k}をシステムの制御情報として、各

モジュール毎に傷病者の配列を解く、ネットワークセ

ントリックな自律分散型の意思決定が可能になる。す

なわち、March and Simon により、見えざる手を通じ

て分権化された意思決定と呼ばれたものと同様に 

(9)式は、全体プロセスを全て探索して得られるのと

同等の目的関数の最少化を、モジュール毎の最少化に

帰着させる。組織ルーティンとして見たトリアージに

よる、プロセスの特別の調整は、分散した各モジュー

ルの自律的意思決定を、固有のプロセスのみで知るこ

とが可能な諸事実に適合させ、各モジュール相互の行

動に適合性をもたらし、データの探索空間を大幅に縮

小して意思決定を高速化させる。 

その結果、組織のモジュール化により達成可能な効

果として(1)モジュール間の相互依存性を可能な限り

少なくすることで、対処可能なサービスの複雑性の範

囲が拡がる (2)最終的な医療サービスに至る個々の

モジュールの結合とサービスの創出を同時に進める

ことが出来る (3)モジュールの独立性を効率的に維

持するインタフェースの設定により、直面する被災環

境の不確実性への適応を、より容易にする。このよう

にモジュール化された調整、指揮統括の機能は、災害

が大規模で複雑なほど大きく、医療、消防、警察の機

能別組織の協働連携に必要な、多様なオプションバリ

ュー（選択肢）を創造し、災害の変動要素に強い危機

管理を可能にすることを示唆している。 

なお考慮すべき条件として、システム構成要素とし

てのモジュール間の相互干渉が濃密すぎて、モジュー

ル化の効果が限定的にしか働かない場合があること。

組織の設計ルールは内生変数であり、システムに求め

られる技術的高度さから、組織の問題解決能力そのも

のが組織設計のルールに影響を与える、イノベーティ

ブな「組織は戦略に従う」逆向きのインパクトの存在

が指摘されている（青木、安藤，2002：223）。 

 

おわりに 

 

意思決定の現実のプロセスを重視した Cyart and 

March は、企業の目的を利潤の極大化とし、製品と諸

要因の最適混合をラグランジェの乗数理論を使い均

衡状態として決定する伝統的通説から出発し、組織の

下位部門で目標が分化し、異なる選好順位を持つ個人

が下位目標と一致する場合に、組織内部の目標の時間

経過による変化と発展を認めた（Cyart and March，

1963：訳 25-27)。その際、意思決定は環境要因のみで

決定されるのではなく、組織の戦略とルールの主体的

形成が大きく影響し、ルール形成は、組織の決定変数

と媒介変数をどのように区別するかにより定まると

した（小林, 1967：65-82）。 

 本稿は、医療サービスのネットワークにより結合さ

れ、組織ルーティンとしてトリアージが組み込まれた

動的な意思決定問題を、変数λj,kにより結合された意

思決定問題の連鎖と見なし、ある時点の問題を静的に

捉え、近似的にリスクを最少化し、予期しない変化が

生じれば最少化し直す漸近法を用いて分析した。この

方法は、ある問題を解いた際のラグランジェ乗数を次

の問題の最善化に利用することにより可能となる。 

重要なことは、モジュール化された組織構造により

モジュール内外の相互作用が整序され、Lagrange 調

整法の前提となる分解可能性が満たされる点にある。 

デザインルールとして、トリアージ基準、医療資源

の割当、病院の受入基準を備え、多様な選択肢（オプ

ション）を許容するモジュール化された災害医療組織

では、各モジュールの短期的行動は、他のモジュール

の短期的行動から独立する。その結果、モジュール内

部の変化は自律的に行われ、変数λj,kの相互参照イン

タフェースにより干渉が最小限に抑えられ、その時々

の最善の意思決定が期待出来る。災害医療プロセスの
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実際の運用で、医師が各傷病者のトリアージを反復実

施し、トリアージの色の変化速度に象徴される容体の

変化率として、最新のλj,kを絶えず繰り返し評価して、

Preventable Deaths の阻止を図る理由がここにある。 

それは、いかなる患者を訪れるときも病者を利する

ためであり、人の違いを考慮しないとした、

Hippocrates の哲学に基礎をおくHarrison が、病に苦し

む人を世話するため「熟練した技術と科学的知識と人

間への理解を持ち、勇気と謙虚さと英知を持ってこれ

らを用いる者は、同胞へのかけがえのない奉仕をする

事が出来る。医師はこれ以上を望んではならないし、

これ以下に満足してもいけない」とした医療戦略の 

本質を意味する(Harrison，2005：訳 xiv）。 
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