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研究要旨
【研究目的】本研究班は急性期災害医療体制の研究を行い、様々な研究成果が政府の施策として活か
されてきた。その主なものは、DMAT（災害派遣医療チーム）、広域医療搬送、EMIS（広域災害救急
医療情報システム）
、災害拠点病院である。今回の東日本大震災（以下、3.11）は、これまで築き上げ
てきたこの災害医療システムが、試される結果ともなった。3.11では、DMAT は380チーム、1,800人を
超える隊員が迅速に参集し被災地へ出動した。急性期の EMIS も機能し、DMAT の初動はほぼ計画通
り実施されたと言ってよい。また、津波災害の特徴で救命医療を要する外傷患者の医療ニーズは少な
かったが、本邦初の広域医療搬送が行われたことも意義があった。しかしながら、3.11を経験し、新
たな課題も明らかになった。本研究の目的は、新たな課題を踏まえ更なる災害医療体制構築のための対
応ガイドライン、マニュアル等を提示することである。
【研究方法】本研究は急性期災害医療を多方面から研究するとともに、それらの結果を連結させ包括
的な災害医療体制に結び付けることである。本研究班の課題は、①指揮命令系統も含めた DMAT 活動
要領の改定、②DMAT 隊員養成研修の見直し、③DMAT の自己完結性を補完するロジスティック拠点
の運営ガイドラインの策定、④域内・域外搬送のガイドラインの策定、⑤広域医療搬送開始前の救命
活動における戦略の提示と域外拠点の活動ガイドラインの開発、および航空機災害対応も含んだ航空
拠点の活動ガイドライン、⑥広域災害救急医療情報システム（EMIS）と連携した病院内情報システム
の開発、⑦トリアージの手法とタッグの改善案の提示、⑧情報システムと連携した災害カルテの開発、
⑨局地災害対応、消防との連携のガイドラインの策定、⑩他組織との連携のシステム作りである。今
年度の研究においては、それぞれの研究課題に、3.11の反省・教訓を上乗せし、課題と解決案を提示
した。研究成果を政府総合防災訓練、各地方における訓練、DMAT 研修等で試行して、その結果から
解決策の評価を行い、政策提言に繋げる。
【研究結果】それぞれの研究結果の要旨は以下の通りである。
①3.11の DMAT 活動経験をもとに、活動内容、活動期間、指揮調整機能、広域医療搬送、ロジスティ
クスについて、DMAT の活動要領改定案を作成した。
②DMAT 隊員養成研修においては、統括 DMAT 技能維持研修における東日本大震災活動報告に加え、
各 DMAT 報告書に記載された問題点を抽出することにより、時間割の変更なく教育方法や強調点の変
更で改善できる点は既に行っている。プログラム改訂まで必要な点を明確化し原案を提示した。
③ロジスティックスに関しては、3.11の教訓を踏まえ、必要なロジスティクスを検討し、ロジスティ
クチーム活動概要、養成カリキュラムの検討を行った。本部運営については、他機関との連携を意図
した設置、展開の具体像を作成した。
④域内・域外搬送に関しては、被災地内のドクターヘリ群統制についての基本フレームの妥当性が3.11
でのドクターヘリ出動によって検証できた。これを踏まえて、各道府県向けのドクターヘリの災害時
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出動に関わる規則案の作成と、被災地へのドクターヘリ参集ルール、指揮系統などについての基本計
画作成をした。
⑤3.11では本邦初の広域医療搬送が行われた。東海地震をモデルとした計画から、東南海・南海地震
や首都直下地震に備え再検討すべき内容が明らかとなった。本年度の研究として、大災害時の搬送戦
略の考察、広域医療搬送の適応疾患と基準についての整理、新しい SCU 組織のあり方について、新た
な広域搬送戦略をあげ問題点を整理した。
⑥3.11の災害医療情報について EMIS を中心に解析した。3.11においては、県対策本部や被災地に投入
された DMAT が被災病院の状況を代行入力し、被災地の状況を発信したが、今後は全病院への衛星通
信機器の配備、EMIS へ加入が必要である。EMIS の DMAT 管理により DMAT の参集が行われ、掲示
版で発災直後から1,000を越す情報が投稿された。今後必要な情報の検索・整理機能が必要である。花
巻空港 SCU では、136人の患者すべてを広域医療搬送患者情報管理システム（MATTS）上に登録した。
転送患者情報の正確な記録とその追跡が可能となった。
⑦現行のトリアージの方法が有用なのか、3.11におけるトリアージの状況について調査研究した。そ
の結果、トリアージの方法やトリアージタッグを改訂すべきであると考えられた。
⑧災害拠点病院等において多数患者受け入れ時に必要な情報を整理し、また、広域医療搬送カルテや
EMIS と整合性の持った病院における災害カルテの案を提示した。
⑨局地災害における医療と消防の連携に関しては｢多数傷病者への医療対応標準化トレーニングコー
ス｣を開発し、今年度は正式コースを19回全国的に開催した。またインストラクター養成のため、イン
ストラクション伝授コースも開催した。広域災害における医療と消防の連携に関しては、3.11を検証
したが、2次医療圏における連携が十分でなかったことが課題として残った。

⑩今回の3.11においては、医師会、日本赤十字社、国立病院機構とも過去にない大規模な医療支援を
行った。各組織の今回の医療支援を検証した。連携に関しても様々な課題が提示された。
【考察】3.11は、阪神・淡路大震災以降、新しく築き上げてきた急性期災害医療体制が試される結果
ともなった。DMAT 活動、広域災害救急医療情報システム、広域医療搬送は大きな成果を収めたが、
新たな課題も生まれた。既に「災害医療等のあり方に関する検討会」
（厚生労働省）においても、今後
の災害医療の課題、その対応策が報告されている。本研究においてはこれらの方向性を踏まえ、更に
具体的な、局地災害対応、病院における情報システム、広域医療搬送、トリアージ、広域災害救急医療情
報システム、ロジスティクス、関係機関の急性期対応等のガイドライン、マニュアル等を提示すること
により災害体制をより一層強化することを目指した。その結果、今年度の成果には多くの3.11の教訓が
活かされることになった。
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A.研究目的
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④

域内・域外搬送のガイドラインの策定
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B.研究方法

県向けのドクターヘリの災害時出動に関わる規則

本研究は急性期災害医療を多方面から研究する

案の作成と、被災地へのドクターヘリ参集ルール、

とともに、それらの結果を連結させ、包括的な災

指揮命令系統などについての基本計画作成をす

害医療体制に結び付けることである。研究課題は

る。

以下に示すように多方面に渡るため、研究分担者
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広域医療搬送に関わる研究

が分担して研究し、結果を全体会議で検討するこ

3.11では本邦初の広域医療搬送が行われた。東

とにより有機的に結合させ、包括的な災害医療体

海地震、東南海・南海地震や首都直下地震に備え

制作りを試みた。また、今年度は3年計画の2年目

広域医療搬送計画の再検討すべき課題が明らかと

に当たるが、1年目の終わりに3.11が起きたため、

なった。本年度の研究として、大災害時の搬送戦

本来のそれぞれの研究テーマに、3.11で生じた新

略の考察、広域医療搬送の適応疾患と基準につい

たな課題が付け加わった。本研究班の今年度の検

ての整理、新しい SCU 組織のあり方について、新

討は、
「災害医療等のあり方に関する検討会」報告

たな広域搬送戦略をあげ、問題点を整理する。

書（以下、災害医療あり方検討会報告書）の課題

⑥

を踏まえて行われた。

トリアージの手法とタッグの改善案の提示
これまでにトリアージに関する海外の文献等を

DMAT 運用、ロジスティックに関する研究

調査し、トリアージの標準化を。その一方で、平

3.11の DMAT 活動経験をもとに、活動内容、活

成8年に統一されたトリアージタグがトリアージ

動期間、指揮調節機能、広域医療搬送、ロジステ

手法と必ずしもマッチしていないことを指摘して

ィック等について検討し、DMAT 活動要領の改訂

きた。今年度は3.11で使用されたトリアージタグ

案を作成する。ロジスティックに関しては、3.11

を分析することにより現行トリアージタグの課題
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①
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⑦

災害拠点病院における情報整理ツールの開発

についての研究

C.結果および考察
○全体会議の開催

災害拠点病院等において多数患者受け入れ時に

3回（内1回は9.1訓練の反省会）の全体班会議を

必要な情報を整理し、また、広域医療搬送カルテ

開催し、分担研究の進捗状況を確認し、研究者間

や EMIS と整合性の持った病院における災害カル

の役割分担や連携について討議・調整した（議事

テの案を提示する。

録は資料）。

⑧

○政府総合防災訓練における広域医療搬送訓練

局地災害対応、消防との連携のガイドライン

の策定

(9.1訓練)、および同反省会の開催

列車事故などの局地災害対応について、必要な

今年度の9.1訓練は、3.11において花巻空港 SCU

業務、消防などの関係機関の役割を整理し、災害

が担った役割、すなわち SCU が患者集積場所の役

現場おける情報共有や救命医療活動の標準的な対

割を担い、傷病者のトリアージを行い、一部は広
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域医療搬送、一部は周辺の災害拠点病院へ域内搬

るための研修教材を開発する。更に、広域災害時
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⑨
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Medicine)研修の開発に関する研究

い傷病者（不搬送基準該当傷病者および軽症者）

特に困難な救助救出現場において救助隊と連携

は、近隣の災害拠点病院（埼玉医大国際医療セン
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きず、陸路搬送に変更して対応した。花巻モデル

⑩

検証の結果、SCU 本部の仕事量が膨大になるこ
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院機構との連携に関する研究

と、強力な指揮命令が必要になること、調整が複

災害時に、医師会、日本赤十字社、国立病院機

雑になること、特にヘリコプターや救急車等の車

構等の関係機関との連携には様々な課題が提示さ

両を調整する他機関との連携機能が必要であるこ

れている。そこで、これら関係機関の特性を整理

とが明確となった。
（訓練概要と反省会議事録は資

し、急性期の活動を中心とした活動ガイドライン

料）

を提示する。

○分担研究の概要

⑬

①

急性期災害医療戦略の将来像についての研究
将来を見据えた急性期災害医療戦略を提示す

DMAT 運用、ロジスティックに関する研究
(研究分担者

る。

近藤久禎）

本研究班の目的は、DMAT の指揮系統、地域に
おける運用について問題点を整理し、DMAT 活動

今年度の研究においては、それぞれの研究課題

要領、統括 DMAT 研修等の改定案を提示すること

に、3.11の反省・教訓を活かし、課題と解決案を

である。また、DMAT の自己完結性を補完するロ

提示する。研究成果を政府総合防災訓練、各地方

ジスティック拠点の運営ガイドラインの提示など

における訓練、DMAT 研修等で試行し、その結果

のロジスティックの課題を検討した。研究方法は、

から解決策の評価を行い、最終的には政策提言を

ロジスティックに関わる学識経験者により研究班

行う。

を組織し、本部機能のあり方、統括 DMAT 研修、
DMAT 活動に対応する都道府県担当者研修、地方
ブロックにおける訓練のあり方、ロジステーショ
－6－

ンの具現化、被災地内における通信環境の確保、

とが不可欠であった。自衛隊の Security をいかに

DMAT 活動要領の改定案の策定について検討し

確保しつつ、EMIS を使うかという課題が残った。

た。検討は、文献的考察、アンケート調査などに

また自衛隊の EMIS への加入、あるいは中央防災

よった。本研究においては、3.11の教訓を踏まえ

情報システムと EMIS のリンクなどの対策が必要

た、本部機能のあり方、指揮系統の強化手法の提

であることが示された。３）EMIS と自治体独自

示、統括 DMAT 研修や都道府県担当者研修のカリ

の災害情報システムの間で相互に情報を交換でき

キュラム策定、地方ブロック訓練の最低基準の提

る仕組みの導入は今後重要性が増すと考えられ、

示、ロジスティックチームのあり方の提示、DMAT

それにより異なる自治体間でも情報共有も可能と

活動要領案の策定が主な成果である。これらの成

なると思われる。

果は、ロジスティック体制や行政による DMAT 運

これまでの EMIS のバージョンアップにより、災

用体制の整備に貢献し、急性期災害医療体制の整

害発生時の DMAT 作戦ツールとして EMIS が貢献

備に寄与したものと考えられる。

できる範囲が拡大強化され、3.11における DMAT

②

DMAT 研修のあり方に関する研究

派遣や広域医療搬送でその効果的活用がなされ

（研究分担者 阿南英明）

た。今後、より DMAT 本部活動の支援ツールへと

3.11の経験から様々な知見が得られたので、

進化させるべく、情報共有が充分とはいえない内

様々な拠点において活動した統括 DMAT 登録者

閣府、内閣官房、消防、自衛隊（防衛省）などと

や本部で活動した DMAT 研修インストラクター

EMIS 情報の共有化の推進が必要と考えられた。

による活動報告書の記載内容から活動上の問題点

④

域内搬送、域外搬送に関わる研究

を抽出した。問題点から日本 DMAT 隊員養成研修

(研究分担者 松本 尚)

の変更を行うが、内容を分析した結果、１）現行

3.11での活動の検証から、ドクターヘリの災害

の研修内容のまま誤解を生じないように強調点の

時出動を可能にする運用上の根拠を確立するため

変更など教育手法の変更で良いもの ２）講義資

の「ドクターヘリの災害時運用に関わる要綱案」

料などの文言、文章の変更が必要なもの ３）様々

を作成した。被災地への参集は、以前の研究を踏

な検討を経て研修プログラムの変更を視野に入れ

まえ被災地から300km 圏内のドクターヘリが一次

る必要があるもの に分類された。また各問題点

参集し、それ以遠については DMAT の活動期間や

に関して具体的な変更内容を提示した。

被災地内のニーズを考慮しつつ、地域の救急医療

③

体制を維持しながら二次、三次参集ができるルー

医療情報システムのあり方に関する研究
(研究分担者 中山伸一)

ルを策定する方針とした。また、DMAT による“ド

災害医療対応のコマンド体制確立に寄与すべ

クターヘリ群”の自律的運用を確固たるものにす

く、EMIS の活用方法ならびに今後の改善点への

るために、都道府県庁内の「ヘリ運航調整会議」

提言を行なった。特に今年度は、１）3.11での EMIS

へのリエゾンの参画を含めて、“ドクターヘリ群”

の活用状況の分析、２）自衛隊艦船に洋上 SCU を

の指揮系統を再検討した。

設置した訓練からの提言、３）EMIS と地方自治

⑤

広域医療搬送に関わる研究

体独自の情報システムとのリンクについて検討し

（研究分担者 本間正人）

た。結果は１）3.11でも情報が混乱し、EMIS もイ

3.11ではわが国で初めての広域医療搬送が行わ

ンターネット回線の不通などの問題点はあった

れた。東海地震対応計画を基本モデルとして出発

が、DMAT の参集、活動に DMAT 管理モードが、

した広域医療搬送計画は、今回の3.11の経験を受

広域医療搬送の実施に広域医療搬送患者管理シス

け、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震

テ ム （ MATTS: Medical Air Transport Tracking

に備え再検討すべき内容を明らかにし、具体的解

System）がおおいに役に立ち、有効性が証明され

決策を提案することが本研究の目的である。本年

た。２）自衛隊艦船を洋上 SCU として機能させる

度の研究として、１）大災害時の都道府県や地方

には、自衛隊艦船上で EMIS にアクセスできるこ

公共団体が定める地域防災計画には、段階的な搬
－7－

送計画が必要であること、SCU の計画には、広域

員会で今後進められる診療録作成に係ることで災

医療搬送を行う SCU の機能と被災地内の現場救

害拠点病院における情報整理ツールの開発につな

護所としての機能が必要であり、そのためには強

げる。

力な指揮命令・調整能力と移動手段とくにヘリコ

⑧

局地災害対応、消防との連携についての研究

プターや陸路搬送のための救急車等の車両を調整

（研究分担者 大友康裕）

する他機関との連携能力が必要となる。２）
「広域

DMAT の体制が全国的に整備されつつあり、災

医療搬送適応疾患、広域医療搬送トリアージ基準、

害現場から医療を提供することが可能になった。

不搬送基準の見直しについて」は必要との意見も

DMAT に対する全国標準的な研修が提供されてい

見られたが、意見の統一ができなかったため来年

る一方、消防職員や警察職員は、職務としての災

度以降の継続的な検討事項とした。３）「新しい

害現場活動は訓練を受けているものの、彼らを対

SCU 組織のあり方について」は、新しい SCU の

象とした標準的な多数傷病者対応研修は存在しな

考え方に基づきドクヘリ拠点や新しい SCU 組織

い。災害現場では、消防・警察などの緊急対応機

図の提案をした。４）
「新たな広域搬送戦略」とし

関と DMAT が有機的に連携して活動することが

て現在具体的な計画策定が進められている東海地

求められることから、本分担研究では、消防・警

震、東南海・南海地震に対する広域医療搬送計画

察職員を対象として、多数傷病者対応に関する医

の「第二案」の提案をした。

療対応の標準化されたトレーニングコースの開

⑥

発・実施に着手した。その結果「多数傷病者対応

トリアージ手法の見直しについての研究
（研究分担者 森野一真）

標準化トレーニングプログラム」であるＭＣＬＳ

災害時の医療資源と傷病者（患者）との不均衡

(Mass Casualty Life Support)コースを開発した。平

が生じる中、より多くの傷病者（患者）にいかに

成23年8月より正式コースの開催を開始した。

適切な治療の機会を与えることができるかは重要

広域災害における消防と医療の連携において

な課題である。その手段としてトリアージがある

は、3.11において如何なる消防と医療の連携が行

が、現行のトリアージの方法やトリアージタッグ

われたのか、またどのような課題が残ったのかを

のデザインは治療への移行を必ずしも潤滑にはし

検証した。これまで検討されてきた消防と医療の

ていない。本年度の研究では3.11で使用された区

連携の提言を参考にし、3.11に関する実態調査（総

分 I（赤）のトリアージタッグ124枚を分析した。

務省消防庁）と照らし合わせ、今後の課題を抽出

その結果、特に分類理由や付記が明確になるよう

した。課題として1) 予想以上の通信インフラの被

トリアージの方法やトリアージタッグのデザイ

災によって、情報共有が難しかった。今後は消防

ン、様式などを改訂すべきであると考えられた。

本部と医療機関との連絡体制(EMIS、衛星電話、

⑦

MCA 無線、防災無線等)を更に強固なものにする

災害拠点病院における情報整理ツールの開発
についての研究

必要がある。2) 今回の震災では少数だが特定行為

（研究分担者 定光大海）

指示を得られなかったケースもあった。今後は具

現場から広域（転院）搬送に至る過程で患者情

体的な指示を得られるような体制を作ることはも

報がとぎれないための受け入れ病院（災害拠点病

とより、指示が得られなかった場合のルール作り

院）で標準的に利用可能な初期診療録作成を目的

が必要である。3) 緊急消防援助隊とともに被災地

に地震災害時の外傷診療を想定した災害診療録を

に同時に出動する医療チームは限られていたた

作成し、実際の災害訓練で使用実態を検証した。

め、現場での連携活動は限られた。今後は緊急消

この結果は2012年1月、日本救急医学会、日本集団

防援助隊と同時に出動する DMAT を増やすこと

災害学会、診療情報管理学会からなる「災害時診

は元より、自己完結型の DMAT との連携を図る必

療録のあり方に関する合同委員会」で報告した。

要があると思われる。

同合同委員会は今後、標準的災害診療録作成に向

⑨

けて活動することになったが、本分担研究も同委

CSM 研修の開発に関する研究
（研究分担者 井上潤一）

－8－

3.11において行われた救助と医療が連携した都

提供するためには被災地で活動する DMAT、ある

市型捜索救助活動 Urban Search and Rescue(USAR)

いは救護班の共通の情報や災害医療の知識・認識

について調査し、瓦礫の下の医療 Confined Space

が不可欠である。超急性期に活動する救護班のレ

Medicine(CSM)の安全かつ効果的な普及に向けた

ベルアップを目的とした日赤 DMAT 研修会を軸

課題を検討した。被災3県（岩手、宮城、福島）で

に超急性期災害医療に関する教育、研修による人

は、宮城県仙台市近郊で津波浸水地域の捜索救助

材育成が必須である。

活動に計10チームの DMAT が対応した。同3県で

⑪

日本医師会との連携に関する研究

CSM は調査した範囲内では確認できなかった。そ

（研究分担者 石原哲）

れ以外の地域では東京都町田市で大型小売店舗の

今後の日本医師会医療救護班の活動を考えると

立体駐車場スロープが崩落し車両3台が下敷きと

日本医師会と DMAT が連携を図ることが新たな

なり2名が閉じ込められ26時間にわたり CSM が展

災害医療体制の確立に繋がると考えられる。日本

開され1名を生存救出した。海外から被災地内に派

医師会は DMAT などの新たな災害医療体制に鑑

遣された18の USAR チームにおいて CSM を要す

み、平成20年2月「救急災害医療対策委員会」を新

るような活動は行われなかった。過去の事例と同

たに立上げ、日本医師会としての役割や災害医療

様、津波災害対しては本来の USAR 機能が発揮で

体制のあり方の再構築を目的に検討を行ってき

きる場面は少なかったが、高い自己完結性や総合

た。今回の大災害において、日本医師会は、JMAT

的な捜索救助能力の面から被災地に投入されるべ

として活動し大きな成果を挙げた。この実績につ

き戦力の一つであることに変わりはなく、円滑な

いては、平成24年3月、東日本大震災の対応や活動

受け入れ体制を確立すべきである。今回確認でき

を基に「救急災害医療対策委員会報告書」として

た CSM は東京での1例のみであったが、発生した

取りまとめられている。今回の研究報告は、今回

場合は長時間にわたり多大なリソースの投入が不

の震災も含めこれまで災害現場に日本医師会医療

可欠なことが改めて明らかとなった。今後予想さ

救護班が出動して経験して得た教訓や課題を基

れる首都直下地震では CSM を必要とする現場が

に、
「救急災害医療対策委員会報告」を再考したの

多数発生する可能性が高く、再度その対応戦略を

で報告した。

検討すべきである。

⑫

⑩

「国立病院機構との連携」に関する研究
（研究分担者 高橋毅）

日本赤十字社との連携に関する研究
（研究分担者 勝見敦）

国立病院機構は全国に143の病院を有しており、そ

3.11での超急性期における日本赤十字社（以下、

の中に、救命救急センター18カ所、災害拠点病院

日赤）
医療救護活動について調査し、日赤と DMAT

19カ所、DMAT 指定病院24カ所、DMAT 数49チー

との連携に関する問題点、課題を報告した。日赤

ム、DMAT 隊員数435名を有している。また広域

は DMAT、救護班として迅速に出動し被災地にお

医療搬送の受入機関や DMAT 活動後の亜急性期

いて活動した。3月11日には DMAT として22班、

の医療班派遣機関としての活躍も期待できる。し

救護班として33班、計55班が出動。3月12日は

かしながら、国立病院機構防災業務計画には、こ

DMAT9班、救護班29班が出動している。2日間で

れらを効率よく采配するための機構本部機能（災

DMAT31班、救護班62班、計93班の医療救護班

害対策本部）に関する具体的な記述がなく、改訂

（1.01班/全日赤病院）が出動した。情報としては、

作業に着手した。機構各病院においては、災害時

日赤は EMIS による情報収集とともに、DMAT へ

に必要な人材の確保・養成・維持を行うために、

の情報提供することにより、効率的な DMAT と救

平時には救急医療に力を注ぎ、人的・財政的に医

護班の役割分担につながる。日赤の救護活動にお

療力を蓄えて行く必要がある。

いて早期からの医療救護所の展開は中長期的医療

⑬

急性期医療体制の総合戦略の展望に関する研

活動を見据えた場合、不可欠な戦略である。超急

究

性期に被災地域に必要とされている医療を有効に

（山田 憲彦 研究分担者）
－9－

3.11は、災害時の医療支援ニーズの多様性を改

があるという課題が指摘された。これらの課題に

めて浮かび上がらせた。一方、我が国の DMAT は、

対して、本部機能強化の方法、亜急性期への円滑

阪神・淡路大震災時に明瞭になった、外傷患者の

な引き継ぎの方法、事務局強化の論点整理等の成

preventable deaths の軽減に特化して整備したた

果が得られた。また、活動内容、活動期間の見直

め、諸外国の DMAT と比べると、機能・自己完結

しを行い DMAT 活動要領の改定に向けて案を作

的可動期間等に相当な違いがある。災害急性期の

成した。活動期間に関しては、1チームに関しては

多様なニーズに的確に応えるためには、ニーズの

移動時間を除いて概ね48時間を基本とし、災害の

総括的整理のもとに、１）現行の病院単位 DMAT

規模によっては、医療救護班と充分に引継ぎがで

の本格的な National Team 編制の検討、２）DMAT

きるまで（1週間程度）とし、必要なら2次隊、3

以外のリソース（他科専門家等）を動員する体制

次隊を追加派遣することにより対応することにな

の検討が必要である。

った。これまで DMAT は超急性期の救命医療を行
うチームとしてきたので、DMAT の2次隊あるい

D.考察

は3次隊という概念はまったくなかった。しかし、

東日本大震災(3.11)より、1年が過ぎた。東京電

実際には地域によって、2次隊3次隊といった後続

力福島第一原発事故においては、未だ真の収束に

隊が派遣されている。今後は後続隊が正式な戦略

は至っておらず、現在進行形である。しかし、

の選択肢となったので、後続隊の派遣条件、出動

DMAT を中心とする急性期の災害医療対応に関し

態勢、撤収条件等のガイドラインが必要となり、

ては、厚生労働省、学会レベルなど様々なところ

隊員養成研修においてもプログラムの変更やシミ

で検証され、課題が大方出揃った感がある。最も

ュレーションを行う必要がある。

本幹になるものは、
「災害医療等のあり方に関する

ロジスティクスに関して、3.11において、陸路

検討会」
（厚生労働省）において報告されたもので

で入った DMAT がガソリン不足で活動を制限さ

ある。DMAT、災害拠点病院、および地域医療体

れたり、空路で入った DMAT が移動手段の確保が

制全体に分けて、それぞれの課題をあげている（表

できず、活動を制限された等の問題があった。ま

１）。

た、食料、医療資器材の枯渇は DMAT 全体の問題
であった。十分な後方支援があればより効果的な
活動ができたという課題が残った。この問題を解
決するためには、3.11前に本研究班で提唱したロ
ジスティック構想の具現化が必要と考えられる。
つまり DMAT が効果的に活動するために、病院単
位のチームに属さないロジスティクス専門チー
ム、および備蓄基地が必要である。ロジスティッ
ク隊員の養成研修のカリキュラムの開発、民間業
者との提携を含む調達・運搬の体制整備を準備す
ることが重要である。
通信インフラの整備も課題としてあがったが、
被災地内における通信環境の確保に関する検討で

3.11においては津波特有の疾病構造であったた

は、今年度は宇宙航空研究開発機構(JAXA: Japan

め、DMAT 運用、ロジスティックに関する研究に

Aerospace Exploration Agency）との連携によるイン

おいては、DMAT が慢性疾患への対応が不十分で

ターネット環境の確保に一定の方向性を見出すこ

あったという課題、および DMAT と一般医療救護

とができた。今後は JAXA との連携の実効性を確

班の引継ぎに、時間的・空間的に医療空白（ギャ

保するため、より詳細な運用計画の策定、更なる

ップ）が生じ、防ぎえる災害死が発生した可能性

訓練の実施などが必要である。また、日赤無線等、
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画の「第二案」を報告書の中で提案をした。災害

他の通信手段の検討も更に進める必要がある。
EMIS の機能改良により、災害発生時の DMAT

医療あり方検討会報告書でも、全都道府県におい

作戦ツールとして EMIS が貢献できる範囲が拡大

て SCU の設置場所を決め、近隣の協力病院を定め

強化され、3.11における DMAT 派遣や広域医療搬

るよう推奨しており、いかなるパターンの広域医

送でその有効性が証明された。課題として明らか

療搬送が必要となっても、それに対応できる準備

になったことは、EMIS の入力率を上げるために

をすることが重要であと考える。
災害診療録の統一化に関しては、その必要性に

は、通信インフラの強化と入力できる人材の確保、
そして今後、より DMAT 本部活動の支援ツールへ

関しては本研究班で以前より訴えてきたところで

と進化させるべく、情報共有が充分とはいえない

あるが、3.11を経験した多くの医療組織（DMAT、

内閣府、内閣官房、消防、自衛隊（防衛省）など

日赤、国立病院機構等）が、災害診療録の標準化

と EMIS 情報の共有化を推進しなければならない

の必要性を認識した。それを受け日本救急医学会、

ことである。

日本集団災害医学会、日本病院会（日本診断情報

通信インフラの強化に関しては、災害医療あり

管理学会）の三部会合同の委員会「災害時診療録

方検討会報告書においても、PC につなげられる衛

のあり方に関する合同委員会」を立ち上げた。今

星電話の整備が言われており、すでに始まってい

後は、本研究班は合同委員会とリンクすることに

る。人材育成においても今後ブロック技能維持研

より、災害診療録の統一化に貢献できると考える。

修等で進めて行く方針である。EMIS の他組織へ

また、トリアージタッグにおいても改訂案を作成

の拡大は、セキュリティーの問題もあるが、まず

するが、標準災害診療録との整合性もとる必要が

は中央防災情報システムへのリンクを考えたい。

あると考える。

域内・域外搬送におけるドクターヘリの活用に

消防と医療の連携に関しては、局地災害に対し

関して、これまで災害時におけるドクターヘリの

ては MCLS コースが完成し、正式コース、インス

活用方法について、本研究班で検討・提案してき

トラクターコースが開始された。今後は全国普及

たが、今回の3.11でその有用性が明白となり、研

することにより、多数傷病者発生事案の現場での

究レベルから実務レベルへ早急に引き上げる必要

消防と医療の連携活動が向上することが期待され

性が生じた。本研究班としては、まず初めに、ド

る。広域災害においては、3.11の検証の結果、2次

クターヘリの災害時出動を可能にする運用上の根

医療圏レベルでの連携が十分でなかったことが指

拠を確立するための「ドクターヘリの災害時運用

摘された。そもそも重症患者が少なく、連携の必

に関わる要綱案」を作成し、ドクターヘリ保有の

要性が低かった可能性はあるが、連携が不十分と

道府県に提案した。各道府県が、ドクターヘリ活

なった一つの原因として、2次医療圏レベルの指揮

動要領の中に災害時の活用を書き込むことを期待

命令系統の調整・連携がなかったことがあげられ

したい。次のステップとしては、災害時のドクタ

た。今後は、2次医療圏レベルでも統括 DMAT を

ーヘリの参集方法、運航・運用方法、ドクターヘ

配することにより、消防との連携を強化したい。
CSM（瓦礫の下医療）に関しては、3.11は津波

リクルーの研修などが課題となる。
広域医療搬送に関しては、花巻モデルを今年度

災害であったため被災4県には事案がなかったが、

の9.1訓練で検証した。検証することにより新たな

東京都町田市の事案を検証すると、1事例だけでも

課題も抽出された。すなわち、SCU を中心とする

相当な労力が必要なことが明確になった。首都直

域内搬送、広域医療搬送を行うためには、強力な

下を想定した場合、多数の CSM 事案が生じるこ

指揮命令・調整能力と移動手段を調整する他機関

とは明白であり、多数 CSM 事案に対する対応策、

との連携機能が必要となるということが明確にな

ガイドライン、マニュアル、研修コースが必要で

った。花巻モデルを「新たな広域搬送戦略」とし

ある。

て、現在具体的な計画策定が進められている東海

関係機関との連携においては、3.11において、

地震、東南海・南海地震に対する広域医療搬送計

日赤、日本医師会（JMAT）
、国立病院機構は、多
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数のチームを被災地へ派遣し、過去にない大規模

1.

DMAT 隊員養成、研修の見直し

の活動を行った。各機関内では組織的な活動が行

⇒2 次隊派遣を含む長期派遣戦力の具現化、

われたが、機関同士の連携となると限られた地域

DMAT 研修のプログラム変更

以外はほとんど行われなかった。各機関における

2.

ロジスティクス

活動検証の結果、他機関との重要性はどこでもあ

ロジスティック構想の具現化のため、ロジス

げている事項であり、今後、関係機関との活動ガ

ティック隊員の養成研修のカリキュラムの

イドラインの策定が必要となる。特に「災害医療

開発、民間業者との提携を含む調達・運搬の

のあり方検討会報告書」でも指摘しているが、3.11

体制整備を準備する

においては、DMAT と医療救護班の引継ぎで空間

3.

EMIS のバージョンアップ

的・時間的に医療空白（ギャップ）が生じてそこ

⇒院内情報とのリンク、災害診療録とのリン

に新たな防ぎえる災害死が発生した可能性があ

ク、他組織へのリンク

る。この課題を解決するためには、様々な医療機

4.

域内・域外搬送

関を調整する必要がある。
「災害医療のあり方検討

⇒ドクターヘリの参集方法、バックアップ、

会報告書」においては、県レベルでは派遣調整本

参集したヘリの指揮命令、給油に関する課題、

部、2次医療圏レベルでは地域災害医療対策会議が

ドクターヘリクルーへの研修

その働きを担うという事になっているが、これら

5.

広域医療搬送計画

を機能させるためには平時からの準備が必要な

⇒各都道府県に SCU 設置、協力病院の指定が

る。派遣調整本部および地域災害医療対策会議の

課せられたので、域内搬送の整備を含めガイ

設置基準、具体的な作業内容を策定することにな

ドラインを作成する。

るが、正にそこには関係機関の連携が不可欠とな

6.

⇒災害診療録とのリンク、EMIS へのリンク

る。
7.
E.結論

災害診療録
⇒統一災害診療録へ向けて「災害時の診療録
のあり方に関する３学会合同委員会」が設置

本震災において行われた急性期災害医療を、阪

されたので、本研究班としても連携する。

神・淡路大震災時と比較すると、被災地入りした
DMAT の数だけをとっても、隔世の感を持って進

トリアージタッグの改定

8.

消防と医療の連携(CSM を含む)

歩したと言え、これまでの研究の方向性が間違っ

⇒広域災害時の連携、2次医療圏レベルで如何

ていなかったことが証明された。しかしながら、

に連携するか方針を示す。地域災害医療対策

今回の地震津波災害においては、阪神・淡路大震

会議の役割を明確化する。

災に認められなかった様々な医療ニーズが出現

9.

他機関との連携（日赤、国立病院機構、JMAT）

し、その中には今まで課題としてあがっていない

⇒派遣調整本部、地域災害医療対策会議にお

領域のものもあった。東海・東南海・南海地震が

ける DMAT の役割、他機関同士の連携

連動した場合は、今回と同じ医療ニーズが生じる
と考えられ、これまで検討してきた阪神・淡路大

F. 健康危険情報
特になし

震災タイプ（直下地震）の対応を踏襲しつつ、更
に今回の反省・教訓を活かした災害医療体制を構
築する必要がある。わが国の災害医療は阪神・淡

G. 研究発表

論文発表

路大震災の教訓を基に大きく変わった。本震災に
おいてもこれらの新しい研究課題を十分に掘り下

1. 小井土雄一：DMAT の活動実態と課題
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 ᕆᕈᦼක≮ߩ✚วᚢ⇛ߩዷᦸ㧔ጊ↰⎇ⓥಽᜂ⠪㧕
ࠬࠗ࠼ߦࠃࠅ⺑

 ᐢၞක≮៝ㅍߦ㑐ࠊࠆ⎇ⓥ㧔ᧄ㑆⎇ⓥಽᜂ⠪㧕
⾗ᢱ㧣ߦࠃࠅ⺑
ާᗧ⾰ި
 ࠼ࠢ࠲ࡋߣ߁ᣂߒ៝ㅍᚻᲑ߇ߞߡ߈ߚߩߢߪߣߎߔ⋥ࠍ↹⸘ߩߢ߹ࠇߎޔน
⢻ߥߩߢߒࠂ߁߆ޕ
  ψᡷᱜߩ࿎㔍ᐲߪߦߒߡޔታἴኂࠍ〯߹߃ߡࠆߴ߈ᆫߦᄌ߃ߡ߆ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ
ߣ⠨߃ߡࠆޕ
 ᐕᐲߩᐢၞක≮៝ㅍታ⸠✵ߪ⧎Ꮞࡕ࠺࡞ߢⴕ߁ߎߣߦߥߞߡࠆޕോዪዊᣧᎹࠍಽ
ᜂදജ⠪ߦട߃ߡߚߛ߈ႎ๔ᦠߩ᛬ߦߪ߹ߣߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁߞߡࠆޕ

 ዪἴኂኻᔕ㨮ᶖ㒐ߣߩㅪ៤ߦߟߡߩ⎇ⓥ㧔ᄢ⎇ⓥಽᜂ⠪㧕
ᶖ㒐⡯ຬߦኻߒߡἴኂක≮ኻᔕߦ㑐ߔࠆᢎ⢒⎇ୃ߇චಽߦⴕࠊࠇߡߥ⁁߆ࠄޔᶖ㒐
⡯ຬࠍኻ⽎ߣߒߚో࿖ᮡḰߩ⎇ୃࠦࠬࠍ㐿⊒ߐߖߡߚߛ߈ޔᣣ߆ࠄ╙  ࿁ࠍ㐿ߔࠆ
ߎߣߦߥߞߡࠆޕ
ާᗧ⾰ި
✚ോ⋭ᶖ㒐ᐡߩਛߢ߽ᶖ㒐ߣක≮ߩㅪ៤ߩࠫࠕ࠻ޔၮḰߩ⋥ߒᮡḰൻߥߤࠍⴕ
ߞߡࠆߩߢ⎇ޔⓥߩਛߦขࠅࠇߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߁ޕ

 ἴኂὐ∛㒮ߦ߅ߌࠆᖱႎᢛℂ࠷࡞ߩ㐿⊒ߦߟߡߩ⎇ⓥ㧔ቯశ⎇ⓥಽᜂ⠪㧕
⾗ᢱ㧡ߦࠃࠅ⺑
ާᗧ⾰ި
ᣣ⿒ߢἴኂࠞ࡞࠹߁ߣߚߒ৻⛔ࠍ࠻ࠪ࠻ࡦࡔࠬࠕޔᗧ߇ࠆߩߢޔ᧪ࠇ߫
ࡦࠢߒߡㅴߡߚߛ߈ߚޕ

 ၞౝ៝ㅍޔၞᄖ៝ㅍߦ㑐ࠊࠆ⎇ⓥ㧔᧻ᧄ⎇ⓥಽᜂ⠪㧕
⾗ᢱ㧢ߦࠃࠅ⺑
ާᗧ⾰ި
ᐕᐲߩᐢၞක≮៝ㅍታ⸠✵ߢ߽࠼ࠢ࠲ࡋߪᄙߊ㓸߹ࠆ੍ቯߥߩߢ߽ࠅߚߩߘޔ
〯߹߃ߡ߹ߣߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߁ޕ
 ࠼ࠢ࠲ࡋߦ㑐ߒߡߪޔἴኂක≮╬ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ળ߿✚ോ⋭ᶖ㒐ᐡߩක≮ߣᶖ
㒐ߩㅪ៤ߥߤ࡞࡞ࠅᴺ⊛ߥᬌ⸛߇ᔅⷐߥ㕖Ᏹߦᄢ߈ߥ࠹ࡑߦߥߞߡࠆߩߢޔቱ
ߒߊ߅㗿ߒߚޕ
 ࠼ࠢ࠲ࡋߪ㧰㧹㧭㨀ߦዻߒߡࠆ߆ߣ߁㗴ޔㆇⴕ⺞ᢛࠍߤߎߢ߿ࠆߩ߆ߣ߁
㗴߇ߡࠆޕ
  ψ࠼ࠢ࠲ࡋන⁛ߢേߡ߽ᣇ߇ߥޕᄢ߈ߥἴኂߢߪ㧰㧹㧭㨀߇ࠆߩߢޔ㧰㧹㧭
㨀ߩ⒖േᚻᲑߣߒߡ࠼ࠢ࠲ࡋࡋࠍ߃߫ࠃߩߢߪߥ߆ߣᕁߞߡࠆޕㆇⴕ⺞
ᢛߦ㑐ߒߡߪⴡ⥄ߡోޔ㓌ߩ▤ߩਛߦࠆߣ߁ߎߣߦߥߞߡࠆޕ
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 ࠻ࠕࠫᚻᴺߩ⋥ߒߦߟߡߩ⎇ⓥ㧔㊁⎇ⓥಽᜂ⠪㧕
⾗ᢱߦࠃࠅ⺑
  
 ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ਛጊ⎇ⓥಽᜂ⠪㧕
⾗ᢱߦࠃࠅ⺑
ާᗧ⾰ި
   ਛᄩ㒐ἴή✢ߩࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߦ㧱㧹㧵㧿ߩࡦࠢࠍᒛߞߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁߞߡࠆߩ
ߢߏޔᬌ⸛ቱߒߊ߅㗿ߔࠆޕ

   㧰㧹㧭㨀ㆇ↪ߦࠢ࠶ࠖ࠹ࠬࠫࡠޔ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ㄭ⮮⎇ⓥಽᜂ⠪㧕
  ⾗ᢱ㧤ߦࠃࠅ⺑
  
   ⎇ୃߩࠅᣇߦߟߡߩ⎇ⓥ㧔㒙ධ⎇ⓥಽᜂ⠪㧕
  ⾗ᢱ㧥ߦࠃࠅ⺑
ާᗧ⾰ި
ࠞࠠࡘࡓߩᡷ⸓ߦᒰߒߥ߽ߩޔᄢᨒ߇ᄌࠊࠄߥ߽ߩߦߟߡߪޔ㗅ᰴᄌ߃ߡ
ߊߎߣߪน⢻ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕᣂߒ߽ߩࠍઃߌട߃ࠆ߽ߩߥߤߪోࡓࡘࠠࠞޔߩ⺞
ᢛ߇ᔅⷐߦߥࠆߩߢዋߒᤨ㑆߇ᔅⷐߣ߁ᢛℂߢࠃࠈߒ߆ߣᕁ߁ޕ
 㧰㧹㧭㨀ᵴേߩᨵエᕈ ᵴേᦼ㑆ኻ⽎∔ᖚ ߇ᔅⷐߢࠆޕ㧞ᐕᓟߢߪ߹ߕߩߢ㗅⎇ୃ
ߩਛߢᢎ⢒ߒߡࠁߊߴ߈ߢࠆޕᐢၞක≮៝ㅍ߽ㆡ↪ߦߣࠄࠊࠇߕߦታⴕߔࠆᢎ⢒ࠍߒߡ
ߊߴ߈ߣ⠨߃ࠆޕ
   㧺㧮㧯ኻᔕࠍࠆ⒟ᐲ߹ߢᢎ߃ߡߊߴ߈߆ᬌ⸛߇ᔅⷐߣ⠨߃ࠆޕ

   ᣣᧄ⿒චሼ␠ߣߩㅪ៤ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ൎ⎇ⓥಽᜂ⠪㧕
  ⾗ᢱ㧝㧜ߦࠃࠅ⺑
 
   ࿖┙∛㒮ᯏ᭴ߣߩㅪ៤ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔㜞ᯅ⎇ⓥಽᜂ⠪㧕
  ⾗ᢱ㧝㧝ߦࠃࠅ⺑
 


㐽ળᜦ
ฦ⎇ⓥಽᜂ⠪ߩ⊝᭽ޔᐕᐲߩ⋡ᮡࠍឭ␜ߒߡߚߛ߈ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ
 ἴኂක≮╬ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ળ߆ࠄ⺖㗴߇߅ࠅߡߊࠆޕᣂߚߥ⺖㗴߽ࠆߩߢോዪߩᣇߢ
ᢛℂߒߡ߅␜ߒߔࠆߩߢදജቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔޕ
╙㧞࿁ߪ㧝㧜㨪㧝㧝ߦ㐿ߔࠆ੍ቯߢࠆߢߎߘޕਛ㑆ႎ๔߇᧪ࠇ߫ߣ⠨߃ߡࠆޕ


－21－


ෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄ஜᐽోෂᯏ▤ℂኻ╷✚ว⎇ⓥᬺ
⥄ޟὼἴኂߦࠃࠆᐢၞἴኂᤨߦ߅ߌࠆലᨐ⊛ߥೋേᦼක≮ߩ⏕߮ᡷༀߦ㑐ߔ
ࠆ⎇ⓥޠᐔᚑ㧞㧟ᐕᐲ╙㧞࿁⃰ળ⼏⼏ⷐᣦ


ᣣ ᤨ 㧦 ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧝㧝㧝㧝ᣣ㧔㊄㧕
㧝㧟㧦㧜㧜㧙㧝㧣㧦㧜㧜
႐ ᚲ 㧦 ෘ↢ഭ⋭㧝㧞㓏ኾ↪╙㧝㧞ળ⼏ቶ
Ꮸ⠪ 㧦 㧟㧠ฬ  ࠝࡉࠩࡃ㧞ฬ  ෘഭ⋭㧟ฬ  ോዪ㧢ฬ 

ᜦ  㧦 ⎇ⓥઍ⠪
      ෘ↢ഭ⋭ᄢ⤿ቭᚱෘ↢⑼ቇ⺖ 
      ෘ↢ഭ⋭කዪᜰዉ⺖
      ౝ㑑ᐭ㧔㒐ἴᜂᒰ㧕

⼏㧔⸛⺰㧕 
㧔㧝㧕ᐢၞක≮៝ㅍታേ⸠✵ߩ⚿ᨐႎ๔
   㑐ଥᯏ㑐ߩᚲႎ๔㧔⾗ᢱ㧝㧕ߦߟߡ⺑
   ᐢၞක≮៝ㅍ⸠✵ߩᚲࠍ߹ߣߚ߽ߩߢࠆޕ
    ᶖ㒐ᐡޔ㒐ⴡ⋭ޔ㜞᧻ⓨ᷼ޔ㚅Ꮉ⋵ޔౝ㑑ᐭ╬㧔DMAT એᄖߩෳടᯏ㑐㧕߆ࠄߩᚲ
ߦߟߡ⾗ᢱߦࠃࠅ⺑
  ႎ๔
   Ԙ㑆ၮ㧿㧯㨁ߩᵴേߦߟߡ 㧔⊒⠪㧦㒙┻ ⨃㧕
    㑆ၮ㧿㧯㨁ߢߩ⛔㧰㧹㧭㨀ᵴേ⁁ᴫ㗴ὐ⺖㗴╬ߦߟߡࠬࠗ࠼
㧔⾗ᢱ㧞㧕ߦࠃࠅ⺑
   ԙ㑆ၮ㧿㧯㨁ၞౝ៝ㅍ⺞ᢛㇱ㐷ߢߩᵴേߦߟߡ 㧔⊒⠪㧦ਛ శિ㧕
    㑆ၮߢߩၞౝ៝ㅍ⺞ᢛㇱ㐷ߢߩᵴേ⁁ᴫߦߟߡࠬࠗ࠼㧔⾗ᢱ㧟㧕ߦࠃࠅ⺑
   Ԛᯏౝᵴേߦߟߡ 㧔⊒⠪㧦ਛ ᐢᄢ㧕
    ᯏౝ㧔㧯㧙㧝㧕ߢߩᵴേ⁁ᴫ㗴ὐ╬ߦߟߡࠬࠗ࠼㧔⾗ᢱ㧠㧕ߦࠃࠅ⺑
  ⾰⇼
   ߩᐢၞක≮៝ㅍ߇⨹ᄤᤨߦ⠴߃ࠄࠇࠆ߽ߩߥߩ߆⠨߃ࠆᔅⷐ߇ࠆޕ㒽〝ߦಾࠅ឵
߃ࠆߩߪᤨ㑆߇ࠇ߫น⢻ߛ߇ᦨޔೋ߆ࠄᢇᕆゞࠅ߈ߢ⠨߃ߚᣇ߇⦟ߣ⠨߃ࠆޕ
   ԙߦߟߡ㧦߹ߐߦἴኂᤨߩ⺞ᢛߦߚࠆߣታᗵߒߚޕ㧰㧹㧭㨀ߩ⚵ߺߩਛߦ㧯㧿
ࠍࠇࠆᨒ⚵ߺ߇ᔅⷐߣᗵߓߚޕ
   ၞౝ⺞ᢛᧄㇱߪ㧿㧯㨁ߦࠆᣇ߇⦟ߣ⠨߃ࠆޕ
  ႎ๔
   ԛᣂẟⓨ᷼ၞᄖὐߩᵴേߦߟߡ 㧔⊒⠪㧦ᾢ⼱ ⻞㧕
    ᣂẟⓨ᷼ၞᄖὐߢߩᵴേ⁁ᴫޕ⋭ᐫ㗡ߦߟߡࠬࠗ࠼㧔⾗ᢱ㧡㧕ߦࠃࠅ⺑
   Ԝ㜞᧻ⓨ᷼ၞᄖὐߩᵴേߦߟߡ 㧔⊒⠪㧦⾗ᢱ㧢㧕
    ᣂẟⓨ᷼ᵴേὐߢߩᵴേ⁁ᴫ⋭ὐ╬ߦߟߡࠬࠗ࠼㧔⾗ᢱ㧢㧕ߦࠃࠅ⺑
    ࠦࡦ࠻ࡠߣࡊࡗࠍ⏕ߦ✢ࠍᒁߊࠃ߁ߦߒߡߊߴ߈ߣ⠨߃ࠆޕ
    㔚ജߦ㑐ߒߡߪ㧞ญ㧟ญߩ㆑ߢធ⛯ߢ߈ߥ߆ߞߚߎߣ߇ਥߥේ࿃ޕ
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㧔㧞㧕ᐔᚑ㧞㧟ᐕᐲㄭ⇰ࡉࡠ࠶ࠢታേ⸠✵ႎ๔ 㧔⊒⠪㧦ਃ ⺈ੑ㧕
   ㄭ⇰ᐭ⋵วห㒐ἴ⸠✵ߩᵴേႎ๔ߦߟߡࠬࠗ࠼ߦࠃࠅ⺑
    ⥄ⴡ㓌ߣߩㅪ៤߇⺖㗴㧔ࠞ࠙ࡦ࠲ࡄ࠻ߣߩࠦࡦ࠲ࠢ࠻㧕
  ާᗧ⾰ި
   㧖∛㒮⦁ߦ㑐ߒߡ
   ⦘⦁ߦߪ᳓߇లಽߦࠆߩߢࠢ࠶ࠪࡘߦߪ↪ߣ⠨߃ࠆޕ
    ャㅍജࠍᝥߡߡ߹ߢ∛㒮⦁ߣߒߡᯏ⢻ߐߖࠆߎߣߪ⠨߃ߡߥޕ
    ᖚ⠪ᖱႎࠍㅍࠆߎߣߪᄢಾߛ߇ޔㅢାⅣႺߩࠠࡘ࠹ࠖ߇ᓟߩ⺖㗴ߢࠆޕ
   㧖⾗ེ᧚ߦ㑐ߒߡ
   ක≮⾗ᯏ᧚ߪ㧰㧹㧭㨀߇ᜬߜㄟࠎߛ߽ߩࠍ↪ߒߚޕ
    ⋵ౝߦ㧿㧯㨁ࠍ⸳⟎ߢ߈ࠆߣߎࠈࠍ⠨߃ߡࠆޕゞਔߦ⾗ᯏ᧚ࠍ࠶࠻ߔࠆᣇᴺࠍ
ߣࠆߎߣߪࠅ߆ޕ
     ψචಽ⠨߃ࠄࠇࠆ
   㧖ᐢၞක≮៝ㅍߦ߅ߌࠆ⥄ⴡ㓌㧔ᶏ〝㧕ߩᵴ↪ߦ㑐ߒߡ
    ⥄ⴡ㓌߇ᜬߞߡࠆ࠰ࠬࠍ↪ߢ߈ࠇ߫ߣ⠨߃ߡࠆ߇ޔฦㇺᐭ⋵ߩ⸘↹ߢ
ߤߩࠃ߁ߥᒻߢ⋓ࠅㄟࠆߩ߆ޕ
     ψౕ⊛ߦ⸘↹ߦ⋓ࠅㄟߎߣ߇ᔅⷐ
    ⓨ〝ߦߪ⨹ᄤᤨߦ߅ߌࠆᒙὐ߇ሽߔࠆߎߣ߆ࠄⶄᢙࡊࡦ߇ᔅⷐߦߥߞߡߊࠆޕ
ߘߩਛߢᶏ〝ࠍߚ⾗Ḯߩᵴ↪ࠍ⠨߃ߡߊߴ߈ߣ⠨߃ࠆޕ

㧔㧟㧕⺖㗴ߣᓟߩ⎇ⓥ⸘↹
   ᐢၞක≮៝ㅍߦ߅ߌࠆᬌ⸛㗄ߦߟߡ⾗ᢱ㧣ߦࠃࠅ⺑
   ᣣᧄ㧰㧹㧭㨀ᬌ⸛ᆔຬળᬺㇱળਗ߮ߦἴኂක≮╬ߩࠅᣇᬌ⸛ળ߆ࠄᐢၞක≮៝ㅍ
ߦ㑐ߒߡ⠨߃ᣇߩᢛℂࠍଐ㗬ߐࠇߡࠆ৻ޕቯߩᣇะᕈ߇ᬺㇱળߢߡࠆߩߢ․
ߦ⎇ⓥ⊛ߥߎߣߦߟߡ߹ߣߚޕ
  ާᗧ⾰ި
   ࿁⧎Ꮞࡕ࠺࡞߇ᚻߊㆇ↪ߢ߈ߚ߇ޔᐢၞක≮៝ㅍߩၮḰࠍᄌ߃ࠆߎߣߦߪࠬࠢ
߽߁ߎߣࠍ⠨ᘦߒߡᘕ㊀ߦᬌ⸛ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣ⠨߃ࠆޕ
   ၞౝ៝ㅍߩࠦࡦ࠻ࡠ࡞߇ਇน⢻ߢࠆߎߣࠍ೨ឭߦ⠨߃ߡ߆ߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
   㧿㨁㧯ߣ߁ᢥ⸒ߩᢛℂ߽ᔅⷐ
㧿㧯㨁߇ࠝࡃࡈࡠߒߚߣ߈ߦ㒢㧔㊀∝ᖚ⠪ߩߺߩฃ㧕ࠍߔࠇ߫ࠃߩߢߪ
ߥߛࠈ߁߆ޕ
   ቯ⟵ߣ⚵❱࿑ߩㆇ↪ߦᚻࠍࠇࠄࠇࠇ߫ᢛℂߢ߈ࠆߩߢߪߥ߆ޕ㊀∝ᐲߣ߁ⷰὐ
ߛߌߢߢߪߥߊක≮ߩࡌ࡞ࠍ⠨ᘦߒߚ⚵ߺߠߊࠅߦಾࠅ឵߃ߡ߆ߥߌࠇ߫ߥࠄ
ߥߩߢߪߥߛࠈ߁߆ޕ
   㧿㧯㨁ߢ৻⇟ᄢߥߩߪ႐߇࿎ߞߡࠆ႐วߦฃߌࠇࠆߎߣߣᰴߦߘߎ߆ࠄߔ
ߎߣߢࠕ࠙࠻ࡊ࠶࠻ߩࡈࠔࠢ࠲߽㊀ⷐߦߥࠆޕ
ࠦࡦࡊ࠻ߪ߹ࠅᄌ߃ࠆᔅⷐߪߥߊߡߩߢ߹ޔゲࠍᄥߊߔࠆᩰᅢߪߦࠇߘޕᢥ⸒
ߩᢛℂ߿ᢎ⢒ޔᚒߩޘℂ⸃߇ᔅⷐߦߥߞߡߊࠆޕ
   ٧ᬌ⸛㗄 ࠕ ߩ㧿㧯㨁ㆇ↪ߩ⋥ߒߦߟߡߪԘ㧿㧯㨁ߩᢥ⸒ᢛℂޔԙోߡߩ⥶ⓨᯏ
៝ㅍὐߩ㧿㧯㨁ߣߒߡߩㆇ↪㧰㧹㧭㨀㈩⟎ޔԚ⧎Ꮞဳ㧿㧯㨁߇⸳⟎ߢ߈ࠆ᧦ઙߩᢛ
ℂߦߟߡᧄ㑆వ↢ߩᣇߢᢛℂߒߡߚߛߊߎߣߣߒߚޕ
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㧔㧠㧕ോㅪ⛊
   ᓟߩ੍ቯߦߟߡ⾗ᢱ㧤ߦࠃࠅ⺑
   ᰴ࿁ߪ㧟㧟ᣣ
   ႎ๔ᦠߦߟߡಽᜂ⎇ⓥ⃰ߩ⃰㐳ߩᣇߪࠃࠈߒߊ߅㗿ߔࠆޕ

㐽ળᜦ
  ἴኂක≮ߩࠅᣇᬌ⸛ળߢฦㇺᐭ⋵ߦኻߒߡ㧿㧯㨁ߩ⸳⟎⾗ᯏ᧚ߩḰ╬ߦ㑐ߒߡ
ౕ᩺ߣߒߡ↢߆ߐࠇࠆߣ⠨߃ߡࠆᧄޕᣣߪ㐳ᤨ㑆ߦࠊߚࠅ⾆㊀ߥ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ
ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ
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ෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄ஜᐽోෂᯏ▤ℂኻ╷✚ว⎇ⓥᬺ
⥄ޟὼἴኂߦࠃࠆᐢၞἴኂᤨߦ߅ߌࠆലᨐ⊛ߥೋേᦼක≮ߩ⏕߮ᡷༀߦ㑐ߔ
ࠆ⎇ⓥޠᐔᚑ㧞㧟ᐕᐲ╙㧟࿁⃰ળ⼏⼏ⷐᣦ


ᣣ ᤨ 㧦 ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧞㧟ᣣ㧔㊄㧕
㧝㧠㧦㧜㧜㧙㧝㧣㧦㧜㧜
႐ ᚲ 㧦 ෘ↢ഭ⋭㧝㧣㓏ኾ↪╙㧞㧝ળ⼏ቶ
Ꮸ⠪ 㧦 㧞㧢ฬ  ࠝࡉࠩࡃ㧥ฬ  ෘഭ⋭㧡ฬ  ോዪ㧡ฬ 

ᜦ  㧦 ⎇ⓥઍ⠪
      ෘ↢ഭ⋭ᄢ⤿ቭᚱෘ↢⑼ቇ⺖ 
      ෘ↢ഭ⋭කዪᜰዉ⺖
      ౝ㑑ᐭ㧔㒐ἴᜂᒰ㧕

⼏㧔⸛⺰㧕 
㧔㧝㧕ฦಽᜂ߆ࠄߩႎ๔
  㧝㧕ᕆᕈᦼක≮ߩ✚วᚢ⇛ߩዷᦸ  ⎇ⓥಽᜂ⠪ ጊ↰ ᙗᒾ
    ⾗ᢱ㈩Ꮣߩߺ












㧞㧕ዪἴኂኻᔕޔᶖ㒐ߣߩㅪ៤ߦߟߡߩ⎇ⓥ  ⎇ⓥಽᜂ⠪ ᄢ ᐽ
 ᭂἴኂኻᔕ㧔㧹㧯㧸㧿⎇ୃߩ㐿⁁ᴫ㧕ߦߟߡ⾗ᢱ㧝㧙㧝ߦࠃࠅ⺑㧔ᧄ㑆㧕
 ࠗࡦࠬ࠻ࠢ࠲ߪ㧡㧢㧟ฬߣߥߞߡࠆޕ
 ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦ߅ߌࠆᶖ㒐ߣක≮ߩㅪ៤ᵴേߣ⺖㗴ߦߟߡ⾗ᢱ㧝㧙㧞ߦࠃࠅ⺑
  㧔ዊ㧕
ާᗧ⾰ި
   ἴኂᤨߦ߅ߌࠆ․ቯⴕὑߦ㑐ߔࠆㅢ⍮ၫⴕߒߡࠆߩ߆ޕ
    ψಾࠇߡࠆޕᰴߩ㔡ἴߦ߅ߡߪౣᐲ⊒ߐࠇࠆน⢻ᕈ߇ࠆޕ
  㧟㧕㧯㧿㧹⎇ୃߩ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ  ⎇ⓥಽᜂ⠪  Ả৻
    ⾗ᢱ㈩Ꮣߩߺ
  㧠㧕ἴኂὐ∛㒮ߦ߅ߌࠆᖱႎᢛℂ࠷࡞ߩ㐿⊒ߦߟߡߩ⎇ⓥ ⎇ⓥಽᜂ⠪ ቯశ ᄢᶏ
   ᖱႎᢛℂ࠷࡞ߩ㐿⊒ߦߟߡ⾗ᢱ㧞ߦࠃࠅ⺑㧔ㄭ⮮㧕
ާᗧ⾰ި
   ⛔৻ࠞ࡞࠹ߩᶐㅘߒᤃߐࠍ⠨ᘦߒߡᓟߩਥ▤ߪ⸻≮㍳▤ℂቇળߢⴕߞߡߚߛߊߎ
ߣߦߥߞߡࠆޕ
   ࠻ࠕࠫ࠲ࠣߦ㑐ߒߡ߽⁁ಽ߆ࠅߦߊㇱಽ߇ࠆߩߢᡷቯߒߡߊߎߣ߽ᔅⷐ
ߥߩߢߪߥ߆ߣ⠨߃ߡࠆޕ
   ⸻≮㍳ߣ࠻ࠕࠫ࠲ࠣ߇ࡦࠢߢ߈ࠆࠃ߁หᤨᦼߦᡷቯࠍߔࠆߎߣ߽⠨߃ࠆᔅⷐ߇
ࠆޕ
  㧡㧕ၞౝ៝ㅍޔၞౝ៝ㅍߦ㑐ࠊࠆ⎇ⓥ  ⎇ⓥಽᜂ⠪ ᧻ᧄ ዏ
   ⾗ᢱ㧟ߦࠃࠅ⺑㧔᧻ᧄ㧕
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   ⠨ኤߩ㧝߇࿁ߩ⎇ⓥߢߩߦߥߞߚߩ⊛⋡ޕ㧡߹ߢߦߪ⥋ࠄߥ߆ߞߚޕ
   ᐲ⺰ߦ㑐ߔࠆ⼏⺰߇ߡ߈ߡ⎇ⓥߩᩮᐙ߇ំࠆ߇ߐࠇࠆᘒߦߥࠅ࡞࡞ࠅߩᔅ
ⷐᕈ߇↢ߓߚ✁ⷐޕ᩺ᚑ
   ⷐ✁᩺㧔㧼㧞㧤㧕⺑ ෘഭ⋭ߢਛりࠍᬌ⸛ߒߡߚߛߡࠆߩߢขࠅᛒ
ߦᵈᗧࠍ߅㗿ߔࠆޕ
   ᄙᯏ㑐ߩㆇ⥶⺞ᢛળ⼏ ᰴ࿁߆ࠄ㧰㧹㧭㨀ㆇ⥶ળ␠߇ࠛ࠱ࡦߣߒߡࠆߎߣߣߒ
ߚޕ
    ⛎ᴤߩ㗴㧔㧼㧟㧞㧕ᴺ⊛ߥࡌ࡞ߢᢛ߇ᔅⷐޕෘഭ⋭⚻↱ߢઁ⋭ᐡߣߩ⺞ᢛ߇ᔅ
ⷐޕ
  ާᗧ⾰ި
࠼ࠢ࠲ࡋ߇ේ⊒㗴ߢ㘧߱㘧߫ߥߩ㗴߇ߞߚߎߣߦኻߔࠆኻಣᴺࠍࠇߚ
ᣇ߇⦟ߩߢߪߥ߆ߣᕁ߁߇ޕ
ψ㧔㧼㧟㧜㧕ἴኂᤨߩᜰើో߇ᜂߐࠇߡߥ⁁ᴫߢ᳃㑆ㆇ⥶ળ␠ߦ㘧ⴕ
ࠍߔࠆߎߣߪߢ߈ߥߩߢޔㆇ⥶ળ␠ߩⵙ㊂ߦછߖࠆࠃ߁ߥᦠ߈ᝄࠅߢ⸥タߒ
ߡࠆޕ
    ψၮᧄ⊛ߦේ⊒ἴኂߦኻᔕߒߥߣ߁ߎߣࠍ⏕ߦߒߚߣ⠨߃ߡࠆߢ߹ߊޕ
߽ࡏࡦ࠲ࡌࠬߩੱߚߜࠍో߇⏕ߐࠇߡߥ႐ᚲߦⴕ߆ߖࠄࠇߥޕ
㧰㨞ࡋ߽ห᭽ޕᚲ▤⋭ᐡ߇⽿છࠍᜬߞߡᬌ⸛ᢛߔߴ߈ߣ⠨߃ߡࠆޕ
㧔ෘ
ഭ⋭㧕
ψ㧰㨞ࡋߣ㧰㧹㧭㨀ߪߥߩߢⷐ✁ࠍߘࠇߦวࠊߖߚ߽ߩߦߒߥߣߌߥߣ⠨
߃ࠆޕ
    ψෘഭ⋭ߩᗧߦߪᛚߒ߆ߨࠆޕቭ⊛❑ഀࠅߩ⠨߃ᣇ㧔㒐ⴡ⋭㧕
    ψ⥄ⴡ㓌ߣ㆑㧰㧹㧭㨀ߪ᳃㑆ߩදജࡌࠬߩ⚵❱ߥߩߢߩߢ߹ߎߘޔදജࠍ᳞ࠆ
ߎߣߪߢ߈ߥߣ⠨߃ߡࠆޕ߇߈ߜࠎߣߒߡߥߎߣ߇㗴ߢࠆࠍ೨
ឭߦ⼏⺰ߔࠆߴ߈ߢߪߥ߆ߣ߆ᕁ߁ޕ
    ψ⥃⇇ߩߢ⋴⼔Ꮷߦಽ߆ࠅ߿ߔ⺑ࠍߒߡ⚊ᓧߩ߁߃ߡߚߛߚߎߣ߇
ߞߚޕ
    ψⵍ߫ߊක≮ߦ㑐ߔࠆ੍▚ߩ㈩ಽߩߎߣ߽ࠆߩߢޔᚒ߽ߡߒߣޘਇḩߪࠆޕᐔᤨ
߆ࠄߩᢛߣߒߡᢥ⑼⋭߇ࡈࡓࠍߞߡදജࠍ᳞ࠆߩߢࠇ߫ࠆ߆ߒޔ
ߴ߈߽ߩࠍߚߛ߆ߥߣߌߥߣ⠨߃ߡࠆޕ
   ⊒ἴᤨߦ࠼ࠢ࠲ࡋࠍ߁ߪᒰὼߣ⠨߃ߡࠆ߇ޔ᥉Ბ㧰㧹㧭㨀ߦ㑐ࠊߞߡߥ
ᣇࠍࠅߚߩߘޕࠆߥߦ⺰⼏߁ߣ߆ߩ߁ߗߥߪޘᢛℂߒߡߎߩᒻߦߥߞߚోޕ
࿖ߩ࠼ࠢ࠲ࡋࠍߔߴߡ㓸ࠃ߁ߣ߁ࠬ࠲ࡦࠬߦߪ┙ߞߡߥޕ㧰㧹㧭㨀߇᠗
ㅌߒߚᓟߩ࠼ࠢ࠲ࡋߩㆇ↪ߦ㑐ߒߡߪ⚵❱ߢᬌ⸛ߒߡߚߛߊޕ
   ߤ߁ߞߚࡋ߇࿖⋭ߩᜰ␜▸࿐એᄖߢ㘧ߴࠆ߆ߣ߁㒰ᄖⷙቯߦ㧰㧹㧭㨀ോዪ
߆ࠄߩⷐ⺧ߪᒰߒߥߩߢߪߥ߆ߣ߁ᜰ៰߇ࠆޕᔅⷐ߇ࠇ߫⋭ߩᡷᱜ߽
࿁ߩⷐ✁㧔᩺㧕ࠍၮߦᬌ⸛ߒߚࡋ࠲ࠢ࠼ޕᬺߪㇺᐭ⋵ߩᬺߥߩߢ⍮
ߣߩ೨ߩขࠅ߽ᔅⷐߦߥߞߡߊࠆޕ⏕ߦἴኂᤨߩኻᔕࠍ⋓ࠅㄟߥ߆ࠍ⠨
߃ߡࠆޕ










㧢㧕ᐢၞක≮៝ㅍߦ㑐ࠊࠆ⎇ⓥ  ⎇ⓥಽᜂ⠪  ᧄ㑆 ᱜੱ
 ࠬࠗ࠼㧔⾗ᢱ㧠㧙㧝㧕ߦࠃࠅ⺑㧔ᧄ㑆㧕
  ߎࠇ߹ߢߣ⧎Ꮞࡕ࠺࡞Ყセ
  㧿㧯㨁ᵴേᚢ⇛ၞ㒐ἴ⸘↹ߦ⋓ࠅㄟߎߣ߇ᄢߢࠆޕ
ᓟߩᐢၞක≮៝ㅍߩ⺖㗴ߦߟߡ⾗ᢱ㧔㧠㧙㧟㧕ߦߟߡ⺑㧔ㄭ⮮㧕
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ާᗧ⾰ި
ၞᄖ㧿㧯㨁⸳⟎ߩࠬࠠࡓߦ㑐ߒߡߦ․ޔၞᄖߩ႐วߪߤߎߦଐ㗬ߔࠆߩ߆ޕ
ψၞᄖߦߟߡߪኋ㗴⽿ߩ⋵ޕછߢ⸳⟎ߔࠆ࡞࡞߇ᔅⷐߦߥࠆޕ
ᄢ㊂ߩᖚ⠪╬ක≮⠪㨯ᣉ⸳⥄ⴡ㓌ࠠࡖࡄࠪ࠹ࠖ߇⠴߃ࠄࠇࠆߩ߆ޕ
ψࡏ࠻࡞ࡀ࠶ࠢߪၞౝ៝ㅍߢࠆߎߣࠍ⠨߃ࠆߣޔၞౝ៝ㅍߩߣߎࠈߪࡈߦߒߡ
ߍߚ߶߁߇⦟ߣ⠨߃ࠆޕ
ψᣇࠆߪ᧲ᶏධᶏ᧲ධᶏ㔡ߥߤߩὐ߇ಽᢔߔࠆ႐วߛߣน⢻߆ߣޕ㚂
ㇺ⋥ਅߪ㔍ߒޕࠬࠤࠗࡃࠬࠤޕ
  ψ㧿㧯㨁ߪ⥃ᤨක≮ᣉ⸳ߥߩߢޔ᧪ࠆක≮ⴕὑߪ㒢ࠄࠇߡࠆޕ⸘ߥᖚ⠪ߪฃߌ
ࠇߥߣ߁ࠬ࠲ࡦࠬߪᄢ߁߽ߪࠅߚߩߘޕዋߒᬌ⸛ߒߚᣇ߇⦟ߩߢߪߥ
ߛࠈ߁߆ޕ
  ψၮᧄࠍ⥃ᤨක≮ᣉ⸳ߣߒߡߒ߹ߞߡࠃߩ߆ߪ߽߁ዋߒᬌ⸛ߒߚᣇ߇⦟ߩߢߪߥ
ߛࠈ߁߆ޕ
  ψⵍἴౝක≮ᣉ⸳ߩ⛔߇㧿㧯㨁╬ߦࠆߎߣߪᣇߢࠇ߫ࠆ߶ߤ㔍ߒߊߥࠆޕ
ߘߩߚࠅࠍᒝ⺞ߒߡ㗂߈ߚޕ
  ψ㒽〝៝ㅍߢ⒖ߖࠆߣߎࠈ߹ߢᜬߞߡߊߎߣ߇ࡐࠗࡦ࠻ߦߥߞߡߊࠆߩߢߪߥߛ
ࠈ߁߆ޕ
 ⧎Ꮞࡕ࠺࡞ࠍㆇ↪ߔࠆߚߩ∔ᖚࠞ࠹ࠧߣ㊀∝ᐲߩၮḰࠍ╷ቯߔࠆߎߣߪ㕖Ᏹߦ
㔍ߒޕ

  㧣㧕࠻ࠕࠫᚻᴺߩ⋥ߒߦߟߡߩ⎇ⓥ  ⎇ⓥಽᜂ⠪ ㊁ ৻⌀
   ⾗ᢱ㧔ࠅ㧕ߦࠃࠅ⺑㧔㊁㧕
ާᗧ⾰ި
   ᭴࿑⊛ߥ㗴ߢਇ߇↢ߓߡࠆߩ߆
    ψ⸥ߩᗧ߇વࠊߞߡߥน⢻ᕈ߇ࠆߩߣ߈ᦠޔㄟߎߣ߇ߒ㔍ⅣႺ߇ࠆ
ߩߢߪߥ߆ߣ⠨߃ߡࠆޕ
    ψ⸥ߩ㒢⇇߇ἴኂ႐ߦࠆߩߢߪߥߛࠈ߁߆ߢ࠻ࠤࡦࠕޕήℂߣࠊ߆ࠇ߫⎇
ୃ╬ߩᄌᦝ߇ᔅⷐߦߥߞߡߊࠆߩߢߪ   ޕ
㤥࠲ࠣ߇߽ᦠ߆ࠇߡߥ⁁ᴫߪή߆ߞߚ㧫
ψታߪᖚ⠪ߣߦⴕߞߡߒ߹߆ߚߞߥ߁ߤޔಽ߆ࠄߥ߽ߩ߇ࠆޕ
㧤㧕ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ  ⎇ⓥಽᜂ⠪ ਛጊ િ৻
   ⾗ᢱ㧡ޟක≮ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ⺑ߡߟߦޠ㧔ਛጊ㧕

㧔㧼㧢㧣㧕ฦᯏ㑐ߣߩᖱႎൻߩផㅴ
   ⸠✵ᤨߩᵗ㧿㧯㨁ߦ㑐ߒߡ  ⦘ߢ㧱㧹㧵㧿ߦߊⴡ⥄ޕ㓌㧼㧯߁ߥߤ
ߩᎿᄦ߽ㅦᐲߩ㗴ࠅޕ
ᓼፉߢߩⵍἴᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߥߤᣇࠪࠬ࠹ࡓߣߩࡦࠢߥߤߡߊߴ߈㗄ࠅޕ
  ާᗧ⾰ި
   ⦘⦈ߩක≮ᵴ↪ߦ㑐ߒߡㆊߦ߽⼏⺰ߞߚߦ⦘⛎ޕ㑐ߒߡߪ∛㒮⦁ߦㄭᣇ
߇น⢻ޕャㅍജࠍᲕߒߡߒ߹߁ߎߣߦ⺰߽ߞߚ߇ᦨㄭߪࠦࡦࡦࠨࠬߪᐢ߇ߞߡ
߈ߡࠆޕ㧱㧹㧵㧿ߦ㑐ߒߡߪᓟ⋧ᒰ⺞ᢛ߇ᔅⷐߦߥࠆߣᕁࠊࠇࠆߣ߈ߴࠆ߆ߒޕ
ߎࠈߦᛩߍ߆ߌߪߒߚߣᕁߞߡࠆޕ
㧥㧕㧰㧹㧭㨀ㆇ↪ߦࠬࠢ࠶ࠖ࠹ࠬࠫࡠޔ㑐ߔࠆ⎇ⓥ  ⎇ⓥಽᜂ⠪ ㄭ⮮ ਭ
⾗ᢱ㧢ߦߟߡ⺑㧔ㄭ⮮㧕
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  ާᗧ⾰ި
   㧶㧭㨄㧿㧭ߩⴡᤊㅢାⅣႺߦߟߡߪ⁁⾌↪߇⋧ᒰ㗵ଥࠆࠃ߁ߢࠆ߇ޔᓟ৻⥸
⊛ߦߥࠇ߫↪ߥ߽ߩߣߥࠆน⢻ᕈ߇ࠆޕ
㧝㧜㧕⎇ୃߩࠅᣇߦߟߡߩ⎇ⓥ   ಽᜂ⎇ⓥ⠪  㒙ධ ⧷
   ⾗ᢱ㧣ߦࠃࠅ⺑㧔㒙ධ㧕
   㓌ຬⷐ⺧⎇ୃߛߌߢߪߥߊᛛ⢻⛽ᜬ⎇ୃࠍߡࠞࠠࡘࡓࠍ⠨߃ߡ߆ߥߌࠇ߫
ߣ⠨߃ߡࠆޕ
  ާᗧ⾰ި
࿁ߩ㔡ἴߢᐢၞක≮៝ㅍߢታᯏ⸠✵⚻㛎⠪ߪߤߩ⒟ᐲߚߩ߆ޕ
ψ⺞ߴߡߏႎ๔ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߚޕ
 㧝㧝㧕ᣣᧄකᏧળߣߩㅪ៤ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ  ⎇ⓥಽᜂ⠪  ⍹ේ ື
    ⾗ᢱ㈩Ꮣߩߺ
 㧝㧞㧕ᣣᧄ⿒චሼ␠ߣߩㅪ៤ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ  ⎇ⓥಽᜂ⠪  ൎ  ᢕ
   ⾗ᢱ㧤ߦࠃࠅ⺑  㧔ൎ㧕
ާᗧ⾰ި
   ᜰើ♽⛔ߦ㑐ߒߡᡰㇱߪᢇ⼔⃰߇᧪ࠆߣ⋵߆ࠄዬߥߊߥߞߡߒ߹߁ޕ
    ψᔔߒߊߥߞߡޕಽ㈩ࠍ⠨߃ߥߌࠇ߫ߣ⠨߃ߡࠆޕ
   ᣣ⿒ߩᖱႎߪ㕖Ᏹߦ↪ޕ㧰㧹㧭㨀ߣ߅ߦᖱႎࠍ߅㗿ߒߚޕ
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分担研究報告

「DMAT 運用、ロジスティックに関する研究」
研究分担者 近藤 久禎
（国立病院機構災害医療センター 政策医療企画研究室長）
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平成23年度厚生労働科学研究費補助金(健康安全・危機管理対策総合研究事業)
｢自然災害による広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究｣
研究代表者 国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長 小井土雄一
分担研究報告書
「DMAT 運用、ロジスティックに関する研究」
研究分担者

近藤

久禎

（国立病院機構災害医療センター）

研究要旨
本研究班の目的は、DMAT の指揮系統、地域における運用について問題点を整理し、DMAT 活動要領、
統括 DMAT 研修等の改定案を提示することである。また、DMAT の自己完結性を補完するロジスティック
拠点の運営ガイドラインの提示などのロジスティックの課題を検討するである。
研究方法は、ロジスティックに関わる学識経験者により研究班を組織し、本部機能のあり方、統括ＤＭ
ＡＴ研修、DMAT 活動に対応する都道府県担当者研修、地方ブロックにおける訓練のあり方、ロジステー
ションの具現化、被災地内における通信環境の確保、DMAT 活動要領の改定案の策定について検討した。
検討は、文献的考察、アンケート調査などによった。
本研究においては、東日本大震災の教訓を踏まえた、本部機能のあり方、指揮系統の強化手法の提示、
統括ＤＭＡＴ研修や都道府県担当者研修のカリキュラム策定、地方ブロック訓練の最低基準の提示、ロジ
スティックチームのあり方の提示、DMAT 活動要領案の策定が主な成果である。
これらの成果は、ロジスティック体制や行政による DMAT 運用体制の整備に貢献し、急性期災害医療体
制の整備に寄与したものと考えられる。

研究協力者

B．研究方法

本間正人（鳥取大学医学部器官制御外科学）

ロジスティックに関わる学識経験者により研究班

楠

を組織し、以下のような項目について検討した。

孝司（国立病院機構西群馬病院）

高桑大介（武蔵野赤十字病院）

1.

本部機能のあり方についての検討

森野一真（山形県立救命救急センター）

2.

統括ＤＭＡＴ研修の検討

市原正行（国立病院機構災害医療センター）

3.

DMAT 活動に対応する都道府県担当者研修の

大友

仁（国際協力機構国際緊急援助隊事務局）

検討

萬年琢也（山形県立中央病院）

4.

地方ブロックにおける訓練のあり方の検討

中田敬司（東亜大学医療学部）

5.

ロジスティック要員の研修のあり方に関する

中田正明（兵庫県災害医療センター）

研究

渡邉暁洋（日本医科大学千葉北総病院）

6.

ロジステーションの具現化に関する検討

7.

被災地内における通信環境の確保に関する検

A．研究目的

討

DMAT の指揮系統、地域における運用について問

8.

題点を整理し、DMAT 活動要領、統括 DMAT 研修
等の改定案を提示する。また、DMAT の自己完結性

DMAT 活動要領の改定案の策定
検討は、文献的考察、アンケート調査などによっ

た。

を補完するロジスティック拠点の運営ガイドライ
ンの提示などのロジスティックの課題を検討する。

C．研究成果
災害時の医療派遣、特に DMAT の活動にかかるロ
ジスティックスの諸問題について検討を行った。
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他組織との連携を考慮した DMAT 活動拠点本部

検討内容

の展開については、DMAT 活動拠点本部は、まず、

１．本部機能のあり方についての検討
東日本大震災の教訓を受け、本部機能の強化につ

参集拠点に設置されるが、災害の状況を踏まえ、二

いては、本部機能の強化、DMAT 事務局の強化、円

次医療圏レベルに DMAT 活動拠点本部を展開すべ

滑な引き継ぎの３点について検討した。

きである。そうすれば、消防（緊消隊指揮支援本

1-1：本部機能の強化

部）・自衛隊と現場調整所を設置、リエゾンを派遣

東日本大震災においては、本部の人員不足、中央

することが容易になり、これら機関との円滑な連携

と都道府県の連絡の輻輳、県庁以外の活動拠点本部

の下での活動が可能になるものと考えられる。（図

と緊消隊指揮支援本部や自衛隊、SCU 本部と空港

2）

内の消防や自衛隊といった他組織との連携、また、
県境を越えた連携については課題が残った。
これに対応するためには、本部人員の強化、厚労
省と DMAT 事務局との連携強化、他組織との連携
を考慮した DMAT 活動拠点本部の展開、SCU にお
ける現場調整所の設置、航空支援調整所（仮称）の
設置が必要と考えられる。
本部へ派遣する人員の強化するためには、DMAT
事務局機能を拡大し、参与、局員事務局員を増加さ
せ、各本部に派遣することと、ロジスティックチー
SCU においては、域内搬送に関する調整、情報

ムが各本部に派遣されることが必要である。更に、
従来、本部要員として活動していた各チームの業務

交換を行う場所として、都道府県、DMAT、消防、

調整員（特に統括 DMAT 付ロジ）を更に訓練し、

警察、自衛隊、海上保安庁等の関係機関からなる調

本部要員として活用することも重要である。（図1）

整所が必須である。
県境を越えたオペレーションについては、これを
県庁の指揮下で動かすことには限界がある。政府・
支援都道府県の現地投入資源の調整、指揮を行うた
めに航空支援調整所（仮称）を置くと県境を越えた
ミッションの調整が可能になる。
（図3）

これらの要員の育成については、別項に詳細を述
べる。
厚労省と DMAT 事務局との連携強化については、
災害時の DMAT 運用において、厚労省と DMAT 事

1-2：コーディネート機能について：亜急性期への

務局が一体的に活動することが望ましい。DMAT

円滑な引き継ぎについて

事務局から厚労省へのリエゾンの派遣、厚労省内に

東日本大震災において DMAT は県庁から現場ま

おける DMAT 事務局の運営等検討すべきである。

で指揮系統を確立した、しかし、明確な引き継ぎ先
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が想定されていなかったことも相まって、なかなか

1-3：DMAT 事務局の強化について
これらの指揮系統の強化には、DMAT 事務局機能

撤退できず、1か月以上県庁に拘束される統括
DMAT もいた。

の強化が必要である。そこで、事務局の機能のあり

その一方、市町村のレベルでは、救護班の数、調

方について検討した。

整機能がともに不十分な状態で DMAT が撤退し、
GAP 問題が指摘された地域もあった。

基本的な考え方としては、平時には、技能維持研
修、ロジスティックの準備などを通じて、災害時の

県庁においては、当初は DMAT 調整本部の要員

DMAT 活動が円滑に実施されるための準備、メンテ

が医療対策本部の主要な位置を占める。しかし、そ

ナンスを行う。そして、災害時には、DMAT 事務局

の時期から医師会、日赤の代表者などの参画を得

を含め3つの本部が運営できる陣容を整える。更に

て、派遣調整本部を立ち上げる。その後、DMAT

多くの本部を運用する必要が生じた場合、参与・客

調整本部の機能を徐々に派遣調整本部に移譲し、

員事務局員のサポートを得る。また、DMAT ロジス

DMAT 活動終了時には、派遣調整本部に全ての機能

ティックの司令塔としての機能も持つ。
この基本的な考え方に従い、以下のような平時、

を移譲することにより円滑な引き継ぎが可能にな

災害時の業務がある。

ると考えられる。（図4）。

【平時の対応】
従来の業務
・

日本 DMAT 検討委員会の運営

・

日本 DMAT 隊員養成研修、統括 DMAT 研修
の企画

・

研修内容、テキストの更新

・

毎年約150チームの新規 DMAT の登録、隊員
登録証の更新

・

約4338名（Ｈ22.4現在）の DMAT 隊員の管
理

保健所又は市町村単位における調整機能の移譲
については、DMAT 活動拠点本部の設置の仕方が重

・

DMAT 技能維持研修の企画、実施 等

追加される業務

要である。DMAT 活動拠点本部は、まず、参集拠点

・

技能維持研修回数の増加

に設置されるが、災害の状況を踏まえ、二次医療圏

・

地方ブロック訓練の質の管理

レベルに DMAT 活動拠点本部を展開すべきである。

・

政府総合防災訓練の企画運営

そうすれば、医師会・保健所と連携し、地域災害医

・

参与・客員事務局員

療対策会議を設置し、機能を徐々に移譲することが

・

ロジスティック要員の研修、登録

できるようになる。
（図5）

・

中央直轄ロジ強化における関係業界との協
定締結

・

DMAT 活動の向上のための研究

【災害時の対応】
従来の業務
・

被災都道府県（統括 DMAT 登録者）との連
絡調整
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・

被災県内の災害拠点病院との連絡調整

・

DMAT 参集場所の確保

・

全国の DMAT 隊員への情報提供

・

災害発生時の DMAT 隊員の待機連絡

・

EMIS から病院の被害状況の確認

した全国的な体制は構築しがたい現状がある。そこ

・

DMAT 管理メニューから DMAT 活動の確認

で、DMAT 活動に対応する平成20年から実施されて

・

活動する DMAT への支援

いる都道府県担当者研修について検討した。

・

被災地の状況、参集場所の連絡 等

本年度は、東日本大震災の経験も踏まえ、カリキ
ュラムの改定案を提示した。
（資料２）当初4月に研

追加される業務
・

事務局員等の各本部への派遣等の支援

修を実施する予定であったが、東日本大震災の影響

・

参与・客員事務局員に伴う会計処理

もあり、8月４-５日に延期して実施された。各都道

・

ロジスティック要員派遣に伴う会計処理

府県の医師機能向上からか、参加者も増え、45都道

・

今後中央直轄ロジの活動が行われた際の会

府県、69名の参加が得られた。（前年度：43都道府

計処理

県、57名）多くの都道府県において DMAT の体制

このような業務を円滑に行うためには、災害医療

整備は進んでいることが確認された。（図6、7）

センターの組織としてさらなる充実が求められる。
非常勤のみならず、正規職員として人員を確保する
必要がある。必要な人員は以下のとおりである。
・

事務局長

・

事務局次長

・

管理室：室長（事務）
、室長補佐1名（事務1名）

・

研修企画室：室長（医師）、室長補佐（医師1

：2名（医師1名、事務1名）

名、看護師1名、業務調整専門家1名）
・

研究企画室：室長（医師）、室長補佐（医師1
名）

・

業務調整企画室：室長（業務調整専門家）、室
長補佐2名（業務調整専門家）
¾

・

（常勤・定員：14名）

非常勤：4～6名

２．統括ＤＭＡＴ研修の検討
昨年度、統括 DMAT のブラッシュアップ研修の
カリキュラムを開発した。しかし、今回は、東日本
大震災直後ということもあり、東日本大震災に係わ
った主な指揮者の経験・教訓の共有を目的にカリキ
ュラムを再構築した。カリキュラム、講義資料を資
料１に示す。

今後は相互応援協定の締結の促進、ブロックレベ
ルでの研修が課題となるものと考えられる。

３．DMAT 活動に対応する都道府県担当者研修の検
４．地方ブロックにおける訓練のあり方の検討

討
都道府県は、災害医療（DMAT 運用など）におけ

DMAT 隊員の技能維持の一環として、地方ブロッ

る中心的役割が期待されている。しかし、個々の都

ク毎の研修、訓練を実施されている。研修について

道府県にとっては低頻度事象への対応であり、平時

は、DMAT 事務局が実施することとされ、カリキュ

の準備、災害時の迅速な対応に課題がある。一方、

ラムについても一定のものが示されている。しか

大災害時は全国的な連携が必要であるが、三位一体

し、訓練については、その実施基準が示されていな

の改革で補助金は減少していて補助金をベースと

い。一定の質を保った訓練を実施するためには、一
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定の基準が必要になるものと考えられる。そこで、

非常に有意義な研修となった。反面、実践を想定す

昨年度は、基準作りの第一歩として、訓練の登録フ

ればするほど問題点や課題が見つかり、災害医療ロ

ォームを作成し、実際された訓練について登録し

ジスティックス要員の育成が急務であることを実

た。

感させられた。結果の詳細を資料4にします。
また、このような DMAT 本部において、統括

今年度はこれに基づき、以下のような最低基準を

DMAT 登録者を補佐して、指導的な役割を果たすス

提示した。

タッフは、平時から DMAT の運用について考えて
訓練の最低基準（案）

おく必要がある。これは DMAT 研修のインストラ

訓練の様式

クターが当たることが適当であると考えられる。そ

・

ブラインド訓練とする。

こで、DMAT 研修インストラクターに関する本部運

・

コントローラーを必要数設ける。

営の研修の必要性が指摘された。そこで、本研究に

・

机上と実動を組み合わせることは構わない。

おいて、インストラクターの研修のあるべきカリキ

訓練の規模

ュラムを開発した。（資料5）3月24、25日にインス

DMAT 隊員200名以上参加できるキャパシティ

トラクターを対象とした本部運営を中心とする研

ーを持つことが必須。（2年に1回の参加を目標

修を試行した。121名の参加が得られた。このよう

とする）

な研究の有用性が確認できた。

・

実施項目
・

参集訓練、EMIS、本部を必ず実施。

・

現場活動、病院支援、域内搬送、SCU、機内活

・

６．ロジステーションの具現化に関する検討
東日本大震災では、ＤＭＡＴを統括するＤＭＡＴ

動を適宜組み合わせ2項目以上実施。

事務局やＤＭＡＴ都道府県調整本部等の事務作業

関連機関との連携訓練が望ましい。

量が膨大となり、ＤＭＡＴ派遣等の調整困難や、統
括ＤＭＡＴ登録者をサポートする要員の不足が生

訓練の登録については、昨年度同様続けた。今年

じた。

度の訓練は、関東を除く全ブロックで実施できた。

また、特に自衛隊機により空路にて被災地域内に

本年度で総勢201病院1,001人が訓練に参加した。訓

派遣されたＤＭＡＴについては、活動に必要な物

練の記録を資料3にまとめた。

資、被災地域内での移動手段の不足が生じた。また、
今後発生しうる震災において、大規模な広域医療搬

５．ロジスティック要員の研修のあり方に関する研

送が実施されることになれば、活動に必要な通信基

究

盤や医療機器等の深刻な不足が生じることが懸念

DMAT 業務調整員の活動は、チームのロジスティ

される。

クスに留まらず、DMAT 現地本部活動及び広域医療

これらの経験を踏まえ、DMAT のチームの一員と

搬送 SCU 活動等におけるロジスティックス部門の

してのロジスティクス担当者の強化に加え、DMAT

重要性の認識が高まると共に、役割の認識や情報収

事務局及び DMAT 都道府県調整本部等に入るロジ

集・集約技術の充実が急務となっている。そのため、

スティクス担当者や、後方支援を専門とするロジス

災害医療ロジスティックス要員育成の為の専門の

ティクス担当者からなる専属のチーム（DMAT ロジ

研修会のプログラムを検討し、近畿地方にて研修会

スティックチーム（仮称））の新規の養成を行う必

を開催した。

要がある。
DMAT ロジスティクスチームの概念を以下のよ

本年度は、3月10、11日に研修を実施し、41名の
参加が得られた。今回は「本部付きロジスティクス

うに整理した。

要員の育成」をテーマにより実践に近い内容を意識

・

新たに養成するロジスティクスを専門に行う

して研修会を実施した。成果としては、受講生・運

チームであり、DMAT のチームの一員として

営者など参加者にとって、実践がイメージしやすく

のロジスティクス担当者と連携して、DMAT
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のロジスティクスを担う。
・

・

DMAT ロジスティックチームは、DMAT 事務
局及び DMAT 都道府県調整本部等の本部業務

との連絡調整（EMIS の活用含む）
・

において、統括 DMAT 登録者をサポートする。
・

DMAT ロジスティックチーム隊員は、厚生労

・

本部業務に必要な通信・資器材の確保・管理、
環境整備

ロジスティクス業務について

録された者であり、災害時に DMAT ロジステ
ィックチームとして活動する資格を有する。

活動に必要な情報の収集・集約・共有・発信
（EMIS の活用含む）

働省等が実施する「DMAT ロジスティックチ
ーム隊員養成研修」を修了し、厚生労働省に登

関係機関・他 DMAT 本部・指揮下の DMAT 等

（活動に関わる資器材・物資・移動手段等の確保
にかかる業務）（図8）

ロジスティクス担当者の養成・強化については以
下のように整理した。
・

DMAT ロジスティックチーム隊員を養成する
ため、厚生労働省「DMAT ロジスティックチ
ーム隊員養成研修」を実施する。その対象者は、
以下のとおり。

・

DMAT 指定医療機関に所属する者

・

DMAT 研修インストラクター（業務調整員等）

・

JICA、日本赤十字社、NPO 等に所属するロジ
スティック・スペシャリスト

・

その他、民間企業等の関係者

・

DMAT のチームの一員としてのロジスティク
ス担当者である DMAT 登録者（業務調整員）、

・

DMAT 本部等において、ロジスティックチー

特に統括 DMAT 登録者が所属する指定医療機

ムとして以下の活動を行うことにより、被災地

関の DMAT 登録者（業務調整員）については、

域内で活動する DMAT をサポートする。

地方ブロック単位での研修・訓練を実施し、統

・

DMAT の移動手段確保にかかる調整業務

括ＤＭＡＴ登録者をサポートする要員として

・

DMAT（特に空路参集チーム）の陸路移動につ

の能力向上をはかる。

いては、ロジスティクスチームによるレンタカ

DMAT ロジスティックチーム隊員の身分につい

ー・タクシー会社・民間患者等搬送事業者等と

ては、DMAT 指定医療機関に所属する者について
は、既存の都道府県との協定を活用すること、

の調整
・

DMAT 研修インストラクター（業務調整員等）及び
他機関に所属するロジスティック・スペシャリスト

これらについては、業界団体との協定締結を検
討

・

空路移動については、自衛隊・消防・警察・海

については、客員事務局員制度を活用することが望

保等との連携が必須。DMAT 都道府県調整本

ましい。

部、SCU 等での現地調整が必要

ロジスティックチーム隊員の業務については、本

・

費用支弁の具体的な方法について検討必要

・

資器材・物資の確保にかかる調整業務（資料6

部業務、ロジスティックス業務についてそれぞれ以
下のように整理した。

参照）
・

¾

本部業務について
・

資器材・物資の輸送手段確保にかかる調整業務
自衛隊による輸送、民間業者を活用した

DMAT 本部において、本部要員として以下の

輸送等について、DMAT 都道府県調整本

業務を行うことにより、統括 DMAT 登録者を

部等での現地調整が必要。

サポートする。
－40－

また、日本集団災害医学会においてシンポジウム

いての燃料確保、また供給や緊急物資輸送、医療チ

を企画し、「災害急性期における効果的ロジスティ

ームの移動についての課題検討や今後どのように

クスのあり方」をテーマに東日本大震災の対応から

したらより良いより活動につながるかについてデ

明らかなったロジスティクスについての課題につ

ィスカッションが行われた。また通信についてもさ

いて検討し、災害支援活動を実施した各組織・団体

らに安定した通信環境整備の検討をしていくとと

の活動内容を理解し、急性期医療活動においてその

もに、災害時に使用の殺到が予想される衛星携帯電

資源をどのように連携することで活かすことがで

話の輻輳の問題についても検討の必要性について

きるか?といった内容で「ロジスティクス拠点(ステ

ディスカッションがなされた。
また NEXCO 東日本から提案された SA 等の防災

ーション)構想」も含めパネルディスカッションを

拠点化構想については本学会ロジスティクス検討

実施した。
発表内容は、まず本学会ロジスティクス検討委員

委員会がかねてから検討をすすめていたロジステ

会委員から、東日本大震災の活動から明らかになっ

ィクス拠点(ステーション)構想とほぼイメージが

たロジスティクスに関する課題と今後の強化プラ

同じであることから、今後はこの示されたプランに

ンの発表とともに特にロジスティクス要員強化の

ついて相互に協力して検討を推進していくことと

必要性について示された。

なった。
最後に日本災害医療ロジスティク協会の代表者

日本石油連盟からは、東日本大震災時における連
盟の業務と課題について報告があった。石油等の供

からコメントをいただきシンポジウムは終了した。

給・輸送・供給施設の在り方や緊急時を想定した官

今回の企画は、ロジスティクスにかかわるそれぞれ

民の役割分担・平時からの体制整備・石油のサプラ

の団体から発表いただき、災害医療を効果的に実施

イチェーンの維持・強化のために石油の安定需要の

するために課題となった分野の、関係者に直接質問

確保が重要であることの発表があった。

ができ、また意見がうかがえたことで有意義なシン

全日本トラック協会からは東日本大震災時の緊

ポジウムとなった。

急輸送の活動についての発表があり、幹線輸送お末

今後はこうした各団体との関係を大切にすると

端輸送における緊急輸送のポイントとともに、緊急

ともに提案のあったロジスティクス拠点(ステーシ

輸送標章交付について警察機関との連携について

ョン)構想の具体的展開についてさらなる検討を進

示された。

めていく必要がある。

タクシー関係会社からは、実際に DMAT を被災

各団体発表スライドを資料7 に示す。

地に送った事例とともに、報道関係者とともに被災
地取材に同行した事例が示され、より良い医療支援

７．被災地内における通信環境の確保に関する検討

活動のためにタクシー事業所の一つの有効活用の

現在、EMIS は DMAT 運用に不可欠なツールとな
っている。従って、DMAT の本部機能にインターネ

在り方について提案がなされた。
NTT ドコモからは東日本大震災時のドコモの取

ットは不可欠である。本部にインターネット環境を

り組みと応急復旧、被災地への通信支援などの報

確保するためには、本部長、本部要員となる統括

告、また今後の通信環境整備や災害時の強化プラン

DMAT を持つ医療機関に、データ通信可能なコンピ

についても示された。

ューターと通信機能の整備が必要である。

NEXCO 東日本からは、高速道路の被害状況と復

今年度は独立行政法人宇宙航空研究開発機構

旧活動の報告とともに、新たな構想として高速道路

JAXA との連携による通信手段確保の可能性につ

のサービスエリア・パーキングエリアの防災拠点化

いて検証した。
茨城県つくば市の JAXA 筑波宇宙センターにて

構想について発表があった。
ディスカッションでは、急性期災害医療チームが

災害時の連携について協議、今後の DMAT 訓練・

直面したさまざまな課題を分野ごとに分けて、質疑

災害時に JAXA が運用する研究開発衛星「きづな」

応答していく形となった。病院の非常電源確保につ

を利用した通信回線の提供を DMAT に行い、それ

－41－

をもって DMAT は JAXA の実験に協力する旨の連

・

SCU 運用の見直し
¾

携の方向性を双方で確認した。

都道府県での SCU 候補地、SCU 近隣病院
の指定

平成23年12月4日に高知県広域医療搬送訓練にお
¾

いて、また、12月14日には DMAT 隊員養成研修で
の SCU 訓練において、実際に JAXA から通信回線

政府における花巻空港型 SCU の具体的計
画等への反映

¾

の提供を受け、訓練で使用した。
JAXA の衛星の概要については、資料8に示す。

政府における汎用性の高い広域医療搬送
計画の立案、

¾

SCU 近隣病院が複数都道府県にわたる場
合の指揮命令系統の整理

８．DMAT 活動要領の改定案の策定
¾

東日本大震災の教訓を受けて、DMAT 活動要領案

全ての航空機搬送拠点の SCU としての運
用、DMAT 配置

の策定を行った。（資料9）
・

改定案は、以下のポイントし従って作成した。

広域医療搬送基準の拡大（内因性疾患、入院患
者）

●活動内容
・

被災者のためにやれることをやる精神が必要。

●ロジスティック

・

重篤患者（外傷患者）のみを対象とせず、慢性

・

活動拠点本部、SCU 本部、域外本部にロジス

疾患へも臨機応変に対応

ティック機能を付加する（ロジステーション）

・

病院避難の活動は必須。

ことが必要。

・

避難所活動は主要な活動ではないが必要に応

・

の締結が必要。

じて実施することが必要。
・

●活動期間
・
・

ロジスティックチームはチーム付業務調整員

DMAT１チームの移動時間を除いた活動時間

の技能向上と中央直轄型ロジ要員の育成が必

は、48時間を原則とした。

要。

災害の規模に応じて、２次隊・３次隊の派遣を

・

中央直轄型ロジ要員は、DMAT 研修インスト
と関係団体により構成される。

考慮する。
・

県と業界との協定のほかに、国レベルでの協定

DMAT 活動全体は、救護班が十分に確保し、

・

中央直轄型ロジ要員のための費用支弁の体制
が必要。

そのコーディネート機能が確立した時点で終
了することとした。

Ｄ．考察

●指揮調整機能
・

DMAT 事務局の機能強化
¾

・

・

本部機能のあり方についての検討から、本部機能

平時の業務の拡大：ロジスティックチー

の強化の方法、亜急性期への円滑な引き継ぎの方

ムの管理など

法、事務局強化の論点整理等の成果が得られた。こ

各本部の機能強化

れは、DMAT 検討委員会における作業部会の基礎資

¾

ロジスティックチームの派遣

料として活用され、内容は、作業部会答申に反映さ

¾

各チームのロジ要員による本部運営

れた。これらを今後の研修、訓練に反映させること

DMAT からの調整機能の委譲について
¾
¾

が課題に残った。
統括 DMAT 研修や都道府県担当者研修の検討か

DMAT の救護班のコーディネート機能の
確立への支援を明記。

ら、東日本大震災を受けた、今年度の統括 DMAT

保健所又は市町村単位のコーディネート

技能維持研修、都道府県担当者研修のカリキュラム

機能へ円滑に移譲するため、災害拠点病

が提示され、そのカリキュラムに従い、研修が行わ

院レベルに活動拠点本部が設置できるよ

れた。

う記載。
●広域搬送

地方ブロックにおける訓練のあり方の検討から、
訓練を実施する上での最低基準が提示された。これ
－42－

は、DMAT 検討委員会における作業部会の基礎資料

療体制の整備に寄与したものと考えられる。

として活用され、内容は、作業部会答申に反映され
た。今後は、この基準に従い、訓練の実施、登録を

Ｆ．健康危険情報

進め、実効性を検証することが課題である。
ロジスティック要員の研修のあり方についての

G．研究発表
１

論文発表

用する際のイメージが課題になる。更に、DMAT

２

学会発表

ロジスティックスチームのカリキュラムの開発、研

１) 中田敬司 楠孝司．東日本大震災におけ DMAT

検討から、地方ブロック、インストラクターの研修
のあり方が提示された。今後はこれらを具体的に運

活動のロジスティクスについて．第17回日本集

修のあり方の検討が次年度の課題となる。

団災害医学会 2012 2月

ロジステーションの具現化に関する検討から、
DMAT ロジスティクスチームの概念、ロジスティク

２) 松井英夫．東日本大震災と石油業界の対応策．

ス担当者の養成・強化のあり方、DMAT ロジスティ

第17回日本集団災害医学会

ックチーム隊員の身分のあり方、ロジスティックチ

市

ーム隊員の業務（本部業務、ロジスティック業務）

金沢市
2012

2月

金沢

３) 楠孝司．災害急性期医療支援におけるロジステ

が提示された。これは、DMAT 検討委員会における

ィックスの充実・強化．第17回日本集団災害医

作業部会の基礎資料として活用され、内容は、作業

学会

2012 2月

金沢市

部会答申に反映された。ロジスティックチーム活動

４) 細野高弘．東日本大震災におけるトラック業界

の具体化、研修カリキュラムの開発が課題として残

の緊急輸送．第17回日本集団災害医学会 2012

った。

2月

被災地内における通信環境の確保に関する検討

金沢市

５) 小田康憲．災害急性期における交通機関の役

では、今年度は JAXA との連携によるインターネッ

割．第17回日本集団災害医学会

ト環境の確保に一定の方向性を見出すことができ

金沢市

た。今後は、JAXA との連携の実効性を確保するた

2月

６) 松本信也．東日本大震災での活動と通信環境整

めのよる詳細な運用計画の策定、更なる訓練の実施

備．第17回日本集団災害医学会

などが必要である。また、日赤無線等、他の通信手

金沢市

段の検討も更に進める必要がある。

2012

2012

2月

７) 高桑大介．釜石鈴子広場日赤拠点における後方

これらの研究結果も踏まえた、DMAT 活動要領の

支援の経験からロジスティックステーション

改定案の策定は、DMAT 検討委員会における作業部

を考える．第17回日本集団災害医学会

会の基礎資料として活用され、内容は、作業部会答

2月

申に反映された。これは、厚生労働省医政局指導課

2012

金沢市

８) 中田正明．東日本大震災における花巻空港 SCU

長通知へとつながった。

本部でのロジスティクス統括活動報告．第17
回日本集団災害医学会 2012 2月

Ｅ．結論
本研究においては、東日本大震災の教訓を踏まえ
た、本部機能のあり方、指揮系統の強化手法の提示、

H．知的財産権の出願・登録状況
特になし。

統括 DMAT 研修や都道府県担当者研修のカリキュ
ラム策定、地方ブロック訓練の最低基準の提示、ロ
ジスティックチームのあり方の提示、DMAT 活動要
領案の策定が主な成果である。
これらの成果は、ロジスティック体制や行政によ
る DMAT 運用体制の整備に貢献し、急性期災害医
－43－

金沢市
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13:30
13:45
14:15
14:30
14:55
15:20
15:45
16:10
16:25
16:50
17:15
17:40
18:05
18:30

【2日目】 7月26日（火）
時 間
8:30
～
8:55
8:55
～
9:20
9:20
～
9:45
9:45
～ 10:00
10:00 ～ 10:25
10:25 ～ 10:50
10:50 ～ 11:15
11:15 ～ 11:40
11:40 ～ 12:05
12:05 ～ 12:20
12:20 ～ 12:30

13:10
13:30
13:45
14:15
14:30
14:55
15:20
15:45
16:10
16:25
16:50
17:15
17:40
18:05

【1日目】 7月25日（月）
時 間
13:00 ～ 13:10

25分
25分
25分
15分
25分
25分
25分
25分
25分
15分
10分

20分
15分
30分
15分
25分
25分
25分
25分
15分
25分
25分
25分
25分
25分

10分

プ ロ グ ラ ム

統括DMAT活動報告2
まとめ
閉会式

域外本部における指揮者の判断

茨城県における指揮者の判断
休憩
ヘリ調整における指揮者の判断

福島県における指揮者の判断

花巻空港
福島医大
羽田空港
秋田県

プ ロ グ ラ ム
福島県調整本部
福島医大拠点本部
筑波メディカルセンター拠点本部

DMATの戦略戦術と本研修の意義
東日本大震災におけるDMAT活動概要
ＤＭＡＴ事務局
休憩
宮城県における指揮者の判断
宮城県調整本部
仙台医療センター拠点本部
霞目飛行場SCU本部
被災地内病院（石巻赤十字）
休憩
岩手県における指揮者の判断
岩手県調整本部
花巻空港SCU本部
病院支援指揮所（県立宮古病院）
被災地内病院（県立大船渡病院）
統括DMAT活動報告1

開会式

岩手医科大学附属病院
兵庫県災害医療センター
青森県立中央病院
岩手県立大船渡病院
災害医療センター

秋冨慎司
中山伸一
小笠原賢
山野目辰味
近藤久禎

前橋赤十字病院
日本医科大学千葉北総病院
名古屋掖済会病院
秋田県立脳血管研究センター
山形県立中央病院
災害医療センター 院長

中村光伸
本村友一
北川喜己
鈴木明文
森野一真
高里良男

福島県立医科大学附属病院
新潟市民病院
筑波メディカルセンター病院

東北大学病院
平鹿総合病院
福岡和白病院
石巻赤十字病院

山内 聡
岩間 直
冨岡譲二
石井 正

島田二郎
熊谷 謙
阿竹 茂

災害医療センター 院長
災害医療センター
災害医療センター
災害医療センター
藤沢市民病院

高里良男
小井土雄一
近藤久禎
小井土雄一
阿南英明

統括DMAT登録者技能維持研修プログラム

場 所
災害医療センター
外来棟4階 研修室

場 所
災害医療センター
外来棟4階 研修室

䠠䠩䠝䠰䛾ᡓ␎ᑓᚑ䛸ᮏ◊ಟ䛾ព⩏

ᮏ◊ಟ䛾ព⩏䠖᳨ウ䛾ព⩏

ཎ๎䛸ᛂ⏝

ᅇ䛿ᐃእ䛾⅏ᐖ䛷䛒䛳䛯䛛䠛
• ὠἼ䛾ᵓ㐀
– 䜲䞁䝗ὒὠἼ

• ཎ๎

• 㛗䛟⥆䛟ᛴᛶᮇ

– 䝟䜻䝇䝍䞁ᆅ㟈䚸䝝䜲䝏ᆅ㟈

– ᗈᇦ⅏ᐖ䛾DMATάືᡓ␎
– ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦ィ⏬
– ◊ಟ䛺䛹䛷Ꮫ⩦䚸カ⦎䛷ಟ⦎

• ሗ䛾ΰ䚸㏻ಙ㏻ᆅᇦ

– 㜰⚄ῐ㊰㟈⅏䚸䛶䛾⅏ᐖ

• ளᛴᛶᮇึᮇ䚸ᚋᮇ䛻䛚䛡䜛ᩆㆤ⌜䛾㊊
– GAPၥ㢟䠖ୡ⏺䛾⅏ᐖ䛾ၥ㢟

• ᛂ⏝

• DMAT㝲ဨ䛾ᩆㆤ⌜䛸䛧䛶䛾άື

– ᪂₲୰㉺Ἀᆅ㟈䚸ᒾᡭᐑᇛᆅ㟈

– ᐇᡓ⤒㦂
– ᵝ䚻䛺䜢Ꮫ䜆

• 㝔㑊㞴䛾䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁
– ᐑᇛ㐃⥆ᆅ㟈

• ་⒪⌜䛾බ⾗⾨⏕ⓗάື

– JMTDRᅜ㝿⥭ᛴຓ䛾

䜢▱䜛ព⩏
• 䛂ហ⪅䛿⤒㦂䛻Ꮫ䜃䚸㈼⪅䛿Ṕྐ䛻Ꮫ䜆䚹䛃
䜸䝑䝖䞊䞉䝣䜷䞁䞉䝡䝇䝬䝹䜽

ᡓ␎䛸ᡓ⾡

• 䛟ྠ䛨⅏ᐖ䛿ᗘ䛿䛺䛔
• ྠ䛨䜘䛖䛺⅏ᐖ䛿㉳䛣䜛䚹

• ᅇ䛾㈗㔜䛺䜢ඹ᭷䛧䜎䛧䜗䛖
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䠠䠩䠝䠰䛾ᡓ␎

DMAT䛾┠ᶆ䚸άື䠙䠠䠩䠝䠰άືᡓ␎
䛹䛣䛷ᝈ⪅
䛾ὶ䜜䛜䝇
䝍䝑䜽䛧䛶䛔
䜛䛛䠛

• ୖ┠ᶆ
– 䛂㜵䛞ᚓ䛯⅏ᐖ䛻䜘䜛Ṛஸ䛃䜢ῶ䜙䛩

⿕⅏ᆅෆ

TTT

ሗඹ᭷䞉ᣦㄪᩚ

⌧ሙάື

་⒪ᶵ㛵
ᨭ

• ┠ᶆ

TTT

– 䛷䛝䜛䛰䛡ከ䛟䛾യ⪅䛻䛷䛝䜛䛰䛡᪩䛟᰿ᮏ⒪䜢
⾜䛖䚹

ᶵෆάື

䠯䠟䠱άື

䠯䠟䠱άື

ᗈᇦ་⒪
ᦙ㏦ᣐⅬ

– 䛷䛝䜛䛰䛡ከ䛟䛾യ⪅䛻᰿ᮏ⒪䜎䛷䛾Ᏻᐃ䜢ᅗ
䜛䚹

⅏ᐖᣐⅬ㝔
䠄ᣐⅬᮏ㒊䠅

TTT

DMAT
ཧ㞟

– ⌧ሙ䛾་⒪㈨※䛾᭷ຠά⏝䛾䛯䜑䛾ሗඹ᭷䚸⤌⧊
䜢⾜䛖䚹
– ⅏ᐖ䛾䛩䜉䛶䛾ሙ㠃䛷㐺ษ䛺TTT䜢☜❧䛩䜛䚹

TTT

ᗈᇦ་⒪
ᦙ㏦ᣐⅬ

TTT

• άື

ᇦෆᦙ㏦

DMAT
ཧ㞟

䝇䝍䝑䜽䛧䛶䛔䜛
㒊䛾ᨵၿ
䠄䠏T䛾☜❧䠅

㐲㝸ᆅᇦ
⅏ᐖᣐⅬ㝔

㏆㞄ᆅᇦ
⅏ᐖᣐⅬ㝔
ᐇ⥺㻌 䠠䠩䠝䠰䛾ື⥺
Ⅼ⥺㻌 ᝈ⪅䛾ື⥺

ᗈᇦ⅏ᐖ䠠䠩䠝䠰䛾ᣦ⣔⤫

䠠䠩䠝䠰䛻䛚䛡䜛ᡓ␎䛸ᡓ⾡

ཌ⏕ປാ┬ᮏ㒊

• ᡓ␎

⿕⅏㒔㐨ᗓ┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊
⅏ᐖ་⒪ᮏ㒊ᶵ⬟

DMATົᒁ

– ⌧ሙ䛾་⒪㈨※䛾᭷ຠά⏝䛾䛯䜑䛾ሗඹ᭷䚸⤌
⧊䜢⾜䛖䚹
– ⅏ᐖ䛾䛩䜉䛶䛾ሙ㠃䛷㐺ษ䛺TTT䜢☜❧䛩䜛䚹

⿕⅏ᆅእ
㒔㐨ᗓ┴

• ᡓ⾡
– ⅏ᐖᣐⅬ㝔䛾ᨭ
– ⌧ሙ䛾㐠⏝
– 䠯䠟䠱䛾㐠⏝

DMAT
ᇦእᣐⅬᮏ㒊

DMAT㒔㐨ᗓ┴
ㄪᩚᮏ㒊

⥲ྜㄪᩚ
ᨭ

DMAT
SCUᮏ㒊

DMAT
άືᣐⅬᮏ㒊

⥭ᾘ㝲㒔㐨ᗓ┴
ᾘ㜵ᛂάືㄪᩚᮏ㒊

DMAT
άືᣐⅬᮏ㒊

ᕷ⏫ᮧᮏ㒊
⥭ᾘ㝲
ᣦᨭᮏ㒊➼

• ᡓ㜚

– 䝖䝸䜰䞊䝆
– ⒪

㝔ᨭ
ᣦᡤ

ཌ⏕ປാ┬ᮏ㒊

ୖᮏ㒊䛸ୗᮏ㒊

⿕⅏ᆅእ
㒔㐨ᗓ┴

– ά⏝ྍ⬟䛺㈨※䛾⠊ᅖ䜢つᐃ
– ᕼᑡ㈨※䛾㐠⏝

• ୗᮏ㒊䛾ᙺ䠖ᡓ⾡

DMAT
ᇦእᣐⅬᮏ㒊

– 䛘䜙䜜䛯㈨※䛾⠊ᅖෆ䛷䛾㐠⏝

⌧ሙάື
ᣦᡤ
DMAT䛾ᣦ
㐃⤡䞉㐃ᦠ

DMAT㒔㐨ᗓ┴
ㄪᩚᮏ㒊

⥲ྜㄪᩚ
ᨭ

DMAT
SCUᮏ㒊

DMAT
άືᣐⅬᮏ㒊

㝔䠝
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⿕⅏㒔㐨ᗓ┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊
⅏ᐖ་⒪ᮏ㒊ᶵ⬟

DMATົᒁ

• ୖᮏ㒊䛾ᙺ䠖ᡓ␎

⌧ሙάື
ᣦᡤ

㝔䠞

DMAT
άືᣐⅬᮏ㒊

㝔䠠

⥭ᾘ㝲㒔㐨ᗓ┴
ᾘ㜵ᛂάືㄪᩚᮏ㒊

ᕷ⏫ᮧᮏ㒊
⥭ᾘ㝲
ᣦᨭᮏ㒊➼

㝔䠟

2

ᙼ䜢▱䜚ᕫ䜢▱䜜䜀
ⓒᡓ䛧䛶Ṥ䛖䛛䜙䛪
㻌㻌

㟂せ䛸㈨※䛾ሗ⟶⌮

ᏞᏊ㻌 ㅛᨷ⠍

⅏ᐖ䛾0DQDJHPHQW䠒5̓V

⅏ᐖ䛷䛿

Right Information䠖
㐺ษ䛺ሗ

㟂せ㻌

㈨※㻌

Right Coordination
and Cooperation䠖
㐺ษ䛺ㄪᩚ䞉༠ຊ

Needs

䜰䞁䝞䝷䞁䝇㻌

䜘䜚䛝䛺ᆒ⾮䛜㻌
䜘䜚ቯ⁛ⓗ䛺⤖ᯝ䜢䜒䛯䜙䛩㻌

⅏ᐖ䛻㞟䛩䜉䛝ሗ㻌
㻹㻱㼀㻴㻭㻺㻱㻌㻾㼑㼜㼛㼞㼠㻌

Resource

Right Time䠖㻌 㻌
㐺ษ䛺

Right Person䠖
㐺ษ䛺ே

Right Place䠖
㐺ษ䛺ሙᡤ

Right Materials䠖
㐺ษ䛺ᶵᮦ

EMIS䛾ᶵ⬟
• ⅏ᐖ㝔ሗධຊ

0 0DMRULQFLGHQW㸸ᨾ⅏ᐖ ࠕᚅᶵࠖࡲࡓࡣࠕᐉゝࠖ
( ([DFWORFDWLRQ㸸ṇ☜࡞Ⓨ⏕ሙᡤ
ᆅᅗࡢᗙᶆ
7 7\SHRILQFLGHQW㸸ᨾ࣭⅏ᐖࡢ✀㢮




   㕲㐨ᨾࠊᏛ⅏ᐖࠊᆅ㟈࡞
+ +D]DUG㸸༴㝤ᛶ
⌧≧ᣑࡢྍ⬟ᛶ
$ $FFHVV㸸฿㐩⤒㊰ 㐍ධ᪉ྥ
1 1XPEHURIFDVXDOWLHV㸸㈇യ⪅ᩘ 㔜ᗘࠊእയศ㢮
( (PHUJHQF\VHUYLFHV㸸⥭ᛴᑐᛂࡍࡁᶵ㛵
              㸫⌧≧ᚋᚲせ࡞ࡿᑐᛂ

– ᑐ㇟䠖㝔
– ධຊ㡯┠䠖⥭ᛴධຊ䛸ヲ⣽ධຊ

• DMAT⟶⌮䝯䝙䝳䞊
• ᖹ䛾タሗ

㟂せ

㈨※

㟂せ䛾ሗ㻌

㈨※䛾ሗ㻌

– ཷධྍ⬟ᝈ⪅ᩘ➼

MIMMS Advanced course䜘䜚ᘬ⏝
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䝙䞊䝈䛾ᩚ⌮䞉ᢕᥱ

䝩䝽䜲䝖䝪䞊䝗䛷ඹ᭷䛩䜉䛝ሗ
•
•
•
•

• ᝈ⪅୍ぴ⾲䛾ᩚ⌮

⤒άືグ㘓䠄䜽䝻䝜䝻䠅
㟂せ
ᣦ⣔⤫ᅗ䛸άື㒊㝲䞉ேဨ䛸⌧ᅾ䛾άື
ᝈ⪅୍ぴ⾲
㈨※
せ㐃⤡ඛ

– ⌧ሙᩆㆤᡤ
– 㝔
– SCU
Ặྡ ᖺ㱋 ᛶู
㻭
㻝㻜 㻹
㻮
㻞㻜 㻲
㻭
㻡㻠 㻲
㻮
㻠㻥 㻹
㻭
㻢㻟 㻲
㻮
㻞㻟 㻹
㻭
㻠㻡 㻲
㻮
㻟㻟 㻲
㻭
㻞㻡 㻹
㻮
㻢㻣 㻹

• ၥ㢟䞉ゎỴ䝸䝇䝖䠄㛗ᮇ䛻䜟䛯䜛άື䛾㝿䠅
• ⿕⅏≧ἣ䞉⌧ሙ≧ἣ䠄ᆅᅗ䠅
• 䛭䛾

യྡ
㢌㒊እയ
⬚⭡㒊እയ
⥭ᙇᛶẼ⬚
㌟⇕യ
㢌㒊እയ
㦵┙㦵ᢡ
⭡㒊እയ

യഛ⪃

䝖䝸䜰䞊䝆 ᦙධ้ ᦙฟ้
㉥
㻝㻠㻦㻞㻜
䝞䜲䝍䝹Ᏻᐃ ㉥
㻝㻠㻦㻞㻟
䝞䜲䝍䝹Ᏻᐃ
㉥
㻝㻠㻦㻞㻟
䝞䜲䝍䝹Ᏻᐃ
㉥
㻝㻠㻦㻞㻡
㉥
㻝㻠㻦㻞㻢
䝞䜲䝍䝹Ᏻᐃ ㉥
㻝㻠㻦㻟㻜
䝞䜲䝍䝹Ᏻᐃ ㉥
㻝㻠㻦㻠㻜
㉥
㻝㻠㻦㻠㻡
ୖ㢕᳝ᦆയ ᤄ⟶䛪䜏
㉥
㻝㻠㻦㻠㻡
㉥
㻝㻠㻦㻡㻜

㈨※䛾ሗ䛾ᩚ⌮䠖ᣦ⣔⤫
ᮏ㒊㛗㻌
A་ᖌ

ሗ㞟䞉㐃⤡㻌
䞉㟁ヰ䚸↓⥺㻌
䞉ཷ䚸ఏ௧㻌
グ㘓㻌
䞉㻼㻯㻌
䞉ⓑᯈ㻌

B┳ㆤᖌ

Cㄪᩚဨ

B་ᖌ

D┳ㆤᖌ

㈨ᮦ‽ഛ䞉⎔ቃᩚഛ㻌
Aㄪᩚဨ
䞉㏻ಙᇶ┙㻌
䞉㈨ᮦ⟶⌮㻌
C┳ㆤᖌ

Bㄪᩚဨ
A┳ㆤᖌ
Dㄪᩚဨ

☬⏣ᕷ❧⥲ྜ㝔
A㝔
ᨭᣦᡤ㻌

ᕝᕷ❧⥲ྜ㝔
ᨭᣦᡤ㻌 B㝔

௦⾲㻌 䠌䠕䠌䠉

⅏ᐖ⌧ሙάື㻌
䠠䠩䠝䠰㻌

⿄ᕷ❧⿄ᕷ㻌
㝔ᨭᣦᡤ㻌 C㝔
௦⾲㻌 䠌䠕䠌䠉

௦⾲㻌 䠌䠕䠌䠉

㝔ᨭάື㻌
䠠䠩䠝䠰㻌

㝔ᨭάື㻌
䠠䠩䠝䠰㻌
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⤫ᣓDMAT◊ಟ㻌 2011.7.25

་⒪㠃䛛䜙䜏䛯ᅇ䛾㟈⅏䛾≉ᚩ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛷䛾DMAT䛾άືᴫせ

• ⿕⅏ᆅ䛜⏒ᗈᇦ䛷䛒䛳䛯
– 䝤䝷䝑䜽䝪䝑䜽䝇䚸䜰䜽䝉䝇ᅔ㞴䚸ㄪᩚᅔ㞴

• ேⓗ⿕ᐖ䛻䛚䛔䛶䚸all or nothing㻌 Ṛ䛒䜛䛔
䛿↓യ䛷䛒䛳䛯䚹
– 㔜እയ䛿䜟䛪䛛

ཌ⏕ປാ┬DMATົᒁ

• つᶍ䛺ධ㝔ᝈ⪅㑊㞴䛜ᚲせ䛷䛒䛳䛯
– Ꮩ❧䚸⚟ᓥཎⓎ㑊㞴

ᅜ❧㝔ᶵᵓᐑᇛ㝔㆟ᐊ䛾ィ䠄ᐑᇛ┴ᒣඖ⏫䠅

DMATάືᴫせ
(a)
യ⪅

(b)
Ṛ⪅䞉⾜᪉᫂⪅

•
•
•
•
•

(c)=(a)/(b)
യ⪅ᩘ/Ṛ⪅ᩘẚ

㜰⚄䞉ῐ㊰㟈⅏

43,800

6,433

6.8

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏

5,386ͤ

23,176ͤ

0.23

ͤᖹᡂᖺ᭶᪥㆙ᐹᗇⓎ⾲㈨ᩱࡼࡾ

άືሙᡤ䠖ᒾᡭ┴䚸ᐑᇛ┴䚸⚟ᓥ┴䚸Ⲉᇛ┴
άື䝏䞊䝮䠖⣙340䝏䞊䝮䚸⣙1500ྡ䠄ᬻᐃ䠅
ὴ㐵ඖ㒔㐨ᗓ┴䠖47㒔㐨ᗓ┴
άືᮇ㛫䠖3/11䡚3/22䠄12᪥㛫䠅
άືෆᐜ䠖㝔ᨭ䚸ᇦෆᦙ㏦䚸ᗈᇦ་⒪ᦙ
㏦䚸㝔ධ㝔ᝈ⪅㑊㞴ᦙ㏦䠄⚟ᓥཎⓎᑐᛂ
ྵ䜐䠅

ୡ⏺䛻㢮䜢ぢ䛺䛔⅏ᐖ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻ᑐ䛩䜛DMATάື

⮬⾨㝲ᶵ䛻䜘䜚
✵㊰⿕⅏ᆅ䜈

DMATົᒁ䛻䜘䜛ึື

༓ṓᇶᆅ

DMAT㻌 䠔䠎䝏䞊䝮䚸䠏䠔䠐

䈄 䠏᭶䠍䠍᪥

ྡ
⏝⯟✵ᶵ
㻌 㻌 䠟䠍㍺㏦ᶵ㻌 㽢㻌 䠐
㻌 㻌 䠟䠍䠏䠌㍺㏦ᶵ㻌 㽢㻌 䠑

䇵 䠍䠐䠖䠐䠒㻌ᆅ㟈Ⓨ⏕㻌
䇵 䠍䠐䠖䠑䠌㻌⅏ᐖ་⒪䝉䞁䝍䞊ෆ䛻㻌
ᑐ⟇ᮏ㒊タ⨨㻌
䇵 䠍䠑䠖䠌䠑㻌⅏ᐖㄪᰝ䝦䝸☜ಖ౫㢗㻌
㢗
⅏ᐖ་⒪䝉䞁䝍䞊
䇵 䠍䠑䠖䠍䠌㻌䠠䠩䠝䠰䛻㻱㻹㻵㻿䛻䜘䜚㻌
ᚅᶵせㄳ㻌
ὴ㐵せㄳఏ㐩 ཧ
䇵 䠍䠒䠖䠌䠌㻌㻱㻹㻵㻿䛻䜘䜚ᐑᇛ┴䛛䜙䛾ὴ㐵せㄳఏ㐩䚹ཧ
㞟ᣐⅬ䛿ྎ་⒪䝉䞁䝍䞊㻌
䇵 䠍䠒䠖䠌䠒㻌㻱㻹㻵㻿䛻䜘䜚⚟ᓥ┴䛛䜙䛾ὴ㐵せㄳఏ㐩䚹ཧ
㞟ᣐⅬ䛿⚟ᓥ┴❧་㻌
䇵 䠍䠓䠖䠐䠑㻌㻱㻹㻵㻿䛻䜘䜚ᒾᡭ┴ཬ䜃Ⲉᇛ┴䛛䜙䠠䠩䠝䠰ὴ
㐵せㄳఏ㐩䚸ཧ㞟ᣐⅬ䛿ᒾᡭ་⛉Ꮫᒓ㝔ཬ
䜃⟃Ἴ䝯䝕䜱䜹䝹䝉䞁䝍䞊㝔㻌

ⰼᕳ✵

ⓒ㔛ᇶᆅ
ධ㛫ᇶᆅ
ఀ✵
⚟ᒸ✵
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⮬⾨㝲䠟䠍䠏䠌㍺㏦ᶵ

ఀ✵

DMAT䛾✵㊰ཧ㞟

䛷C-130䛻ᦚ

䈄 㻥䝣䝷䜲䝖䛻䛶䚸㻤㻞䝏䞊䝮㻛㻟㻤㻠ྡ䛾㝲ဨ䜢✵㊰䛷ᢞධ㻌
䈄 䠏᭶䠍䠎᪥䡚㻌
䇵
䇵
䇵
䇵
䇵
䇵
䇵
䇵

༓ṓ䊻ⰼᕳ䠄㻯㻙㻝䠖䠑䝏䞊䝮㻞㻠ྡ䠅㻌
ఀ䊻ⰼᕳ䠄➨䠍౽䠟䠉䠍䠏䠌䠖䠍䠏䝏䞊䝮䠒䠕ྡ䠅㻌
ఀ䊻ⰼᕳ䠄➨䠎౽䠟䠉䠍䠏䠌䠖䠍䠏䝏䞊䝮䠒䠕ྡ䠅㻌
ఀ䊻ⰼᕳ䠄➨䠏౽䠟䠉䠍䠏䠌䠖䠍䠎䝏䞊䝮䠑䠔ྡ䠅㻌
ఀ䊻ⰼᕳ䠄➨䠐౽䠟䠉䠍䠏䠌䠖䠍䠍䝏䞊䝮䠑䠑ྡ䠅㻌
⚟ᒸ䊻ⓒ㔛䊻㟘┠䠄➨䠍౽㻯㻙㻝䠖䠔䡽䡬䢍䠏䠕ྡ䠅㻌
⚟ᒸ䊻ⓒ㔛䊻㟘┠䠄➨䠎౽㻯㻙㻝䠖䠔䡽䡬䢍䠐䠏ྡ䠅㻌
⚟ᒸ䊻ⓒ㔛㻔➨䠏౽㻯㻙㻝䠖䠔䡽䡬䢍䠏䠓ྡ䠅㻌

C-130㍺㏦ᶵ
䠍䠎᪥ᮍ᫂
ఀ䛛䜙ⰼᕳ䜈ྥ䛡䛶䠐౽
䠐䠕䝏䞊䝮䠎䠏䠍ྡ䛜ᦚ

䈄 䠏᭶䠍䠒᪥㻌
䇵 ධ㛫ᇶᆅ䊻ⰼᕳ✵

䠄㻯㻙㻝䠖䠐䡽䡬䢍㻝㻠ྡ䠅㻌

ྛ⿕⅏┴䛷䛾άື䠄ᒾᡭ┴䠅

ྛ⿕⅏┴䛷䛾άື䠄ᐑᇛ┴䠅

䈄 άືᮇ㛫䠖㻟㻛㻝㻝䡚㻟㻛㻝㻥䠄㻥᪥㛫䠅㻌
䈄 άືෆᐜཬ䜃άືሙᡤ䠖㻌

䈄 άືᮇ㛫䠖㻟㻛㻝㻝䡚㻟㻛㻝㻢䠄㻢᪥㛫䠅㻌
᪥㛫䠅
䈄 άືෆᐜཬ䜃άືሙᡤ䠖㻌

䇵 ㄪᩚᮏ㒊䞉άືᣐⅬᮏ㒊䠖ᒾᡭ┴ᗇ㻌
䇵 㻿㻯㼁㻦ⰼᕳ✵ 䚸ᒾᡭ┴ᾘ㜵Ꮫᰯ㻌
䇵 㝔ᨭ䠖ᒾᡭ་䚸㻌
ᡞ㝔䚸ᐑྂ㝔䚸㻌
┴❧୰ኸ㝔䚸ஂឿ㝔䚸㻌
⯪Ώ㝔䚸㔩▼㝔䚸㻌
ᐑෆ㝔㻌

䇵 ㄪᩚᮏ㒊䠖ᐑᇛ┴ᗇ㻌
䇵 άືᣐⅬᮏ㒊䠖ྎ་⒪㻌
䝉䞁䝍䞊㻌
䇵 㻿㻯㼁㻦㟘┠ᇶᆅ䚸▼ᕳ⥲ྜ㻌
㐠ືබᅬ㻌
䇵 㝔ᨭ䠖ྎ་⒪䝉䞁䝍䞊䚸▼ᕳ㉥༑Ꮠ㝔䚸
ᓮᕷẸ㝔䚸ᰩཎ୰ኸ㝔䚸▼ᕳᕷ❧㝔䚸ᆏ
⥲ྜ㝔㻌

⯪Ώ㝔

ྎ་⒪䝉䞁䝍䞊/䝖䝸䜰䞊䝆䜶䝸䜰

ྛ⿕⅏┴䛷䛾άື䠄⚟ᓥ┴䠅
䈄 άືᮇ㛫䠖㻟㻛㻝㻝䡚㻟㻛㻝㻡䠄㻡᪥㛫䠅䚸㻌
㻡᪥㛫䠅䚸
㻟㻛㻝㻣䡚㻟㻛㻞㻞䠄㻢᪥㛫䠅㻌
䈄 άືෆᐜཬ䜃άືሙᡤ䠖㻌
䇵 ㄪᩚᮏ㒊䠖⚟ᓥ┴ᗇ㻌
䇵 άືᣐⅬᮏ㒊䠖⚟ᓥ་㻌
䇵 㻿㻯㼁䠖⚟ᓥ✵ 䚸䛔䜟䛝㻌
ගὒ㧗ᰯ䚸䝃䝔䝷䜲䝖㮵ᓥ㻌
ᇛ༠❧㝔 ⓑἙ㝔
䇵 㝔ᨭ䠖⚟ᓥ་䚸☬ᇛ༠❧㝔䚸ⓑἙ㝔㻌
ྎ་⒪䝉䞁䝍䞊/άືᣐⅬᮏ㒊
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⚟ᓥ་/άືᣐⅬᮏ㒊

ྛ⿕⅏┴䛷䛾άື䠄Ⲉᇛ┴䠅
䈄 άືᮇ㛫䠖㻟㻛㻝㻝䡚㻟㻛㻝㻤䠄㻤᪥㛫䠅㻌
䈄 άືෆᐜཬ䜃άືሙᡤ䠖㻌
䇵 ㄪᩚᮏ㒊䠖Ⲉᇛ┴ᗇ㻌
䇵 άືᣐⅬᮏ㒊䠖⟃Ἴ䝯䝕䜱䜹䝹䝉䞁䝍䞊㝔㻌
䇵 㝔ᨭ䠖⟃Ἴ䝯䝕䜱䜹䝹䝉䞁䝍䞊㝔䚸Ỉᡞ༠
ྠ㝔䚸ᘅᶫ➨୍㝔㻌
㻌

䠎䠌䜻䝻ᅪෆ䛾ධ㝔ᝈ⪅䛾⛣㏦
䜢⾜䛳䛯䚹㻌 ᪂₲䚸㛗㔝䚸Ⲉᇛ䚸
ᇸ⋢䜈䚸㝣㊰䚸✵㊰䛷ᦙ㏦䛧䛯䚹

⅏ᐖㄪᰝ䝦䝸䛾ά⏝

䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛾άື䠄䠍䠅

䈄 䠍␒ᶵ䠄㻭㻿㻟㻡㻜ᆺ䠅䠖㻌
䇵 㻟㻛㻝㻝䠖ᮾி䝦䝸䝫䞊䝖䠄㻝㻢䠖㻞㻜Ⓨ䠅䡚⅏ᐖ་⒪㻯䠄㻝㻤䠖㻝㻜Ⓨ䠅䡚⚟
ᓥ✵ 䠄㻝䠖㻞㻡╔䠅䠄⅏ᐖ་⒪䝉䞁䝍䞊㻰㻹㻭㼀ேဨ㍺㏦䠅
䇵 㻟㻛㻝㻞䡚㻟㻛㻝㻡䠖䛻ᒾᡭ┴ෆ䛷ேဨ㍺㏦㻌

䈄 䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛾ฟື䠖ィ䠍䠒ᶵ㻌

䈄 㻝㻠㻜ྡ௨ୖ䛾ᝈ⪅ᦙ㏦䜢ᐇ㻌
䈄 㻰㻹㻭㼀䝦䝸ᣐⅬ㻌

䈄 䠎␒ᶵ䠄㻮㼑㼘㼘㻠㻝㻞ᆺ䠅䠖㻌
䇵 㻟㻛㻝㻞䠖ᮾி䝦䝸䝫䞊䝖䠄㻤䠖㻟㻠Ⓨ䠅䡚⅏ᐖ་⒪㻯䡚⚟ᓥ་䡚ᒾ
ᡭ┴ᗇゅ⏣୰ኸබᅬ䠄㻝㻜㻦㻠㻠╔䠅䠄⤫ᣓ㻰㻹㻭㼀ேဨ㍺㏦䠅㻌
䇵 㻟㻛㻝㻞䡚㻟㻛㻝㻠䠖䛻ᒾᡭ┴ෆ䛷ேဨ㍺㏦㻌

䇵 ⚟ᓥ┴ෆ䝦䝸ᣐⅬ䠖⚟ᓥ་㻌
䠄⤫ᣓ䠖༓ⴥ⥲䠅䚸䝗䜽䝍䞊䝦䝸䠔ᶵ䛾㐠⏝㻌
䝸䠔ᶵ䛾㐠⏝
䇵 ᒾᡭ┴ෆ䝦䝸ᣐⅬ䠖ⰼᕳ✵ 䠄⤫ᣓ䠖๓ᶫ㉥༑Ꮠ
䚸ឡ▱་䠅䚸䝗䜽䝍䞊䝦䝸䠓ᶵ䚸ㄪᰝ䝦䝸䠐ᶵ䛾㐠
⏝㻌
䇵 ᇦእᣐⅬ䠄༓ṓ✵ 䠅䛷άື䠖㻝ᶵ㻌
㻌

䈄 䠏␒ᶵ䠄㻮㼑㼘㼘㻠㻝㻞ᆺ䠅䠖㻌
䇵 㻟㻛㻝㻠䠖ᮐᖠ䠄ୣ⌔䠅䡚 ⰼᕳ✵
䇵 㻟㻛㻝㻠䡚㻟㻛㻝㻡䠖䛻ᒾᡭ┴ෆ䛷㻌
ேဨ㍺㏦㻌

䈄 䠐␒ᶵ䠄㻮㼑㼘㼘㻠㻟㻜ᆺ䠅㻌
䇵 㻟㻛㻝㻢䠖ᮾி䝦䝸䝫䞊䝖䡚ධ㛫✵
䠄⤫ᣓ㻰㻹㻭㼀ேဨ㍺㏦䠅㻌

㻌

䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛾άື䠄䠎䠅
㻌
㻌

䈄 ⚟ᓥ་㓄⨨䝗䜽䝦䝸䠔ᶵ䠖㻌
䇵 ༓ⴥ⥲䠄㻟㻛㻝㻞䡚㻟㻛㻝㻠䠅䚸⚟ᓥ་䠄㻟㻛㻝㻞䠅䚸⪷㞔୕
᪉ཎ䠄㻟㻛㻝㻞䡚㻟㻛㻝㻡䠅䚸බ❧㇏ᒸ㝔䠄㻟㻛㻝㻞䡚㻟㻛㻝㻟䠅䚸
㜰Ꮫ䠄㻟㻛㻝㻞䡚㻟㻛㻝㻠䠅䚸బஂ⥲ྜ䠄㻟㻛㻝㻞䡚㻟㻛㻝㻟䠅䚸
ᒣཱྀᏛ䠄㻟㻛㻝㻟䡚㻟㻛㻝㻠䠅䚸ஂ␃⡿Ꮫ䠄㻟㻛㻝㻟䠅㻌

䈄 ⰼᕳ✵

㓄⨨䝗䜽䝦䝸䠓ᶵ䠖㻌

䇵 ᪫ᕝ᪥㉥䠄㻟㻛㻝㻟䡚㻟㻛㻝㻡䠅䚸ឡ▱་䠄㻟㻛㻝㻞䡚㻟㻛㻝㻡䠅䚸
๓ᶫ᪥㉥䠄㻟㻛㻝㻞䡚㻟㻛㻝㻡䠅䚸ᒱ㜧་⛉䠄㻟㻛㻝㻞䡚㻟㻛㻝㻠䠅
䚸ᇸ⋢་䠄㻟㻛㻝㻞䡚㻟㻛㻝㻠䠅䚸㧗▱་⒪䝉䞁䝍䞊䠄㻟㻛㻝㻟
䡚㻟㻛㻝㻠䠅䚸ඵᡞᕷẸ㝔䠄㻟㻛㻝㻟䡚㻟㻛㻝㻡䠅㻌

䈄 ᇦእᣐⅬ䠄༓ṓ✵

䠅䛷άື䠖㻝ᶵ㻌

䇵 ᕷ❧㔲㊰⥲ྜ㝔䠄㻟㻛㻝㻞䡚㻟㻛㻝㻟䠅㻌
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ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦

䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛻䜘䜛ᇦෆᦙ㏦

䈄 㻯㻙㻝ィ㻡ᶵ䛻䜘䜚㻝㻥ྡ䛾ᦙ㏦ᐇ㻌
䇵 㻟㻛㻝㻞䠖ⰼᕳ✵
䇵 㻟㻛㻝㻞䠖⚟ᓥ✵
䇵 㻟㻛㻝㻟䠖ⰼᕳ✵
䇵 㻟㻛㻝㻠䠖ⰼᕳ✵
䇵 㻟㻛㻝㻡䠖ⰼᕳ✵

䊻᪂༓ṓ✵ 䠖㻯㻙㻝䠄㻠ྡᦙ㏦䠅㻌
䊻⩚⏣✵ 䠖㻯㻙㻝䠄㻟ྡᦙ㏦䠅㻌
䊻⩚⏣✵ 䠖㻯㻙㻝䠄㻢ྡᦙ㏦䠅㻌
䊻⛅⏣✵ 䠖㻯㻙㻝䠄㻟ྡᦙ㏦䠅㻌
䊻⛅⏣✵ 䠖㻯㻙㻝䠄㻟ྡᦙ㏦䠅㻌

⚟ᓥ་䛷䛾䝗䜽䝍䞊䝦䝸⟶⌮䝪䞊䝗

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻ᑐ䛩䜛DMATάື

ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦
䠄യ⪅䜢⿕⅏ᆅ䛛䜙㠀⿕⅏ᆅ䜈䠅
༓ṓᇶᆅ

ⰼᕳ✵

SCU

ᦙ㏦ᝈ⪅ᩘ㻌 䠍䠕ྡ㻌
⏝⯟✵ᶵ㻌
㻌 㻌 䠟䠍㍺㏦ᶵ㻌 㽢㻌 䠑㻌
㻌 㻌 䠄䠏᭶䠍䠎䡚䠍䠑᪥䠅㻌

䠯䠟䠱䛸䛧䛶
䠍䠏䠒ே䜢ཷ䛡ධ䜜
䠍䠒ே䛜ᗈᇦᦙ㏦
䠍䠎䠌ே䜢┒ᒸᕷෆ

⛅⏣✵
ⰼᕳ✵
⚟ᓥ✵

⩚⏣✵

⮬⾨㝲䠟䠍㍺㏦ᶵ

ᝈ⪅䜢䛫⩚⏣䜈ྥ䛛䛖C-1ᶵෆ

ᇦእᣐⅬ
• ᇦእᣐⅬ䠄ᗈᇦ䠅
– DMAT䛜ྛ✵ 䛻SCU䜢タ⨨䞉ᚅᶵ
– ༓ṓ✵ 䚸⩚⏣✵ 䚸ఀ✵ 䚸ධ㛫ᇶᆅ䚸⚟
ᒸ✵

ⰼᕳSCU䜈ᝈ⪅ᦙධ

• ᇦእᣐⅬ䠄㏆㞄䠅

C-1ᶵෆ䜈ᝈ⪅ᦙධ

– ྛ┴䛾⤫ᣓDMAT䛜┴ᗇ➼䛷ᝈ⪅ཷධㄪᩚ
– ྛ┴DMAT䛜SCUάື䚸ᝈ⪅ᦙ㏦➼䜢ᐇ
– ⛅⏣┴䚸ᒣᙧ┴䚸᪂₲┴䚸⩌㤿┴䚸ᰣᮌ┴䚸Ⲉᇛ
┴
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ධ㝔ᝈ⪅㑊㞴
• ▼ᕳ

– ▼ᕳᕷ❧㝔→▼ᕳ㐠ືබᅬ→㟘┠ᇶᆅ→ᚋ᪉
㝔
– 100ྡ௨ୖ䛾ᦙ㏦䜢ᐇ

• ⚟ᓥ

ᮾி䠠䠩䠝䠰䜒άື

– ⚟ᓥ➨䠍ཎⓎ20km䡚30kmᅪෆ㝔䛾ධ㝔ᝈ⪅㑊㞴
– 䝃䞊䝧䜲䝫䜲䞁䝖䛷䛾䝖䝸䜰䞊䝆䚸ᛂᛴฎ⨨䚸ᦙ㏦㌴୧
䞉⯟✵ᶵ䜈䛾ྠ
– 300ྡ௨ୖ䛾ᦙ㏦䜢ᐇ

⩚⏣✵ SCU

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻䛚䛡䜛
DMATάື䜎䛸䜑
•
•
•
•
•
•

䠍䠑䠌䠌ྡ䜢䛣䛘䜛ேဨ䛜㎿㏿䛻ཧ㞟䛧άື䛧䛯䚹
ᅜ䚸┴ᗇ䛛䜙⌧ሙ䜎䛷䛾ᣦ⣔⤫䜢☜❧䛧䛯䚹
ᛴᛶᮇ䛾ሗ䝅䝇䝔䝮䛿ᶵ⬟䛧䛯䚹
ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦䜢ᐇ䛧䛯䚹
ᛴᛶᮇ䛾䝙䞊䝈䛿䚸䠐䠔㛫௨ෆ䛿ᑡ䛺䛛䛳䛯䚹
䠏᪥䡚䠓᪥䛻㝔ධ㝔ᝈ⪅㑊㞴䛾䝙䞊䝈䛜䛒䛳
䛯䚹
• 䛣䛾䜘䛖䛺་⒪ᦙ㏦䛻DMAT䛿㈉⊩䛧䛯䚹

㟘┠ᇶᆅ

▼ᕳᕷ❧㝔

ᚋ䛾ㄢ㢟

ᚋ䛾ㄢ㢟

• ᣦㄪᩚᶵ⬟䛾᭦䛺䜛ᙉ

• ளᛴᛶᮇ䜈䛾⛣⾜ᡓ␎䛾☜❧

– ≉䛻⤌⧊䛸䛾㐃ᦠ

– 䠠䠩䠝䠰䛾άືᙧែ䚸ᮇ㛫䛾⪃
– ་⒪ᩆㆤ⌜䜈䛾䝅䞊䝮䝺䝇䛺ᘬ⥅䛞

• ⿕⅏ᆅෆ䛷䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢ྵ䜐㏻ಙయไ䛾
☜ಖ

• NBC䝔䝻䚸⿕䜀䛟་⒪䜈䛾ᑐᛂ

– 䠡䠩䠥䠯䛾┴ᑟධ䚸⾨ᫍ㟁ヰ䚸MCA↓⥺

– ⚟ᓥཎⓎ䜢ཷ䛡䛶䚸ᩍ⫱䚸ഛ䜢⪃䛘䜛䚹

• DMATయ䛸䛧䛶䛾䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽䝃䝫䞊䝖䛾
ᐇ䠄䝻䝆䝇䝔䞊䝅䝵䞁ᵓ䛾ල⌧䠅
– ⅏ᐖᣐⅬ㝔䛾ഛᐇ䚸䝻䝆せဨ䛾⫱ᡂ
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Ⓨ⅏ᮏ㒊䝇䝍䝑䝣䛿䠛
• ᑠᅵົᒁ㛗 эᮾிDMAT◊ಟ эᮏ㒊䜈ᖐ㝔
• ㏆⸨ົᒁ㛗 эᮾ᪂ᖿ⥺䛾㌴୰

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛷䛾
䠠䠩䠝䠰ົᒁᮏ㒊άື

э䛭䛾䜎䜎ᮾ䜢㌿ᡓ
ṧ䜚䛾ົᒁ䝇䝍䝑䝣䛜ⱞປ䛧䛶ᑐᛂ㛤ጞ

㜿༡㻌 ᾘ㜵㌴୧䛻䜘䛳䛶ᮏ㒊ධ䜚9᪥㛫
⏣㑓ඛ⏕䠄ᩆᩆᛴᮾி◊ಟᡤ䠅䠖ึ᪥䛛䜙ཧຍэ⚟ᓥ
䜈
᭰䛷ⓙ䛥䜣ᛂ䛻᮶䛶䛟䛰䛥䛔䜎䛧䛯 ឤㅰ
㎶ぢඛ⏕,ᮏ㛫ඛ⏕䠄㫽ྲྀ䠅,ඛ⏕䠄ᮾி་⛉ṑ⛉
䠅,ᚨ㔝ඛ⏕䠄㝣⮬䠅
ᴋ,⃝⏿,୰⏣䠄ᩗྖ䠅,ᑠす,ᱵ⏣,ゅ⏣

⸨ἑᕷẸ㝔ᩆᩆᛴ䝉䞁䝍䞊
䠠䠩䠝䠰ົᒁᮏ㒊
㜿༡ⱥ᫂

ᗈᇦ⅏ᐖ䠠䠩䠝䠰䛾ᣦ⣔⤫

䠠䠩䠝䠰ᮏ㒊䠄❧ᕝ䠅䛾ᙺ

ཌ⏕ປാ┬ᮏ㒊

DMATົᒁᮏ㒊

• ᅜDMAT䛻ᑐ䛩䜛ὴ㐵せㄳ䚸ሗᥦ౪
• ⿕⅏┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䞉DMATㄪᩚᮏ㒊䛸䛾
ሗඹ᭷
• ὴ㐵ඖ㒔㐨ᗓ┴䛸䛾ㄪᩚ
• ཌ⏕ປാ┬ᮏ┬䛸䛾ㄪᩚ
• ෆ㛶ᗓ䚸㜵⾨┬䛸⮬⾨㝲ᶵ㐠⏝䛾ㄪᩚ
• 䝗䜽䝍䞊䝦䝸㐠⏝
• 䝏䞊䝮᧔ㄪᩚ

⥲ྜㄪᩚ
ᨭ

⿕⅏ᆅእ
㒔㐨ᗓ┴

DMAT
ᇦእᣐⅬᮏ㒊

DMAT
SCUᮏ㒊

㝔ᨭ
ᣦᡤ

⿕⅏㒔㐨ᗓ┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊
⅏ᐖ་⒪ᮏ㒊ᶵ⬟
DMAT㒔㐨ᗓ┴
ㄪᩚᮏ㒊

DMAT
DMAT
άືᣐⅬᮏ㒊 ά
άືᣐⅬᮏ㒊

⌧ሙάື
ᣦᡤ

㝔ᨭ
ᣦᡤ

⅏ᐖᣐⅬ㝔

ෆ㛶ᗓ

ཌ⏕ປാ┬DMATົᒁᮏ㒊

Ⲉᇛ┴⅏ᐖ⅏
ᑐ⟇ᮏ㒊

DMATⲈᇛ┴
ㄪᩚᮏ㒊

⚟ᓥ┴⅏ᐖ⅏
ᑐ⟇ᮏ㒊

ᐑᇛ┴⅏ᐖ⅏
ᑐ⟇ᮏ㒊

DMAT⚟ᓥ┴
ㄪᩚᮏ㒊

DMATᐑᇛ┴
ㄪᩚᮏ㒊

㜵⾨┬

⥭ᾘ㝲㒔㐨ᗓ┴
ᾘ㜵ᛂάືㄪᩚᮏ㒊

ᕷ⏫ᮧᮏ㒊
⥭ᾘ㝲
ᣦᨭᮏ㒊➼

⌧ሙάື
ᣦᡤ
DMAT䛾ᣦ
㐃⤡䞉㐃ᦠ

4

ཌ⏕ປാ┬DMATົᒁᮏ㒊
䠄❧ᕝ⅏ᐖ་⒪䝉䞁䝍䞊ෆ䠅

ᒾᡭ┴⅏ᐖ⅏
ᑐ⟇ᮏ㒊

DMATᒾᡭ┴
ㄪᩚᮏ㒊

⥭ᾘ㝲㒔㐨ᗓ┴
ᾘ㜵ᛂάືㄪᩚᮏ㒊

DMAT
DMAT
SCUᮏ㒊 άືᣐⅬᮏ㒊

㝔ᨭ
ᣦᡤ

⌧ሙάື
ᣦᡤ

DMAT
DMAT
DMAT
DMAT
DMAT
DMAT
SCUᮏ㒊 άືᣐⅬᮏ㒊 SCUᮏ㒊 άືᣐⅬᮏ㒊 SCUᮏ㒊 άືᣐⅬᮏ㒊

㝔ᨭ
ᣦᡤ

⌧ሙάື
ᣦᡤ

㝔ᨭ
ᣦᡤ

⌧ሙάື
ᣦᡤ

㝔ᨭ
ᣦᡤ

⌧ሙάື
ᣦᡤ

⿕⅏ᆅእ㒔㐨ᗓ┴
ᗓ┴
DMATᇦእᣐⅬᮏ㒊

ᅜDMAT340䝏䞊䝮䛾άື
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䠍䠊ึື䠖༑ศ㔞䛾䝏䞊䝮䜢᪩ᮇ䛻ᢞධ

䐠✵㊰ཧ㞟
• 3᭶11᪥䠄day1䠅ኪ䛛䜙యไ☜❧‽ഛ
㻌 19:21㻌 ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦䛻㛵䛩䜛୍ሗ

䐟䠡䠩䠥䠯䛷䛾᪩ᮇ䛾DMATὴ㐵䛾せㄳ
3᭶11᪥
14䠖46Ⓨ⅏
15䠖10ᚅᶵせㄳ
16䠖00ὴ㐵せㄳ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䐟ཧ㞟ሙᡤ䠖ᐑᇛ┴ྎ་⒪䝉䞁䝍䞊
16:06㻌 䐠ཧ㞟ሙᡤ䠖⚟ᓥ┴⚟ᓥ┴❧་
17:45㻌 䐡ཧ㞟ሙᡤ䠖Ⲉᇛ┴⟃Ἴ䝯䝕䜱䜹䝹䝉䞁䝍䞊
㻌 㻌 㻌 㻌 䐢ཧ㞟ሙᡤ䠖ᒾᡭ┴ᒾᡭ་

๓ィ⏬䛾䛺䛔
ᆅᇦ䛾ᆅ㟈

㻌 19:44㻌 ཧ㞟䞉ᇦእᣐⅬㄪᩚ䠄᪂༓ṓ䚸ఀ䚸⚟ᒸ䠅䝏䞊䝮
ཧ㞟䛾ᡭᣲ䛢せㄳ

• 3᭶12᪥(day2)
㻌 䞉ᇦእᣐⅬ䛻DMATཧ㞟
㻌 䞉㜵⾨┬䛸༠㆟䛧䛶⯟✵ᶵ䛻䜘䜛䝏䞊䝮ᢞධ䛾ලయ䠄
㛫䚸ᶵ✀䚸౽ᩘ䠅
㻌 㻌 䐟᪂༓ṓ✵ эⰼᕳ✵
㻌 㻌 䐠ఀ✵ эⰼᕳ✵
㻌 㻌 䐡⚟ᒸ✵ эⓒ㔛ᇶᆅэ㟘䛾┠ᇶᆅ

✵㊰ཧ㞟82䝏䞊䝮/384ྡ䛾㝲ဨ䜢ᮾᆅᇦ䜈ᢞධ
3᭶12᪥
ᾏ㐨༓ṓэᒾᡭⰼᕳ
3᭶16᪥䠄➨3㝕ᢞධ䠅
ධ㛫ᇶᆅэⰼᕳ✵
䠄C-1㻌 5䝏䞊䝮24ྡ䠅
䠄C-1㻌 4䝏䞊䝮14ྡ䠅
㜰ఀэᒾᡭⰼᕳ
䐟䠄C-130㻌 13䝏䞊䝮69ྡ䠅
䐠䠄C-130㻌 13䝏䞊䝮69ྡ䠅
䐡䠄C-130㻌 12䝏䞊䝮58ྡ䠅
䐢䠄C-130㻌 11䝏䞊䝮55ྡ䠅
⚟ᒸэⓒ㔛эᐑᇛ㟘┠
䐟 䠄C-1㻌 8䝏䞊䝮39ྡ䠅
䐠䠄C-1㻌 8䝏䞊䝮43ྡ䠅
䐡 䠄C-1㻌 8䝏䞊䝮39ྡ䠅

ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦ᐇ⦼
3᭶12᪥䠄day2䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 19ྡ
䐟ⰼᕳ✵
䐠⚟ᓥ✵

э᪂༓ṓ✵ 䠄4ே䠅
э⩚⏣✵ 䠄3ே䠅

3᭶13᪥(day3)
䐡ⰼᕳ✵

э⩚⏣✵

䠄6ே䠅

3᭶14᪥(day4)
䐢ⰼᕳ✵

э⛅⏣✵

䠄3ே䠅

3᭶15᪥(day5)
䐣ⰼᕳ✵

ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦┠ⓗ䛻ᢞධ䛧䛯䝏䞊䝮ᩘ䛸ᐇ㝿
䛻ᦙ㏦䛧䛯ᝈ⪅䛾䜰䞁䝞䝷䞁䝇
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 DMAT380ྡяᝈ⪅19ྡ
⪅

э⛅⏣✵

䠄3ே䠅

㻌
• ぢ㎸䜏ẁ㝵䛷άື㛤ጞ䛧䛺䛔䛸㛫䛻ྜ䜟䛺䛔
эᮏ⅏ᐖ䛷䛿⤖ᯝⓗ䛻ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦ᴗົ䛜
ᑡ䛺䛛䛳䛯䛰䛡

⤖ᯝⓗ䛻ከ䛟䛾Ṛஸ⪅䛜ฟ䛯䛣䛸䛻ẚ䜉䛶㔜䚸୰➼
䛜ᑡ䛺䛟䚸ᚑ᮶ᦙ㏦㐺ᛂ䛸䛧䛶䛝䛯യ⪅䛜ᑡ䛺䛛䛳䛯䚹

ᗘつᶍ⅏ᐖⓎ⏕䛷䜒䚸✵㊰ฟືせㄳ䛜
ៅ㔜䛻䛺䜛ᚲせ䛿䛺䛔

䐟Ⓨ⅏┤ᚋ䛻ヲ⣽ሗ䛿᫂䛷䛒䜚䚸⿕⅏┴䛾せㄳ䛺䛧
э⅏ᐖつᶍ䛜䛝䛔䛣䛸䛛䜙ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦䛾ᚲせᛶ䛜
㻌 㻌 㧗䛔䛸ุ᩿
䐠㟈⅏ᆅ䛜ᮾᆅ᪉䛷䛒䜛䛯䜑㐲᪉䛾す᪥ᮏ䛾䝏䞊䝮
䜢ከ䛟᪩ᮇ䛻ᢞධ䛩䜛ᚲせᛶ

• ⮬ື㌴䜢ᣢ䛯䛺䛔䛾䛷฿╔✵ ௨እ䛾άື
䛜䛷䛝䛺䛔э⮬ຊ⛣ືୗ䛷䛾ἢᓊ㒊άື㟂
せ䛿䛒䛳䛯
⿕⅏ᆅෆ䛷⮬ຊ⛣ືᡭẁ䜢☜ಖ䛷䛝䜜䜀䝣䝺䜻䝅
䝤䝹䛺άື䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䛜䞉䞉䞉せ᳨ウ
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䠎䠊DMATົᒁᮏ㒊䛸䛧䛶ព㆑䛩䜉䛝
䛣䛸

䐟⿕⅏ྛ┴ᗇDMATㄪᩚᮏ㒊䛻⤫ᣓ⪅ᨭ

」ᩘ┴䛻䜎䛯䛜䜛ᗈᇦ⅏ᐖ
эྛ┴䛾⿕⅏≧ἣ䛾┦ᑐⓗ㔜㍍ุ᩿䛜ᚲせ

•
•
•
•

䝏䞊䝮ศ㓄䝞䝷䞁䝇
DMAT᧔ண 䠙㏣ຍὴ㐵䛾せྰ

ᒾᡭ┴䠖
ᐑᇛ┴䠖
⚟ᓥ┴䠖
Ⲉᇛ┴䠖

㏆⸨
ୖ

ᮏ㛫
ཎ
Ⓨ



᳃㔝

బ⸨

ㄪᰝ䜈䝸

┬

ྛ┴䛾≧ἣ䜢㐺ṇ䛻ุ᩿䛩䜛
㻌 㻌 㻌 㻌 యไ䛸ሗ

䜒䛳䛸ከ䛟䛾ேဨᢞධ䛩䜉䛝
㛗ᮇ䛧䛯┴䛻䛿௦せဨ䜢ὴ㐵䛩䜉䛝

䐠ሗ㞟

୍ᗘᛣ㬆䜚䜎䛧䛯

㏻ಙ䝒䞊䝹䛾㏵⤯
㻌 㻌 㻌 ᅛᐃ㟁ヰ䚸FAX䚸ᦠᖏ㟁ヰ䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖

㻌 㻌 ≉䛻ᐑᇛ┴ᗇ䛿㐃⤡䛜䛛䛺䛔!!!
㻌 㻌 ఱᗘ㟁ヰ䛧䛶䜒䛴䛺䛜䜙䛺䛔䚹
┴ᗇ䛾ᮏ㒊ෆ䛷䛿⾨ᫍᦠᖏ㟁ヰ䛜䛴䛺䛜䜚䛻䛟䛔
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㐃⤡䛿ሗඹ᭷䛾せ

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⾨ᫍᦠᖏ㟁ヰ䛾䜏
䛭䜜䛷䜒ᅇ⥺䛾ලྜ䛜ከ䛛䛳䛯
⾨ᫍᦠᖏ㟁ヰ䛾⏝᪉ἲ䜢༑ศ䛻⩦⇍䛧䛶䛔䛺䛔
ᅇ⥺㍽㍵

䛂⾨ᫍᦠᖏ㟁ヰ䛜⧅䛜䜛䛸䛣䜝䛻タ⨨䛧䛶䚸
DMAT1䝏䞊䝮䜢᭰䛷⾨ᫍᦠᖏ㟁ヰ䛻㈞䜚䛴䛛䛫䛺䛥䛔䛃
ᛣ㬆䛳䛶䛤䜑䜣䛽

┴ᗇ䛸䛾┦ㄯ䛾ୖ䚸
ሗ䛻ᇶ䛵䛔䛶DMAT䛾
㓄⨨䛘䠄㐍䠅

䐡ሗ䛸ᛮ䛔䛿ඹ᭷䛧䛶䛺䜣䜌

3᭶11᪥䡚14᪥
Ⲉᇛ

㻌 㻌 4┴䛷άື䛧䛯ከ䛟䛾䝏䞊䝮䚸┴ᗇෆ䛾⤫ᣓ
⪅䛜⿕⅏ᆅᇦሗඹ᭷䛧䚸ඹ㏻䛾ㄆ㆑䛷
άື䛷䛝䛶䛔䛯䛛䠛

3᭶11᪥䡚15᪥
⚟ᓥ

3᭶13᪥䛛䜙DMATົᒁᮏ㒊䛿άື᪉㔪䜢EMIS䛻䜰䝑䝥

3᭶11᪥䡚16᪥
ᐑᇛ

┬

3᭶11᪥䡚19᪥
ᒾᡭ

ᑡ䛺䛟䛸䜒ົᒁᮏ㒊䛸ྛ┴ᗇᮏ㒊䛾⤫ᣓ⪅㛫䛷
ពぢ䠙ᇶᮏ᪉㔪䛾ពᛮ⤫୍䛜ᚲせ
䠅䝔䝺䝡㟁ヰ➼䛷ྜྠ㆟䜢タ䛡䜜䜀䜘䛛䛳䛯

3᭶17᪥䡚22᪥
⚟ᓥ䠄ཎⓎ䠅
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䝗䜽䝍䞊䝦䝸ᣐⅬ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᣐⅬタ⨨䛾᮲௳

䠏䠊䝗䜽䝍䞊䝦䝸㐠⏝

• 䠟䠯䜢㓄⨨䛷䛝䜛䠄ேⓗ㓄⨨䠅
• 」ᩘ䛾䝦䝸䛜╔㝣䛷䛝䜛

3᭶12᪥䠄day2䠅
㻌 ᅜ䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛻༠ຊせㄳэᇦෆᦙ㏦ᡭẁ

• ㏻ᖖ䛾䝗䜽䝍䞊䝦䝸㐠⯟ᮏ㒊
䛜䛒䜛
ᣐⅬ→ᒾᡭ┴ⰼᕳ✵ 䛸⚟ᓥ┴⚟ᓥ┴❧་䛻
㻌 ྛ䚻㈐௵⪅䜢ᮏ㒊䛷ᣦྡ㻌
㻌 㻌 㻌 butᐑᇛ┴䛻䛿タ⨨ᅔ㞴䛸ุ᩿

ᮏᙜ䛻䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹
16ᶵ䛜㞟⤖䛧䛶άື
㻌 ᪥ᮏ་༓ⴥ⥲䚸⚟ᓥ་䚸⪷㞔୕᪉ཎ㝔䚸
 ⪷㞔୕᪉ཎ㝔

රᗜ┴䚸㜰䚸బஂ⥲ྜ㝔䚸ᒣཱྀ䚸᪫ᕝ᪥㉥㝔䚸
ឡ▱་䚸๓ᶫ᪥㉥㝔䚸ᒱ㜧䚸ᇸ⋢་䚸㧗▱་⒪䝉
䞁䝍䞊䚸ඵᡞᕷẸ㝔䚸⋊༠་䚸ஂ␃⡿

䛥䛶䚸ཧຍ䛧䛶䛔䛺䛔䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛿䛹䛣䛷䛧䜗䛖䠛
ከᩘ䛾䝦䝸䛜㐠⏝䛷䛝䜛䛣䛸䛜┤䛠ศ䛛䛳䛯
эᣐⅬ䛾タ⨨䜢ᒾᡭ䚸ᐑᇛ䚸⚟ᓥ䛸༠㆟

ᮏ㒊䛷2䛛ᡤ䛾ᣐⅬྛ䚻䛾ᢸᙜ㡿ᇦ䜢ᣦ♧

䝗䜽䝍䞊䝦䝸㐠⏝ᣐⅬ䜢┴ᗇෆᮏ㒊䛸䛿ู䛻タ⨨

3᭶12~15᪥

ᵝ䚻䛺ᡤᒓ䛾䝦䝸䜢㐠⏝䛧䛯
• ᾘ㜵㜵⅏䝦䝸䚸┴㆙䚸⮬⾨㝲

ⰼᕳ✵ 䠄ᒾᡭ䠅
䝗䜽䝍䞊䝦䝸7ᶵ
ㄪᰝ䜈䝸4ᶵ

э┴ᗇෆ䛾⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䛷䛾㐠⯟ㄪᩚ䛜ᇶᮏ
┴ᗇෆ䛾⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䛷䛾㐠⯟ㄪᩚ䛜ᇶᮏ
⪃䛘᪉
䞉ᅇ䛿ᐑᇛ┴䛻㐠⾜ㄪᩚ㒊㛛䜢タ⨨䛷䛝䛺䛔
㻌 㻌 эྛ┴ู䛻䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛾㐠⯟ㄪᩚ䛩䜛
㻌 㻌 㻌 㻌 䝯䝸䝑䝖䛜⏕䛛䛫䛺䛔
䞉DMAT䛾┤᥋ⓗ䛺䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛷㐠⏝䛧䛯䛔

⚟ᓥ┴❧་
䠄⚟ᓥ䚸ᐑᇛ䠅
䝗䜽䝍䞊䝦䝸8ᶵ

ከᩘ䛾䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛜⅏ᐖ㐠⏝䛷䛝䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳
䛯䛾䛷ᚋ᭱䜒᭷⏝䛺㐠⏝᪉ἲ䜢᳨ウ䛧䜎䛩

䐟㏣ຍὴ㐵➨3㝕

䠐䠊⌧ᆅ䛾䝙䞊䝈䛸DMAT䛾㐺ṇ㐠⏝䛾ุ᩿

ྛ㒔㐨ᗓ┴⾨⏕⟶㒊䠄ᒁ䠅㻌 ᚚ୰㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻟᭶㻝㻢᪥㻌 㻌 㻝㻞㻦㻠㻤㻌㻌
ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈䛻䛚䛡䜛⿕⅏┴䜈䛾䠠䠩䠝䠰䛾ὴ㐵➼䛻䚸ᚚ
༠ຊ㡬䛝䜎䛧䛶䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹㻌
ᚑ᮶㻰㻹㻭㼀άື䛾ᑐ㇟䛸䛧䛶䛝䛯㉸ᛴᛶᮇ䛿⤊䜢㏄䛘䛴䛴䛒䜚䜎䛩
䛜䚸ᮍ᭯᭷䛾⿕⅏≧ἣ䛷䛒䜚⌧ᆅ䛷䛾㝔䞉㑊㞴ᡤ䛷䛾་
་⒪䝙䞊䝈
䛜ⴭ䛧䛟㧗䛟䚸䜐䛧䜝᪥䛻᪥䛻ቑ䛧䛶䛔䜛≧ἣ䛷䛩䚹㻌
⯡䚸ᒾᡭ┴䛛䜙㻰㻹㻭㼀άື䛾⥅⥆䛻㛵䛧䛶᠓
᠓㢪䛜䛒䜚䜎䛧䛯䚹㻌
䛴䛝䜎䛧䛶䛿ே㐨ⓗほⅬ䛛䜙⥅⥆ⓗ䛻㻰㻹㻭㼀䛾ὴ㐵䜢౫㢗䛩䜛䜒䛾䛷
䛩䚹㻌
㻌 䛴䛝䜎䛧䛶䛿䚸ྛ㒔㐨ᗓ┴䛻䛚䛔䛶䛿䚸㻰㻹㻭㼀ὴ㐵䛻䛤༠ຊ䛔䛯䛰䛡
䜛䜘䛖䛚㢪䛔⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹㻌
㻌 䛺䛚䚸ᮏ᪥䚸ᒾᡭ┴䛛䜙⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲ㻣㻠᮲䛻ᇶ䛵䛟㒔㐨ᗓ┴▱
➼䛻ᑐ䛩䜛ᛂ䛾せồ䛜䛺䛥䜜䜎䛧䛯䛾䛷⏦䛧ῧ䛘䜎䛩䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

• 3᭶16᪥䠄day6䠅
ᒾᡭ┴ෆ䛷ἢᓊ㒊䛾་⒪ᶵ㛵䛜ᶵ⬟䚸ධ㝔ᝈ
⪅䜢ෆ㝣㒊䜈⛣㏦э䜒䛳䛸䠠䠩䠝䠰䜢㏦䛳䛶䛟䜜
ὴ㐵ඖᗓ┴䛛䜙䛿DMAT䛾᧔䛻㛵䛩䜛ၥ䛔ྜ䜟䛫
㻌 䛂ᙜึ䠠䠩䠝䠰䛾άືᮇ㛫䛾┠Ᏻ䛸䛥䜜䛶䛝䛯48~72㛫
䛜㐣䛞䛶䛔䜛䞉䞉䞉䛃

᪤䛻➨2㝕䜎䛷ὴ㐵
䠠䠩䠝䠰ᮏ㒊䜒䚸ཌ⏕ປാ┬ᮏ┬䜒
䛂↓⌮䛰䜘䛺䡚䛃䛸䛔䛖䝮䞊䝗

㻌
㻌

䛣䜜䛻ᑐ䛩䜛␗㆟⏦䛧❧䛶䛿୍ษ䛺䛛䛳䛯
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝩䝑
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䐠ὴ㐵䛸ྠ䛻᧔䛻ྥ䛡䛯సᡓ䛜ᚲせ

᧔䛻㛵䛩䜛ၥ㢟

• 4┴䛾ὴ㐵䝏䞊䝮䜢᧔䛩䜛䛯䜑䛾᮲௳䛿䠛

䐟㛗ᮇ䛧䛶┴ᗇᮏ㒊ෆ䛾⤫ᣓ⪅䛾ᚰ㌟䛜⑂ປ
э෭㟼䛺ุ᩿䛜ᅔ㞴䛻
䐠་⒪ᩆㆤ⌜䛾ὴ㐵せㄳ䚸ὴ㐵ཷク䛾㐜ᘏ

᮲௳
•ྛ┴䛾DMAT䝙䞊䝈䠄་⒪ᩆㆤ⌜䛷䛿௦᭰䛷䛝䛺䛔䠅䞉≧ἣ
㻌 㻌 䠙ྛ┴䛾⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䚸DMATㄪᩚᮏ㒊⤫ᣓ⪅䛸┦ㄯ
•་⒪ᩆㆤ⌜䛜ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛䛛䠛
䐟㠀௦᭰ᛶ䛾䝙䞊䝈䜢෭㟼䛻ุ᩿䛧䛶䛔䜛䛛䠛
䐠⿕⅏┴䛛䜙㠀⿕⅏㒔㐨ᗓ┴䛻ᑐ䛧䛶་⒪ᩆㆤ⌜ὴ㐵せ㻌 㻌
ㄳ䛧䛯䛛䠛
䐡㠀⿕⅏㒔㐨ᗓ┴䛿་⒪ᩆㆤ⌜ὴ㐵䜢䛧䛯䛛䠛

་⒪ᩆㆤ⌜ὴ㐵䛾ᐇ≧

䠑䠊⚟ᓥཎⓎ㛵㐃ᑐᛂ
20~30kmᅪෆ䛾ධ㝔ᝈ⪅㑊㞴䛜ᐇ㉁㐠⏝䛷䛝䛪䚸Ṛஸ⪅
䛜ฟ䛶䛔䜛䚹
3᭶17᪥㻌 19
3᭶17᪥
19:37
37
㻌 㻌 㻌 ⚟ᓥ┴䛛䜙DMATὴ㐵せㄳ䛜䛒䜚䜎䛧䛯䚹䛴䛝䜎䛧䛶䛿
ὴ㐵䛻ᛂ䛨䜛䛣䛸䛾ฟ᮶䜛DMAT䛿EMIS䛻ᚅᶵⓏ㘓䜢䛚
㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹
㻌 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᨾ䛾䛯䜑䛻20䡚30䡇䡉ᅪ䛾་⒪⥅⥆䛜
ᅔ㞴䛻䛺䜚䚸ከᩘ䛾ᝈ⪅䛾⏕䛜༴ᶵⓗ≧ἣ䛻䛺䜚䜎䛧
䛯䚹䛣䜜䜢ཷ䛡⚟ᓥ┴䛛䜙DMAT䛾ὴ㐵せㄳ䛜ฟ䛥䜜䜎䛧
䛯䚹ᙜึ䛾ᆅ㟈䛸䛿ู䛻᪂䛯䛺⅏ᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䜒䛾䛸ゎ
㔘䛧䛶䛔䜎䛩䚹ᇦෆ䛾ᝈ⪅䜢ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦䛩䜛䛣䛸䜢
┠ⓗ䛻DMAT䛾ὴ㐵䜢せㄳ䛩䜛䜒䛾䛷䛩䚹䛺䛚άືᇦ䛿
30kmᅪእ䜢ᐃ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
ཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁ䠠䠩䠝䠰ົᒁ

EMIS
3᭶14᪥㻌 14:39㻌 ⚟ᓥ┴䛛䜙䛾せㄳሗ
㻌 㻌 э3᭶15᪥15:17ṇᘧせㄳ䛷䛿䛺䛔
3᭶15᪥15:15 ᒾᡭ┴ᐑᇛ┴䛜ὴ㐵せㄳ᳨ウ୰䛷䛒䜛ሗ

⿕⅏┴䛜་⒪ᩆㆤ⌜せㄳ䜢ฟ䛥䛺䛔
㠀⿕⅏┴䜒་⒪ᩆㆤ⌜ὴ㐵‽ഛ䛿䛧䛺䛔
•㒔㐨ᗓ┴ᢸᙜ⪅䠖DMAT䜢ὴ㐵䛩䜛䛣䛸䛾㔜せᛶ䛜ᙉ
ㄪ䛥䜜䚸ព㆑䛵䛡䜙䜜䛶䛝䛯эDMATὴ㐵䛾䜏ព㆑
•⅏ᐖ䛾ὴ㐵ேဨ䛿DMAT䛻䛺䛳䛯э་⒪ᩆㆤ⌜ே
ဨ䛜䛔䛺䛔

ክ䛻ᾘ䛘䛯ィ⏬

ᐇ㝿䛾་⒪㏥㑊

⚟ᓥ┴ෆ䛾ཎⓎᨾ䛾䛯䜑20~30䡇䡉ᅪ
ෆ䛾་⒪ᶵ㛵ධ㝔ᝈ⪅⣙500ே䛾
㌿㝔ᦙ㏦ィ⏬䛾ᚲせᛶ

3᭶20᪥䚸21᪥
• 㞄᥋┴䜈䛾ᦙ㏦䠄㝣㊰䠅
㻌 㻌 㻌 㻌 ᪂₲䚸⩌㤿䚸ᰣᮌ䜈

䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦
䛔䜎䛧䛯

ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦ィ⏬䜢⟇ᐃ
⚟ᓥ✵ 䛛䜙ᅜ䜈
᪂༓ṓ䠄ᮐᖠ䠅ᮐᖠ䚸ᑠ∾䠄ឡ▱䠅䚸ఀ䠄㜰䠅䚸
㧗ᯇ䚸ᐩᒣ䚸ᗈᓥす䚸⚟ᒸ䚸㛗ᓮ

DMAT䛸䛧䛶ᨺᑕ⥺⅏ᐖ䜈䛾ึ䛾ᑐᛂ
эᚋ᪩ᮇ䛻NBCᑐᛂ䛻㛵䛧䛶䛾ᣦ㔪䜢ಟṇ
䛧䛶䛔䛟ᚲせ䜒䛒䜚䜎䛩
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᭱ᚋ䛻
ⓙ䛥䜎䛻䛿⾜䛝ᒆ䛝䛾Ⅼ䛜ከ䚻䛒䛳䛯䛣䛸䛸Ꮡ䛨䜎䛩䚹
㻌 㛗ᮇ䛻䛺䜛䛸ᚰ㌟䛜⑂䜜䛶ุ᩿䛻⮬ಙ䛜䛺䛟䛺䛳䛯䛾䜒
ᐇ䛷䛩䚹
э㛗ᮇ䛻ከ䛟䛾」㞧䛺ุ᩿䜢⾜䛖䛯䜑䛻ேᡭ䛿㔜せ䛷䛩䚹
э⤫ᣓ⪅䛾᭰䚸䝻䝆䝯䞁䝞䞊䛿㔜せ䛷䛩䚹
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❧ሙ䠄3/11䠅
ᐑᇛ┴䛻䛚䛡䜛ᣦ⪅䛾ุ᩿
䠄ᐑᇛ┴ㄪᩚᮏ㒊䠅

•
㻌
㻌
㻌
•
㻌
㻌

ᮾᏛ㝔㧗ᗘᩆᩆᛴ䝉䞁䝍䞊
ᒣෆ㻌 ⪽

ᮾᏛ㝔
㧗ᗘᩆᩆᛴ䝉䞁䝍䞊་ᒁ㛗
䠄ஂᚿᮏᩍᤵ䛿ᅾ䠅
⅏ᐖྜྠ㒊㒊㛗
ᐑᇛ┴
⤫ᣓDMAT
ᐑᇛ┴⅏ᐖ་⒪䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䛷䛿䛺䛔

ᙜ᪥䛿Ꮫ㝔䛾᪥䛷䛒䛳䛯

3᭶11᪥

3᭶11᪥
• ᩆ䝉䞁䝍䞊⤫ᣓ་ᖌ䛾ᣦྡ
• ㉥䚸㯤䚸⥳䜶䝸䜰䛾☜ㄆ
• ᮾᏛ㝔DMAT䛿ฟື䛧䛺䛔
• ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䛾☜ㄆ
• 㝔㛗䛻┦ㄯ
㻌 䛄Ṛ⪅1,000ே䚸㔜⪅3,000ே䛾⅏ᐖ䛷⿕⅏ᆅ
䛾䜏䛷䛿ᑐᛂ⬟䛷䛩䚹┴ᗇ䛻⾜䛳䛶䚸ㄪᩚ䜢䛧
䛶䛝䛶䜒Ⰻ䛔䛷䛩䛛䠛䛅
䛄䜘䛧䚸⾜䛳䛶᮶䛔䛅
䛄䛷䜒䚸䝻䝆䜢㐃䜜䛶⾜䛟䛾䛿↓⌮䛰䛺⤵ (T_T)䛅

14䠖46㻌 Ⓨ⅏䠄M9.0䚸㟈ᗘ6ᙅ䠅
ᩆ䝉䞁䝍䞊ෆ䛾Ᏻ☜ㄆ
⅏ᐖඃඛ㟁ヰ䛷ሗ㞟
㏆⸨ඛ⏕䛾ᦠᖏ㟁ヰ䛻㐃⤡
䛄㏆⸨ඛ⏕䛿䛔䛺䛔ே䛅
⅏ᐖ་⒪䝉䞁䝍䞊䛻㐃⤡
EMIS䛷Ṛ⪅1,000ே䚸㔜⪅3,000ே
䛄䜔䜀䛔䚸䛣䜜䛿ᮏ≀䛰!!䚸
┴ᗇ䛻⾜䛛䛽䜀䛅

ᐑᇛ┴ᗇ䛻Ⓩᗇ㻌

ᐑᇛ┴ᑐ⟇ᮏ㒊ෆ䛻
DMAT┴ㄪᩚᮏ㒊タ⨨

16:45

ᮏ㒊せဨ䠗Ⓩ⡿ඛ⏕䠄་ᖌ䠅䚸ᗞඛ⏕䚸ᒣෆ㻌
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1

ሗ㞟

ᩍカ

• ᮏ㒊せဨ䛿་ᖌ䛸┴⫋ဨ䛾䜏
• ᐑᇛ┴䛿EMISᮍຍධ
• ௦䜟䜚䛾ᐑᇛ┴ᩆᛴ་⒪ሗ䝅䝇䝔䝮䛿
䝃䞊䝞䞊䛜䝎䜴䞁
• ᦠᖏ䠄ಶே䚸⅏ᐖඃඛ䠅
→䜋䛸䜣䛹⧅䛜䜙䛪
• MCA↓⥺㻌
→㏵୰䛛䜙ྎᕷእ䛿⧅䛜䜙䛪
• ⾨ᫍᦠᖏ㟁ヰ㻌
→እ䛻ฟ䛺䛔䛸⧅䛜䜙䛺䛔

• ┴ᗇᮏ㒊䛻ධ䜛䛸䛝䛻䛿䚸ᚲ䛪㻌 㻌 㻌
䝇䝍䝑䝣䜢㐃䜜䛶䛔䛟䜉䛧
• 㐃䜜䛶⾜䛟䝇䝍䝑䝣䛿䚸๓䛻㝔䛸
ㄪᩚ䛧䛶䛚䛟䜉䛧
• 䛒䜙䜖䜛ሗఏ㐩䝒䞊䝹䜢ά⏝㻌 㻌
䛩䜉䛧

⣔ิ䠄3/12䠅
0:00

㟘┠㥔ᒡᆅ䛻㻿㻯㼁タ⨨ணᐃ䚹ྎ་⒪䝉䞁䝍䞊䛾ᒣ⏣་ᖌὴ㐵౫㢗㻌

0:35

⚟ᒸ䛛䜙㻰㻹㻭㼀㻤㻜ྡ䛜㟘┠㥔ᒡᆅ䛻ྥ䛛䛳䛶䛔䜛䛸䛾㐃⤡䛒䜚㻌

7:40

䝗䜽䝍䞊䝦䝸㻌 ᐑᇛ┴⥲ྜ㐠ືබᅬ䛻㞳Ⓨ╔ሙ䜢☜ಖ㻌

AM

㻹㻯㻭↓⥺䚸⾨ᫍᦠᖏ㟁ヰ䛷┴ෆ⅏ᐖᣐⅬ㝔䛾ሗ㞟㻌
䊻䛹䛣䛻䜒་⒪䝙䞊䝈䛺䛧㻌

11:30 㻰㻹㻭㼀ົᒁ䜘䜚ᐑᇛ┴ᗇ䛻ᮏ㒊せဨ฿╔㻌
12:10 ᮾᏛ㝔䛾㢌㒊እയᝈ⪅䛾䝗䜽䝍䞊䝦䝸ᦙ㏦䜢ㄪᩚ㻌
15:00 㻰㻹㻭㼀ົᒁ䜘䜚䚸⚟ᓥ✵

䛻⮬⾨㝲ᶵ䠄㻯㻙㻝ᶵ䠅ᚅᶵ䛾㐃⤡㻌

16:32 ྎ་⒪䝉䞁䝍䞊䛾⬨㧊ᦆയ䞉పయ

ᝈ⪅䛾䝗䜽䝍䞊䝦䝸ᦙ㏦䜢ㄪᩚ㻌

16:50 ▼ᕳ㉥༑Ꮠ㝔䛾䜽䝷䝑䝅䝳ೃ⩌㻞ྡ䚸ୗ⭣ษ᩿㻝ྡ䜢⚟ᓥ✵ 䜢⤒⏤䛧
䛶⩚⏣✵ 䜈䛾ᗈᇦᦙ㏦䜢ㄪᩚ㻌
20:23 ྎ་⒪䝉䞁䝍䞊䠄άືᣐⅬᮏ㒊䠅どᐹ䛻ᮏ㒊せဨὴ㐵㻌

ᗈᇦᦙ㏦䛻䛴䛔䛶
•
•
•
•
•
•
•

⣔ิ䠄3/13䠅
㻰㻹㻭㼀άືᣐⅬᮏ㒊䠄ྎ་⒪䝉䞁䝍䞊䠅⤫ᣓ་ᖌ䜘䜚䚸⅏ᐖᣐⅬ㝔ᨭ䠖
㻡㻦㻞㻜㻌
ྛ㝔䜈㻰㻹㻭㼀㻝䝏䞊䝮䛪䛴ὴ㐵䛾ሗ࿌㻌
Ꮩ❧㝔ᨭ䠖▼ᕳᕷ❧㝔䚸Ẽ㝔䚸බ❧ᚿὠᕝ㝔䚸㻌
㻡㻦㻡㻜㻌
༡୰ኸ㝔䚸ዪᕝ⏫❧㝔㻌 䊻㻌 ⚟ᓥ་䛻䝗䜽䝍䞊䝦䝸ὴ㐵౫㢗㻌
ᮾᏛ㝔䛾㢌㒊እയ䞉యᖿ㒊እയᝈ⪅䛾ᇦእᦙ㏦䠄䝗䜽䝍䞊䝦䝸䠅䜢㻌
㻣㻦㻠㻝㻌
ㄪᩚ㻌
㻥㻦㻟㻣㻌 ▼ᕳᕷ❧㝔Ꮩ❧䛾䛯䜑䚸ᩆᛴ㌴ᦙ㏦⬟䚸䝗䜽䝍䞊䝦䝸ᗘせㄳ㻌

ᐑᇛ┴ෆ䛻㔜ᝈ⪅䛿䛒䜎䜚䛔䛺䛛䛳䛯
㔜ᝈ⪅䛿䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛷ᇦእᦙ㏦䜢䛧䛶䛔䛯
ᦙฟᝈ⪅䛿3ྡ䠄↓⌮▮⌮㑅ᐃ䛧䛶䠅
㝔䛷䛿ᝈ⪅䚸ᐙ᪘䜈䛾ㄝ᫂䛻㞴
ሗ䛜㘒⥈䠄୰⥅ᆅⅬ䠗⚟ᓥ✵ я㟘┠㥔ᒡᆅ䠅
㛫䛜䛛䛛䛳䛯䠄ㄪᩚ㛤ጞ16:50→⩚⏣╔22:20䠅
⥭ᛴᗘA䛳䛶䛒䜚ᚓ䜛䛾䠛

㻥㻦㻡㻜㻌

▼ᕳ㉥༑Ꮠ㝔䜘䜚㻰㻹㻭㼀ὴ㐵せㄳ䛒䜚㻌 ྎ་⒪䝉䞁䝍䞊䜘䜚㻝㻜䝏䞊䝮㻌
▼ᕳ䜈⛣ື䜢ᣦ♧㻌

㻝㻜㻦㻝㻡㻌 ▼ᕳᕷ❧㝔ධ㝔ᝈ⪅㻞㻠㻜ྡ㌿㝔ᚲせ㻌 㔜ᝈ⪅䛿䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛷ᦙ㏦㻌
㻝㻟㻦㻜㻟㻌

ᅇ䚸ᗈᇦᦙ㏦䛿ᚲせ䛰䛳䛯䛾䛛䠛

▼ᕳᕷ❧㝔㻌 㔜ᝈ⪅㻌 䊻㻌 ⰼᕳ✵ 䜢⤒⏤䛧䛶⩚⏣✵ 䜈䛾ᗈᇦᦙ㏦
䜢ㄪᩚ

㻝㻤㻦㻞㻜㻌 ྎ་⒪䝉䞁䝍䞊䠄άືᣐⅬᮏ㒊䠅どᐹ䛻ᮏ㒊せဨὴ㐵㻌
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⣔ิ䠄3/14䠅
㻞㻦㻜㻜㡭㻌

㑊㞴ᡤ
ᑓಟᏛ

┴ᗇ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ෆ䛷┴༴ᶵᑐ⟇ᐁ䚸䝦䝸㐠⏝ㄪᩚ⌜䚸⮬⾨㝲䚸ᾘ㜵䛸㻌
䛸䜒䛻▼ᕳᕷ❧㝔䛛䜙ධ㝔ᝈ⪅㻞㻠㻜ྡᩆฟ䛾ィ⏬❧㻌

㑊㞴Ẹ䠗
Ẹ㛫䝞䝇
⮬⾨㝲䝞䝇

䝗䜽䝍䞊䝦䝸
㜵⅏䝦䝸
⮬⾨㝲䝦䝸

ධ㝔ᝈ⪅䠗240ே

㻣㻦㻟㻡㻌 Ẹ㛫ᩆᛴ㌴䜢┴䛷䜚ୖ䛢㻌 ᝈ⪅䛾ᦙ㏦䜢౫㢗㻌

㔜⪅䠗
䝦䝸

▼ᕳ㐠ືබᅬ
ᅬ

ᮾᏛ
㝔

㻤㻦㻜㻜㡭 ྎᕷෆ䛾㝔䛻㐃⤡䛧䚸▼ᕳᕷ❧㝔䛛䜙ᦙฟ䛧䛯ᝈ⪅⏝䛻㻞㻜㻜ᗋ☜ಖ
ࠥ㻌 ┠ᶆ㻌

Ẹ㛫䝞䝇
⮬⾨㝲䝦䝸
CH-47

㻝㻜㻦㻜㻜㻌 ▼ᕳᕷ❧㝔䛛䜙▼ᕳ㐠ືබᅬ䛻ᦙฟ㛤ጞ㻌
㻝㻜㻦㻡㻜㻌 ὠἼ䛾ሗ䛒䜚䚸▼ᕳ㐠ືබᅬ䛻㑊㞴䛾ᣦ♧䠄ㄗሗ䠅㻌

┴እ㝔

䝦䝸

ྎᕷෆ
ෆ
㝔

㻞㻞㻦㻠㻜㻌 ▼ᕳᕷ❧㝔ᝈ⪅ᦙฟ⤊㻌

⣔ิ䠄3/15䠈16䠅

Ẽᕷ❧㝔⮬ᐙⓎ㟁ྍ䛻䛶㔜ᝈ⪅㻝㻜ྡ䜋䛹㌿㏦౫㢗䛒䜚䚸㻌
ᮾᏛ㝔䛻㌿㝔ㄪᩚ㻌

ᩆᛴ㌴
Ẹ㛫ᩆᛴ㌴

ྎᕷෆ
㑊㞴ᡤ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䜢⤒㦂䛧䛶

㻟㻛㻝㻡㻌
㟘┠㥔ᒡᆅάື⤊㻌
㻝㻦㻠㻢㻌

㻤㻦㻟㻜㻌

ᐷ䛯䛝䜚㧗㱋⪅䠗25ே

⮬⾨㝲䝞䝇

㻝㻥㻦㻜㻜㻌 㟘┠㥔ᒡᆅ㻿㻯㼁どᐹ䛻ᮏ㒊せဨὴ㐵㻌

▼ᕳᕷ❧㝔䜈㐃⤡䚸䠓䠖䠏䠌䜘䜚⮬⾨㝲䝦䝸䠐ᶵ⏝䛧䚸⫋ဨ䚸㑊㞴⪅ᩆฟ
㛤ጞ㻌

▼ᕳ㉥༑Ꮠ
㝔

㟘┠㥔ᒡᆅ
┠㥔ᒡᆅ

㻝㻠㻦㻞㻜㻌 ▼ᕳ㐠ືබᅬ䛛䜙㟘┠㥔ᒡᆅ䛻㻯㻴㻙㻠㻣䛷ᝈ⪅ᦙ㏦㛤ጞ㻌

㻢㻦㻝㻡㻌

▼ᕳᕷ❧
㝔

• 䜔䛿䜚䚸㏻ಙ䛜⫢䛷䛒䜛䚹
㻌 ⅏ᐖඃඛ㟁ヰ䚸⾨ᫍᦠᖏ㟁ヰ䠄䝕䞊䝍㏻ಙ䠅䚸㻌 㻌 㻌
↓⥺etc
• ᮏ㒊䛻䛿㔞䛾ேဨ䠄≉䛻䝻䝆䠅䛜ᚲせ
• ┴እ䛸䛾ㄪᩚ䛿┴ᗇ䛻⤫ᣓDMAT䛜ධ䛳䛶㻌
ㄪᩚ䛧䛶䛔䛯䛰䛟䛣䛸䛜⫢せ

㻝㻝㻦㻟㻜㻌 ▼ᕳ㐠ືබᅬ䛾㻰㻹㻭㼀άື⤊䜢Ỵᐃ㻌
㻝㻝㻦㻟㻟㻌 䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛾άື⤊䜢Ỵᐃ㻌
㻟㻛㻝㻢㻌
㻝㻣㻦㻡㻢㻌 㟘┠㥔ᒡᆅ㻿㻯㼁᧔㻌

• ┴ㄪᩚᮏ㒊䛸άືᣐⅬᮏ㒊䛾㐃⤡䛿ᐦ䛻㻌
䛩䜉䛧
• ⅏ᐖᛴᛶᮇ䛻䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛿⤯ᑐ䛻ᚲせ

㻞㻟㻦㻜㻜㻌 㻰㻹㻭㼀ㄪᩚᮏ㒊άື⤊㻌

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䜢⤒㦂䛧䛶
• ๓䛻㏱ᯒᝈ⪅䚸ᅾᏯ㓟⣲ᝈ⪅䚸ᐷ䛯䛝䜚㻌
㧗㱋⪅䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䜢᳨ウ䛧䛶䛚䛟䜉䛧䚹
• DMAT䛾άືᮇ㛫䚸άືෆᐜ䛾ぢ┤䛧䛜ᚲせ
• SCU䛾タ⨨ᮇ䛿䠛ሙྜ䛻䜘䜚㊊䛾☜ಖ䛜
ᚲせ
• ⤫ᣓDMAT䛻䛿බ⾗⾨⏕䛺䛹䛾▱㆑䜒ᚲせ
• 䜔䛳䜁䜚䚸┬䛩䜛䛣䛸䜀䛛䜚䛷䛒䜛
• 䛷䜒䚸┴ᗇ䛻ධ䜛䛣䛸䛻䛿ព⩏䛜䛒䜛
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ܷ؉ჄଐஜᲾ᳇ѣਗໜஜᢿưƷѣ

ிଐஜٻᩗ
ܷ؉ჄᲾ᳇ѣਗໜஜᢿѣ

1:ѣਗໜஜᢿƱƠƯƷѣ
 ĬଐஜᲾ᳇ʙѦޅƱƷᡲዂᛦૢᡲઃ
 ĭܷ؉ჄᛦૢஜᢿƱƷᡲዂᛦૢᡲઃ
 ĮӋᨼᲾ᳇ǁƷࢫлЎਃ
2:ி҅ٻᩗμ˳ƱƠƯƷɟჄѣਗໜƱƠƯƷѣ
3:˅ӨࠊϋҔၲૅੲਗໜƷɟƭƱƠƯƷѣ

᳄ᅸဋҽဃᡲ ᰦዮӳ၏ᨈ ݱδᅹᅹᧈ

 ᧓ޥႺ

 ƦƷ1

ଐஜᲾ᳇ʙѦޅƱƷᡲዂᛦૢᡲઃ

1:ྵעƓǑƼԗᡀƴƓƚǔᐯؾƷإԓ
2:ӋᨼȁȸȠૠƷᛦૢ
3:μȁȸȠǁƷܤμƴݣƢǔᣐॾ

࣬ƑƹƋƷଐƸᩌƩƬƨ
 Ჾ᳇ƸྵໜưƸμͅټưƸƳƍ
 ཎƴϤƷᩌǁƷЈѣƸදॖǛᙲƢǔ

 ƦƷ2

ܷ؉ჄᛦૢஜᢿƱƷᡲዂᛦૢᡲઃ
1:െ
  ܹਗໜ၏ᨈƴᣐͳƞǕƯƍǔ᳇ᲽዴƷМဇ
  ஜᢿ᧓Ʒઃ࠘ᩓᛅ

ஜᢿ᧓Ʒᡫ̮െƷᄩ̬Ƹ࣏᪰
ܹਗໜ၏ᨈƴƓƍƯƸŴᲾ᳇ѣਗໜஜᢿဇƴܹΟέ
ᩓᛅƷ͈ɨŵưƖǕƹŴܭᩓᛅưŵ

2:ᛦૢϋܾ
  μჄǛᙸੁƑƯƷҔၲȗȩȳƷਦˋ
  ѣਗໜƴƓƚǔЭዴЈѣᢿᨛƔǒƷإԓƷɥဎ
  ૼƨƳǔѣƴᨥƠƯƷᚩӧŴᛦૢ

ᛦૢஜᢿƱѣਗໜஜᢿƸӧᏡƳᨂǓᡈƠƯƍƨ૾ƕஊМ
ɟଐƴɟׅƸƓʝƍƴ᫊ǛᙸӳƍƳƕǒƷᛦૢƕஓǇƠƍ
ȪǨǾȳƱƳǔǹǿȃȕŴƳƍƠƸȁȸȠƷ࣏ᙲࣱ

ƦǕƴƠƯǋ

ޛϋ
ޛϋέဃƷƸ፦ƠƔƬƨ
ϋέ
ϋέ
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1:Ჾ
Ჾ᳇ƱƠƯƷѣϋܾƷᛦ௹ȷൿܭ

1:ඝެᢿƔǒƷƓǋƴᑋᆰᡛƴǑǔӖƚλǕ

 Ĭ˅ӨҔၲǻȳǿȸƔǒƷऴإ

2:˅ӨࠊϋƷܹਗໜ၏ᨈᲿǁƷ၏ᨈૅੲ

 ĭჄ࠻ƔǒƷऴإ

3:˅ӨࠊϋƷᢤᩊǁƷҔၲྰ৲λŴͻᎍƷਢƍЈƠ

 Į˅Өࠊෞ᧸ƔǒƷऴإ

 ƓǑƼᜱȋȸǺƷ৭੮

 įƏǘƞ

4:ܷ؉ჄϋƷܹਗໜ၏ᨈƷᘮཞඞŴƓǑƼԗᡀƷ 

 İȞǹǳȟ

 ҔၲȋȸǺƷ৭੮

2:ܤμሥྸ

5:၏ᨈ᧓ᡛƷӲਗໜưƷҔၲѣ

3:ЈѣƠƨᨛƔǒƷऴإӓᨼƓǑƼჄ࠻ǁƷإԓ

6:ඝެᢿඬ؏עưƷЈ˺ǁƷ࠘ӷ

ȷܤμƴݣƢǔᣐॾƸƔƳǓഎƚƯƍƨŵ
ȷʖेƱܱᨥƴٻƖƳƖƕƋǔǋƷƩŵ
ȷऴإӓᨼƸŴƋǒƔơǊൿǊƯƋǔȕǩȸȠƴඝƬ
 ƨ૾ƕјྙƕᑣƞƦƏƩŵ
ȷऴإƷϋܾŴƴƹǒƭƖƕƋƬƨŵ
ȷӲᨛƔǒƷऴإƸ࣏ƣƠǋᄩܱƳǋƷưƸƳƍŵ
ȷᲾ᳇ǤȳǹȈȩǯǿȸƸŴᲾ᳇ᄂ̲ǛƏǇ
 ƘƜƳƢƨǊƷǤȳǹȈȩǯǿȸưƋƬƯŴ࣏ƣƠ
 ǋμƯƷǤȳǹȈȩǯǿȸƕܹƷѣƴᧈƚƯ
 ƍǔᚪưƸƳƍŵ

ȷऴإƴ᧙ƠƯƸŴ࣏ᙲƳᨛƴƷǈǏƩƶŴɧ࣏ᙲƳ
 ऴإŴɧᄩܱƳऴإƷǕ්ƠƴƳǒƳƍǑƏƴᣐ
 ॾƢǂƖƱ࣬ǘǕƨŵ
ȷྵעưƸŴϙჇજࢨƳƲƴǋᣐॾƕ࣏ᙲưƋƬƨŵ
ȷෞ᧸Ǎᐯ˳ƱƷᡲઃƕƱǕƨƷƸŴଐ᪭Ŵܷ؉Ⴤ
 ƴƓƍƯᡲઃƕᘍƖފƍƯƍƨௐƱ࣬ǘǕǔŵ
ȷӲ؏עưƷෞ᧸Ǎᐯ˳ƱƷѣƸƏǇƘƍƬƨǑ
 ƏƩƕŴҔၲೞ᧙ӷٟƷᡲઃƸμƘƳƞǕƳƔƬƨŵ
ȷཎƴჽࠇƷཞඞ৭੮ƴ᧓ƕƔƔƬƯƠǇƬƨ
ȷҔၲೞ᧙ӷٟƷᡲઃƴƸŴƦƷئƴƓƚǔǋƬƱǋ
 ٻʴཋƴƋƨƬƯƍƨƩƘƷƕƍƍƔƱ࣬ǘǕƨŵ

ȷѣਗໜƷਦੱᨛƸŴ૰ǛਤƨƣƱǋᡆᡮӋᨼ
ȷࢸბᨛƸŴҗЎแͳǛૢƑƯӋᨼ
ȷࠀƠλǕٻടᡇŴЈƠ़ƠǈƸᢤƚǔ
ȷஜᢿƴλǔƱŴஇЭዴƷᘮྵئƴƸዌݣᘍƚƳƍ
ȷᘮעƴλƬƯƍǔƸƣƳƷƴŴᘮྵئǛᙸƳƍ
ȷᘮྵئǛᙸǒǕƳƔƬƨǓŴᘮᎍƱƠƳƍƷ
 ƸŴƔƳǓǹȈȬǹƴƳǔ
ưǋȷȷȷ
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ȷਤƭǂƖǋƷƸː᧓ưƋǔ
ȷܱƸŴጀƱƸКཋŵȪșȳǸƷೞ˟Ƴǜ
 ƯƳƍ
ȷȟȃǷȧȳኳʕࢸƷЙƸμƯǜơƯӖƚ
 ƳƚǕƹƳǒƳƍ
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ĬǮȁǮȁƴጉǒƳƍŵ
ĭǑƘᚕƑƹᐯɼࣱݭŴ
फƘᚕƑƹƳƋƳƋ
ĮȁȸȠƷǳȳǻȗȈƸଢᅆƢǔŵ
įңƢǔȡȪȃȈǛܱज़ƠƯ᪬Ƙŵ
İൢЎᑣƘ࠙ƬƯ᪬ƘяȩǤȳዜਤ

உ1ׅƷྵཞЎௌƱޒஓƷ੩ᅆ

žңƢǔȡȪȃȈſ
žൢЎǑƘ࠙ƬƯ᪬Ƙſ

ܱज़Ĭ
ॖٳƱŴǋǊƳƍ

ĬӧᏡƳᨂǓƷᡆᡮЙૺŵؕஜұૺұൿŵ
ĭᙲஓƴݣƠƯƸƲǜƳƜƱƴǋӒࣖƢǔŵ
ᲢƝǈϼྸŴȏǨŴȞǹǯǍӲᆔǭȃȈŴșȃ
ȈŴAEDŴᘉኄ౨௹ᘺፗŴx-pŴǨǢǳȳŴϬᔺ
ࡉƳƲƷᛦᢋŴܿජᣐŴǬǽȪȳetcᲣŵ
ĮǢǻǹȡȳȈƴݣƢǔȕǣȸȉȐȃǯᲢၐཞଐ
إŴӖᚮᎍૠƷѣƖƳƲᲣŵ
įӧᏡƳᨂǓƷऴإ੩̓ᲢಅҔऴإŴᢤᩊኺ
ែŴᢤᩊȞȃȗƳƲᲣ

z ǈƳƞǜŴჇг
z ྵئƴλǔƱŴ˳᩿ƱƔƲƏưǋǑƘ
ƳǔҔᎍᲢҔၲᎍᲣ᭺

ƜƷᩊƳޅ᩿ưŴ
ӋьȁȸȠμՃƕӷơ૾ӼǛӼƖŴ
ɟɺƱƳƬƨ!

ܱज़ĭ
z ᐯЎƩƚưƸŴ˴ǋưƖƳƍŵ

• ហҗ܌ƷǈưǋŴƨƿǜྸŵ
• μƯƷҔၲኵጢŴƞǇƟǇƳೞ᧙
ᲢᘍŴᐯᘓᨛŴෞ᧸Ŵ˖ಅƳƲᲣ
ƱƷңƕɧӧഎ

ᐯЎƸžƻƱſƱžኵጢſ
ƴऔǇǕƨ!
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μƔǒƷҽƍƝૅੲ

z ଐஜហҗ܌ᅈƷμ᩿ႎƳǵȝȸȈ
ᓇٻƳૠƷ࢘ȁȸȠஜᢿǁƷʙѦૅੲ

 ӳӷᜱȁȸȠૠƷਖ਼ᆆ㻌
ᲢȁȸȠᲣ

70
100ଐႸǇưƴƷǂ3299ȁȸȠѣ
60
ƏƪଐហᜱྰƸ1003ȁȸȠ
50

Ʒǂ977ӸᲛᲢ3.12-6.30Უ
ᓇٻƳૠƷᨈϋᚮၲૅੲ

40

Ʒǂ4181ӸᲛᲢ3.12-6.30Უ

30
20

ჽࠇហҗ܌၏ᨈƷμ᩿ૅੲƱμೌ˓ۀ

10
0

ჽࠇחӳӷᜱȁȸȠ

3/11

4/1

5/1

6/1

6/18
Ტஉ/ଐᲣ

ჽࠇחӳӷᜱȁȸȠ

˖ಅƱƷᡲઃ

Google!

ѨᡲႎƳȖȬȸȳƷ૾ŷ
3/18-3/19
ᙱޛέဃ
3/19-3/20
ӴέဃᲢාҔٻᲣ
3/20-3/23
൶ᢿέဃ
3/23-3/26
ϋᕲέဃ
3/24-3/31, 4/14-4/16, 4/19-4/2
ޛʂϋέဃᲢி҅ٻᲣ
3/25-3/30
ᆖဋέဃ
3/30-4/4
ჽʟέဃ
4/1-4/12, 4/16-4/17, 4/21-4/23,
4/28-4/30, 5/21-5/23
ౕέဃ
4/4-4/7
˱ŷஙέဃ
4/4-4/30
ஜӽ
4/6-4/9
ႉ܇έဃ

4/23-4/28
4/27-4/29
4/28-5/2
5/2-5/6
5/7-5/14
5/13-5/15
5/16-5/22
5/20-5/24
5/22-5/25
5/27-6/1
6/1-6/3
6/3-6/8
6/8-6/12
6/12-6/14
6/16-6/18
6/17-6/21
6/22-6உ

ᢒᕲπʴέဃ
Ѩᙸέဃ
˱ŷஙέဃ
ϋᕲέဃ
ښஜέဃᲢ༇ஜᲣ
ɺޛέဃ
έဃ
ჽʟέဃ
ɶέဃ
ݱέဃ
ᑶஙέဃ
൶ᢿέဃ
ᢒᕲݵ૨έဃ
ᢒᕲπʴέဃ
Ѩᙸέဃ
ϋᕲέဃ
˱ŷஙέဃ

ӳӷᜱȁȸȠݦဇᢤᩊऴ᧠إᚁǷǹȆȠ੩̓
Ტ૰Უ

ಮŷƳܹᄂ̲˟ư
ʴᏦǛؔƬƯƓƍƯǑƔƬƨŵ

4/8-4/14

4/7-4/11
4/12-4/17
4/17-4/23

ɶޛέဃᲢτࡉᲣ
ʟέဃ
ᢒᕲݵ૨έဃ
᭗᨞έဃ

zǤǪȳᲴ૰ҔၲૅੲȐǹ
zNTTȉǳȢᲴᘓઃ࠘ᩓᛅŴΟέઃ࠘ᩓᛅ
zᆢ൦ȏǦǹᲴȆȳȈ

3.26 ᙸέဃᲢ၏ᨈᧈᲣƷȡȸȫĬ
žǪȪȳȔȃǯưƸƳƍƕჽʟƨƪƷᘍѣƴƸଐஜൟଈƷ̮یƕ
˄ᚠƞǕƯƍǔƱ࣬ƬƯǋǑƍƱ࣬ƍǇƢŵŷி҅ܖٻ၏ᨈƸ
μ᩿ႎƴᘻ૾ǛࡽƖӖƚǇƢƔǒŴஇЭዴư࣬Ə܍Ўƴ୧ǕƯƘ
ƩƞƍŵƓЭƷဃॖൢƳៃƶᡉǓƸࢸƔǒΪЎƴዮਙƠƯǍǔƔ
ǒŴʻƸμщưɨƑǒǕƨ˓ѦǛμƏƢǔƜƱŵſ

zி҅ܖٻƷࢸ૾ૅੲ

3.31 ᙸέဃƷȡȸȫĭ
žჽࠇଐហƔǒƷܖٻ၏ᨈǁƷλᨈӖƚӕǓƴƭƍƯƸŴࢼஹᡫ
ǓݣሊஜᢿɟਙưӖƚӕǓǇƢŵƜǕǇưӷಮƴƲƷǑƏƳ၌ध
Ʒधᎍƕ˴ʴƍǔƔǛᡲዂƠƯƍƨƩƚǕƹŴӲᅹƴ̾Кƴʩฏ
Ƣǔ࣏ᙲƸƋǓǇƤǜŵлǓਰǓƸƜƪǒưᘍƍǇƢŵ
ଐហƷਃǛưƖǔƩƚݲƳƘƢǔƜƱƕŴʻŴܖٻ၏ᨈƴưƖ
ǔஇٻƷᝡྂưƋǔƱƷᛐᜤưɟᐲƠƯƍǇƢƔǒŴƲƏƧᢒॾ
ƳƘƬƨƱƖƴƸɟإǛλǕƯƘƩƞƍŵſ
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z ܱᘍǁƷȗȭǻǹ

zƷǷǹȆȠƕೞᏡƠƳƍཞඞɦưƸŴ

žƜƏƋǔǂƖſ
žᛡƕǍǔǂƖſưƸƳƘŴ
žƲƏƢǔƔſ
žƲƏƠƨǒưƖǔƔſ

Ĭྵཞ৭੮ᲴǢǻǹȡȳȈŴᙻݑ
ĭྵཞЎௌ
ĮܱᘍӧᏡƳȗȩȳƷᇌక
įܱᘍ

zǋƨǋƨƢǔ᧓ႎ˷ᘽƸƳƍŵ
zƍǋƷƶƩǓǛƠƯǋŴˁ૾ƕƳƍŵ
zʴƷƤƍƴƠƯǋŴʙ७Ƹ٭ǘǒƳƍŵ

ƜǕǒǛᘍƢǔƨǊƴƸŴ
ȖȬȸȳƷנ܍Ƹ᩼ࠝƴᙲᲛ

࣏ᙲƳƜƱ
ࢍƍൢਤƪưᎋƑŴѣƘ
z ᐯࠁᨂܭƠƳƍ
z ࣏ᙲƳƜƱƸ˴ưǋǍǔȷʩฏƢǔ
z ᐯЎƴڲңƠƳƍ

ƝฌᎮƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

ƻƱǍኵጢƱƷƭƳƕǓȷૅੲ
z ̮᫂ưƖǔǫǦȳǿȸȑȸȈȷʴᏦ
z ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲઃȷ̮᫂᧙̞
z ኵጢϋưƷǳȳǻȳǵǹƷᣱ

ƲǜƳႻƴǋŴॖǛƏ
ᲢҔᲣݭႎ७ࡇƸᅠཋ
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䛂ᒾᡭ᪉ᘧ䛃䛻ὀ┠㻌 ⅏ᐖ䛾་⒪䞉ᾘ㜵㐃ᦠ

⤫ᣓ㹂㹋㸿㹒ᢏ⬟⥔ᣢ◊ಟ

2009ᖺ05᭶29᪥

㻌 ᖺභ᭶䛾ᒾᡭ䞉ᐑᇛෆ㝣ᆅ㟈䛾ᩍカ䜢ᇶ䛻⥲ົ┬ᾘ
㜵ᗇ䛜⟇ᐃ䛧䛯䛂つᶍ⅏ᐖ䛾ᾘ㜵䛸་⒪䛾㐃ᦠᙉ
䛻㛵䛩䜛ሗ࿌᭩䛃䛜䚸ᅜ䛾㜵⅏㛵ಀ⪅䛾ὀ┠䜢㞟䜑䛶
䛔䜛䚹≉䛻⅏ᐖὴ㐵་⒪䝏䞊䝮䠄䠠䠩䠝䠰䠅䛸䛾㐃ᦠ䛷䛿䚸
㒔㐨ᗓ┴䛾ᾘ㜵ᛂάືㄪᩚᮏ㒊䜈䛾䠠䠩䠝䠰ཧຍ䛺䛹
䚸ᒾᡭ┴䛜㟈⅏䜢ཷ䛡䛶⟇ᐃ䛧䛯䠠䠩䠝䠰㐠Ⴀせ⥘䛾ᡭἲ
䛜ᖜᗈ䛟ᑟධ䛥䜜䛯䚹ᚋ䚸⅏ᐖ་⒪యไ䜢ᩚഛ䛩䜛
ᅜ䛾⮬య䛷䛂ᒾᡭ᪉ᘧ䛃䛜ᡭᮏ䛸䛺䜚䛭䛖䛰䚹
ᅜ
䛾⮬య䛷䛂ᒾᡭ᪉
᪉ᘧ䛃䛜ᡭᮏ
ᮏ䛸䛺䜚䛭䛖䛰䚹
┴❧୰㒊㝔䛷୍䛾⅏ᐖ䛻ഛ䛘䜛┿℩་ᖌ䛿䛂ᒾᡭ
䛜ᡭᮏ䛸䛺䛳䛶⅏ᐖ་⒪䛾㔜せᛶ䛜ᅜ䛻ఏ䜟䜚䚸䛒䜙
䜖䜛⅏ᐖ䛷䛄㜵䛞ᚓ䛯⅏ᐖṚ䛅䜢୍ே䛷䜒ῶ䜙䛩䛣䛸䛻䛴
䛺䛜䛳䛶䜋䛧䛔䛃䛸ヰ䛩

㻌 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻䛚䛡䜛
㻌 㻌 ᒾᡭ┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䛾་⒪ᑐ⟇䛻䛴䛔䛶㻌㻌
ᒾᡭ་⛉Ꮫ㻌 ᩆᛴ་Ꮫㅮᗙ
⛅ៅྖ䚸㐲⸨㔜ཌ
┾℩ᬛᙪ㻌 ㏆⸨ஂ⚞㻌 ᮏ㛫ṇே㻌 ᒸṇ㞝
᪥ᮏDMAT䛾ⓙᵝ㻌
᪥ᮏDMATົᒁ㻌 ᪥ᮏ་ᖌ㻌 ㉥༑Ꮠ㻌

䚸䛂⅏ᐖ䛻䛚䛡䜛ᾘ㜵䛸་⒪䛾㐃ᦠ䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃䠄ᗙ㛗䞉㔜ᕝᕼᚿ౫ᐩኈᖖⴥᏛ㝔ᩍᤵ䠅䛜ᅄ᭶ୗ᪪䛻⟇ᐃ
䚸䛂⅏ᐖ䛻䛚䛡䜛ᾘ㜵䛸་⒪䛾㐃ᦠ䛻㛵䛩䜛
䜛᳨ウ
᳨ 䛃


⅏ᐖ⌧ሙ䜰䜽䝅䝵䞁䜹䞊䝗䠄ከᶵ㛵䛾ሗ⥙䛸㐃ᦠ䠅㻌
䐟㻌 ᣦ௧⣔⤫䠄⦪䠅
䐠㻌 ከᶵ㛵㐃ᦠ䠄ᶓ䠅
䐡㻌 ሗ⥙䛾☜❧㻌 㻌
⮬ຓ䚸ඹຓ

ᕷ⏫ᮧ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㻌

䲑㻌 㻌 Command㻌
䲑 㻌 Control
䲑㻌 㻌 Communication

ᑐ⟇⌜㻌

㆙ᐹ㻌

┴ᅵᩚഛ㒊㻌

㆙ᐹ

ᗈ⥭㝲㻌

㎰ᯘỈ⏘㒊㻌

་⒪㒊㻌

ά
ື
㒊

ᴗ㒊㻌

⌧ᆅㄪᩚᡤ㻌 䝺䝧䝹
㻌 㻌 䠄䛻⅏ᐖᣐⅬ㝔䠅

ᨻ⟇ᆅᇦ㒊㻌

ฟ⣡㒊㻌
ᮾி㐃⤡㒊㻌

┴䛸ከᶵ㛵䛾
Incident Command System䜢ᵓ⠏
Incident Command Management
䜢⌮ゎ䛩䜛

ሗ⌜㻌
ᗈሗ⌜㻌

་⒪㻌

⥲ົ⌜㻌

ಖᡤ㻌
་ᖌ䠄┴ෆ䛾㝔䜢ྵ䜐䠅㻌
㻰㻹㻭㼀䠄⅏ᐖᣐⅬ㝔䜢ྵ䜐䠅㻌

ㄪ
ᩚ
㒊

㏻ಙ⌜㻌

┴❧㝔㻌
㉥༑Ꮠ㻌
⢭⚄䝉䞁䝍䞊䠄㻰㻹㻻㻾㼀䜢ྵ䜐䠅㻌

⌧ᆅሗ㞟䞉ᛂᛴᑐ⟇㻌 ᨭ㒊㻌

ᾏୖಖᏳᗇ㻌

⛎᭩ᗈሗ㒊㻌

⥲ົ㒊㻌

㝣ୖ⮬⾨㝲㻌

⯟✵⮬⾨㝲㻌

බᏳ㒊㻌

άື⌧ሙ㻌 䝺䝧䝹

⮬⾨㝲㻌

ᾏୖ⮬⾨㝲㻌

ᩍ⫱㒊㻌

䝦䝸㐠ㄪ⌜㻌

άື㒊㛛䠄ୗ㒊⤌⧊䠖⌧ᆅㄪᩚᡤ䠅㻌

⥭ᾘ㝲㻌

ಖ⚟♴㒊㻌
ၟᕤປാほග㒊㻌

ᅜ䞉┴䠄⥲ྜㄪᩚᡤ䠅㻌 䝺䝧䝹

་⒪

ᒾᡭ┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ᨭᐊ㻌

ᾘ㜵㻌

⎔ቃ⏕ά㒊㻌

⮬⾨㝲㻌 ᾏಖ

ᾘ㜵

⤫ᣓ⌜㻌

⥲ྜㄪᩚᡤ㻌
㛵ಀᮏ㒊䞉㐃⤡ㄪᩚဨ㻌

⾜ᨻ

䝪䝷䞁䝔䜱䜰

ᒾᡭ┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㻌

㻌
㻌
㻌
㻌

㻌

ᗈᇦᨭ㒊㻌
䕿┒ᒸᗈᇦ㻌
䕿┴༡ᗈᇦ㻌
䕿ἢᓊᗈᇦ㻌
䕿┴ᗈᇦ㻌

ᆅ᪉ᨭ㒊㻌
䕿┒ᒸᆅ᪉ᨭ㒊㻌
䕿ዟᕞᆅ᪉ᨭ㒊㻌
䕿ⰼᕳᆅ᪉ᨭ㒊㻌
䕿୍㛵ᆅ᪉ᨭ㒊㻌
䕿ᡞᆅ᪉ᨭ㒊㻌
䕿ஂឿᆅ᪉ᨭ㒊㻌
䕿ᐑྂᆅ᪉ᨭ㒊㻌
䕿㔩▼ᆅ᪉ᨭ㒊㻌
䕿⯪Ώᆅ᪉ᨭ㒊㻌

ሗ䜢ไ䛩䜛䜒䛾䛜⅏ᐖ䜢ไ䛩䜛
䠃
ሗ䛾8䛜ṇ☜䛷䛺䛔
䛧䛛䛧
ᅇ䛾㟈⅏䛷䛿
ሗ䛾9௨ୖ䛜ṇ☜䛷䛺䛛䛳䛯

ሗᡓ䛾䛯䜑䛾
ሗฎ⌮䝅䝇䝔䝮䜢ᵓ⠏
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⅏ᐖ䛾ሗ㞟䛾ὶ䜜䜢䝡䝹ᘓ⠏䛷䛘䜛䛸
䛣䛣䜎䛷ฟ᮶䛶ึ䜑䛶
ィ⏬䛸ᑐᛂ䛜ฟ᮶䜛

Planning & Action

ሗ䛾㞟䞉㘒⥈䞉☜ㄆ䞉ホ౯
ICM䛾ᩚഛ䞉☜❧
⦪䛸ᶓ䛾㛵ಀ䛾☜ㄆ
ሗ䛾⢭ᗘ䛾ྥୖ

The organization shall establish an operational information process which consists of:
⎯ planning and direction;
⎯ collection;
⎯ processing and exploitation;
⎯ analysis and production;
⎯ dissemination and integration;
⎯ evaluation and feedback.
NOTE The activities can take place
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 simultaneously.

ሗ⥙䛾⤫ྜ
ึື௧

Haruo HAYASHI
Disaster Prevention Research
Institute, Kyoto University

ሗ⥙䛾ᩚഛ䞉☜❧

Requirements for command and control
Command
and control system
4.2 Comm
m

Requirements for command and control
General
4. 1 Ge
4.
enera
al

• The organisation shall have a command and control system which complies with
relevant legislation and regulations as well as with the requirements of this standard.

• The organization shall consider human factors in command and control.
• When multiple organizations are involved in the incident response the organization
shall immediately or as fast as possible when the command and control system is set
up clearly determine the following:
⎯ the lines of command with other organizations, actors and involved parties
(e.g. designation of an incident commander);
⎯ a common understanding of the mission;
⎯ a common operational picture;
⎯ relations to other organizations not being within the line of command;
⎯ appointment of persons with appropriate delegation of decision-making
power and seniority to be accountable for leadership.

• A consensus should be sought on overall mission objectives among involved

4.2.1 General

•

The objective of the command and control system is to enable the organization to efficiently operate during
the incident independently as well as jointly with all other involved parties.

•

The command and control system shall support all measures to save lives and limit adverse effects. This
system shall be scalable, adaptable, integrated and flexible.

•

In general, command and control includes the following tasks:
⎯ establishing and updating goals and objectives for the incident response;
⎯ determining roles, responsibilities, and relationships;
⎯ establishing rules, constraints and schedules;
⎯ ensuring legal compliance and liability protection;
⎯ monitoring, assessing and reporting on the situation and progress;
⎯ recording key decisions;
⎯ managing resources;
⎯ dissemination of information.

•

To fulfill these tasks a command and control system shall include the following:

organizations.

⎯ command and control structure;

• All of the above issues shall be considered during planning and exercises.
• Structures and processes should permit operational decisions to be taken at the
lowest possible level, and coordination and support offered from the highest
necessary level.
• Authority and resources shall be appropriate to this mission.

⎯ command and control process;
⎯ resources to implement the command structure and process.

•
•

䠏C
Command Control Communication

NOTE Depending on the scale of the incident the number of persons, roles and responsibilities involved in the
command and control organization can differ. Adjustments to the situation might be necessary.
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Assessment䠖⤌⧊䛜⌮ゎฟ᮶䜘䛖䛻ඹ㏻ホ౯ἲ䛾ᵓ⠏䛚䜘䜃ఏ㐩䠄⏝ㄒ㞟㻌 ➼䠅

㻿㻯㼁ሗ⤫ไ㒊㛛㻌
㻿㻯㼁ᮏ㒊㛗㻌

ேဨ䛻㝈䜚䛜䛒䜛ሙྜ䛿䚸ୖᐁ䛜වົ䛩䜛䛛䜚ศ䛡䜛㻌

㻌 㻿㻯㼁Ᏻ⟶⌮ᐁ㻌
(ୖᐁවົྍ)㻌
(ୖᐁවົྍ)㻌
㻌 㻿㻯㼁㐃ᦠ⟶⌮ᐁ㻌
㻿㻯㼁ሗ⤫ไ㒊㛛㻌
㻌 㻿㻯㼁ᮏ㒊㛗㻌
䠖㻿㻯㼁ᮏ㒊㛗䛷䛒䜚䚸㻌ᮏ㒊㛗䜢ᨭ䛩䜛䛯䜑䛾ሗ⤫ไ䜢⾜䛖㻌
㻌 㻌 䞉㻿
㻿㻯㼁ᑐ⟇⌜㻌
䠖䛻SCU䛜ᚲせ䛸䛩䜛ᑐ⟇䜢⪃䛘䚸SCUእ㒊䛸䛾΅䜢┤᥋⾜䛖㻌
㻌 㻌 䞉㻿
㻿㻯㼁ሗ⌜㻌
䠖䛻SCUእ㒊䛾ሗ䜢㞟䛧䚸⤒ⓗ䛻グ㘓䜢⾜䛖㻌
㻌 㻌 䞉㻿
㻿㻯㼁グ㘓⌜㻌
䠖䛻SCUෆ㒊䛾ሗ䜢㞟䛧䚸⤒ⓗ䛻グ㘓䜢⾜䛖㻌
㻿㻯㼁㏻ಙ⌜㻌
䠖䛻SCUሗ⤫ไ㒊㛛䛾䛺άື䛾䛯䜑እ㒊䛸䛾㏻ಙ䜢ᢸᙜ䛩䜛
䠄ሗ⌜වົྍ䠅㻌
㻌 㻌 䞉㻿
㻿㻯㼁デ⒪㒊㛛
㻌 デ⒪㒊㛗㻌 㻌
䠖デ⒪άື䜢᭱㝈ຠ⋡ⓗ䛻⾜䛖㻌
㻌 㻌 䞉デ⒪⌜㻌㻌
䠖ᇦෆᦙ㏦䛥䜜䛶䛝䛯യ⪅䛾Ᏻᐃ䛸䚸ᗈᇦᦙ㏦ᇶ‽䛾☜ㄆ㻌
㻌 㻌 䞉デ⒪グ㘓⌜㻌
䠖䛻യ⪅䛾デ⒪グ㘓䜢ᨭ䛧䚸デ⒪䝩䝽䜲䝖䝪䞊䝗䛻グධ䛩䜛
䠄ୖᐁවົྍ䠅㻌
㻌 㻌 䞉ᦙฟ䝖䝸䜰䞊䝆⌜㻌 䠖ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦䜹䝹䝔䜢䜒䛸䛻䚸ᦙ㏦㡰䚸ᦙ㏦ᝈ⪅䜢Ỵᐃ䛩䜛
䠄ୖᐁවົྍ䠅㻌
㻿㻯㼁ᦙ㏦㒊㛛㻌
㻌 ᦙ㏦㒊㛗㻌 㻌
䠖ᦙ㏦άື䜢᭱㝈ຠ⋡ⓗ䛻⾜䛖㻌
㻌 㻌 䞉ᦙධฟ⌜㻌
䠖ᇦෆ䞉ᗈᇦᦙ㏦䛥䜜䜛യ⪅䞉䜹䝹䝔䞉㈨ᶵᮦ䜢ᦙධฟ䝉䞁䝍䞊䛷䝏䜵䝑䜽㻌
㻌 㻌 䞉✵ ෆᦙ㏦⌜㻌
䠖ⰼᕳ✵ ෆ䛷䛾ᇦෆ䞉ᇦእᦙ㏦䛥䜜䛶䛟䜛യ⪅䛾ᦙ㏦ᴗົ䚸ㄏᑟ➼
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄⮬⾨㝲䡡ᾘ㜵䜈༠ຊせㄳ䠅㻌
㻌 㻌 䞉ᗈᇦᦙ㏦⌜㻌
䠖ᗈᇦᦙ㏦ᇶ‽䛻ヱᙜ䛩䜛യ⪅䜢䚸⿕⅏ᆅ䛛䜙䛻ⰼᕳSCU䜈ᦙ㏦䛩䜛㻌
㻌 㻌 䞉ᇦෆᦙ㏦⌜㻌
䠖ᗈᇦᦙ㏦ᇶ‽䛻ヱᙜ䛩䜛യ⪅䜢ᇦෆᦙ㏦䛩䜛㻌
㻿㻯㼁䝻䝆㒊㛛㻌
㻌 䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽㒊㛗㻌 䠖SCUάື䜢䛩䜛䛯䜑䚸䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽⯡䜢ㄳ䛡㈇䛖㻌
㻌 㻌 䞉㈨ᶵᮦ㓄ഛ⌜㻌
䠖SCUάື䜢䛩䜛䛯䜑䚸㈨ᶵᮦ䝉䞁䝍䞊䛷㈨ᶵᮦ䛾㓄ഛ䞉⿵⤥ணᐃ䜢⾜䛖㻌
㻌 㻌 䞉㏻ಙᩚഛ⌜㻌
䠖SCUάື䜢䛩䜛䛯䜑䚸㏻ಙ⎔ቃ䛾ᩚഛ䜢⾜䛖㻌 䠄እ㒊㏻ಙ䠇SCUෆ䛾↓⥺㓄ഛ≧ἣ䜒䠅㻌
䠖SCUάື䜢䛩䜛䛯䜑䚸⾨⏕⎔ቃ䜢ᩚഛ䛩䜛㻌 䠄㣗䚸ఇ᠁䚸䝖䜲䝺➼䠅㻌
㻌 㻌 䞉⾨⏕⎔ቃ⌜㻌
㻌 㻌 䞉㻿㻯㼁㐠Ⴀ⌜㻌
䠖SCUάື䜢䛩䜛䛯䜑䚸✵ 㛵ಀ⪅䜈༠ຊ౫㢗䛸✵ ㈨ᶵᮦ䛾㓄ഛ䜢⾜䛖㻌
㻿㻯㼁ᨭ㒊㻌 䠄ᒾᡭ┴ෆ䛾⮫䝦䝸䝫䞊䝖䛛䜙䛾ᇦෆᦙ㏦䛾䛯䜑䛻䚸㻿㻯㼁ᨭ㒊䛜タ⨨䛥䜜䛯ሙྜ䛻ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䠅㻌
㻌 㻿㻯㼁ᨭ㒊㛗㻌
䠖ⰼᕳ✵ SCUᦙ㏦䛾䛯䜑䛾䚸⮫䝦䝸䝫䞊䝖䠄SCUᨭ㒊䠅䛾㐠Ⴀ
䠄⤌⧊䛜වົྍ䠅㻌
㻌 㻌 䞉㻿㻯㼁㐃⤡ㄪᩚ⌜㻌 䠖ⰼᕳ✵ SCUᦙ㏦䛾䛯䜑䛾䚸⮫䝦䝸䝫䞊䝖䠄SCUᨭ㒊䠅䛾㐠Ⴀ
䠄ୖᐁවົྍ䠅㻌

Treatment

Wind

㻌

䠖䛩䜉䛶䛾άື⪅䛾Ᏻ䛸䚸ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦䛾㈐௵䜢㈇䛖㻌
䠖SCUάື୰䛾Ᏻ⟶⌮䜢⾜䛔䚸༴㝤䜢㝖䛩䜛
䠖SCUάື䛷ᚲせ䛺ྛ㛵ಀᶵ㛵䛸䛾΅䛚䜘䜃ሗ䛾❆ཱྀ䛸䛺䜛

䠄䝌䞊䝙䞁䜾䜢⾜䛔䚸㆙ᡄ༊ᇦෆ䛾Ᏻ☜ಖ
㻌 ཬ䜃㌴୧⤫ไ䜢⾜䛖䠅

Ᏻ⤫ไ⌜䠄㆙ഛྵ䜐䠅㻌

ሗ⟶⌮ᐁ㻌

㻿㻯㼁㐃ᦠ⟶⌮ᐁ㻌

㌴୧⤫ไ⌜㻌
䠄ሗ⥙☜❧ᚋ䚸ᑐ⟇❧ཬ䜃グ㘓䜢⾜䛖䠅

ሗศᯒ⌜㻌
㏻ಙ㓄ഛ⌜㻌

㐃ᦠ⟶⌮ᐁ㻌
㻿㻯㼁デ⒪㒊㛛㻌
デ⒪㒊㛗㻌

㻿㻯㼁ᦙ㏦㒊㛛㻌
ᦙ㏦㒊㛗㻌

デ⒪⌜㻌
デ⒪グ㘓⌜㻌
ᦙฟ䝖䝸䜰䞊䝆⌜㻌

ᦙධฟ⌜㻌
✵

ෆᦙ㏦⌜㻌

㻿㻯㼁䝻䝆㒊㛛㻌
䝻䝆㒊㛗㻌
㈨ᶵᮦ㓄ഛ⌜㻌
㏻ಙᩚഛ⌜㻌

ᗈᇦᦙ㏦⌜㻌

⾨⏕⎔ቃ⌜㻌

ᇦෆᦙ㏦⌜㻌

㻿㻯㼁㐠Ⴀ⌜㻌

㻿㻯㼁ᨭ㒊㻌
㻿㻯㼁ᨭ㒊㛗㻌

⌧ሙάື㒊㛛㻌

㝔࣏࣮࣊ࣜࢺ௨እࡢ
⮫࣏࣮࣊ࣜࢺࢆタ⨨
ࡋࡓሙྜ

䠄ྛ㛵ಀᶵ㛵䛾㐃ᦠㄪᩚ䛾΅䜢⾜䛖䠅

ᩆㆤᡤ㒊㛛㻌

ᚋ᪉ᨭ㒊㛛㻌

䠎ḟ䝖䝸䜰䞊䝆⌜㻌

㈨ᶵᮦ⟶⌮⌜㻌

ᾘⅆάື⌜㻌

ᩆㆤᡤデ⒪⌜㻌

ᗣ⟶⌮䝉䞁䝍䞊㻌

㻝ḟ䝖䝸䜰䞊䝆⌜㻌

ᦙ㏦䝖䝸䜰䞊䝆⌜㻌

ᩆຓάື⌜㻌

㐃⤡ㄪᩚ⌜㻌

ሗグ㘓⌜㻌

タタ⨨⌜㻌
せᩆ䞉㈨ᶵᮦᦙ㏦⌜㻌
ேᩘవ⿱ࡀ࡞࠸ሙྜࡣୖ⣭ᣦᐁࡀවົ
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ỴἁἉἹὅỽὊἛᴾ ᴾྵעᛦૢᝧ˓ᎍᴾ
⌧ᆅㄪᩚᡤ䛚䜘䜃ᩆㆤᡤ䛾タ⨨
→㻌㻌 ⮬ᕫ⤂䜢⾜䛔䚸ဨ䛾ィ䛸ྛᶵჾ㢮䛾㛫䜢ྜ䜟䛫䜛
→㻌 ㌟ศド䜢ぢ䛘䜛ሙᡤ䛻ᥖ♧䛧䚸ᖖ䛻ᡤᅾ䜢᫂☜䛻䛩䜛
㻌

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏
2011ᖺ3᭶11᪥1446ศ18⛊䠄᪥ᮏ㛫䠅䛻Ⓨ
⏕䛧䛯ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛿䚸᪥ᮏほ ྐୖ᭱䛾䝬䜾
䝙䝏䝳䞊䝗9.0䜢グ㘓䛧䛯䚹
ᒾᡭ䛷䛿᭱㐳ୖ㧗40.5m䛻䜒䛾䜌䜛ὠἼ䛜
Ⓨ⏕䛧䚸Ṛ⪅䞉⾜᪉᫂⪅ྜィ7388ྡ䠄Ṛ⪅4500
ே䚸⾜᪉᫂⪅2888ே䠅䚸ಽቯᐙᒇ23653Ჷ㻌 䠄䛸
䜒䛻ᖹᡂ23ᖺ5᭶29᪥⌧ᅾ䠅䛾⿕ᐖ䜢ཷ䛡䛯䚹

䛩䜉䛶䛾άື⪅䛾Ᏻ䛸䚸ᩆຓάື䛾㈐௵䜢㈇䛖
㻌 ྍ⬟䛺㝈䜚䛩䜉䛶䛾㛵ಀᶵ㛵䛾㈐௵⪅䜢㞟䜑䜛

┠ⓗ䠖䐟ᩆຓάື䛷୍ே䛷䜒ከ䛟䛾യ⪅䜢ேᩆຓ䛩䜛䛯䜑䛻άື䛩䜛
㻌 㻌 㻌 㻌 䐠άື䛧䛯䜒䛾䛩䜉䛶䛜䚸᭱㝈ດຊ䛷䛝䛯䛸ᛮ䛘䜛⎔ቃ䜢䛴䛟䜛
㻌 㻌 㻌 㻌 䐡άື䛩䜛䜒䛾䛩䜉䛶䛾ே䛾Ᏻ䜢☜ಖ䛩䜛
㻌 䠄䠐S䠖Self⮬ศ㻌 Scene䛭䛾ሙ䞉௰㛫㻌 Survivorയ⪅㻌 Societyᆅᇦ♫䠅
㻌 㻌 㻌 㻌 䐢ᐃ䛤䛸䛻ᒾᡭ┴ᗇ⥲ྜㄪᩚᡤ䞉ᡤᒓ㛗䛻≧ἣ䜢ሗ࿌䛧䚸㛵ಀᶵ㛵䜈䛾
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ሗᥦ౪䜢ᣦ♧䛩䜛
つ๎䠖䐟⤫ไ㝈⏺䛻ᇶ䛵䛝┤ᒓ㒊ୗ䛿䠑䡚䠓ே䛜᭱䛷䛒䜛㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䐠ሗ⥙䛾ᵓ⠏䚸ሗ⤫ไ䚸Ᏻ⟶⌮䚸䝞䝑䜽䜰䝑䝥యไ
㻌 㻌 㻌 㻌 䐡䝤䝸䞊䝣䜱䞁䜾䝅䞊䝖䜢⏝䛔䛶ㄝ᫂
㻌 㻌 㻌 㻌 䐢䝁䝬䞁䝗䝪䞊䝗䜢⏝䛧䚸άືෆᐜ䛸ሗ⥙䛾☜ㄆ䜢⾜䛖

Ẹ㛫䛾⾨ᫍᦠᖏ㟁ヰ䛾䜏䛺䜙䛪㜵⅏↓⥺䛩䜙㏻䛨
䛺䛔≧ἣ䛷䚸⿕ᐖ䛜ศ䛳䛶䛝䛯Ⅼ䛷ኪ䛸䛺䛳䛯䚹
ἢᓊ㒊䛿䛺䝤䝷䝑䜽䝪䝑䜽䝇䛛䜙䛿䛨䜎䛳䛯

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏㻌 ᒾᡭ┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㻌 䝺䜲䜰䜴䝖
ᒾᡭ┴䛻䛚䛡䜛䚸᪥ᮏDMAT䛾㐠⏝䛸ከᶵ㛵㐃ᦠ
䛻䜘䜛ேᩆຓ䚸⿕⅏㝔䛚䜘䜃㑊㞴ᡤ䛾་⒪ᨭ
䜢9᪥㛫⾜䛳䛯䚹
3᪥
᪥┠䛻䛿ἢᓊ㒊㑊㞴ᡤ350䜹ᡤ௨ୖ䚸5ே௨ୖ
䛾⿕⅏⪅䛾㔜ᝈ⪅䜔㏱ᯒᝈ⪅䜢㝔䜈ᦙ㏦䛧䚸
䜎䛯⿕⅏ᆅ䛾⅏ᐖᣐⅬ㝔䛻་⒪⌜䛸་⒪≀㈨䛾
㔞ᢞධ䛸䚸✵䛝䝧䝑䝗䛾☜ಖ䛧䛯䚹
᪥ᮏDMAT119䝏䞊䝮䠄᭱68䝏䞊䝮䠅䜢9᪥㛫䝻
䞊䝔䞊䝅䝵䞁䛷ᢞධ䚸䛭䛾ᚋ་ᖌ䚸Ꮫ䜔㉥༑Ꮠ
䛺䛹་⒪⌜䠄᭱58䝏䞊䝮䠅䛸ᚰ䛾䜿䜰䝏䞊䝮䠄᭱
40䝏䞊䝮䠅䜢ᢞධ䛧䚸⥅⥆ྍ⬟䛺་⒪యไ䜢ᵓ
⠏䛧䛯䚹

㝣ୖ⮬⾨㝲 

⤫ᣓ⌜ 
ᑐ⟇⌜ 

ᾏ⮬ 
ᾏಖ
ᾏಖ
ಖ 
⥲
ྜ
ㄪ
ᩚ
ᡤ
 

࣊ࣜ㐠⏝ㄪᩚ⌜
ㄪᩚ⌜ 
✵⮬ 

ሗ⌜ 

㆙
ᐹ

⥭ᛴᾘ㜵ຓ㝲
┒ᒸᾘ㜵
┒
ᒸ

ᗈሗ⌜
ᗈሗ⌜
⌜ 
⥲ົ⌜
⥲ົ⌜
⌜ 
⇞ᩱ⌜ 

䠌䡚䠎䠐㛫䛷ᩆຓ䛸་⒪ฎ⨨

௨
๓
厭
只
Ỵ
叢
叇
厦
叀
ᑐ
ᛂ

་⒪⌜

䠓䡚䠕᪥䛷ᵓ⠏䛧䛯་⒪䝅䝇䝔䝮

ἢᓊ⿕⅏ᆅ䜢
6䝤䝻䝑䜽
ᇦෆᦙ㏦
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ᒾᡭ┴ᗇ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䜘䜚
་⒪⌜䛾ணᐃ

ᒾᡭ┴ෆ䛾≧ἣ䠖
⿕⅏ἢᓊ㒊㝔䛛䜙ෆ㝣㒊㝔䜈䛾ᦙ㏦౫㢗
䛜ከ䛔䠄᫂᪥䜒100ྡ௨ୖணᐃ䠅㻌 㻌 㻌

䠄3᭶19᪥ᥦ౪ศ䠅

㻌
㻌
㻌
㻌

ῧ㈨ᩱ
㝲ဨ䛾䛯䜑䛾ᚰ䛾䜿䜰䝬䝙䝳䜰䝹㓄ᕸ
DMORT䝬䝙䝳䜰䝹
ᖐ㝔䛾ᚰ䛾䜿䜰䞉䝬䝙䝳䜰䝹

ᮏ᪥䛾☜ㄆ㡯┠
㻌 䠍䠊ྛ㝲ဨ䛾ᗣ
㻌 䠎䠊ἢᓊ䛸ෆ㝣䛾㝔㛫ᦙ㏦ᨭ
㻌 䠏䠊ᒾᡭ┴ཧ㞟୰䛾ᩆㆤ⌜䜈䛾ᘬ䛝⥅䛞
㻌 䠐䠊ἢᓊᆅ༊䛾㑊㞴ᡤ䠄⌧ᅾ5ே௨ୖ䠅
㻌 㻌 㻌 㟂せ☜ㄆ䛸་⒪ᥦ౪
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄᪥㉥䛸་⒪⌜䛸䛾㐃ᦠ䠅
㻌 䠑䠊ᒾᡭ┴❧㝔䝇䝍䝑䝣䛾⑂ປ㍍ῶ䛾䛯䜑
㻌 㻌 㻌 䛾DMAT䛻䜘䜛ERᨭ
㻌 䠒䠊SCU䛾䝙䞊䝈䛾᭷↓䛸ᐇ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜢☜ㄆ

Ᏻ༴ᶵ⟶⌮䛾ᚲせᛶ
௨ୗ䛾せ㡯䜢‶䛯䛩㝲䛾䜏ἢᓊ㒊䛷䛾⾜ືྍ
㻌 㻌 㻌 1 ⾨ᫍᦠᖏ㟁ヰ䛒䜚䚸EMISධຊྍ⬟䚸
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ᏻ⟶⌮⬟ຊ䛒䜛㝲䠄ᐃ㐃⤡䛒䜚䠅
㻌 㻌 㻌 2 ྛ⤌⧊䛾Ᏻ⟶⌮ୗ䛷䛾άື䛜䛷䛝䜛㝲
㻌 㻌 㻌 3 ྛ⤌⧊䛸㐃ᦠ䛜䛷䛝䜛㝲
㻌 㻌 㻌 4 ↓⌮䛿䛧䛺䛔㝲
㻌 㻌 㻌 5 ⅏ᐖ⌧ሙ䛿ᝒ䛷䛒䜛䛸ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛㝲
㻌 㻌 㻌 6 ⯆ዧ䛧䛶䛔䛺䛔㝲䚸㐣ᗘ䛺ᮇᚅ䜢䛧䛺䛔㝲
㻌 㻌 㻌 7 ⑂䜜䛶䛔䛺䛔㝲
㻌 㻌 㻌 8 䝯䞁䝍䝹䜿䜰䝬䝙䝳䜰䝹䜢⇍ㄞ䛧⌮ゎ䛧䛶䛔䜛
㻌 㻌 㻌 9 䝸䞊䝎䞊䛜᭱⤊ⓗ䛻䜘䛟䛜䜣䜀䛳䛯䛸ᛮ䛘䜛
㻌 㻌 㻌 㻌 ⎔ቃ䛻䛩䜛㝲

䞉䛰䛜䚸᫂᪥䛿㞷䛾䛯䜑䝦䝸㐠⏝ᅔ㞴䛸ண
䞉䜎䛯䚸㞷㐨䛾䛯䜑ἢᓊ䛸ෆ㝣䛾ᩆᛴᦙ㏦䛿㻌
㻌 ∦㐨4㛫䛸ண
㻌 㻌 㻌 䲑䝇䝍䝑䝖䝺䝇䝍䜲䝲╔⩏ົ䛒䜚

ᮏ᪥䛾ணᐃ
㻌 䠍䠊SCU㐠Ⴀ䠖ⰼᕳ✵ SCU䛻䛿
㻌 㻌 㻌 ⌧Ⅼ䛷䛿SCU㐠Ⴀㄪᩚᶵ⬟䛾䜏
㻌 㻌 㻌 ᾘ㜵ᏛᰯMini䞉SCU䛿䝦䝸㐠⏝䛾䜏
㻌 㻌 㻌 䲑ᐇ㝿䛻ᗈᇦᦙ㏦䛻䛺䛳䛯ሙྜ䛿䛩䜉䛶
㻌 㻌 㻌 㻌 ⰼᕳ✵ 䛻ᶵ⬟⛣㌿

㻌
⿕⅏ᆅᇦయ䛸䛧䛯་⒪ᡓ␎䠖
䞉⿕⅏ᆅᇦ䜢4䛴䛻ศ䛡䚸䛭䛣䛾㈐௵⪅䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ຠ⋡ⓗ
䛺་⒪⌜㓄ഛ
䞉ẖ᪥䚸་⒪⌜䝭䞊䝔䜱䞁䜾䜢ᐃᮇ㛤ദ
䞉ᚰ䛾䜿䜰䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖㻌 ➼
ᒾᡭ┴ᗇ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯་⒪ᡓ␎䠖
䞉┴ᗇ䛷䛾་⒪⌜䛾Ⓩ㘓ไ䛻䜘䜛ຠ⋡ⓗ་⒪㈨※㓄ഛ㻌㻌 㻌 㻌
䞉㍺㏦䛥䜜䛯⸆䜢⸆ู䞉┠ⓗู䛻㑅ู䛧䚸⿕⅏ᆅᇦ⸆
ᖌ䜈ຠ⋡ⓗ䛺㓄㏦
䞉⿕⅏⪅5ே䛾Ọ⥆ⓗ䛺་⒪ᥦ౪䛾䛯䜑䛾⅏ᐖᣐⅬ㝔
䛾㐠⏝ᡓ␎
䞉≀㈨䞉ேᮦ䛾୰㛫㓄㏦ᣐⅬタᐃ䠄䝇䝔䞊䝆䞁䜾䞉䜶䝸䜰䠅
䞉ᝈ⪅ᦙ㏦ඛ㝔䛾䝧䝑䝖䝁䞁䝖䝻䞊䝹
䞉㞀ᐖ⪅タ➼䛾⚟♴タ䜈䛾㈨※㓄ഛ㻌㻌 ➼
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Ⓨ⅏ᚋᚲせ䛺་⒪㛵㐃ᑐ⟇䛸㛤ጞᮇ䛾┠Ᏻ
་⒪ᑐᛂ
་⸆ရ➼䛾⿵⤥

ዪᛶ䞉Ꮚ౪ᑐ⟇
ᚰ䛾䜿䜰
㑊㞴⪅➼䛾ᗣ⟶⌮

ឤᰁᑐ⟇

ᩆ䞉ᣐⅬ㝔ᨭ
DMAT䞉㉥༑Ꮠ䛛䜙䛾⿵⤥

≀㈨ᨭ䛾せㄳ䞉
΅䞉ཷ
ཷ䛡ධ䜜䞉㓄
㓄ᕸ䚹
䠄ᨭ་⸆ရ䚸㜵≢䝤䝄䞊䚸PC䚸㑊㞴ᡤ⏝䝔䞁䝖䚸௬タデ⒪ᡤタ䚸ዪᛶ᭦⾰ᐊ䚸䝬䝑䝖䚸Ꮚ౪ྥ䛡䛚䜒䛱
䜓䞉⤮ᮏ䞉䛚ⳫᏊ䚹䛭䛾㑊㞴ᡤ⎔ቃᩚഛ≀㈨䚹་⒪ᨭ㝲ഛရ➼䜢⾜ᨻ䚸⮬⾨㝲➼䛸༠ຊ䛧䛶ᐇ

᳨デ

䞉⿕⅏⪅䛻ᑐ䛩䜛⏕ά⩦័䛾䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛸῝㒊㟼⬦⾑ᰦ᪩ᮇⓎぢ䛾䛯䜑䛾᥇⾑䚸䜶䝁䞊デ䚹
䞉⿕⅏ᆅᴗົ䛻ᦠ䜟䜛⫋ဨ䛾䝯䝕䜱䜹䝹䝏䜵䝑䜽䞉䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䚸Ᏻ⾨⏕ᣦᑟ䠄⾜ᨻ䛾⫋ဨ䚸㆙ᐹᐁ➼䠅䚹
䚹
䛻ᒣ⏣䚸ᵔ䚸㧗⏣ᆅ༊䛷ᐇ

ឤᰁᑐ⟇

┴ෆ䛾ICT䝏䞊䝮䛻䜘䜛docomo䜼䝱䝷䜽䝅䞊➃ᮎ䜢⏝䛧䛯䝃䞊䝧䜲䝷䞁䝇䚸䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄ᑐ⟇䚸
PPE➼䠄N95䚸2ಶ㓄ᕸ➼䠅䛾ᩚഛ➼䚹

௬タデ⒪ᡤ㐠Ⴀᨭ

ᚰ䛾䜿䜰

⢭⚄ಖ⚟♴䝉䞁䝍䞊䛸ᒾᡭ་䛜୰ᚰ䛸䛺䜚䚸་⒪䝏䞊䝮䛾ὴ㐵䚸┦ㄯ❆ཱྀ䛾㛤タ䚹

ዪᛶ䛸Ꮚ౪䛾䜿䜰

㍍≢⨥㜵Ṇ䛾䛯䜑䛾㜵≢䝤䝄䞊䜔ၨⓎ䝫䝇䝍䞊䛾㓄ᕸ䚹ᩍ⫱ጤဨ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ᚰ䛾䜿䜰䝬䝛䝆䝯䞁䝖
䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᨭ䚹䝫䜹䝫䜹䝬䝬䝃䝻䞁䠄ẕᏊ䛾ᚰ䛾䜿䜰䛾䛯䜑䛾ᐟἩ᪑⾜䠅䚹
䝴䝙䝉䝣䛸䛾䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞊ᵓ⠏䝥䝻䝆䜵䜽䝖᥎㐍䚹

㑊㞴ᡤ⎔ቃᩚഛ䛸
⮬䛾άᛶ

㑊㞴ᡤ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯⮬యไ䚸⎔ቃᩚഛ≧ἣ䛾ㄪᰝ䚹䲑ㄪᰝ⤖ᯝ䜢Ꮚ䛻䜎䛸䜑┴䛻ୖ⏦䚹

་⒪≀㈨㓄⤥䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏

㜵≢䝤䝄䞊䜔ၨⓎ䝫䝇䝍䞊䛾㓄ᕸ䞉ᩍ⫱ጤဨ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ᚰ䛾䜿䜰䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᨭ
ᚰ䛾䜿䜰䝏䞊䝮䛻䜘䜛ᨭ㻌 䠇㻌 ⮬⾨㝲䞉㆙ᐹ䞉䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛻䜘䜛ഴ⫈άື
㑊㞴⪅䛸ᙺሙ⫋ဨ䜈䛾䛣䛣䜝䛾䜿䜰䜒ྵ䜑䛯᳨デ䠇㻌 DVTデ᩿䛾䛯䜑䛾䜶䝁䞊᳨デ
㑊㞴ᡤタ⨨⾜ᨻ䝬䝙䝳䜰䝹
DMAT䞉㉥༑Ꮠ䛛䜙䛾ᨭ

௬タఫᏯᒃఫᛶ䛾䜰䝉 ㄪᰝᐇ䚹ᚋ䛿᪥ᮏㆤᨭᑓ㛛ᐙ༠䛸㐃ᦠ䛧ㄪᰝ⥅⥆䚹
䝇䝯䞁䝖
௬タデ⒪ᡤ
௬タデ⒪ᡤయไ䛾ᩚഛ䛻䛛䛛䜛⾜ᨻ䜈䛾せㄳ䚸ᴗ䛾ㄏ⮴せㄳ䚸ᆅᇦ䛷䛾䝭䞊䝔䜱䞁䜾䜢㛤ദ䛧᳨ウ䚹

ᢸᙜ⾜ᨻㄢ䛸ᑓ㛛་⒪⌜䛻䜘䜛ᨭ

䞉

㑊㞴ᡤ⎔ቃㄪᰝ䞉ᩚഛ
㏻ಙᡭẁ䛾☜ಖ

୍⯡་⒪䠄㑊㞴ᡤデ⒪䚸ᕠᅇデ⒪䠅䞉ᣐⅬ㝔ᨭ

ຓ≀㈨➼

ITᨭ

≀㈨ᨭ䛾せㄳ䞉΅䞉ཷ䛡ධ䜜䞉㓄ᕸ䜢ྵ䜐

Ꮫ䛚䜘䜃ᴗ䛾༠ຊ䛻䜘䜛䝃䝔䝷䜲䝖docomo䛻䜘䜛㑊㞴ᡤ䝛䝑䝖⎔ቃ䛾ᩚഛ䚹
ᒾᡭ┴䞉ෆ㛶ᗓ䞉IBM䛻䜘䜛䝍䝤䝺䝑䝖ᆺPC䛻䜘䜛㑊㞴ᡤᢕᥱ䝅䝇䝔䝮䚸≀ὶ䝅䝇䝔䝮䛾ᩚഛ䚹

ሗ⥙䛾ᵓ⠏䞉ሗฎ⌮䝅䝇䝔䝮ᵓ⠏䞉⾨ᫍᦠᖏ㟁ヰ䛾☜ಖ

㻌 㻌 㻌 1W㻌 㻌 㻌 2W

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 4W
W

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 6W

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 8W

䠆ྛ✀䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ጞᮇ䞉⤊ᮇ䛿ᅇ䛾⤒㦂䜢ᇶ䛻ᐃ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹

ἢᓊ㒊་⒪యไㄪᰝ➼ ㎿㏿䛺་⒪యไᵓ⠏䜈䛾ㄪᰝ䞉ㄪᩚ䚸≀㈨ᦙ㏦䠄Ἀ⦖┴MESH 䝃䝫䞊䝖䛻䜘䜛ㄪᰝ䝦䝸ᥦ౪䛻䜘䜛ᨭ
䠅䚹
◊✲タ䞉Ꮫㄏ⮴ ᅜෆእ䛛䜙䛾◊✲⪅どᐹ䜢ィ⏬䛧䚸ᒾᡭ⯆䛾ᥦゝ䜔㛵ಀᏛ䛾ㄏ⮴䛾᥎㐍䠄⛉Ꮫ䜒䛾䛴䛟䜚⯆ㄢ䛸
⯆䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᨭ
䛾ඹྠ䠅䚹
䛭䛾

ᥦゝ
ゝ
䐟 㻌 㻌 ⅏ᐖ䛿➇த䛷䛺䛟

༠ຊ

䐠 㻌 ே䛻ఱ䜢䛧䛶䜒䜙䛘䜛䛛䛷䛺䛟
㻌 㻌 㻌 㻌 ⮬ศ䛜ఱ䛜ฟ᮶䜛䛛㻌
䜢⪃䛘䜛
㻌㻌
䐡㻌 ࿘䜚䛾㒔㐨ᗓ┴䛸ඹྠ㻌
䛷ᆅᇦ㜵⅏䞉㜵≢ィ⏬䜢䛯䛶䜛
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⅏ᐖಖ㝤デ⒪䛻䛴䛔䛶䛾⩏ゎ㔘䚹㝔䞉་㝔䜈䛾ᦆኻ⿵䛶䜣㝞䚹ྛ✀Donation䜈䛾ᑐᛂ䞉΅䚸
┴䜈䛾ᶫΏ䛧
䛧䚹
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ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䠖㻌

 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛷䛿䚸ᛴᛶᮇ䛛䜙䛾⅏ᐖ་⒪άື䛜❧䛱ୖ䛢䜛䜉䛟䚸

䛔䜟䛶ⰼᕳ✵ 䛷䛾㻰㻹㻭㼀άື

Ⓨ⅏┤ᚋ䛛䜙ᅜ䛾DMAT䛜ືဨ䛥䜜άື䛧䛯䛜䚸䛔䜟䛶ⰼᕳ✵
䜒䛭䛾ཧ㞟ᣐⅬ䛾୍䛴䛷䛒䜛䚹㻌

රᗜ┴⅏ᐖ་⒪ࢭࣥࢱ࣮୰ᒣఙ୍䚸ᑠ⃝ಟ୍㻌

 ₇⪅䛿䚸ᆅ㟈Ⓨ⏕⩣᪥䛾㻟㻛㻝㻞ࠥ㻝㻣䛻䜟䛯䜚䚸䛔䜟䛶ⰼᕳ✵

ຍྂᕝ་⒪䝉䞁䝍䞊㻌 ᙜ㯞⨾ᶞ㻌
⚄ᡞᕷ❧་⒪䝉䞁䝍䞊୰ኸᕷẸ㝔㻌 ⨾⏕ᘯ㻌

䛻ཧ㞟

䛧䛯DMAT䛾⤫ᣓᴗົ䜢ᢸᙜ䛧䛯㻌

ᕷ❧ሜ㝔㻌 ୰⏣ᗣᇛ㻌
㜰ᗓ❧Ἠᕞᩆᩆᛴ䝉䞁䝍䞊㻌 Ώ㒊ᗈ᫂㻌

 ᅇ䚸䛣䛾άື䛾ᴫせ䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᚋྲྀ⤌䜐䜉䛝ㄢ

ጲ㊰་⒪䝉䞁䝍䞊㻌 ☾㒊ᑦᚿ㻌

㢟䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛

රᗜ་⛉Ꮫ㻌 ஂಖᒣ୍ᩄ㻌
㻌

(0,6'0$7⟶⌮グ㘓㸦 DP⌧ᅾ㸧

ఀ✵

Ѝ࠸ࢃ࡚ⰼᕳ✵

㸦㸧

⮬⾨㝲C130㍺㏦ᶵ 㸲ᶵࡼࡿ
㛵すࡽ⿕⅏ᆅࡢDMATᢞධ

䛆䛔䜟䛶ⰼᕳ✵ 5%7䠖タ⨨䛇

⤖ᯝ㸸࠸ࢃ࡚ⰼᕳ✵ ཧ㞟DMATs

䛆ᾘ㜵㌴ᗜ䛇㻌

㻌

㠀ᖖ䛻䝇䝮䞊䝈䛻❧䛱ୖ䛢㻌
䞉┴ᗇ䜘䜚✵ 䛻㻿㻯㼁タ⨨䛾౫㢗䠄㻟㻛㻝㻞㻌㼍㼙㻞㻦㻜㻜䠅㻌
䞉✵ ⫋ဨ䛷タ⨨㛤ጞ㻌
䞉┴❧⫹ἑ㝔㻰㻹㻭㼀฿╔䠄㻟㻦㻜㻜䠅㻌
䞉ᒾᡭ┴་⒪᥎㐍ㄢ⫋ဨ䠍ྡ฿╔䠄㻢㻦㻜㻜䠅㻌
䞉ᾏ㐨㻰㻹㻭㼀䠑䝏䞊䝮䠄㻢㻦㻟㻜䠅㻌
䞉ⰼᕳᕷᾘ㜵䠄㻣㻦㻟㻜䠅㻌
䞉㛵す㻰㻹㻭㼀䛾➨୍㝕䠄㻥㻦㻜㻜䠅㻌
䠆ᐑᇛ䞉ᒾᡭෆ㝣ᆅ㟈䛾⤒㦂䛸カ⦎䛜ά䛝䛯㻌

 ᮇ㛫䠖 2011/3/12䠄ᆅ㟈⩣᪥䠅䠅ࠥ3/16
 ィ74䛾DMATs
– 㝣㊰䠖ᒾᡭ┴❧⫹ἑ㝔DMAT䛺䛹䚸㏆㞄䛾DMATs
– ✵㊰䠖
• ⮬⾨㝲ᶵ䠄C130䠅䠖䠑ᶵ
• ᪂༓ṓ䜔ఀ✵
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䛛䜙ᾏ㐨䚸㛵す䛾DMATs䛜ཧ㞟

⤖ᯝ㸸࠸ࢃ࡚ⰼᕳ✵ ཧ㞟'0$7V୍ぴ
⥲ᩘ     

䛔䜟䛶ⰼᕳ✵

ᡤᒓ
ᾏ㐨  㟷᳃  ᒾᡭ

㻿㻯㼁㻌 ㈨※䠄㝲ဨ䠅㻌
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⒪㈐௵⪅㻌

ฟཱྀ㻌

⒪䝏䞊䝮䠄㻝㻢䝧䝑䝗䠅㻌
㻌 㻭㻙㻝䠖ዉⰋ་㻌
㻌 㻭㻙㻞䠖ᶫᮏᕷẸ㻌
㻌 㻮㻙㻝䠖㒔ᇛ་ᖌ㻌
㻌 㻮㻙㻞䠖ᚨᓥ┴❧୰ኸ㻌
㻌 㻯㻙㻝䠖ி㒔ᕷ❧㻌
㻌 㻯㻙㻞䠖ጲ㊰ᚠ⎔ჾ㻌
㻌 㻌 䞉㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䞉㻌
㻌 㻌 䞉㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䞉㻌
㻌 㻳㻙㻝䠖┴❧ຍྂᕝ㻌
㻌 㻌 䞉㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䞉㻌
㻌 㻴㻙㻞䠖㛵㛛་⒪䝉䞁䝍䞊㻌
㻷㼍㼗㼛㼓㼍㼣㼍㻌㻭㼏㼡㼠㼑㻌㻹㼑㼐㼕㼏㼕㼚㼑㻌

㻭㻙㻝㻌

㽢㻌

㽢㻌

䕿㻌

㻭㻙㻞㻌

㽢㻌

㽢㻌

䕿㻌

䕿㻌
䕿㻌

㻮㻙㻝㻌

㽢㻌

㽢㻌

㽢㻌

䕿㻌

㻮㻙㻞㻌

㽢㻌

䕿㻌

䕿㻌

䕿㻌

㻯㻙㻝㻌

㽢㻌

䕿㻌

䕿㻌

䕿㻌

㻯㻙㻞㻌

㽢㻌

㽢㻌

䕿㻌

䕿㻌

㻰㻙㻝㻌

㽢㻌

㽢㻌

䕿㻌

䕿㻌

㻰㻙㻞㻌

㽢㻌

㽢㻌

䕿㻌

䕿㻌

㻱㻙㻝㻌

㽢㻌

䕿㻌

䕿㻌

䕿㻌

㻱㻙㻞㻌

䕿㻌

䕿㻌

䕿㻌

䕿㻌

㻲㻙㻝㻌

㽢㻌

䕿㻌

䕿㻌

䕿㻌

㻲㻙㻞㻌

䕿㻌

䕿㻌

䕿㻌

䕿㻌

㻳㻙㻝㻌

㽢㻌

㽢㻌

㽢㻌

䕿㻌

㻳㻙㻞㻌

㽢㻌

䕿㻌

䕿㻌

䕿㻌

㻴㻙㻝㻌

㽢㻌

㽢㻌

㽢㻌

䕿㻌

㻴㻙㻞㻌

䕿㻌

䕿㻌

䕿㻌

䕿㻌

㻿㻯㼁ෆ㻌ධཱྀ䝖䝸䜰䞊䝆䝫䝇䝖

ேᕤ྾ჾ㻌 㻌

㻌

䠖

㻟㻛㻝㻢㻌
྾ᘬჾ㻌 㻌
㻌

㻌

㻌

䠖㻤㻛㻝㻢㻌

ᚰ㟁ᅗ䝰䝙䝍䞊㻌 䠖
㻝㻟㻛㻝㻢㻌
㻿㼜㻻㻞䝰䝙䝍䞊㻌

㻌

䠖

㻝㻢㻛㻝㻢㻌
㻷㼍㼗㼛㼓㼍㼣㼍㻌㻭㼏㼡㼠㼑㻌㻹㼑㼐㼕㼏㼕㼚㼑

Activities of Hanamaki SCU-1
䝧䝑䝗ྡ㻌
,QGD\VSDWLHQWV

㻰㻹㻭㼀ྡ㻌

ZHUHWUDQVSRUWHGWR
+DQDPDNL6&8
 0DLQO\IURP+RVSLWDOV
LQDIIHFWHGDUHDQRW
LQ,ZDWHEXWLQ

་⒪㈨ᶵᮦ㻌
ഛ≧ἣ㻌

0L\DJLSUHIHFWXUH
 0RVWO\E\YDULRXV
KHOLFRSWHUV

ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦ᝈ⪅㻌
㻿㻯㼁ཷ⏝⣬㻌

 6RPHE\DPEXODQFH

യ⪅䛾≧䛻ᛂ䛨䛯䝧䝑䝗㑅ᢥ䜢ྍ⬟䛻㻌
㻷㼍㼗㼛㼓㼍㼣㼍㻌㻭㼏㼡㼠㼑㻌㻹㼑㼐㼕㼏㼕㼚㼑㻌

(0,6ࡢᗈᇦ་⒪ᦙ㏦ᝈ⪅ሗ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝

2II

2Q㸦ᝈ⪅ཷධࢀ‽ഛᦙධ㸧

ᗈᇦᦙ㏦㐺ᛂᇶ‽䠝䠖䠓ྡ䠄㻜㻚㻡㻑䠅㻘㻌䠞㻦㻢㻝ྡ㻔㻠㻟㻚㻢㻑㻕㻌
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ึࡵ࡚ࡢᗈᇦ་⒪ᦙ㏦㸦㞳
㝣㸧

ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦ᶵ┠㸦ⰼᕳЍ⛅⏣✵

ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦ᶵ┠
㸦ⰼᕳЍ᪂༓ṓ✵

㸧

㸧

ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦ ᶵ┠㸦ⰼᕳЍ⛅⏣✵ 㸧

3/12
3/13
3/14
3/15

ேࡣ┒ᒸ࿘㎶ࡢ་⒪ᶵ㛵

4ྡ
6ྡ
3ྡ
3ྡ

᪂༓ṓ✵ 
⩚⏣✵ 
⛅⏣✵ 
⛅⏣✵ 㸦 㸧

⤖ᯝ㸸࠸ࢃ࡚ⰼᕳ✵ 6&8⤒⏤ࡢ㌿㏦
᪥

ᦙ㏦
ேᩘ









ᗈᇦ⯟✵ᦙ㏦
ேᩘ

ᡭẁ

ᦙ㏦ඛ

ࣇࣞࣝࢳ
࢙ࢫࢺ㦵┙
 㦵ᢡୖ⭎㦵
㦵ᢡ⫵⅖

 & ᪂༓ṓ✵

 &

ᇦෆᩆᛴ㌴ᦙ㏦
௦⾲ⓗデ᩿

⩚⏣✵ 

ࣞ࢘ࢫ ಖ
Ꮡⓗ⾡ᚋ
⫹▼ࠊ㢌
㒊እയ
⁒Ỉ⫵⅖⫘
㦵㦵ᢡ⢾ᒀ
ᝏ





 &

⛅⏣✵ 





 &

⛅⏣✵

⁒Ỉ⫵⅖

ィ
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㢌㒊እയ

ேᩘ

ᡭẁ

 ᩆᛴ㌴

ᦙ㏦ඛ

ᒾᡭ┴❧୰
ኸ㝔ࠊᒾ
ᡭ┴❧୰㒊

 ᩆᛴ㌴

㝔ࠊᒾᡭ
┴❧⫹ἑ
㝔ࠊᒾᡭ་

௦⾲ⓗデ᩿
✀ࠎᡴ᧞⬨
᳝ᅽ㏕㦵ᢡ
పయ

៏ᛶ

྾ࠊ
⫵⅖⢾ᒀ
៏ᛶ⭈
⫢ᛶ⬻㛵

 ᩆᛴ㌴ 㝃ᒓ㝔ࠊ
⠇࣐ࣜ࢘ࢳ
┒ᒸ㉥༑Ꮠ
⬻᱾ሰࠊ〟
 ᩆᛴ㌴ 㝔࡞


せㆤ

᧔ᒾᡭ┴ᾘ㜵Ꮫᰯ࣑ࢽ6&8ࡢ❧ୖࡆ㸦㸧

ⰼᕳ✵ 6&8 ㈨※㸦⯟✵ᦙ㏦ᡭẁ㸧

⪃ᐹ㸸࠸ࢃ࡚ⰼᕳ✵ 6&8ࡢᶵ⬟㸦⨨ࡅ㸧

㻌㻌

DMATᒾᡭ┴ᗇㄪᩚᮏ㒊
ⰼᕳ✵

SCU㻌 ⤫ᣓᮏ㒊
`

SCUᮏ㒊
SCUෆ䛷䛾άື䛻䛚䛡䜛ᮏ㒊
䞉ᦙධᝈ⪅⟶⌮
䞉デ⒪㒊㛛⟶⌮
䞉ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦⟶⌮

㼀㼛㼠㼍㼘㻌

㻝㻞᪥㻌 㻝㻟᪥㻌 㻝㻠᪥㻌 㻝㻡᪥㻌 㻝㻢᪥㻌

㻰㼞䝦䝸䝏䞊䝮㻌

㻣㻌

㻢㻌

㻢㻌

㻡㻌

㻡㻌

ᶵయ㻌

㻣㻌

㻢㻌

㻢㻌

㻡㻌

㻟㻌 㻌 㻌

ᾘ㜵㜵⅏䝦䝸䠇⮬⾨㝲䝦䝸䠇ཌປ┬⅏ᐖㄪᰝ䝦䝸㻌

㻌
㻌

DMATάືᣐⅬᮏ㒊
SCUእ䛷䛾άື䛻䛚䛡䜛ᮏ㒊
䞉ᇦෆᦙ㏦⟶⌮
䞉㝔ᨭ㻌 㝲ဨ⟶⌮

⪃ᐹ㸸࡛ࡁࡓࡇ

)DFHWRIDFH ࡢ㐃ᦠ༠ຊ

 㻰㻹㻭㼀άືᣐⅬᮏ㒊䛸䛧䛶䚸㻰㻹㻭㼀䜢⿕⅏ᆅ䜈ὴ㐵䚸䛣䜜䛻䜘䜚䚸ሗ
㞟䛸Ⓨಙ䚸⿕⅏ᆅ་⒪ᶵ㛵䛾ᨭ䚸ఫẸ㑊㞴䛾䝃䝫䞊䝖䛺䛹䛜⾜
䛘䛯㻌
 ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦䛻䜘䜚㻝㻢ྡ䜢ᒾᡭ┴እ䛻⯟✵ᦙ㏦䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ẚ㍑

⤫ᣓDMATs㸩ᙉຊ࡞ࣟࢪ㒊㝲㸩
ᆅඖDMAT&ᾘ㜵㸩
ࢻࢡ࣊ࣜ㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊㸩ཌປ┬ㄪᰝ࣊ࣜ㸩
⮬⾨㝲㸦࣊ࣜ㸤ᅛᐃ⩼㸧㸩
ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜ

ⓗ㍍⪅䛿ᒾᡭ┴ෆ㝣㒊䛾་⒪ᶵ㛵䜈䛾㌿㏦䛧䛯㻌
 㔜ᗘ䠄ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦㐺ᛂᇶ‽䠅䛻㐣ᗘ䛻䛸䜙䜟䜜䛺䛔⿕⅏ᆅእ䜈
䛾㌿㏦䛿䚸⿕⅏ᆅෆ་⒪ᶵ㛵䛾㈇Ⲵ㍍ῶ䛻㈉⊩䛧䛯㻌
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㻌㻌

⪃ᐹ㸸ᚋࡢㄢ㢟

⪃ᐹ㸸㏆␥ࡢどⅬࡽ
 ㏆␥䛾㻰㻹㻭㼀䛿㻌

 㻰㻹㻭㼀䛾ཧ㞟ᣐⅬ䛒䜛䛔䛿ᝈ⪅ᦙฟ䠄⿕⅏䛧䛯ሙྜ䛿㻿㻯㼁タ⨨䛸ᦙฟ䠅䛜ᐃ䛥
䜜䜛✵

– ✚ᴟⓗ䛻άື䛧䛯㻌

䜔⮬⾨㝲ᇶᆅ䛷䛾䚸㛵ಀ⪅䛾๓ㄪᩚ䜔㈨ᶵᮦ䛾㓄ഛ㻌

– ഛ䚸㈨ᶵᮦ䛜ศ䛺䝏䞊䝮䛒䜚㻌

– ᅇ䛾ఀ䚸䛔䜟䛶ⰼᕳ✵ 㻌

 ཧ㞟ᣐⅬ䠄ఀ✵

 ✵㊰ཧ㞟䛾Ⅼ䞉ḞⅬ㻌

– ✵

䠅㻌

㛵ಀ⪅䛸䛾ලయⓗ䛺ྜពᮍᙧᡂ㻌

䠄ᅇ䛿㜰ᗓᛴᛶᮇ⥲ྜ་⒪㻯䛸༓㔛ᩆ㻯䛾ㄪᩚ䛷ᐇ⌧䟿䠅㻌

– ✵㊰ཧ㞟䛿䛔䜟䜀䇿∦㐨⇞ᩱ䇿㻌

 ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦ཷධ䜜䠄ᅇ䛿䛺䛛䛳䛯䛜…䠅㻌

 ཧ㞟ᣐⅬ䜎䛷䛾⛣ືᡭẁ䞉ᖐ㊰ᡭẁ䜔⾨ᫍ㏻ಙᶵჾ䜢ྵ䜐ഛ䞉㈨ᶵᮦ䛺䛹㻌

– ཷධ䜜㻿㻯㼁䠄ሙᡤ䚸ഛ䛺䛹䠅㻌

 㻰㻹㻭㼀άື䛾ᮇ㛫䜔ෆᐜ䚸ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦䛾ᇶ‽䛺䛹䚸᳨ウ䠄䛒䜛䛔䛿ㄆ㆑䠅

– ᐜඛ䠄㜰ᗓୗ䠛䠅㻌

䛾వᆅ䛒䜚㻌

– ᦙ㏦ᡭẁ䠄ᩆᛴ㌴䚸䝦䝸䛺䛹䠅㻌
 ㏆␥䛜⿕⅏䛧䛯ሙྜ䛿䠛㻌

௵ົᚋ㸦᭶᪥༗๓㸧

⩚⏣✵ 6&8
യ⪅ᘬࡁ⥅ࡂ̾௵ົ㸦㸧

ࡇࡇࡀఱฎࡶࠊࡼࡃࢃࡽࡎࠊ༗
๓㸮㐣ࡂࠋ㟁㌴ࡶ࡞ࡃࠊ
ࢱࢡࢩ࣮ࡶ᮶ࡎࠋࡗࠋ
⩚⏣ཧ㞟ࢳ࣮࣒ࡢࡳࡢグᛕᙳ
⤫ᣓྠኈࡢᢡ⾪

㸰㛫Ṍࡁࡲࢃࡿࡀࠊ
ࢱࢡࢩ࣮ࡶᤕࡲࡽࡎࠊࡲࡉࡇ
ࡇࡣࠊᮾி◁₍㸟㸟

㸦ὠᒣ୰ኸ㝔 ⨾⏑୍Ặࡼࡿ㸧

࣓ࣥࣂ࣮ࡢࡰࡸࡁᩍカ


'0$7ࡣ⮬ᕫ⤖ᆺ㸟㸦༗๓㸧

䛣䛣䛷䜒䚸㢼ホ⿕ᐖ䠛䠛

•ཧ㞟✵ ࣭ฟⓎ✵ ᡠࢀ࡞࠸㸽
 ㌴୧ࢆཧ㞟✵ ⨨࠸ࡓࡲࡲࡢሙྜࡶ

•┿ኪ୰࡛ࡣ㏻ᶵ㛵ࡀㄪ㐩ᅔ㞴
 ⤊㟁࣭⤊ࣂࢫᚋ
 ᆺࢱࢡࢩ࣮࡞ࡢᡭ㓄ࡶྍ

•ከ㔞ࡢ㈨ᶵᮦ㌟ࡢᅇࡾရ
 ᚐṌ࡛ࡢ⛣ືࡣᅔ㞴
 ⛣ືࡋ᫆࠸㈨ᶵᮦࡢᲕໟࢆ
 ࣂࢵࢡ࣮࣎ࢻࡣࢱࢡࢩ࣮Ḽ㏄ࡉࢀ࡞࠸

•ᐟ⯋ࡢᡭ㓄ࡣࠊ๓㸟

•㏦ࡾฟࡋ࣭ཷࡅධࢀࡢ6&8⤫ᣓࡣ㓄៖ࢆ


䛂⩚⏣䛻ᮾ䛛䜙᮶䛯ኚ䛺ᩆຓ㝲䛜
㻌 㻌 䛔䜛䚹㛵䜟䜛䛺䟿䛃䛸䝍䜽䝅䞊↓⥺䛷
ὶ䛥䜜䛶䛔䜛䜙䛧䛔䞉䞉䞉

༗๓㐣ࡂࠊࡸࡗࢱࢡࢩ࣮ࡀᤕࡲࡾࠊ⛣ືࠋ
࣍ࢸࣝ╔༗๓ࠋࢥࣥࣅࢽ࡛㈙࠸ฟࡋࡋࠊኤ㣗ࠋ
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'0$7ࡢ✵㊰ཧ㞟

⪃ᐹ㸸㞀ᐖ࡞ࡗࡓࡶࡢ
• 㻝㻚㻌 ཧ㞟䝏䞊䝮ᩘ䠖ጞ䜑䛛䜙㼒㼡㼘㼘㻌㼟㼏㼍㼘㼑䛿㼠㼛㼛㻌㼙㼡㼏㼔䛛㻫䠄䛧䛛䜒䚸∦㐨⇞ᩱ䟿䠅㻌

 㻥䝣䝷䜲䝖䛻䛶䚸㻤㻞䝏䞊䝮㻛㻟㻤㻠ྡ䛾㝲ဨ䜢✵㊰䛷ᢞධ㻌
 䠏᭶䠍䠎᪥䡚㻌

– 㻔䜰㻕㻌 ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦䛜ຠᯝⓗ䛻ᅇ䜛䛻䛿ᇦෆᦙ㏦䛜ᚊ㏿ẁ㝵䛷䚸㻿㻯㼁䛰䛡タ⨨

– ༓ṓ䊻ⰼᕳ䠄㻯㻙㻝䠖䠑䝏䞊䝮㻞㻠ྡ䠅㻌

䛧䛶䜒↓ព㻌

– ఀ䊻ⰼᕳ䠄➨䠍౽䠟䠉䠍䠏䠌䠖䠍䠏䝏䞊䝮䠒䠕ྡ䠅㻌
– 㻔䜲㻕㻌 䛛䛸䛔䛳䛶䚸ሗ㞟䛒䜛䛔䛿⅏ᐖᣐⅬ㝔䛺䛹䜈䛾㻰㻹㻭㼀ᢞධ䜢㻿㻯㼁䛛

– ఀ䊻ⰼᕳ䠄➨䠎౽䠟䠉䠍䠏䠌䠖䠍䠏䝏䞊䝮䠒䠕ྡ䠅㻌

䜙ᅗ䜛䛻䜒⛣ືᡭẁ䛾☜ಖ䛜ᅔ㞴㻌

– ఀ䊻ⰼᕳ䠄➨䠏౽䠟䠉䠍䠏䠌䠖䠍䠎䝏䞊䝮䠑䠔ྡ䠅㻌
– ఀ䊻ⰼᕳ䠄➨䠐౽䠟䠉䠍䠏䠌䠖䠍䠍䝏䞊䝮䠑䠑ྡ䠅㻌

• 䐟ᢞධ䛻䛿ᝈ⪅ᦙ㏦せㄳ䛾䛒䛳䛯䝗䜽䝍䞊䝦䝸䜢⏝䠄ᖐ䜚䛾㊊䛾☜ಖ䛻ⱞ

– ⚟ᒸ䊻ⓒ㔛䊻㟘┠䠄➨䠍౽㻯㻙㻝䠖䠔䡽䡬䢍䠏䠕ྡ䠅㻌
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㻌
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⸆⛉
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㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᨺᑕ⥺⛉
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㻌㻌 㻌
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እ㒊ᵓ㐀䛺䛹䛾⿕ᐖㄪᰝ䞉ሗ࿌
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㻌㻌 㻌㻌 㻌㻌 㻌㻌 㻌㻌 㻌㻌 㻌㻌 㻌㻌 㻌
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⅏ᐖᢸᙜ䝉䞁䝍䞊㛗㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝖䝸䜰䞊䝆䚸㝔ෆ䝦䝸䝫䞊䝖
䠄㍍᪤ධ㝔ᝈ⪅䛾እἩฎ⨨䛺䛹䛿Ჷᖌ㛗䛻୍௵䠅
㻌㻌㻌 㻌㻌㻌㻌㻌 㻌㻌㻌㻌㻌 㻌㻌㻌㻌㻌 㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻌㻌㻌㻌㻌 㻌㻌㻌㻌㻌 㻌㻌㻌㻌㻌
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ἻỶἧἻỶὅᴾ

ᴾ ᴾ ᴾ ൦ᴾ

㻌 㟁Ẽ

䞉Ӗ൦ᾉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᾂᵎᵎῃᴾ
Ὁ᭗ፗ൦ίދɥὸᾉᾃῃᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᚘᾂᾃῃίɥ൦ᝪ൦ὸᴾ
ᴾ
ᴾ ᡢௌधᎍỂỉ൦̅ဇᾌኖᵓᵌᵏῃᴾ ᵍᶂᵿᶗᴾ
ᴾᴾᴾίὉὉὉᾀʴᵒᾷ῁ῂᶣᵑᵎΆᵍᾷ῁ῂᾌᵏᵐᵎΆᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᾀଐᵒᵎʴᶣᵏᵐᵎΆᵉᡢௌೞ֥ᵑᵎᵎΆᾌᵓᵌᵏῃὸᴾ
ᴾ ἮỶἻὊᾉᵓ῍ᵏᵎῃίࠝὸᴾ
ᴾ
ṻᾀ᧓ẝẺụɥ൦̅ဇᾉኖᾁᾁᴾ ῃᴾ
ᴾ
Ṹࠊ൦ͣഥᴾ ኖᾀᾄ᧓Ểෞᝲẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ḷᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ႆࢸࠊ൦ᾌᨈٳỂ൦ᢊሥͻẲͣഥᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ɟᡢௌɶഥẇᵑᵍᵏᵐଐɶỆࣄẇ

㝔ෆ⮬ᐙⓎ㟁䠄⥳䝁䞁䝉䞁䝖䠅䜢䛩䜉䛶⏝䛧䛯ሙྜ䛷ィ⟬䛩䜛䛸䚸
㻌 㻌 㔜Ἔᆅୗ䝍䞁䜽ഛ⬟ຊ䠙90䚸000L(30,000L䝍䞁䜽㽢3)
㻌 㻌 ᐇ㝿䛾ẖ᪥䛾㈓㔞䠖ᖹᆒ䝍䞁䜽䛾1/2㻌 (45,000L)☜ಖ䛸
ᐃ䛩䜛䚹
㻌 㻌 㻌 㻌 1᪥⥲ᾘ㈝㔞
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䞉䝪䜲䝷䞊䛾㟁ຊᾘ㈝㻌 㐣ཤ᭱䠙7300䠨/day
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䞉෭ Ỉჾ᭱㧗⏝㔞䠙600䠨/day
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䞉Ⓨ㟁ჾ⏝㔞䠙10䚸000䠨/day
䕿ྍ⬟䛺✌ാ㛫䠙45䚸000/17䠈900䠙2.5᪥
䕿⣙3᪥㛫䛿㝔ෆഛ㔜Ἔ䛷䠄Ⓨ㟁ჾ䞉㏦Ἔ䝟䜲䝥䛾⿕ᐖ䛜䛺䛡䜜䜀䠅
㝔ෆ䛩䜉䛶䛾㟁ຊ䜢⮬ᐙⓎ㟁䛷䜎䛛䛺䛘䜛ィ⟬䛸䛺䜛䚹

ͤⓎ⅏䛿๓᪥⿵⤥䛷‶䝍䞁≧ែ䠙7᪥㛫䛿OK
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌↓
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 3/13᪥䛻㏻㟁ṇᖖ
Iwate Prefectural Ofunato Hospital

㻌 㝔䛷䛾⅏ᐖ་⒪యไᩚഛ

ᩍカ

䠍䚸㝔䛾ᵓ㐀䜢⪃៖䛧䛯䚸⅏ᐖ་⒪᪂タ㒊㛛䛾タ⨨
㻌 㻌 㻌 䛸⫋ဨ䛾㓄⨨
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㝔䛾タഛ䛺䛹䛾☜ㄆ䛺䛹
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌↓
䠎䚸ྛ㒊⨫䛾㓄⨨䜢⪃៖䛧䛯䇾ᝈ⪅ᦙධື⥺䇿䠙TTT
㻌 㻌 㻌 䛾Ỵᐃ㻌 㻌 㻌 㻌 䠖䝬䝙䝳䜰䝹సᡂ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌↓
䠏䚸カ⦎䛷䛾᳨ド
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌↓
䠐䚸㻌 䠍䞉䠎䛾ぢ┤䛧

Ṹᴾ ᨈϋܹἰἝἷỴἽỉૢͳίܱႎễὸᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᾉỴἁἉἹὅỽὊἛỂቇ̝҄ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ἨἻỶὅἛጀỂᎋảẰẶỦẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ൿộẾềẟỦᘍѣỊТụᡂỮỂấẪẇḵႏầ࣎ܤᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ḷႆḛ˳СႆѣḜỉỚỂᨈϋμՃỉᣐፗܦʕẇᴾ
Ṹᴾ ࠝỆἻỶἧἻỶὅỉἓỹἕἁᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ բ᫆ໜỉेẆඹẟЈẲẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ḷᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᚐൿίấỊẦẦỦὸᾉࢹẉỆὉὉὉᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ḷᨈϋᚨͳỉͻỊႏẇḷѣỆấẬỦ࣎ܤज़ᴾ

TTT䠙Triage䝖䝸䜰䞊䝆, Treatment⒪, Transportᦙ㏦

ͤ≧ἣタᐃ䞉≧ἣカ⦎䛷䝬䝙䝳䜰䝹䜢ᛕ㢌䛻
㻌 㻌 ≧ἣ䛻ྜ䜟䛫䛶㢌䜢䛖カ⦎䟿 Iwate Prefectural Ofunato Hospital
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ᵐᵎᵏᵏ࠰ᵑஉᵏᵏଐᵏᵒᾉᵒᵔᴾ
ᵫᵗᵌᵎᴾ ٻᑔบࠊᩗࡇᵔࢊẆᴾ ி҅ٽ૾עබඌעᩗႆဃᴾ
ٻᑔบࠊᴾ ͅټᾉ୯ụᴾ ൢภஇ᭗ᾄḥᵍஇ˯ᵋᾃḥᵊᴾ
ฺϋෙ൦ภί൦ขᵓᾼᴾ ᵏᵐᾉᵎᵎὸᾉᵕᵌᵐḥᴾ
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Ⓨ⅏ᚋ㝔⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊

㻌 ᮏ㒊ሗ

䠍䠐䠖䠑䠌䇾⅏ᐖ་⒪యไ䇿Ⓨື䠄㝔ෆᨺ㏦䠅
㻌 㻌 →䝬䝙䝳䜰䝹䛻ᇶ䛵䛔䛶䝖䝸䜰䞊䝆䝫䝇䝖
㻌 㻌 㻌 㻌 R,Y,G䚸㑇యᐜタ䛺䛹タ⨨䛧䚸ྛ㒊⨫
㻌 㻌 㻌 㻌 ᮏ㒊䛻ሗ࿌
㻌 䕺㝔䞉⫋ဨ䞉ධ㝔ᝈ⪅䛺䛹䛾Ᏻྰ☜ㄆ
㻌 䕺㥔㌴ሙ⮫䝦䝸䝫䞊䝖☜ಖ
㻌 䕺┴⅏ᑐᮏ㒊䛻≧ἣሗ࿌
㻌 䕻EMIS㻌 CP䝎䜴䞁䛾䛯䜑㝔≧ἣ䚸
㻌 㻌 㻌 DMATሗⓎಙ⬟䚹
㻌 э䛣䛾Ⅼ䛷እ㒊䛸䛾㐃ᦠάື䜢༙䜀᩿ᛕ.
㻌 㻌 㻌 䇾⫼Ỉ䛾㝕䇿 㻌 ᮶DMAT䜈䛾‽ഛ䚹

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

Iwate Prefectural Ofunato Hospital
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Iwate Prefectural Ofunato Hospital
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┴❧⯪Ώ㝔䠖㟈⅏๓䛾ᕷ⾤ᆅ
ᾐỈᇦ
㝔᪉ྥ

ᅜ㐨45ྕ⥺
⯪Ώ‴
ጲ㊰་⒪䝉䞁䝍䞊ᥦ౪䠖3/12
Iwate Prefectural Ofunato Hospital

CSCATTT

㝔⿕⅏≧ἣ

CSCATTT

䕺⫋ဨ
䕺ධ㝔ᝈ⪅䞉㠃⪅䞉እ᮶ᝈ⪅䚸⾡ᝈ䛺䛹
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠖ேⓗ⿕ᐖ䛺䛧䚹
㻌 㻌 ᡭ⾡䠐௳㐍⾜୰→䛯䛰䛱䛻䠏௳୰Ṇ䚹
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛧䛛䛧䠍௳䛾䜏୰Ṇྍ⬟䛺䜛䜒᭱ᚋ䜎䛷⾜䚹
䕺ᘓ≀䠖⿕ᐖ䛺䛧
䕺䝷䜲䝣䝷䜲䞁䠖
1䚸㟁Ẽ䞉䞉䞉㟁→䛯䛰䛱䛻⮬ᐙⓎ㟁ᶵ✌ാ
㻌 㻌 㔜Ἔ䠖๓᪥䛻⿵䛧‶䝍䞁≧ែ䠙6䡚7᪥㛫㐠㌿ྍ⬟
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄㏻ᖖ䝍䞁䜽༙㔞䛷⿵䛧䛶䛔䜛䠅

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㝔⿕⅏≧ἣ

2䚸䜺䝇䠖ㄪ⌮⏝䛺䛹䛻䛿ᙳ㡪䛺䛟༑ศ䚹
3䚸Ỉ䠖ᒇୖ㈓Ỉ䝍䞁䜽䚸ཷỈᵴ䚸㓄Ỉ⟶
㻌 㻌 㻌 㻌 䠙␗ᖖ䛺䛧䚹
㻌 㻌 䛯䛰䛧ᕷỈṆ䚹
㻌 㻌 㻌 䝍䞁䜽ෆ䠙240䡐䚸1㛫⣙20䡐⏝䚹
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌↓
㻌 㻌 㻌 ᦆയ䛧䛯㝔䜘䜚⣙300䡉䛾ᡤ䛾㓄Ỉ⟶
㻌 㻌 㻌 䛾ಟ⌮䜢⾜䛔3/12㻌 14䠖10䛻ᕷỈ౪⤥㛤䚹
㻌 㻌 䠄3/12㻌 06䠖15୍᪦Ỉ㊊䛻䛶㏱ᯒ⬟䠅

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

⮬ᐙⓎ㟁ୗ䛾㝔

CSCATTT

CSCATTT

3/11ኤ᪉䡚ኪ㛫

Iwate Prefectural Ofunato Hospital
Iwate Prefectural Ofunato Hospital
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CSCATTT

Ⓨ⅏䠎᪥ᚋ῝ኪ

⫋ဨ䛾⿕⅏≧ἣ

CSCATTT
㒊㛛㻌

ṸᎰՃͤࡍሥྸᢿᧉᚨፗᴾ
ṸᢿፙϋἉἧἚίᵑʩˊὸᴾ

ᖹᡂ䠎䠏ᖺ䠏᭶䠎䠎᪥

ᮏ㻌 ே㻌

ᐙ㻌 ᪘㻌

ᐙ㻌 ᒇ㻌
ቯ㻌

ᐙ㻌 ㈈㻌

◚ᦆ㻌

་㻌 ᖌ㻌

㻌㻌

㻞㻌

㻝㻌

㻌㻌

㻝㻝㻌

┳㻌 ㆤ㻌

㻌㻌

㻝㻜㻌

㻟㻤㻌

㻞㻟㻌

㻢㻥㻌

⸆㻌 㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻞㻌

㻝㻌

㻠㻌

ᨺᑕ⥺㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻞㻌

᳨㻌 ᰝ㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻝㻌

㻡㻌

ᰤ㣴㻌

㻌㻌

㻣㻌

㻣㻌

㻌㻌

㻣㻌

䝸䝝䝡䝸㻌

㻌㻌

㻟㻌

㻞㻌

㻞㻌

㻡㻌

ど㻌 ⬟㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

䠩㻌 䠡㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

స㻌 ᴗ㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

་⒪┦ㄯ㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻝㻌

㻞㻌

䜽䝷䞊䜽㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻠㻌

㻌㻌

㻠㻌

㻌 ົ㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻝㻌

㻝㻌

㻞㻌

㻞㻞㻌

㻡㻡㻌

㻞㻥㻌

ィ㻌

㻜㻌

⯪Ώ㝔⫋ဨᩘ
་ᖌ
㻌 㻌 䠐䠔ே
┳ㆤᖌ㻌 㻌 㻌 䠎䠔䠒ே
⿵ຓ┳ㆤᖌ㻌 䠐䠌ே
ົ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎䠒ே
䛭䛾㻌 㻌 䠍䠍䠌ே
⥲ᩘ㻌 㻌 㻌 㻌 䠑䠍䠌ே

ͤ┳ㆤ⛉➼䛸᳨ウ
㻌㻌㻌㻌㻌↓
⿕⅏⫋ဨ䜢2ே䠍⤌
䛷୍ᖐᏯ䛸䛧䛯䚹

㻝㻝㻝㻌

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

CSCATTT

㝔ෆ䠄⡆᫆䠅↓⥺ᶵぶᶵ
䠖ᕷෆ༙ᚄ5䡇䡉㏻ヰྍ⬟

㏻ಙタഛ
⡆᫆↓⥺ᶵ䜰䞁䝔䝘

⾨ᫍ㟁ヰ䠄NTT䝽䜲䝗䝇䝍䞊䠅

ᵠᵣᵥᵟᵬទλʖܭểẲềẟẺầᴾ
᧓ỆӳỪẵẇᴾ

㝔ෆྛ㒊⨫㛫䜲䞁䝍䞊䝣䜷䞁
┴ᶵ㛵㛫㜵⅏↓⥺㟁ヰ

㝔ෆ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊
䠇DMAT⌧ᆅᮏ㒊

┴❧ᶵ㛵㛫㜵⅏↓⥺

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

⾨ᫍ㟁ヰᅛᐃ䜰䞁䝔䝘

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

2011/3/11䡚12㻌 ᝈ⪅䝸䝇䝖䡚䠄1䠅

⅏ᐖ་⒪యไ㒊⨫タ⨨
CSCATTT
䝖䝸䜰䞊䝆䝫䝇䝖

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

Iwate Prefectural Ofunato Hospital
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2011/3/11䡚
䡚12㻌 ᝈ⪅䝸䝇䝖䡚䠄2䠅

2011/3/11䡚12㻌 ᝈ⪅䝸䝇䝖䡚䠄3䠅

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

2011/3/11䡚12 ὠἼ䛻䜘䜛ᛴᛶᮇᝈ⪅
Date㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Total No. R㻌 㻌 㻌 Y㻌 㻌 G㻌 㻌 㻌 B㻌 Bฎ᪉
3/11㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 98㻌 㻌 㻌 㻌 18㻌 㻌 28㻌 㻌 43㻌 㻌 9㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄ᚋṚஸ2䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䠄┴❧㔩▼㻌 21㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 2

3/12㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 137㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 䠄┴❧㔩▼㻌 110

7

Ⴤᇌٻᑔบ၏ᨈᴾ

㻌㻌㻌㻌㻌䠅

12

11㻌 㻌 21㻌 㻌 105㻌 0㻌 314
4

23

83

ɤᨕᐯѣᢊᴾ

0㻌 㻌 37/83䠅

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
3/13㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 185㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 253

ᢊᾃᾄӭዴᴾ

ͤB:䛩䜉䛶⁒Ỉ䚸㻌
㻌 㻌 R䠖Ẽ㐨⇕യ1䚸ከⓎ㦵ᢡ5䚸⫢◚䞉䝅䝵䝑䜽1䚸䛭䛾䛿⁒Ỉ䞉྾䞉⫵⅖

ᅜᅵᆅ⌮㝔ᾐỈᅗ㻌 䜘䜚

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

Ỉ

䛸పయ

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

䛾㛵ಀ

ὠἼ⅏ᐖ䛷䛾ᩆຓ䛾ᅾ䜚᪉
䠄US㻌 Coast Guard䠅

Ỉ

䠄Υ䠅㻌 㻌 ព㆑᫂䛻⮳䜛㛫㻌 㻌 㻌 ண⏕Ꮡ㛫

㻌 㻌 䠄ḟ⅏ᐖ䛾༴㝤䛒䜛䜒䠅
㻌 㻌 㻌 Ⓨ⅏ᚋ3㛫௨ෆ䛻㒊㝲䜢㞟୰ⓗ䛻
㻌 㻌 㻌 ᩆຓάື䛻ᢞධ䛩䜜䜀ᩆ䛷䛝䜛
㻌 㻌 㻌 せᩆຓ⪅䛜ቑ䛘䜛ྍ⬟ᛶ䛒䜚䚹
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌↓
䛣䜜䛻ᇶ䛵䛔䛶✀䚻䛾䝝䞊䝗䞉䝋䝣䝖䛾ᩚഛ
䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢せ䛩䜛䚹

0Υ௨ୗ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 15ศ௨ෆ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 15䡚45ศ
0䡚5Υ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 15䡚30ศ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 30䡚90ศ
5䡚10Υ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 30䡚60ศ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 1䡚3㛫
10䡚15Υ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 1䡚2㛫㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

1䡚6㛫

15䡚20Υ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 2䡚7㛫㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 2䡚40㛫
20䡚25Υ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 2䡚12㛫㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 3㛫䡚᫂
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ᇦෆᝈ⪅ᦙ㏦

ᇦෆᦙ㏦

ᡛέᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵑஉᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵒஉᴾ
䝦䝸㻌 㻌 㻌 ᩆᛴ㌴䞉䝞䝇➼
ᒾᡭ་
ᮾ
┴❧୰ኸ㝔
┒ᒸ᪥㉥㝔
┒ᒸ⒪㣴䝉䞁䝍䞊
ᯇᅬ➨㝔
⥲ྜⰼᕳ㝔
┴❧୰㒊㝔
ୖ῭⏕㝔
┴❧⫹ἑ㝔
┴❧Ụ่㝔
┴❧☬㝔
୍㛵㝔
┴❧༓ཕ㝔
䛭䛾
ィ

㻌㻌㻌㻌㻌㻌

䠐 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍䠒㻌 㻌 㻌 㻌
䠍 㻌㻌㻌㻌㻌䠍
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎
䠎 㻌㻌㻌㻌㻌䠔
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍
䠐 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎䠌
䠓 㻌㻌㻌㻌㻌䠒
䠍 㻌㻌㻌㻌㻌䠌
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠔
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠏
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠌
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍䠑
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎䠕
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎
䠍䠕㻌 㻌 㻌 㻌 䠍䠍䠎

䕺ΰ䛩䜛┴DMATㄪᩚᮏ㒊䜢⤒⏤䛧䛯ᦙ㏦ඛ䛾
㻌 㻌 ᡭ㓄䚸䝦䝸䞉ᩆᛴ㌴䛾☜ಖ䛿ᛴᛶᮇ䛻䛿䛻
㻌 㻌 䛔䛛䛪䚹
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌↓
䕺3/14௨㝆䚸⮬⾨㝲㔝ᡓᩆᛴ㌴䜢㝖䛟ᩆᛴ㌴䛺䛹
㻌 㻌 䛾ᾘ㜵㛵ಀ䛾㌴୧䞉㜵⅏䝦䝸䛾ᡭ㓄䚸䛚䜘䜃
㻌 㻌 ᦙ㏦ඛ㝔䛾Ỵᐃ䞉ᡭ㓄䛿⌧ᆅᾘ㜵⤒⏤䚸
㻌 㻌 䛚䜘䜃㝔㛫΅䛻䛶䛧䛯䚹

䝦䝸㻌 㻌 ᩆᛴ㌴䞉䝞䝇➼
䠎 㻌㻌㻌䠍
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 䠌
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 䠍
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 䠌
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 䠌
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 䠌
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 䠓
䠎 㻌㻌㻌䠍
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 䠌
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 䠌
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 䠌
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 䠌
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 䠏
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 䠒
䠌㻌 㻌 㻌 㻌 䠏
䠐㻌 㻌 㻌 㻌 䠎䠎
Iwate Prefectural Ofunato Hospital

Operation “Tomodachi”

䇾᮰䛾㛫䛾ఇᜥ䠛䇿㻌 㻌 3/14
ᡭ⣡ᇶᆅᡤᒓ㻌 USAF㻌 䠍䠔WG/33RQS㻌 㻌 㻌 HH60G

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

ཧ㞟DMAT

ཧ㞟DMAT (2)

䕺3/12㻌 06䠖25㻌 ⛅⏣⤌ྜ㝔䚸㞝୰ኸ㝔
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

3/12

㻌 07:40 ඵᡞᕷẸ㝔䚸
㻌
⛅⏣Ꮫ
㻌
ᕝᓮ་䚸
㻌
ఀ㑣୰ኸ㝔
㻌
ᇸ⋢་䚸
㻌 10:43 ᐩᒣᏛ

ጲ㊰་⒪䝉䞁䝍䞊䚸
11:13 ᪂Ⓨ⏣㝔
┒ᒸ㉥༑Ꮠ㝔䚸
ᚨᒣ୰ኸ㝔
㫽ྲྀᏛ䚸
10:55 Ṋⶶ㔝㉥༑Ꮠ㝔㻌 㻌

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ㏲ḟ฿╔
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ཧ㞟DMAT-(3)

⯪Ώ㝔䛷䛾DMATάື

3/15㻌 08:53 ᕝཱྀ་⒪䝉䞁䝍䞊
㻌 㻌 㻌 㻌 01:51 ᅜ❧㝔ᶵᵓ⏣㝔
㻌 㻌 㻌 㻌 08:15 ┦⃝㝔
3/16㻌 11:00 ㏆␥Ꮫ
3/17㻌 14:20 ᮾி་⛉ṑ⛉Ꮫ 㻌 㻌 ィ㻌 䠍䠕㝲

 㻝䚸㝔ᩆᩆᛴ䝉䞁䝍䞊㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻟ḟᩆᛴᝈ⪅デ⒪ᨭ㻌
㻌 㻌㻞䚸㔜ᝈ⪅ᇦෆᦙ㏦ᨭ㻌
㻌 㻌 㻌 䠄㻝䠅ᩆᛴ㌴㻌
㻌 㻌 㻌 䠄㻞䠅䝦䝸ᦙ㏦㻌
㻌 㻌㻟䚸㑊㞴ᡤ་⒪䝙䞊䝈ഄᐹάື㻌
㻌 㻌㻠䚸㑊㞴ᡤᩆㆤάື㻌
Iwate Prefectural Ofunato Hospital

DMATάື-䠄1䠅

DMATάື-䠄2䠅
䕺3/14䠖ཌປ┬DMATᮏ㒊䛸᧔➼᳨ウ䚹
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ ίჄᵢᵫᵟᵲᛦૢஜᢿᴾ ᡲዂỂẨẵὸᴾ
䇾⅏ᐖつᶍ䞉⠊ᅖ䛻㚷䜏ளᛴᛶᮇ་⒪䝏䞊䝮
䛾ᒎ㛤䜎䛷㑊㞴ᡤ་⒪䜈䛾䝃䝫䞊䝖䜢᳨ウ୰䇾
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌↓
䛣䜜䜢ཷ䛡䚸ᗘ䝭䞊䝔䜱䞁䜾䜢⾜䛔䚸⿕⅏ᆅ༊

Ṹᵑᵍᵏᵐᴾᴾႆࢸࣱ࣯ỉͻٳễỄỉҔၲἝὊἌᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ὉὉὉỖỗኳʕᴾ
Ṹ၏ᨈૅੲᵢᵫᵟᵲᾉᵑᵍᵏᵐ࢘ᨈПბỊẳỜỦẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ḷᴾ
ᴾ ᴾ ࣯ἍὅἑὊҔၲૅੲầỖểỮỄᴾ
ṸྵئѣỉἝὊἌỊễẲẇί࠼ርẴẩỦὸᴾ
Ṹᵑᵍᵏᵑᴾ ᴾ ॸࣱ၌धỉࣱ࣯فफẆᕤỉ්ЈễỄᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ồỉࣖݣỆ҄٭ẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ḵἱὊἘỵὅἂỂગӓửᎋॾẇᴾ

㑊㞴ᡤ䛾☜ㄆ䛸་⒪䝙䞊䝈ㄪᰝ䛾䛯䜑ྛ
DMAT䜢ᢸᙜᆅ༊䜢Ỵ䜑䛶ὴ㐵䚹
䠄ᕷ⅏ᑐᮏ㒊㑊㞴ᡤሗ㐃ᦠ䠅

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

ٻᑔบࠊݣஜᢿऴإưƷᢊែཞඞ

⯪Ώᕷ⅏ᑐᮏ㒊㑊㞴ᡤሗ
3/12ᮅ

䛣䛾ሗ䛻ᇶ䛵䛝䚸㑊㞴ᡤὴ㐵DMAT䛻ᙜ㝔䜘䜚㐨ෆ䜢
1ྡ䛴䛡䛶䛺ྛᆅ༊㑊㞴ᡤ䛾་⒪䝙䞊䝈䞉≧ἣഄᐹάື
䜢⾜䛳䛯䚹
Iwate Prefectural Ofunato Hospital

Iwate Prefectural Ofunato Hospital
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DMATάື䠄䠍䠅

㉺႐᮶ᆅ༊䠙ᚨᒣ୰ኸ㝔
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪂Ⓨ⏣㝔

┒ᆅ༊䠖Ṋⶶ㔝㉥༑Ꮠ㝔
Ⴤᇌٻᑔบ၏ᨈᴾ
㉥ᓮᆅ༊䠖ఀ㑣୰ኸ㝔
⯪Ώᆅ༊
㻌 㻌 䠖Ṋⶶ㔝㉥༑Ꮠ㝔
⥤㔛ᆅ༊䠙᪂Ⓨ⏣㝔
㧗⏣୍୰䠙ᐩᒣᏛ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪂Ⓨ⏣㝔
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ṋⶶ㔝㉥༑Ꮠ㝔
⡿ᓮᆅ༊䠖㧗⏣㝔
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 デ⒪ᡤ

ᮎᓮᆅ༊䠙㞝୰ኸ㝔

ᑠᆅ༊

ᗈ⏣ᆅ༊䠖ᙜ㝔
ᅜᅵᆅ⌮㝔ᾐỈᅗ䜘䜚

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

DMATάື䠄䠎䠅

㝔ෆ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䠇DMAT⌧ᆅᮏ㒊
㝔
㝔ෆ
⅏

CSCATTT

ἨἼὊἧỵὅἂᴾ

㞝୰ኸ㝔ᥦ౪

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

DMATάື䠄䠏䠅䠖㑊㞴ᡤ

Ṹॸࣱ၌धỉᕤдɧឱᴾ
Ṹ၏ᨈỆờᕤд̓ዅễẲᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ḷᴾ
ᴾ җЎễϼ૾ỂẨẵẇᴾ

Ṋⶶ㔝㉥༑Ꮠ㝔ᥦ౪

㞝୰ኸ㝔ᥦ౪
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ᚋ䛾DMATάື䛾ᩍカ䛸ㄢ㢟

ὠἼ⅏ᐖᛴᛶᮇ䡚ளᛴᛶᮇάື䛾
ၥ㢟Ⅼ

䕺⅏ᐖ✀ู䛻䜘䜛䐟άືෆᐜ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ex)ᆅ㟈䚸ὠἼ䚸ὥỈ䚸CBRNE
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠άືᮇ㛫㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐡ᦙ㏦⸆ရ㻌 㻌 䛺䛹䛾๓᳨ウ䞉‽ഛ
㻌 㻌 →┴䛺䛹䛸᳨ウ䛧౪⤥యไ䛾ᩚഛ䜢ᅗ䜛䚹
䕺㒔㐨ᗓ┴DMATㄪᩚᮏ㒊ᙉ䛾ᅾ䜚᪉
䕺DMAT⌧ᆅάືᮏ㒊ᙉ䛾ᅾ䜚᪉
㻌 㻌 㻌 +⿕⅏ᕷ⏫ᮧ⅏ᑐᮏ㒊䛸䛾ሗ㐃ᦠᙉ
䕺⾨ᫍ䝕䞊䝍㏻ಙᶵ⬟䛾ᙉ
䕺་⒪ᑓ⏝↓⥺䛾ᩚഛ
䕺䛭䛾

1䚸ᛴᛶᮇάື䛸䝙䞊䝈䛾┦㐪
㻌 㻌 (1)άື⠊ᅖ䛜ᗈ⠊ᅖ䞉䞉䞉䇾ᐃᆅ㟈⅏ᐖ䛸␗㉁䇿
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⛣ືᡭẁ䚸ሗ㞟䠖㑊㞴ᡤ䛾ሙᡤ䚸
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㑊㞴ᩘ
(2)ᦠᖏ⸆䠖⏕ά⩦័య䛾⸆
2䚸㑊㞴ᡤᩆㆤᡤ䛾ᙧᡂ
㻌 㻌 䠄1䠅⾨⏕⎔ቃᣦᑟ
㻌 㻌 䠄2䠅⾜ᨻ䛸䛾ሗ㐃ᦠ䠖ሙᡤ䚸ᩘ䚸㑊㞴⪅ᩘ
㻌 㻌 䠄3䠅៏ᛶᝈ䜽䝇䝸ὶฟ⪅䜈䛾ᑐᛂ
㻌 㻌 䠄4䠅ᝈ⪅ᦙ㏦ᡭẁ䚸㐃⤡ἲ
Iwate Prefectural Ofunato Hospital

Iwate Prefectural Ofunato Hospital

┴ಖ⚟♴㒊䜘䜚
ⰼᕳ✵ SCU
䇾⚍䜚䛾ᚋ䇿䠛
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みなさん、これはご存知だろうが、

´ĨǩǍǔǻºÁňǫ3Ï
ȰĠƙÆÂºÁ³ȰĨĴOĠƙȱ

ƤçĨĴrĠƙ
ÊYÊ¥ȏȬȑȮ
ĵHų

みなさん、これはご存知だろうが、

みなさん、これはご存知だろうが、

前日、こんな予言もあった。信じてないけど

基地病院は２４時間体制

Ƥç DMAT
O
ƣĄc

3チームの DMAT

派遣先は宮古

Mar. 11
1th to 15
5th.

その後の医療支援隊 12チーム

－110－

宮古も被害が大きい都市のひとつ

基地病院は２４時間体制

Ƥç DMAT
O
ƣĄc

派遣先は宮古

3チームの DMAT

Mar. 11
1th to 15
5th.

その後の医療支援隊 12チーム

Miyako is famous for being strong against tsunami, but…

市役所近くから

市役所近くから

唯一病院へ通じるのは墓地の中の細道だけ

－111－

Miyako hospital

Vehicles of DMATs

àƍǬŚÖƢũǏƄǚǷǛǊi³
本部

病院と意思疎通しやすい場所

受付

宮古病院の動線、手際すばらしい！！

－112－

Interim records of Triage

ȵÝȳȵÒǛǥǩJƟǙǤǊǟȿɁȽ
•
•
•
•
•
•
•
•

ǫ

ƤçĨ
9py
ƑƐȰŀ¹ǐłǊǠȱ
#py
ĲĘpy
ÐĈpy
ƥ
gđCp

Ǐ+ǤǢǤǙǲǋ

DMATの基本は「４８時間以内の救急」

しかし、被災地の状況が全く評価されていない！

pǃ[ǃƩǃȯ

「残るのは青森1チームだけ」

Time is up for the Hero?

ǫ

Ǐ+ǤǢǤǙǲǋ

°ǆǯǫĚǙƁǺ

DMATの基本は「４８時間以内の救急」

しかし、被災地の状況が全く評価されていない！

• ŀ¹àƍǫƢũĝR
ȰȜȧǫŠůǬ+ǤǖǖǫŦPǏ¡Šȱ

「残るのは青森1チームだけ」

• Ȝȧ·ǫ)ĖǫĝR
ȰǙǎǙȜȧŠůǫŦPǿàƍǥǦǢǟǄ
×ƔǿöǴǻǦǐǠǔƢũPŋǦǫǖǦȱ
• °ǆnǫƽƾƻǁǬmÑǥÅKǛǻǅ
Time is up for the Hero?
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ƤçĨýƊ
PKÞDMAT
3P11KÛÜ

oj


ǫü>ďø

7&


3P12KÛÜ

?j»8X

?j»8X

3P13KÛKÜ

宮古病院支援

,jFC

3P14KÛPÜ

,jFC

,jFC

3P15KÛbÜ

?

n0`)V»8
X
|3sa»SCU
^ÛÕ×Ü
岩手県田野畑村


Ý

f
Ý

Ý

Ý

Ý

Ý


での外来診療支
援
Õ×»,j§
(tA¿H |3saD
,jFC9
Á1Bofi |3sa6!D
FC
EÛßÑÚÖ¼ÆÜ E
S»¿%TkF FC
CÛ2ÑÚÖÜ

°ǆȒȮȡǙǎǨǊǏǄŧǩ*ǻǅ
ǃǣǲǺĒcºÁ³ǿƇ\ǩÆƝǅ
赤タッグエリア

Ý



3P16KÛ[Ü

Ý

Ý

u\g¿`)V
,jFCÛ3 |3sa»SCU »SCU^Û4Ü
Ü
^Û5Ü9E MK®ÈHd^
¾r}*

3P17KÛQÜ

Ý

Ý

,jFCÛ3
Ü

Ý

u\g¿`)V
»SCU^Û5Ü

3P18KÛÜ

Ý

Ý

DMATq2o
IRÛ9¨
SCU^Ü

Ý

Ý

ĳǿǻ<;ǬD1ǙǤǊǻǏȭȭ

Ëť
• 0ĤǏƆǼǤǵǩǟǢǟǅ
• ĶƚǬü>¸Čǿ½ǛǋǡǩÅK×ßǏƀ
ǻǅ
• ǇÔßǈǇ¥¦ßǈǇȶȹ×ƔǈǫǿŇǌǤǍǒǅ
• Ķ ƚǿýƊǛǻȋȍȔȡǿǢǤǍǔǅ

来院者数と入院人数

整形がいない。
循環器がいない。

OĠƙĺȱǥǫ
Mŧ¨ňÍǄ*ƙ¨ňÍ
• ÝȶÒF9ȶ×Ēb
ǃǃȷȶȶVMŧǄȳȴȸV*ƙ
• ÝÒF9×Ēb
ǃǃȹȵȲVMŧǄȳȷȸV*ƙ

重症外傷は少ないが、入院を要する患者は多い
他の施設は入院できない。

溢れる！

ライフライン（水さえ）復旧しない。手術できない。
退院のめどがたたない。
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死因（阪神との比較）
  

(ĠňÍȰƖİǦǫñżȱ





 


  


























  
   


      
 


  
 

Eastern Japan
in 2011

All or Nothing

Kobe
in 1995

ØíDMATī$ǥª}ǛǻfÃƁţĜ

Ëť
DMAT
D
DM
MAT
T
Ĩàƍ

• ǲǜǬǄĊ¸ČĠƙǿ{Ǽǅ

Ęņ

œ
œĳă
ĳă
ă
(SCU)
SCU
U)

• ŴȑȓȈǦǬŢǌǨǊ*ƙ¨ňǏĆǼǻ

O
Ę

• Ż(ňǦŢǌǧǵźƙÃƁǛǻ¡ŠǉǺǅ

しかしその前に被災地内をなんとかしないと

ØíDMATī$ǥª}ǛǻfÃƁţĜ

DMAT
D
DM
MAT
T
Ĩàƍ

46時間までの搬送患者ボード

Ęņ

œĳă
œ
œ
ĳă
ĳă
(SCU)
(S
(
SC
CU
U)

O
Ę

緊急度が低いと言う理由でほとんど搬送されていない
しかしその前に被災地内をなんとかしないと

－115－

ǫ

Ëť

Ǐ+ǤǢǤǙǲǋ

DMATの基本は４８時間以内の救急

しかし、被災地の状況が全く評価されていない

• fÃƁǸǺ)ǩǄf.ÃƁȯ

避難民をどうするか。
（もうひとつの差し迫った問題）

Time is up for the Hero?

ǫ

ニーズが無くなったのではなく、
被災者は病院に来れないのでは？

Ǐ+ǤǢǤǙǲǋ

DMATの基本は４８時間以内の救急

しかし、被災地の状況が全く評価されていない
避難民をどうするか。
（もうひとつの差し迫った問題）

ÍǏÕ
ƌơ³ÍǄi³ǏÕ
ȰǩȹȲȅ³Ǧ3Õȱ
Time is up for the Hero?

がれき
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ōŃ

ŹĀs

ôǏǮǎǨǊ

cĥ÷

ĉ
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ȆȐȧȬŶ

ĎŲǬǉǻǏŜĊcǩƏƁǥǐǨǊ

ƢũƄ

テキスト

/ǌǻ

&Ƣ

－118－

ƌơòǏ

Ə

ライフラインを失っている



急いで評価したい

避難所はどうなっているのか？
何人いるの？
何処に？
どうやっていけるの？
いつ行けるの？
だれが？

ŜĊcǫďøµÀǏǲǠ

Ëť
• cfǫȗȮȎǿµÀǙǽǅ
• ǲǜǬǇďøŨ ǈǏ¡Šǅ
• ¨ňǫȗȮȎǏǨǊǫǥǬǨǒǄǇáǼǨǊǈ

oÍǫŜĊňǏŞÍǫƌơ³ǩLǺì
ǘǼǤǊǻǦǫǋǾǘǅ
&ƢǄÏôǄÙ²ǫÓǫǴǧǬǟǢǤ
ǊǨǊǅ
Ô¥ǩCģǫȗȮȎǿĭūǙǄ(Ġňǿ
ȕȧȁȮȌǛǻ¡Š

ü>ǩƘ}ǈǙǤÆÂǿõǴǤ
• cfǬǇ
ǊǻǫǥǬǨǊǅ
• ǿõǴǻǰǐǎǘǌǄ©hĤ#ǥǐǨǊǅ
• ĊÆÂǿǒŇǌǻ¡ŠǏǉǻǅ

ȳȒȮȡǥĦǙǨǏǹǥǬčēȯ

50〜68 DMAT 花巻空港の SCU

50〜68 DMAT 花巻空港の SCU

「仕事をしたい」「待機ばかりで暇」との情報あり

「仕事をしたい」「待機ばかりで暇」との情報あり

宮古にまわしてもらえないだろうか？

宮古にまわしてもらえないだろうか？
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SCUよりも「現地にもっと」DMATが必要

SCUよりも「現地にもっと」DMATが必要

救急車での搬送では1日潰れる

救急車での搬送では1日潰れる

Taro

DMAT
Pref.HQ

Taro

DMAT
Pref.HQ

Miyako
M

Miyako
M
Mi

Yamada

œ
œĳă
ĳă
ă
(SCU)
SCU
U)
68 DMATs
DM
MA
ATs
T

Yamada

1ǃDMAT
Tだけ

1ǃDMAT
Tだけ

œĳă
œ
œ
ĳ
ĳă
ă
(SCU)
(S
(
SCU
CU )
68
6
8 DMAT
DMATs

状況評価
行政との調整
病院前搬送

状況評価
行政との調整
病院前搬送

内陸への域内搬送

内陸への域内搬送

病院支援

病院支援

ȢȮȨǿM#ǥǐǨǊ

EMISǩǣǨǏǹǨǊ

DMAT のコミュニケーション手段が使えない

ȢȮȨǿM#ǥǐǨǊ

無線は短距離のみ

衛星電話は少ない
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⇐

これだけが頼り

ŀ¹

ǩǍƪǊǙǟǏȭȭ
Ëť

「１チームだけで救急外来担当に入ってしまう」
「本部機能がなくなる」
「地域の状況がいまだに不明」

• čǊǵǫǪǠǺǿǙǤǵwǲǹǨǊǅ
ÞǻǵǫǥqǙǸǋ

「入院患者であふれる。外傷以外で緊急度低くても
内陸へ搬送する必要あり。搬送チームも足りない」
現地のニーズが伝わらない

• 県ŀ¹àƍǬ

ÍǥplǞǋǅ

「次のDMATは送れない。 みんな忙しい。」
「それはヘリで搬送する基準でない」

• ȋȍȔȡǿ®ȀǥǄ ǿ§ǲǜǅ

「花巻空港のチームは広域搬送に備えて動かさない」
「DMATの役割って何？」

 ǫ5ė

Ëť

なんとかEMISで応援を求めたいが・・
断られた支援要請を掲示板に載せるのは、
勝手な行動かも？
青森県立中央病院からなんとか代行入力。
（それを見て駆けつけてくれたチームあり）

 ǩǬĻǎǨ©hǿȁȓțȪȮȖǛǻȋȍȔ
ȡǏǨǊǅ
Ȱ¾įãǩǉǡǖǡǎǹŪĻǿÛǐŽȀǥǸǊǫ
ǎȼ|ȱ

県統括本部に情報を上げたいが、忙しいようで
十分聞いてもらえず。

ŀ¹àƍǩǬ©hǿWǊǕǻȒȮȡǏ¡Š

どうにかして状況評価をしたい

どうにかして状況評価をしたい

そうだ

そうだ
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Interagency Communication!

他の機関と調整した現地対策本部

ǧǫêƕǵĨǎǹǫÆÂƜ

ŒŚƜ
ĀƗ

CģȒȮȡ
消防、警察、自衛隊、日赤医療救護班、市、県、保健所

Blackboard

毎日５：３０と１８：３０

毎回２時間近く
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Whiteboard

Paper

消火活動
道路復旧の進行具合
避難所へのアクセス方法
搬送車両
医療チームの投入
連絡体制
病院への水の供給なども申し出てくれた。

安全確保

災害拠点病院を守るのもDMATの役割

医療機関への水補給
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自衛隊医療班から４チーム

Ëť
êƕǦǫŰǬ©hǫ~ǅ
ƅÄǏǨǊǦǄCģü>Ǐ

àȯ

Ȱ¨ňǏáǨǊǦǄǵǋȗȮȎǏčǊǦ¤ǊŽȀǠǺȱ

ĒiUkǥǍ Ǌǫ ©ǿēšǙǄàǫG;
7ǿéĹǙǷǛǊǅ

不足したDMATのかわりに、地域に派遣

¥¦ßCģǦǊǋïǩƒǚǖǵǹǜǄ©h-Þǿǅ

日赤医療班から４チーム

自衛隊医療班から４チーム

不足したDMATのかわりに、地域に派遣
当初の救護所活動ではなく、DMATとして評価され
ていない地区に出動してもらった。

ǘǤǄďøŨ

Ëť
ǏŶǺǨǔǼǭǄ
ǫCģȒȮȡǿ5ėǙǽǅ
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ǫǠǏǄ

ĨĴĘĠƙ

ĨĴĘĠƙ

ĨĴĘĠƙ

ĨĴĘĠƙ
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説明し、患者を院外へ送るよう
に説得中

ロウソクのみ。
氷点下。
流れ着いた石油タンク。
泥の中から薬。
吸引、酸素なく既に４人死亡

残りの入院患者40人全員を孤立した病院から搬送。
preventable deathを未然に防いだ。

Ę "O".ƛǩÃƁǙǟǊ

+ǤǫÃƁǿŀ¹

ǩƨǛǻļǳ

海岸線の国道は不通。
山沿いの道路は重機で線路の下に掘削中

ヘリ要請はSCUに直接連絡しては駄目とのこと。

搬送用のDMATが不足している。

（ヘリ運行スタッフ：「暇でしたー。ほとんど待機でした」）

.ƛǯǫÃƁÑùǿèŤǙǟǊǏǄ
Ĩŀ¹àƍǎǹ©hǵǹǌǜ

自衛隊車両も（現地にあるのに）県の統括に依頼

Ȱ¢ǙǒǤũǛ×ƔǏǨǊȼȱ

必要。

（花巻空港から北上山地の山沿いの天候悪化の情報あったが）
統括：→「個別の質問には答えられない」

統括の仕事が「搬送だけで手一杯」で、チームの

（花巻空港から昼にはドクヘリが岩手を離れる予定との情報）

配置や情報収集・提供など、全体を配慮する余裕

統括：→「ヘリの予定を教えるわけにはいかない」と。

がないようだった。
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ŀ¹àƍǠǔǏ¢ǙǊǫǎǵǙǼǨǊǅ
ŀ¹àƍǩǬǇ©hKƟȭ¿ȒȮȡǈǿǅ
+Ǥǿŀ¹ǥȊȬȕȪȮȨǙǸǋǦǛǻǦǄ©hǏ
ƉǏƆǼǟǺǄƃŁǌǻǨǧȟȕȨȘȓȇǩǨǻǅ
Ēcǫü>àƍǷǀƼǂǩǝǻĸ`ǿǕǄŒę
ǿǕǻǟǱǋǏǸǊǅ
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後方搬送の受け入れ先

Ëť
ÑÃƁǫĠƙƋ}ǬŜĊcǎǹǥǬ_ơǅ
SĨǫ ©ǩ£ǚǤǄŭǏ·Ȱŀ¹ǨǫǎǄ
ĨǨǫǎǄŜĊcǫĒiǨǫǎȱǛǻǎǄ 9
ǩLǺöǴǤǍǒǅ
´ǬĨĴĠƙǏȴȲǉǺǋǲǒŘǢǟǏǄ
SĠƙǫƙƑǫG;ǦƅÄǏǅ
ǫ;ǥǬǨǎǢǟ

岩手県立中央病院始め、県立病院の協力体制に助けられた。
いっぽう医療局は県でまとめて病床を確保せず、被災地の病
院・DMATが被災地から自力で探すように、と。

他のミッション

他のミッション
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DMAT by
vehicle
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Tsunami
i crossed
cr
c
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this area.

後方搬送の拡充

ÿŒȜȧȊțȑȮǥǫĒi0>
• șȍő×Êű³ǥǫŧ
• cfòǫŧ

• p>ŌšƠřǫ¨ňǦĐ
ȧǥÃƁǅ

ġǫ¨ňǿȜ
のちに統括本部にも理解していただき、ヘリや
自衛隊車両も使用した
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内陸へ域内搬送：ニーズは終わっていなかった
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１３日以降が多い。

DMATは広域搬送、という空気がなかったか
Ǭİ±ǥŵǐǤǊǻȀǚǶǨǊǅ
ǖǫâBǥŵǐǤǊǻȀǠȯ
神戸では

ƱƲƺƳư

神戸では

東北外への広域搬送！

この後も山田病院の全患者の搬送

Ǉİ±ǈǫȕȦȃȠȼ
ĊǫȑȂțǏĞǨǻǫǩ
fÃƁǩǖǠǾǢǤǊǻǸǋǩǳǌǟ

Ëť

İ±Ǭ³ǫǘǨcƣǥ×ǫĦd
ƎdĊŒzǫĔĮǫǩǊǻ
ſǒǫĠƙǩî6ǛǻfÃƁǫ¡Š¦

ĊǬð^ȑȂțǏĞǨǻǅ
ƈIǫȕȦȃȠǩLǺǎǼǤǊǨǊǎȼ
ǃƖİāŷpƣĊǃǃǇ ǬfÃƁȯǈ
ǃıĩŃōŃ ÉǃǇ Ǭ¥¦ßȯǈ

âÒàpƣĊǫûúǬ
ĸ`ǥȂȬȚȦǫŜǏĕpǅ
2Ǭî6ǧǖǽǎǄĠƙǩžǺǣǔǨǊǅ

ǫ

¥¦ßǦ¦ßǿǣǨǓȋȍȔȡǏÕĭǅ
oǒǫCģÆÂȒȮȡǫǗu«ǠǢǟȼ
ǃ

ǏƫǔǣǔǤǒǼǟ

ĶƚǏIǢǟǩJƟǙǟȿɁȽɄ
•
•
•
•
•
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ÝÒȴȲȻȲȲ ±
ÝÒȺȻȲȲBɀɂǄ´Ĩ
ÝÒȳȵȻȵȲ9
ÝÒȳȸȻȲȲƤçĨ
ÝȷÒŔeǄEŕpǄÐĈp

Ëť
ĒcàƍǿƇ\ǛǻǫǩȵÒƔǬĪǛǑǻǅ
     

ǃƙ

Ēcü>àƍǨǧǫŀ¹
ǥü>ǥǐǼǭÞ=ǅ

ǬƄǫȒȮȡń¯ǎǹnǼǤǄ%

àƍǥǬħűǫ Ǐ ǨǊǅ
ħűǫ@?ǬȍȉȌȤȮȨlÚǏơǙǊǅ
ȷ ļǦǙǟiTǄľħűǫ@?ǫƎTǥǻȒȮȡ
ǏoǊǫǥǬǅ
ǲǥťŅǷą'ǿǙǤǊǟ
ƜZǥǄ^ǫǸǋǨ Ėǥ
ǫĊǥǵ ǏǨǎǢǟ ƉǫȣȒȝȮȋȥȬǿǧǋ"ǢǤǊǒ
ǎǅ

ŜĊňǫM*śÕ
• 9pyþ5Ë¼ǏÔßǩ ȭfÃƁȋȍȔȡǫȕȓ
țȞȮȌǩpǄĨĠǄ,±òǏ¨ňǿMǔ*ǼǻǖǦǿ
śÕǅ
ǦĨCģŖ?ŮǥǄMǔ*ǼŠůǏǉǢǟi
• ŀ¹
TǄG;ǛǻǖǦǿö}Ǚǟǅ
• ƞĨǥǉǺǄÎAaǵſǊǫǥÜpƘȯȯ

ǙǎǙǄŜĊňǫM*ŠůǨǙ
ȭȭȭǅ
ĨCģŖ?Ůǩĭūǅ
Ǉ´Ĩŀ¹
ǩƅĿǏǣǐǄƤçĨǬ¨
ňM*PŋǦǌǻǖǦǥǐǟǈǦǅ

• ƤçĳăǩĳŷǥǫM*ŠůǏǉǢǟiTǫ£Ǆĳă
ǎǹǫ1ÌÃƁǿLǺöǴǟǅ
• Ƃäƕ!ǫMǔ*ǼǵyǫƂäĊ©hȘȓȕȫȮȇś
Õǅ

Ëť
ŜĊĨǥǬ©hǏĂ ǙǤǊǻǬǜǅ
ŘÈUkǥǬǨǒǄCŒǹ´Ĩŀ¹
àƍǩƅĿǙǄŒǹǫNǥƤçǬMǔ*ǼPŋ
ǦǌǻǰǐǠǢǟǄǎǵǙǼǨǊǅ
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2011ᖺ3᭶11᪥
•
•
•
•

⤫ᣓDMATάືሗ࿌

▼ᕳ㉥༑Ꮠ㝔䜈⅏ᐖ་⒪ㅮ₇䛾䛯䜑⛣ື
ᮾ᪂ᖿ⥺䚸Ᏹ㒔ᐑ㥐䜢㏻㐣ᚋ
㟁
᳃㔝ඛ⏕䛛䜙䛾㟁ヰ

ཌ⏕ປാ┬DMATົᒁḟ㛗
ᅜ❧㝔ᶵᵓ⅏ᐖ་⒪䝉䞁䝍䞊
㏆⸨ஂ⚞

⿕⅏⪅䛛䜙ᩆ⪅䜈

ᩍカ䠍

• 1446ศ Ⓨ⅏䚸ᒣෆඛ⏕䛛䜙㟁ヰ
• 1448ศ ㌴ᤸ䛻ᣵᣜ䚸യ⪅Ⓨ⏕䛾ᑐᛂ䚸ሗ㞟
Ᏻ䛾䛯䜑㝆㌴䛧䛺䛔䜘䛖㌴ෆᨺ㏦
• 18㡭
ಖ 䝅䞊䝖䛜㓄ᕸ䛥䜜䜛
• 1930ศ ᩆຓィ⏬㛤ጞ
• 2030ศ ㌴ෆ䜘䜚᭱ึ䛻ᩆຓ䛥䜜䜛䚹
ᑠᏛᰯ䛻タ⨨䛥䜜䜛㑊㞴ᡤ䜈䝞䝇䛷ྥ䛛䛖
• 2100ศ യ⪅䜢Ⓨぢ䚸㝔ᦙ㏦䜢㣴ㆤᩍㅍ䛻౫㢗
• 2115ศ യ⪅䛻ྠ⾜䛧䚸ᅜ㝿ಖ⚟♴ሷ㇂㝔╔
⅏ᐖ་⒪䝉䞁䝍䞊䛻㐃⤡䠄ᙜ㝔䝏䞊䝮䛿Ⲉᇛ䠛䠅
䝍䜽䝅䞊䛷⚟ᓥ་䜈ྥ䛛䛖
䝁䞁䝡䝙ATM䚸ⓑἙ䛷䝍䜽䝅䞊
• 227ศ ⚟ᓥ་฿╔

• ᪂ᖿ⥺䛿䛩䛠䛻䛿㝆㌴䛷䛝䛺䛔䜚≀䛷䛒䜛䚹
• 㟈⅏䚸䛧䜀䜙䛟ື䛡䛺䛔䝸䝇䜽䛾䛒䜛䛣䛸䜢ᚰ
ᚓ䜘
• ణ䛧䚸JR䛾ᩆຓయไ䛿䜏䛤䛸䛷䛒䛳䛯

㌴ෆ㛢䛨㎸䜑㻌 ⣙6㛫㻌 ⿕⅏ᆅ䜈ฟⓎ䜎䛷㻌 ⣙7㛫

3᭶12᪥䡚13᪥

3᪥௨㝆䛾άື䜢ᢸ䛖་⒪ᨭ⌜

• ⚟ᓥ་άືᣐⅬᮏ㒊ᨭάື

• ⅏ᐖ䛾≧ἣ

– 3᭶12᪥㻌 3䡚8
– ሗ㞟άື䛾ᨭ
– ⚟ᓥ䚸ᐑᇛ䚸ᒾᡭ䛾ᴫἣᢕᥱ

– 㔜⠜䛺እയᝈ⪅䛿䜋䛸䜣䛹䛔䛺䛔
– 㝔ᨭ䚸ᩆㆤᡤᨭ䛾䝙䞊䝈䛿ከ

• ሗ㞟䛾⤖ᯝ䚸⿕ᐖ⏒䛺ᆅᇦ䛿▼ᕳ䡚ᐑྂ

• DMATົᒁ

• ᒾᡭ┴ㄪᩚᮏ㒊䚸ᣐⅬᮏ㒊ᨭάື

– ⿕⅏ᆅ䛾䝙䞊䝈䛻ᛂ䛨䛯DMAT䛾ὴ㐵
㻌 →DMAT䛾ᚲせᩘ䜢ྛㄪᩚᮏ㒊䜈ᡴデ

– 3᭶12᪥11䡚3᭶13᪥ኪ
– ⛅ᐩඛ⏕䛾ᣦୗ䚸⿵బ
– 䛺ᡓ␎⟇ᐃ
•
•
•
•

• ┴ㄪᩚᮏ㒊

ᣐⅬᮏ㒊䛾┴ᗇ䜈䛾㞟⣙
䛷䛝䜛䛰䛡ከ䛟䛾DMAT䛾ἢᓊ㒊䜈䛾ὴ㐵
13᪥௨㝆䛾ⰼᕳ✵ SCU䜈䛾ᝈ⪅㞟⣙
DMAT㝲ဨ䛾ᩆㆤ⌜䛸䛧䛶䛾ὴ㐵せㄳ

– ከᩘ䛛䛴㎿㏿䛺ᨭ⥅⥆
㻌 →DMAT㝲ဨ䛾ᩆㆤ⌜䛸䛧䛶䛾ὴ㐵䜢せㄳ
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1

⚟ᓥ䜈

ᩍカ䠎

• ཎⓎ䛾≧ἣ
– 3᭶11᪥㻌

• ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲ➨10᮲䛻ᇶ䛵䛟㏻ሗ䚸ྠἲ➨15᮲䛻ᇶ
䛵䛟㏻ሗ
• ༙ᚄ3km௨ෆ䛾ఫẸ䛻㑊㞴௧䚸10kmᅪෆ䛾ఫẸ䛻ᑐ䛧ᒇෆᚅᶵ
䛾ᣦ♧

• ᡓ␎║䛜୍⮴䛧䛶䛔䛶䜒䚸ぢ䛶䛔䜛㢼ᬒ䛜␗
䛺䛳䛶䛟䜛䛸䚸ᛮ⪃䛿䚸䛪䜜䛶䛟䜛䚹

– 3᭶12᪥㻌

• 㟁ヰ㆟䛺䛹䛷య䛾ᡓ␎䜢୍⮴䛥䛫䜛䛣䛸
䛜ᚲせ䛷䛒䛳䛯䚹

• 䠍ྕᶵ䛷⇿Ⓨ䛜Ⓨ⏕㻌 ᮾி㟁ຊ䛸༠ຊ♫䛾♫ဨ䛜ᩘே㈇യ
• ༙ᚄ20km௨ෆ䛻㑊㞴ᣦ♧

• ᨻᗓ䛛䜙䜒ከᩘၥ䛔ྜ䜟䛫䚸⚟ᓥ┴ᗇ䜒⑂ᘢ䛧䛯≧ἣ
• 䛭䛖䛔䛘䜀䚸⚾䛿ᨺ་◊ົṔ4ᖺ
• ᒾᡭ┴ᗇ䛷䛾䛿䜂䛸ẁⴠ

• ᡓ␎┠ᶆ䛜ኚ䛩䜛䠄㉸ᛴᛶᮇ䛛䜙ᛴᛶ
ᮇ䠅䛻䛿䚸య䛷䛾ពᛮ⤫୍䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸
䜢ᚰᚓ䜘

ᒾᡭ

3᭶14᪥

⚟ᓥ

⥭ᛴ⿕䜀䛟་⒪ㄪᩚᮏ㒊䛾❧䛱ୖ䛢
• ┴ᗇ䛾⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䛿䚸䛤䛳䛯㏉䛧
• ་⒪ᚑ⪅䛾ワ䜑ᡤ䛜䛒䛳䛯䛜䚸⚟་ᑎ⃝
ඛ⏕୍ே
• ᮏ㒊䛾❧䛱ୖ䛢

– ᶒ㝈䠖┴→⏣ໃඛ⏕→⚾
– 䜹䜴䞁䝍䞊䝟䞊䝖
• ┴ᗇᮏ㒊ᩆ⌜
• ᨻᗓ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊䠄OFC䠅

– ᚲせ㈨ჾᮦ䠄䝁䝢䞊䚸㟁ヰ䛺䛹䠅䛾ᡭ㓄

ᩍカ3

⚟ᓥཎⓎᑐᛂ
• 㧗⥺㔞⿕䜀䛟䞉ởᰁ䠄⥭ᛴసᴗᚑ⪅䠅ᑐᛂ

• ┴ᗇ䛾ᑐ⟇ᮏ㒊䛿䛤䛳䛯㏉䛧䛶䝇䝨䞊䝇䛾
☜ಖ䛿ᅔ㞴䛷䛒䛳䛯䚹
• ከᑡ㞳䜜䛶䛔䛶䜒䠄1䛴ୖ䛾㝵䠅䛒䜛⛬ᗘ䛾䝇
䝨䞊䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䜒㔜せ䛷䛒䜛䛸ᚰᚓ䜘䚹
• ణ䛧䚸㔜䛾ᣦ⣔⤫䛻䛺䜛༴㝤ᛶ䛿䛒䜛䚹

– ⥭ᛴ⿕䜀䛟་⒪యไ

• ఫẸᑐᛂ
– ఫẸ䛾䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾
– ⏥≧⭢⿕䜀䛟䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾
– ୍ḟ❧䛱ධ䜚

• 䜎䛯䚸┴ᗇ䜈䛿䛒䛟䜎䛷䜒ᆅඖ䛾⤫ᣓ䜢ᨭ䛘
䜛䛯䜑䛻ධ䜛䛣䛸䜢ᛀ䜜䜛䛺䚹

• ධ㝔ᝈ⪅⛣㏦ᑐᛂ
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2

㧗⥺㔞⿕䜀䛟䞉ởᰁ䠄⥭ᛴసᴗᚑ⪅䠅ᑐᛂ

⥭ᛴ⿕䜀䛟䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾䛾┠ⓗ

• 3ྕᶵ⇿Ⓨ䠄3᭶14᪥䠅യ⪅ᑐ
ᛂ
–
–
–
–
–

11:01㻌 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ3ྕᶵ⇿Ⓨ㻌
11:43㻌 ㏆⸨䚸ྜྷ㔝╔
13:26㻌 ᐁ㑰䜘䜚㍍യ11ྡ䛾ሗ
15:47㻌 OFC䜘䜚ᝈ⪅11ྡ䛾ヲ⣽ሗ
16:32㻌 ⚟ᓥ་䚸ᨺ་◊䜈ᝈ⪅ᦙ
㏦᪉㔪Ỵᐃ
– 17:15㻌 ⚟ᓥ་䜈་ᖌ2ྡ䚸Ᏻ⟶1
ྡὴ㐵
– 18:30㻌 ⚟ᓥ་䛻ᝈ⪅฿╔
– 20:32㻌 ᨺ་◊ᦙ㏦ᝈ⪅ᨺ་◊╔

• ᅇ䛾ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛾ᨾ䛷ఫẸ䛾ᗣ䛻ᙳ
㡪䛾䛒䜛䝺䝧䝹䛾⿕䜀䛟䞉ởᰁ䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
• 䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾䛿䚸䛭䜜䛷䜒ᨺᑕ⬟ởᰁ䛜ᚰ㓄
䛺᪉䛻ᑐ䛧䛶䚸ởᰁ䛾䛺䛔䛣䛸䜢ᐇ㝿䛻☜ㄆ䛧䛶䚸
Ᏻᚰ䛧䛶䛔䛯䛰䛟䛯䜑䛻ᐇ䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹
• ᚑ䛳䛶䚸䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾䜢䛧䛶䛔䛺䛔䛛䜙䛸䛔䛳䛶䚸
䛭䛾ே䛜༴㝤䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹

• 䛭䛾ᚋ䛿䚸ᨺ་◊䚸ᗈᓥᏛ䛺䛹
⥭ᛴ⿕䜀䛟་⒪ᶵ㛵䜢୰ᚰ䛸䛧䛯
ᑐᛂ
• J䝡䝺䝑䝆➼䛾⥭ᛴ⿕䜀䛟་⒪యไ
䛻Ⓨᒎ

Ᏻ⟶⌮䛾䝤䝸䞊䝣䜱䞁䜾ෆᐜ

ఫẸ䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾⌜䛾❧䛱ୖ䛢

• 䝌䞊䝙䞁䜾

– 30䟜ᅪෆ䛷䛾άື䛿⾜䜟䛺䛔䚹

• 14᪥⌧ᅾ䛷䛾≧ἣ

– 12᪥䛛䜙䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾ᴗ䜢㛤ጞ
– 14᪥䛛䜙ᛂ2䝏䞊䝮
– Ⓩ㘓䜔ᙺศᢸ䜢⾜䛖యไ䛿ᮍᩚഛ

• 䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸䛾ᗣ⿕ᐖ

– ⥭ᛴ⿕䜀䛟་⒪ᮏ㒊䛷ᨭ䝏䞊䝮䜢୍ᣓ⟶⌮
– 䝏䞊䝮䛾Ⓩ㘓䚸ᙺศᢸ䚸䝤䝸䞊䝣䜱䞁䜾䜢ᐇ
– Ⓩ㘓䝣䜷䞊䝮䚸ሗ࿌䝣䜷䞊䝮䚸䝤䝸䞊䝣䜱䞁䜾㈨ᩱ䜢
సᡂ
– ᮅኤ䛾䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛷ሗඹ᭷
– ᙜึ䛿ᩆㆤ⌜䠇䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾⌜䛷άື

• ᨺᑕ⥺㜵ㆤ

– ⥭ᛴసᴗᚑ⪅䛾㧗⥺㔞⿕䜀䛟䚸ởᰁ
– ఫẸ䠄ᑠඣ䠅䛾⏥≧⭢䛜䜣
– 䛾㞀ᐖ䛻䛴䛔䛶䛿᫂☜䛺䜶䝡䝕䞁䝇䛿䛺䛔䚹

• ᑐᛂ

– ✵㛫⥺㔞ィ䠖20μSv/h௨ୖ䛷ᮏ㒊䛻㐃⤡䛧䚸ᣦ♧䜢௮䛠
– ಶே⥺㔞ィ䛾ಖᣢ䠖1䡉Sv䛷㏥㑊

• ෆ㒊ởᰁᑐ⟇

– 䝍䜲䝧䝑䜽䝇䝇䞊䝒䛾╔⏝
– N95྾㜵ㆤ䛾ಖᣢ
– 40ṓ௨ୗ䛾᪉䜈䛾䝶䜴⣲䛾ಖᣢ

➨୍ᮇ䛾ᛂ≧ἣ

ᩍカ4

ᛂேᩘ䛾ኚ㑄

• ᩆㆤ⌜䛷䜒䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾䝏䞊䝮䛷䜒ᨭ
䝏䞊䝮䛾䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝅䝵䞁䛻ᚲせ䛺䜒䛾䛿
DMAT䛸ྠᵝ䛻䚸䝏䞊䝮䛾Ⓩ㘓䚸ᙺศᢸ䚸䝤
䝸䞊䝣䜱䞁䜾䛷䛒䜛䚹
• DMAT⟶⌮䝯䝙䝳䞊䛻Ⓩ㘓䛩䜛ྠ䛨ෆᐜ䜢ᡭ
ධຊ䛷Ⓩ㘓䛩䜛సᴗ䛷䛒䜛䛸ᚰᚓ䜘䚹

100

90

80

䛭䛾㻌
70

60

50

㓦⮬䶂㈨ⷓ
Ểġ
⮬య㻌

40

30

20

10

ഭ・ޜབྷᆖ
ㅹ
⚥䩳䕭昊㨇
㥳ġ

• ణ䛧䚸ᅇ䛾⅏ᐖ䛻䛚䛔䛶䛿Ᏻ☜ಖ䛾䝤
䝸䞊䝣䜱䞁䜾䜢ධᛕ䛻⾜䛳䛯䚹

0

㟁㐃䜢㝖䛟
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䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾䛾⤒⦋

䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾䛾ὶ䜜

16000

200000

➨୍ᮇ㻌 㑊㞴ᡤᕠᅇ䠄䛻㑊㞴⪅ᑐ㇟䠅
䠄3᭶12᪥䡚19᪥䠅㻌
➨ᮇ ᖖタሙ䠄୍⯡ఫẸ䜒ᑐ㇟䠅
䠄3᭶20᪥䡚4᭶9᪥䠅
➨୕ᮇ㻌 ㆙ᡄ༊ᇦタ⨨๓䛾ᑐᛂ
䠄4᭶10᪥䡚24᪥䠅
➨ᅄᮇ㻌 ಖᡤ䛻㞟⣙
䠄4᭶12᪥䡚䠅

14000

160000
12000
140000
10000

120000

8000

100000
80000

⣼ィ
ேᩘ

6000

60000
4000
40000
2000

➨୍ᮇ
⿕⅏⪅ᑐᛂ

➨ᮇ
ᆅᇦఫẸᑐᛂ

➨୕ᮇ
㆙ᡄ༊ᇦタ⨨๓

5/9

5/7

5/5

5/3

5/1

4/29

4/27

4/25

4/23

4/21

4/19

4/17

4/15

4/9

4/13

4/7

4/11

4/5

4/3

4/1

3/30

3/28

3/26

3/24

3/22

3/20

3/18

3/16

0

3/14

20000

3/12

•
㻌
•
㻌
•
㻌
•
㻌

180000

0

➨ᅄᮇ
㆙ᡄ༊ᇦタ⨨௨㝆

ᐩᒸ⏫ḟ㑊㞴ᑐᛂ

䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾ᛂ䝏䞊䝮䛾ኚ㑄

• ⫼ᬒ

– ᐩᒸ⏫⏫Ẹ䛿ᕝෆᮧ䜈㑊㞴
– ᕝෆᮧ䠄30䜻䝻ᅪෆ䠅䜈䛾ᨭᅔ㞴
– 3᭶16᪥䛻✺↛䚸2000ྡ䜢㉸䛘䜛⿕⅏
⪅䛜ḟ㑊㞴䜢ጞ䜑䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹

120

100

• ᑐᛂ

80

䛭䛾
ᨺᑕ⥺ᢏᖌ
⮬య
ᅜබ❧Ꮫ➼
ᅜ❧㝔ᶵᵓ

60

40

– ┴䛿㒆ᒣ䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䜢㛤ᨺ
– タ䜘䜚ධሙ๓䛾䝃䞊䝧䜲䜢౫㢗
– ᛴ㑉䚸௨ୗ䛾䝏䞊䝮䜢ὴ㐵䛧ᑐᛂ
• ᅜ❧㝔ᶵᵓ䠖㜰་⒪䝉䞁䝍䞊䚸すᇸ⋢
㝔䚸ᇸ⋢㝔䚸ᒸᒣ་⒪䝉䞁䝍䞊䚸ᮾி
་⒪䝉䞁䝍䞊䚸ᒾᅜ་⒪䝉䞁䝍䞊䚸㔠ἑ་
⒪䝉䞁䝍䞊㻌
• ᪥㉥ᩆㆤ⌜䠖⚄ዉᕝ㻌

20

05᭶17᪥

05᭶15᪥

05᭶13᪥

05᭶11᪥

05᭶09᪥

05᭶07᪥

05᭶05᪥

05᭶03᪥

05᭶01᪥

04᭶29᪥

04᭶27᪥

04᭶25᪥

04᭶23᪥

04᭶21᪥

04᭶19᪥

04᭶17᪥

04᭶15᪥

04᭶13᪥

04᭶11᪥

04᭶09᪥

04᭶07᪥

04᭶05᪥

04᭶03᪥

04᭶01᪥

03᭶30᪥

03᭶28᪥

03᭶26᪥

03᭶24᪥

03᭶22᪥

03᭶20᪥

03᭶18᪥

03᭶16᪥

03᭶14᪥

0

– ᙜ᪥1650ே䛾䝃䞊䝧䜲䜢⾜䛔䚸↓
㑊㞴ᡤ䜈䛾ධᡤ䛜⾜䜟䜜䛯䚹

㟁㐃䜢㝖䛟

䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾ᖖタሙ

➨୍ᮇ䛾άື䛾ព⩏䚸ᡂᯝ
• ㎿㏿䛻㑊㞴⪅䜋䜌ဨ䜢䝃䞊䝧䜲䛧䛯䚹
• ㌟య䛻ᙳ㡪䛾䛒䜛䝺䝧䝹䛾ởᰁ䛜䛺䛔䛣䛸䜢
⿕⅏⪅䛻┤᥋䜟䛛䜛䜘䛖䛻☜ㄆ䛧䛯䚹
• 䛣䛾䛣䛸䛻䜘䜚䚸⿕⅏⪅䛾Ᏻ䚸Ᏻᚰ䛻㈉⊩
䛷䛝䛯䚹
• 䜎䛯䚸⿕⅏ᆅእ䛻䛚䛡䜛⿕⅏⪅䛾䛺ཷ
䛡ධ䜜䛻ᐤ䛷䛝䛯䚹

䠐᭶䠎䠍᪥⌧ᅾ
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䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾䛾⤖ᯝ
ேᩘ㻌

5᭶11᪥䜎䛷

ᩍカ5
䛂ၿ䛟ᡓ䛖⪅䛿䚸ே䜢⮴䛧䛶⮴䛥䜜䛪䚹䛃
㻌 ᏞᏊ㻌 ᐇ⠍

㻝㻜㼏㼜㼙௨ୖ㻌
㼇ே㼉

㼇ே㼉

㻝㻤㻡㻝㻝㻢

㻝㻝㻜

• ඛ䜢ㄞ䜣䛷㎿㏿䛻ඛᡭ䚸ඛᡭ䛜ᡴ䛶䜜䜀䚸
ᑟᶒ䛜☜ಖ䛥䜜䚸䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁䛿ᡂຌ䛩䜛
䜒䛾䛸ᚰᚓ䜘䚹

• 10cpm௨ୖ䛾ởᰁ䛿䚸⾰᭹䚸㠐䛺䛹
• ⬺⾰䚸ᣔ䛝䛸䜚䛷㍍ῶ
• ேయ䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ởᰁ䛿䛺䛛䛳䛯

⏥≧⭢䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾

䤷Ⲟ䫔烀⍇䘢烢烟烔烔烓烘(㓦⮬傥
⼙枧Ḱ㷔)

• ᑐ㇟
– 䝝䜲䝸䝇䜽䠖30䟜ᅪእ䛷ண ⥺
㔞䛜100mSv䜢㉸䛘䛯ᆅᇦ䛾
ᑠඣ
– ᕝಛ⏫䚸㣤㤋ᮧ䚸䛔䜟䛝ᕷ
– 䛣䛾⩌䛾ᑠඣ

䠏䠌䜻䝻ᅪእ
䛷䚸⏥≧⭢
ண ⿕䜀䛟
⥺㔞䛜
100mSv

• ሙ
– 䝞䝑䜽䜾䝷䜴䞁䝗䛾⥺㔞䛜༑
ศప䛔ሙᡤ䜢☜ಖ䛧⾜䛖䚹

• ᶵჾ
– NaI䝅䞁䝏䝺䞊䝅䝵䞁

• 䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾䝺䝧䝹
– 0.2uSv/h

⏥≧⭢䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾⤖ᯝ
⥲ィ

ᩍカ6

㻿㻼㻱㻱㻰㻵
ᐇ᪥
᳨ᰝேᩘ 㝧ᛶᡤぢ
㻝㻜㻜䡉㻿㼢ᅪෆ
㻟᭶㻞㻢䡚㻟㻜᪥
㻝㻜㻣㻢
㻜
㻥㻢㻠

䛔䜟䛝ᕷ

㻟᭶㻞㻢᪥
㻟᭶㻞㻣᪥
ィ

㻠㻥
㻤㻤
㻝㻟㻣

㻜
㻜
㻜

㻥
㻝㻢
㻞㻡

ᕝಛ⏫

㻟᭶㻞㻤᪥
㻟᭶㻞㻥᪥
㻟᭶㻟㻜᪥
ィ

㻞㻞㻟
㻞㻡㻤
㻝㻡㻢
㻢㻟㻣

㻜
㻜
㻜
㻜

㻞㻞㻟
㻞㻡㻤
㻝㻡㻢
㻢㻟㻣

㻟᭶㻟㻜᪥
ィ

㻟㻜㻞
㻟㻜㻞

㻜
㻜

㻟㻜㻞
㻟㻜㻞

㣤⯓ᮧ

䛂ၿ䛟ᡓ䛖⪅䛿䚸ே䜢⮴䛧䛶ே䛻⮴䛥䜜䛪䚹䛃
㻌 ᏞᏊ㻌 ᐇ⠍
䛂ඛ䜣䛪䜜䜀༶䛱ே䜢ไ䛧䚸ᚋ䜛䜜䜀༶䛱ே䛾ไ䛩䜛䛸
䛣䜝䛸䛺䜛䚹䛃
㻌 ྐグ㻌 㡯⩚ᮏ⣖

• ᚋᡭ䛻ᅇ䛳䛯ᑐᛂ䛷䛒䛳䛯䛜䚸㎿㏿䛻ဨ䜢᳨ᰝ䛩
䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ఫẸ䛾Ᏻᚰ䛻㈉⊩䛷䛝䛯䚹
• ୍➃ᑟᶒ䜢ኻ䛳䛯ሙྜ䛷䜒䚸䝇䝢䞊䝗䛸㔞䛷ᤂᅇ䛿
ྍ⬟䛷䛒䜛䛸ᚰᚓ䜘䚹
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㆙ᡄ༊ᇦタ⨨䛛䜙୍ḟ❧䛱ධ䜚㛤ጞ䜎䛷
• 3᭶ୗ᪪

• 20䜻䝻ᅪෆ䛿㆙ᡄ༊ᇦ䛻ᣦᐃ䛥䜜䚸ఫẸ䛾❧䛱ධ䜚䛜
ཎ๎⚗Ṇ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
• ୍᪉䚸╔䛾㌟╔䛾䜎䜎䛷㑊㞴䛧䛶䛝䛯ఫẸ䛾୍ḟ❧䛱
ධ䜚䛻䛴䛔䛶㧗䛔せᮃ䛜䛒䜛䚹
• 20䜻䝻ᅪෆ䛿㧗⥺㔞⿕䜀䛟䚸㧗⃰ᗘ䛾ởᰁ䛾ྍ⬟ᛶ
䛜䛒䜚䚸Ᏻ䛺ᆅᇦ䛷䛿䛺䛔䚹
• 䛭䛣䛷䚸ᨻᗓ䛾⟶⌮ୗ䛷䛾୍ḟ❧䛱ධ䜚䜢ᐇ䛧䛯䚹

䝃䞊䝧䜲䝏䞊䝮䜘䜚20䜻䝻ᅪෆ䜈
䛾❧ධ⪅䛜䛔䜛䛣䛸䛿ᢕᥱ
㆙ᡄ༊ᇦタ⨨䛾᳨ウ
୍ᖐᏯ‽ഛ㛤ጞ䠄ሙୗぢ䠅
20䜻䝻ᅪෆ❧ධ⪅䛾䝃䞊䝧䜲䝫
䝇䝖䜈䛾ㄏᑟ䜢ㄪᩚ
㆙ᡄ༊ᇦタ⨨
୍ḟ❧䛱ධ䜚䝖䝷䜲䜰䝹
➨୍ᅇ୍ḟ❧䛱ධ䜚
୍ḟ❧䛱ධ䜚ᮏ᱁㐠⏝

• 4᭶ୖ᪪
• 4᭶୰᪪
•
•
•
•

㑊㞴ఫẸ୍ḟ❧䛱ධ䜚

4᭶22᪥
5᭶3᪥
5᭶10᪥
6᭶6᪥

୍ḟ❧䛱ධ䜚䛻ᚲせ䛺せဨ䠄་⒪㛵ಀ䠅

୍ḟ❧䛱ධ䜚䛾ὶ䜜

• ሙ䛾䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝅䝵䞁䚸Hot䜶䝸䜰䛾་⒪
ᑐᛂせဨ䠄5ྡ⛬ᗘ䠅

Survey
PPE

ᩥ⛉
┬

2h

⿕䜀䛟་⒪ᶵ㛵
䠄ᨺ་◊䚸ᗈᓥ䚸ᘯ๓䠅

• ᩆㆤ⌜䠄1䝏䞊䝮3䡚5ྡ䠅
ᅜ❧㝔ᶵᵓ

ཌປ
┬

ཌປ
┬

• 䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾䝏䞊䝮
ᩥ⛉
┬

1᪥ 䝞䝇50ྎ䚸1000ே

ᅜ❧Ꮫ䞉⮬య

ཌປ
┬

⚟ᓥ┴䛾㛵䛿䠛

㟁㐃

䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾ᛂ䝏䞊䝮䛾ኚ㑄䛸୍ḟ❧䛱ධ䜚
120

䝙䞊䝈ᢕᥱ

㆙ᡄ༊ᇦタ⨨

100

ேဨ☜ಖ䛾ᯟ⤌䜏స䜚
• 㛤ጞ䛜㐜䜜䚸ᨭ䛾ໃ䛔䛜Ṇ䜎䛳䛶䛛䜙䛾ேဨ
☜ಖ
• ᅜ┤㎄䛾ᴗ

➨୍ᅇ୍ḟ❧䛱ධ䜚
ᮏ᱁㐠⏝䛿
6᭶6᪥

䝖䝷䜲䜰䝹

– ཎᏊຊ⅏ᐖ䛾≉Ṧᛶ
– ⚟ᓥ┴䛾㛵䛜༑ศ

80

䛭䛾
ᨺᑕ⥺ᢏᖌ
⮬య
ᅜබ❧Ꮫ➼
ᅜ❧㝔ᶵᵓ

60

40

• ㈨※䛾ືဨ䛻᪂䛯䛺ᯟ⤌䜏స䜚䛜ᚲせ
• 㛤ጞ䛾Ỵᐃ䛛䜙ᐇ䜎䛷༑ศ䛺㛫䛜䛺䛔
• ᅜ䛜ኌ䜢䛛䛡䜔䛩䛔㈨※䚸䛩䛷䛻⌧ᆅ䛻ᒎ㛤䛧
䛶䛔䜛㈨※䠄DMAT䚸㟁㐃䠅䜢ືဨ
• ᯟ⤌䜏䚸౫㢗䛿ᚋ䛡

20

05᭶17᪥

05᭶15᪥

05᭶13᪥

05᭶11᪥

05᭶09᪥

05᭶07᪥

05᭶05᪥

05᭶03᪥

05᭶01᪥

04᭶29᪥

04᭶27᪥

04᭶25᪥

04᭶23᪥

04᭶21᪥

04᭶19᪥

04᭶17᪥

04᭶15᪥

04᭶13᪥

04᭶11᪥

04᭶09᪥

04᭶07᪥

04᭶05᪥

04᭶03᪥

04᭶01᪥

03᭶30᪥

03᭶28᪥

03᭶26᪥

03᭶24᪥

03᭶22᪥

03᭶20᪥

03᭶18᪥

03᭶16᪥

03᭶14᪥

0

㟁㐃䜢㝖䛟
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⚟ᓥ➨䠍ཎⓎ䠖ⱞ䛾䠕䠌ேᨺ⨨㻌㻌
༡す䠐䜻䝻䛾ⴥ㝔

ᩍカ7
䛂ၿ䛟ᡓ䛖⪅䛿䚸䛣䜜䜢ໃ䛻ồ䜑䛶ே䛻㈐䜑䛪䛃
䛂▼䜢༓䛾ᒣ䛻㌿䛪䜛䛜䛤䛸䛟䛺䜛䛿䚸ໃ䛺䜚䛃
㻌 ᏞᏊ㻌 රໃ⦅

㻌 ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨䠍ཎⓎ䛾༡す⣙䠐䜻䝻䛻䛒䜛ⴥ㝔䠄⚟ᓥ┴
⇃⏫䠅䛾ᝈ⪅䜙䛜䚸ཎⓎᨾ䜢ཷ䛡䛯㑊㞴୰䜔㑊㞴ᚋ䛻Ṛஸ䛧䛯
ၥ㢟䛷䚸Ṛ⪅䛿ᝈ⪅䜙⣙䠐䠐䠌ே୰⣙䠐䠑ே䛻ୖ䜛ぢ㏻䛧䛷䛒䜛䛣䛸
䛜ศ䛛䛳䛯䚹┴䛿㝔䛻୍䠕䠌ே䛜ᨺ⨨䛥䜜䛯Ⅼ䛺䛹䜢ㄪᰝ䛧䛶
䛔䜛䛜䚸⅏ᐖ䛷་⒪ᶵ㛵䜔タ䛾ᝈ⪅䜙ဨ䛾⥭ᛴ㑊㞴䛜ᅔ㞴䛻
䛺䜛ែ䛿ᅜ䜒ᐃ䛧䛶䛚䜙䛪䚸ᚋ䜒ྠᵝ䛾ၥ㢟䛜㉳䛝䜛ᜍ䜜䛜
䛒䜛䚹㑊㞴䛾⤒⦋䛷ఱ䛜䛒䛳䛯䛾䛛䚹

• 䝙䞊䝈䛾ᢕᥱ䛛䜙䚸ᮏ᱁ᐇ䜎䛷2䜹᭶௨ୖ䜢せ䛧䛶
䛔䜛䚹
• 䛭䛾ⅭఫẸ䛾䝙䞊䝈䛻༑ศ䛻䛣䛯䛘䜙䜜䛶䛔䛺䛔䛸䛣
䜝䛜䛒䜛䚹
• 䜎䛯䚸┴䛸䛾༠ຊయไ䚸ேဨ䛾☜ಖ䛻䛴䛔䛶䜒ᚋᡭ䞉
ᚋᡭ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
• ୍➃ໃ䛔䜢ኻ䛔䚸ᑟᶒ䜢ኻ䛔䚸᭦䛻䝇䝢䞊䝗ឤ䜢
ᣢ䛳䛶ᑐฎ䛧䛺䛔䛸ⱞ䛧䛔䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁䛻䛺䜛䛣䛸䜢
ㄆ㆑䛫䜘䚹

• 0:00

– 䛔䜟䛝ගὒ㧗ᰯ฿╔
– 䛔䜟䛝㛤ᡂ㝔䠄ⴥ㝔⣔ิ㝔䠅䛾་ᖌ1ྡ䚸┳ㆤᖌ2ྡ䛸⏦䛧㏦䜚
– Ṍ⾜ྍ⬟ᝈ⪅䞉䞉䞉ᩍᐊ䛷ᚅᶵ୰
– 㔜ᝈ⪅䞉䞉䞉⮬⾨㝲䝞䝇䛷ᚅᶵ୰㻌 䛆䛣䛾Ⅼ䛷Ṛஸ⪅2ྡ䛇
ͤᝈ⪅䛿⣙24㛫௨ୖ㣧㣗䛧䛶䛺䛟䚸䜸䝮䝒䜒䛧䛶䛔䛺䛔
ͤ㔜ᝈ⪅䛿㛗㛫䝞䝇䛻䛔䛯䛯䜑䚸Ṥ䛹䛾ᝈ⪅䛜⾶ᙅ䛧䛶䛔䛯"

ᡃ䚻䛜ᢕᥱ䛧䛯ሗ䛾䛛䛡䜙
3᭶14᪥
• 19:00㻌 ᮍᦙ㏦ᝈ⪅䛾㝔㑅ᐃ౫㢗ᑐᛂ
• 20:45 ┴ᑐ⟇ᮏ㒊ᩆ⌜䛜䛔䜟䛝ගὒ㧗ᰯ䜈
༡ὠ㝔ᩆㆤ⌜ὴ㐵

• 0:40

– 㔜ᝈ⪅䜢䝞䝇䛛䜙య⫱㤋䜈ᦙධ䠄䝞䝇7ྎศ䠅

• 3:00

– ᝈ⪅ဨ䚸య⫱㤋䜈䛾ᦙධ䜢䛆䛣䛾㛫4ྡṚஸ䚸ィ6ྡ䛇
– ᦙධ⪅128ྡ䠄⏨ᛶ37ྡ䚸ዪᛶ91ྡ䠗㑇యྵ䜐䠅

• 5:30

– ᑠ㧗㉥ᆏ㝔⢭⚄⛉ᝈ⪅66ྡᦙධ䛆䛣䛾㛫3ྡṚஸ䚸ィ9ྡ䛇

• 䠄6:14䠅
• 6:20

3᭶15᪥
• ༡ὠ㝔ᩆㆤ⌜䛾άື䠄ዧ㜚䠅

䠄⚟ᓥ➨1ཎⓎ4ྕᶵ䛷⇿Ⓨ䠅

– ⴥཌ⏕㝔⢭⚄⛉ᝈ⪅䛸୍⯡⿕⅏⪅䚸47ྡ䜢䛫䛯䝞䝇䛜฿╔

• 8:00

– 㮵ᓥ㝔┳ㆤᖌ2ྡ(䝪䝷䞁䝔䜱䜰䠅฿╔䚹
– ே㊊䛜䛔䛺䛔䛯䜑䚸䝷䝆䜸䛷䝪䝷䞁䝔䜱䜰䜢ເ䜛䛣䛸䛸䛧䛶䚸䝷䝆䜸ᒁ䛻㐃⤡"

• 9:00

– 䛔䜟䛝ᕷẸ䛾୍⯡䝪䝷䞁䝔䜱䜰䚸ᨭ≀㈨䛜⥆䚻䛸㞟䜎䜛

ᩍカ8

• 10:00

– ὠ4㝔䛷ィ80ྡ䛾⢭⚄⛉Ჷ䛷䛾ཷ䛡ධ䜜䛜Ỵᐃ

• 11:30

– 䝞䝇䛻ᑠ㧗䛒䛛䛥䛛㝔䛾ᝈ⪅䜢ᦙධ㛤ጞ䚹
ͤ䛣䛾Ⅼ䛷⮬⾨㝲䛿ᖐ㑏䚸䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛸㝔䝇䝍䝑䝣䛾ᡭ䛷ᐇ

䛂ហ⪅䛿ᡂ䛻ᬯ䛟䚸ᬛ⪅䛿ᮍⴌ䛻ぢ䜛䛃
ᡓᅜ⟇㻌 ㉿⟇

• 11:30

– ༡ὠ㝔ᩆᛴ㌴䛻䛶⪁タ䝃䞁䝷䜲䝣ᮏ䜈ᝈ⪅2ྡ䜢ᦙ㏦

• 12:00

– ᝈ⪅ᦙ㏦⏝䝞䝇1ྎ䛜฿╔䚹ὠ⥲ྜ㝔䜈20ྡ䜢䛫䛯䚹

• ሗ䛾䛛䛡䜙䜢ᡭ䛻ධ䜜䛶䛔䛺䛜䜙䚸⏕䛛䛩
䛣䛸䛜䛷䛝䛪䚸⌧ሙ䜈㈇ᢸ䜢ᢲ䛧䛡䛯ᙧ䛸
䛺䛳䛯䚹
• ᮏ㒊せဨ䚸⤫ᣓDMAT䛯䜛䜒䛾䚸ሗ䛾䛛䛡䜙
䜢㏨䛩䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖䛻ᚰᚓ䜘䚹

• 13:30

– ὠ⥲ྜ㝔䜈䛾ᝈ⪅䜢䝞䝇⛣ື⤊䚹

• 14:00

– ὠ⥲ྜ㝔䛸ὠす㝔䛻ྥ䛡䚸38ྡฟⓎ

• 15:40

– 䛆1ྡṚஸ☜ㄆ㻌 ィ10ྡ䛇

• 16:00

– 䝞䝇2ྎ฿╔→➉⏣㝔䚸་䚸ὠす㝔䜈䛾ᝈ⪅䛾䝞䝇ᦙධ㛤ጞ
– 㮵ᓥ㝔┳ㆤᖌ(䝪䝷䞁䝔䜱䜰䠅2ྡ฿╔䚸⏦䛧㏦䜚

• 16:30

䛔䜟䛝ගὒ㧗ᰯฟⓎ
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ᒇෆ㏥㑊䜶䝸䜰㝔㏥㑊䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁

☜ᐃ䛩䜛ሗ

䝃䝔䝷䜲䝖㮵ᓥ

• 3᭶15᪥

– 22:00
ᦙ㏦ඛᮍᐃ䛾䝞䝇1ྎⓎぢ䛥䜜䜛䚹
– 23:00
┴ᑐ⟇ᮏ㒊ᩆ⌜䛸ㄪᩚ䛧䚸⪁タ䛷䛾ཷධ䚸ᑎ⃝ᩍ
ᤵ䛜ᙜ┤䠄ᩘྡṚஸ䠅

⚟ᓥ➨䠍ཎⓎ20km䡚
30kmᅪෆ䛿⏫䛸䛧䛶䛾ᶵ
⬟䜢ኻ䛳䛯䚹
㝔䜒ධ㝔デ⒪⥅⥆ᅔ㞴
→⣙1000ᗋ䛾㝔㏥㑊
䛜ᚲせ

᪂₲䚸⩌㤿䚸ᰣᮌ䜈

• 3᭶16᪥

– 11:00
⏨ዪඹ⏕䝉䞁䝍䞊䛷ⴥᕷ䛛䜙㑊㞴䛧䛶䚸ලྜ䛾ᝏ䛔᪉
䠄35ྡ䠅䛜Ⓨぢ䚹䛒䛵䜎㐠ືබᅬ䛻᪥㉥ᩆㆤᡤタ⨨౫㢗
– 12:45
⚟┴❧㝔䚸ᐜ䛾䛯䜑ฟⓎ
– 13:48
⚟┴❧㝔䜘䜚䚸ᮏᯇ䛻䛿せⅬᝈ⪅0䚸せᦙ㏦ᝈ
⪅0
– 14:25
ᮏᯇ⏨ዪඹ⏕䝉䞁䝍䞊䛻䛔䜛䛿䛪䛾35ே䛜ᮏᯇᇛ
䛾㥔㌴ሙ䛻䛔䛯䛸䛾㐃⤡䛒䜚䚹
– 14:30
⚟┴❧㝔㻌 ⮬㤋ᖐ╔䚸ᮏᯇ䛾ᝈ⪅䛾௳ఏ䛘䚸
ᗘฟⓎ
– 15:50
ᮏᯇ䛷䛾ᝈ⪅䜢䛒䛵䜎⥲ྜయ⫱㤋䜈ᦙ㏦‽ഛ
– 16:52
⚟ᓥ┴❧㝔䜘䜚⌧≧ሗ࿌䚹2ྡṚஸ䚸3ྡᦙ㏦䠄ෆCPA1
ྡ䠅
– 18:45
䛒䛵䜎㐠ືබᅬ䜈ᦙ㏦䛥䜜䛯᪉䛾䛖䛱1ྡ䛜Ṛஸ

3᭶15᪥㻌 ᒇෆ㏥㑊ᣦ♧

䝃䞊䝧䜲䝫䜲䞁䝖䛷䛾䝖䝸
䜰䞊䝆䚸ᛂᛴฎ⨨䚸ᦙ㏦
㌴୧䞉⯟✵ᶵ䜈䛾ྠ

䛔䜟䛝ගὒ㧗ᰯ

3᭶16᪥㻌 1030ศ䛛䜙
᳨ウ㛤ጞ

Ⲉᇛ┴䜈

ᐇ䛿Ỵ䜎䛳䛯䜒䛾䛾
䛹䛖⾜䛖䛾䛛䠛

ᐇỴᐃ䜎䛷䛾ㄢ㢟
ㄡ䛜ᨭ䛩䜛䛾䛛䠛䠄ᯟ⤌䜏䠅
• DMAT →ᩆㆤ⌜→ᅜ❧㝔ᶵᵓDMAT→DMAT
• ⥭ᛴ⿕䜀䛟་⒪ㄪᩚᮏ㒊䚸DMATົᒁ䚸ཌປ┬䛷䚸2
᪥䛛䛡䛶㆟ㄽ
• 17᪥16㡭DMATὴ㐵䛾᪉㔪Ỵᐃ䠄⣙30㛫䠅

•
•
•
•
•

䛔䛴䛛䜙⾜䛖䛾䛛䠛
• 䛶䛾ᦙ㏦ඛ䛜Ỵ䜎䛳䛶䛛䜙ᐇ䛩䜛䛾䛛䠛
• Ỵ䜎䛳䛯䛸䛣䜝䛛䜙ᦙ㏦䛩䜛䛾䛛䠛
• 㝔䛾⪏ஂ⬟ຊ䚸ᦙ㏦⬟ຊ䛾㝈⏺䛜䛒䜛→᪩䛟ጞ䜑
䛺䛡䜜䜀㛫䛻ྜ䜟䛺䛔
• ┴ᑐ⟇ᮏ㒊䚸ᅜ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊䚸⥭ᛴ⿕䜀䛟་⒪ㄪᩚ
ᮏ㒊䛷2᪥䛛䛡䛶᳨ウ
• 17᪥19㡭䚸18᪥䛛䜙䛾ᐇỴᐃ
• 17᪥1928ศ㻌 DMATὴ㐵せㄳ䠄⣙33㛫䠅

ᅜ䜈䛾ᦙ㏦䛺䛹ᵝ䚻䛺䜰䜲䝕䜱䜰䛒䜚
୍ཷ䛡ධ䜜䛾ㄪᩚ䜒㞴⯟
⚾䛾㢌䛾యຊ䜒㝈⏺䛻䞉䞉䞉
᳃㔝ᚁዀᑗ㌷Ⓩሙ䠄ᾦ䟿䟿䟿䠅
䝅䝬䝆䝻䞊ඛ⏕䛸䛸䜒䛻ㄪᩚ䜢౫㢗

• ヲ⣽䛿ᮅ᪥᪂⪺䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔

㻤㻦㻜㻜 ᮏ㒊άື㛤ጞ䚸ᮅ䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻤㻦㻟㻜 㛗ᓮ་⒪䝉䞁䝍䞊฿╔䚸䝤䝸䞊䝣䜱䞁䜾
㻤㻦㻡㻜 㔜ᝈ⪅Ⓨ⏕䛾୍ሗ䛒䜚
㻤㻦㻡㻡 ᅄᅜ䛜䜣䝉䞁䝍䞊䚷䛔䜟䛝ᕷಖᡤ䜈ኚ᭦䚸㐃⤡῭
ᅜ❧㝔ᶵᵓ㻯䝏䞊䝮䛜ᑠྡ୰䜈ኚ᭦䚸ኚ᭦῭
㻝㻜㻦㻞㻣 ᐁ㑰䜘䜚㻞㻜㼗㼙䡚㻟㻜㼗㼙ᆅᇦ䛾ᝈ⪅䛥䜣䜢㻰㻹㻭㼀䛷ᅪእ䜈ᦙ㏦䛩䜛䛸➨୍ሗ
㻞㻜㼗㼙䡚㻟㻜㼗㼙ᅪෆ䛾㑊㞴⪅⣙㻢㻜㻜㻜ே䛜㒆ᒣ䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䜈㑊㞴䛧䛶䛝䛶䛔䜛䚹
㻝㻜㻦㻠㻢
䛭䛾䝃䞊䝧䜲䜢䛧䛶䜋䛧䛔䛸┴䛾ఫẸ㑊㞴Ᏻ⌜䜘䜚౫㢗
㻝㻜㻦㻡㻜 ᅜ❧㝔ᶵᵓ㻮䝏䞊䝮䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䜈ኚ᭦䚸㐃⤡῭
㻝㻝㻦㻜㻜 ⏨ዪඹ⏕䝉䞁䝍䞊䛷ⴥᕷ䛛䜙㑊㞴䛧䛶䚸ලྜ䛾ᝏ䛔᪉䛜Ⓨ⏕䚹䛒䛵䜎㐠ືබᅬ䛻᪥㉥ᩆㆤᡤタ⨨䛧ᦙ㏦ணᐃ䚹
㻝㻝㻦㻜㻤 ᑠྡ୍୰䛷άືணᐃ䛾㔠ἑ་⒪䝉䞁䝍䞊䜘䜚ᣐⅬ㏆䛟䛷✵㛫⥺㔞㻞㻢ȫ㻿㼢㻛㼔䠄㌴୰䠅䚹㻺㻥㻡䚸䝶䞊䝗ᢞ䛷άື⥆⾜
㔜ᗘ⿕᭚ᝈ⪅䠄㻤㻦㻡㻜୍ሗ䛾᪉䠅⚟ᓥ་╔
㻝㻝㻦㻟㻜
䚷䚷㝖ᰁ୰䠄㢌㒊㻌㻝㻞㻘㻜㻜㻜㼏㼜㼙䚸യ㒊㻌㻡㻘㻜㻜㻜㼏㼜㼙䠄㒊䛿᫂䠅䠅⮬❧Ṍ⾜ྍ⬟
㻝㻝㻦㻡㻜 㻢㻜㻜㻜ே䛾㑊㞴⪅䜢䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䜈་Ꮫⓗ㔜䛾᪉䜢㻞㻜㻜㻜ேඃඛⓗ䛻ᦙ㏦䚸ὠᏛ䜈㻠㻜㻜㻜ேᦙ㏦䛩䜛䜘䛖ྛ⌜䜈㐃⤡
㻝㻞㻦㻜㻝 ᒾᅜ་⒪䝉䞁䝍䞊䚷▼ᕝ⏫⥲ྜయ⫱㤋䝃䞊䝧䜲⤊䚸ྂẊ⏫බẸ㤋䜈⛣ື
㻝㻞㻦㻝㻡 䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䛻㻢㻜㻜㻜ேᦙ㏦䚸ඛ╔㻞㻜㻜㻜ே䜢ཷ䛡ධ䜜䚸ṧ䜚䜢ὠᏛ䜈ᦙ㏦
㻝㻞㻦㻠㻞 ᅜ❧㝔㻯䝏䞊䝮䚸㻝㻡╔䛷䛔䜟䛝㛤ᡂ㝔䜈ධ㝔ᝈ⪅㻠㻜ྡ䝃䞊䝧䜲䛧䛻⾜䛟䜘䛖㼀㻱㻸῭䚹⤊ᚋᡠ䜚䚸άື㛤䚹
㻝㻞㻦㻠㻡 ⚟┴❧㝔䐠䚸ᮏᯇ⏨ዪඹ⏕䝉䞁䝍䞊䛷Ⓨ⏕䛧䛯ලྜ䛾ᝏ䛔᪉䠄㻟㻡ྡ䠅䛾ከ䜈䛾ᐜ䛾䛯䜑ฟⓎ
㻝㻞㻦㻡㻡 රᗜ་⛉Ꮫᩆㆤ⌜䚷⩚⏕㻿㻭䜢ฟⓎ䛸㐃⤡䛒䜚
㻝㻞㻦㻡㻣 ᗈᓥᏛ㇂ᕝඛ⏕䝏䞊䝮⚟ᓥ┴❧་㝔䜘䜚ᖐ╔
㻝㻟㻦㻝㻤 ᒾᅜ་⒪䝏䞊䝮ྂẊ⏫฿╔
㻝㻟㻦㻠㻤 ⚟┴❧㝔䐠ሗ㞟䚹ᮏᯇ䛻䛿Ⅼ䛜ᚲせ䛺ᝈ⪅䛿㻜䚸ᦙ㏦䛜ᚲせ䛺ᝈ⪅䜒㻜䛰䛳䛯䚹
㻝㻠㻦㻜㻜 㔠ἑ་⒪䝉䞁䝍䞊䚸ᑠྡ୍୰⤊䚹㒆ᒣ䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䜈ᛂ䜈䚹㐃⤡῭䚹䠄㌴ෆ䠅
ᅜ❧㝔㻮䝏䞊䝮䜈㔠ἑ་⒪䝉䞁䝍䞊䝏䞊䝮䛜ᛂ䛻᮶䜛䛣䛸㐃⤡䚹䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䛜ཷ䛡ධ䜜ែໃᩚ䛳䛶䛚䜙䛪䚸⌧ᅾ䜒ཷ䛡ධ䜜‽ഛ୰䚹
㻝㻠㻦㻜㻡
㻞㻘㻜㻜㻜ே䛾䝃䞊䝧䜲䜢ᮏ᪥୰䛻䛧䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔䛸䛾䛣䛸䚹⤊䜟䛳䛯䝏䞊䝮䛜䛔䜜䜀㝶ᛂ䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
㻝㻠㻦㻞㻡 ᮏᯇ⏨ዪඹ⏕䝉䞁䝍䞊䛻䛔䜛䛿䛪䛾㻟㻡ே䛜ᮏᯇ䛾䛚ᇛ䛾㥔㌴ሙ䛻䛔䛯䛸䛾㐃⤡䛒䜚䚹
㻝㻠㻦㻟㻜 ⚟┴❧㝔䐠䚷⮬㤋ᖐ╔䚸ᮏᯇ䛾ᝈ⪅䛾௳ఏ䛘䚸ᗘฟⓎ
㻝㻠㻦㻠㻜 ᅜ❧㝔ᶵᵓ㻭䝏䞊䝮䚷ⲡ㔝ᑠᏛᰯ䞉୰Ꮫᰯάື⤊䚹䛭䛾ᚋ㒆ᒣ䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䜈ᛂ౫㢗῭䚹
㻝㻠㻦㻡㻝 ཎᏳ༠䚷ὠᏛ䜘䜚㐃⤡䚹㻠㻜㻜㻜ே䜋䛹䛜⾜䛟䛣䛸䜢㐃⤡῭䚹
㻝㻡㻦㻜㻜 ᅜ❧㝔ᶵᵓ㻮䝏䞊䝮䞉᪥㉥ᩆㆤ⌜䠄⚟ᓥ䠅ᑠྡ୰άື⤊䚹䛔䜟䛝㛤ᡂ㝔䛷άື୰䛾㝲䛸ྜὶᚋ䝡䝑䜾䝟䝺䝑䝖䜈ᛂせㄳ῭䚹
㻝㻡㻦㻟㻜 ᅜ❧㝔ᶵᵓ㻮䝏䞊䝮䜈⩌㤿䜈ᦙ㏦ணᐃ䛾㑊㞴⪅䛛䜙ඃඛ䛻䝃䞊䝧䜲䛧䛶䛟䛰䛥䛔䛸౫㢗
㻝㻡㻦㻠㻤 ྛ⌜䜈ᒇෆ䛸ᒇእ䛾✵㛫⥺㔞⋡䜢ሗ࿌䛩䜛䜘䛖䛻౫㢗
㻝㻡㻦㻡㻜 ᮏᯇ䛷䛾ᝈ⪅䜢䛒䛵䜎⥲ྜయ⫱㤋䜈ᦙ㏦‽ഛ
㻝㻡㻦㻡㻞 ᪥㉥ᩆㆤ⌜䚷⚄ዉᕝ䝏䞊䝮฿╔
㻝㻡㻦㻡㻡 㛗ᓮ་⒪䝉䞁䝍䞊䚷㻟㻛㻠䛿⤊䚸㻳㻹䛒䜜䜀䜒䛳䛸䛿䛡䜛䛛䚹
㻝㻢㻦㻜㻜 රᗜ་⛉Ꮫ㝔ᩆㆤ䝏䞊䝮䚷฿╔
㻝㻢㻦㻞㻜 ὠᏛ䛿㻠㻘㻜㻜㻜ே䛾ཷ䛡ධ䜜ᅔ㞴䚹ᑐᛂ⪃䛘䛶䜋䛧䛔䚹
┴䜘䜚䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䜈㻢㻜㻜㻜ே䛩䜉䛶ཷ䛡ධ䜜䜛䛸ᐩᒸ⏫㛗䛜ゝ䛳䛶䛔䜛䛸ሗ࿌䛒䜚䚹
㻝㻢㻦㻟㻜
ὠ䜈䛿ᅇ䛥䛺䛔䚹⩌㤿䜈䛾㻝㻜㻜㻜ே䛿᫂᪥䛻฿╔ணᐃ䚹
㻝㻢㻦㻠㻜 ⚟ᓥ་⒪䝉䞁䝍䞊䛜ಽቯ䛾䛚䛭䜜䛒䜚䚹㻝㻜㻜ྡ䛾ᦙ㏦䜢ᒣᙧ┴❧୰ኸ㝔䜈䝁䞁䝃䝹䝖୰䛸䛾୍ሗ䛒䜚䚹
㻝㻢㻦㻡㻞 ⚟ᓥ┴❧㝔䐠ᯘ▼䜘䜚⌧≧ሗ࿌䚹㻞ྡṚஸ䚸㻞ྡᦙ㏦䚸㻯㻼㻭㻝ྡ䚸ᯠグᛕ㝔䜈㻟ྡ
㻝㻣㻦㻜㻡 ᪥㉥ᩆㆤ⌜䚷⚄ዉᕝ䚷䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䜈⾜䛳䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯䚹
㻝㻣㻦㻝㻜 රᗜ་⛉Ꮫ㝔䚷ᮏᐑ㧗ᰯ䜈ฟⓎ
㻝㻣㻦㻝㻡 ಙᕞᏛ䝏䞊䝮䚷฿╔
㻝㻣㻦㻟㻜 䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䜈⌧ሙุ᩿䛷䝃䞊䝧䜲䛸᧔䛧䛶䛔䛯䛰䛟䛣䛸㐃⤡
㻝㻤㻦㻜㻝 ᪥㉥ᩆㆤ⌜䚷⚟ᓥ䚷䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䛾᪉᪉䝃䞊䝧䜲⤊
㻝㻤㻦㻞㻡 ಙᕞᏛ䝏䞊䝮䚷⏣ᮧᕷᙺᡤಖ㝤ㄢ▼䛥䜣䜘䜚䝙䞊䝈䛻䛴䛔䛶ၥ䛔ྜ䜟䛫䚹
㻝㻤㻦㻞㻣 䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䜘䜚ᮏ᪥䛾ᴗົ䜋䛸䜣䛹⤊䛸䛾ሗ࿌䛒䜚䚹
㻝㻤㻦㻟㻡 ᪥㉥ᩆㆤ⌜䚷⚄ዉᕝ䜘䜚㐃⤡䛒䜚䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䝙䞊䝈䛺䛟䛒䛪䜎⥲ྜ㐠ືබᅬ䜈ྥ䛛䛖
㻝㻤㻦㻟㻣 䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䜘䜚䜎䛰䝙䞊䝈䛜䛒䜚䛭䛖䛺䜣䛹䛘ṧ䜛䛸ሗ࿌䛒䜚䚹
㻝㻤㻦㻠㻜 ᗈᓥᏛ䐠฿╔
㻝㻤㻦㻠㻡 䛒䛵䜎㐠ືබᅬ䜈ᦙ㏦䛥䜜䛯᪉䛾䛖䛱㻝ྡ䛜Ṛஸ
㻝㻤㻦㻡㻡 ᅜ❧㝔ᶵᵓ㻮䝏䞊䝮䜘䜚䝡䝑䜽䝟䝺䝑䝖䛻᪂䛯䛻䝙䞊䝈Ⓨ⏕䚹⌧ᅾ㻡䝏䞊䝮άື୰
㻝㻤㻦㻡㻢 ▼ᕝ┴බ❧⩚㝔䚷฿╔
㻝㻥㻦㻜㻞 ὠᏛ䚷ཎᏳ༠䚷ᖐ╔
㻝㻥㻦㻝㻡 㛗ᓮ་⒪䝉䞁䝍䞊䜘䜚⮬㤋䜈ྥ䛛䛳䛶䛔䜛䛸㐃⤡䛒䜚
㻞㻜㻦㻜㻜 ኪ䝭䞊䝔䜱䞁䜾㛤ጞ

ᩍカ9
• ⤌⧊ⓗ䛛䛴㎿㏿䛻άື䛷䛝䜛⅏ᐖ䛾ᑓ㛛ᐙ㞟ᅋ
䛿䚸DMAT䛧䛛䛺䛔䚹
• ༴ᶵ䛻㝿䛧䛶䛿䚸䜔䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ே䞉⤌⧊䛜䜔䜛
䛣䛸䛻䛺䜛䚹
䛂⮬ศ䛾䛷䛺䛔䛸䛔䛖䜜䛃㻌 ᚋ⸨⏣カ
• ᅇ䛿䚸ᖹάື䛧䛺䛔䛣䛸䛸䛺䛳䛶䛔䛯ཎᏊຊ⅏
ᐖ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛛䚸ᯟ⤌䜏䜢Ỵ䜑䜛㆟ㄽ䛻ከ䛺
㛫䜢✵㈝䛧䛯䚹
• 䜔䜙䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛣䛸䛜ᐃ䛥䜜䜛㡯䛻㛵䛧
䛶䛿䚸ᖹ䛛䜙యไᩚഛ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸ㄆ㆑䛫
䜘䚹

－137－

3᭶16᪥䜽䝻䝜䝻
䕔ởᰁᝈ⪅ᑐᛂ㻌
䕔㏻ᖖ䛾䝃䞊䝧䜲
䝏䞊䝮䝬䝛䞊䝆䝯䞁
䝖䠄άືሙᡤ䛾ᣦ♧䚸
฿╔䝏䞊䝮䜈䛾䝤
䝸䞊䝣䜱䞁䜾䠅㻌
䕔ᐩᒸ⏫ḟ㑊㞴ᑐ
ᛂ㻌
䕔ⴥ㝔㑊㞴ᝈ⪅
ᑐᛂ㻌
䕔㻟㻜䜻䝻ᅪෆ⛣㏦䛾
ᯟ⤌䜏స䜚㻌

8

ᩍカ10

ᅇ䛾άື

• ᅇ䛾ὴ㐵䛻䛚䛔䛶䛿䚸⚾1ྡ䛻ᑐ䛧䝻䝆1ྡ
䛾యไ䛷䛒䛳䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸㟁ヰ㐃⤡䚸グ㘓
᪉䛸䜒ศ䛷䛒䛳䛯䚹
• 䜎䛯䚸䝻䝆䛿ḟ䚻䛸⑂ᘢ䛧䛶䛔䛳䛯䚹
• ᣦᐁ1ྡ䛻䛴䛔䛶᭱ప㝈䝻䝆2ྡ䛿ᚲ㡲䛷
䛒䜛䛸ㄆ㆑䛫䜘䚹

• ⚟ᓥ་䛷DMATάືᣐⅬᮏ㒊άື
• ᒾᡭ┴ᗇ䛷DMATㄪᩚᮏ㒊άື
• ⚟ᓥ┴ᗇ䛷DMATㄪᩚᮏ㒊άື䚸⥭ᛴ⿕䜀䛟
་⒪ㄪᩚᮏ㒊άື
• ⚟ᓥ┴ᗇ䛷OFC་⒪⌜άື
• ୍ḟ❧䛱ධ䜚ሙ䛾⌧ሙ⤫ᣓάື

• ᦠᖏ㟁ヰ䛾╔ಙ㡢䛜䝖䝷䜴䝬䛻䛺䜚䛭䛖䛻䛺
䜚䜎䛧䛯

ᩍカ11

ᚋ䛾ㄢ㢟

• 䛂ၿ䛟ᡓ䛖⪅䛾䛴䜔䚸▱ྡ䜒↓䛟䚸ຬຌ䜒↓䛧䛃
㻌 ᏞᏊ㻌 ㌷ᙧ⦅㻌

• ⚟ᓥ䛷䛿䜎䛰DMATάື䛜⥆䛔䛶䛔䜎䛩䚹
• 䛂୍ᐃ䛾䝯䝗䛃䜢䛡䜛䜎䛷䛧䛳䛛䜚άື䜢⥆䛡䜛䚹
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㻞㻜䠖㻟㻤㻌 ᪂₲ᕷẸ㻰㻹㻭㼀฿╔㻌 㻌
㻌
㻌 㻰㻹㻭㼀䛿ᡃ䚻ྵ䜑䠑㝲䚹⤫ᣓ䛿་䛾ᓥ⏣ඛ⏕䛸㻌
ሯ⏣ඛ⏕䛷䛩䛜䚸Ꮫ㝔䛾་⒪ᣦ䚸┴ᗇ䛸䛾ㄪᩚ䚸㻌

䛄䛹䛾䝍䜲䝭䞁䜾䛷⤫ᣓ䛻ຍ䜟䜛䜉䛝䛛䠛䛅㻌

䝗䜽䝦䝸䛾ㄪᩚ䜒වົ䛧䛶䛔䜛䜘䛖䛷䚸䛱䜗䛟䛱䜗䛟ᅾ䛻㻌
䛺䜛䛺䛹ᛁ䛧䛭䛖䛷䛩䚹㻌
㻌 㒔ྜ䛾䜘䛔䛣䛸䛻䝽䝍䜽䝅䛿⤫ᣓ㻰㻹㻭㼀◊ಟ䛷
άືᣐⅬᮏ㒊䝤䞊䝇䜢ᢸᙜ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
㻌
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㻌 ⚟ᓥ་䝯䞁䝞䞊䛾㈇ᢸ㍍ῶ䛾䛯䜑䛻㏿䜔䛛䛻௦䜢㻌
⏦䛧ฟ䜛䜉䛝䛷䛧䛯䛜⮬ศ䛛䜙䛿䛺䛛䛺䛛ゝ䛔ฟ䛫䛪䚸㻌
㻞㻞䠖㻜㻜䛾䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛾๓䛻ሯ⏣ඛ⏕䛛䜙௦䜢౫㢗䛥䜜㻌
㻰㻹㻭㼀⤫ᣓ䛻ᑵ䛝䜎䛧䛯䚹㻌
㻌 ᆅඖ䛾䛻⢭㏻䛧䛶䛔䜛ேᮦ䜒ྍḞ䛺䛾䛷ሯ⏣ඛ⏕㻌
䛻䛿ᘬ䛝⥆䛝䝃䝫䞊䝖䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛧䛯䚹㻌
䛄䝦䝹䝥㻌䝇䜽䝸䞊䝮䛅䛛䜙ጞ䜑䜘䛖䛸䛧䛯䜙㻌
䝟䜴䝏䜢ᛀ䜜䛶䛝䛶䛧䜎䛳䛯䛣䛸䛻Ẽ䛝䜎䛧䛯O

ཧ㞟䝏䞊䝮Ⓩ㘓䛻⤫ᣓ◊ಟཷㅮ⪅䜢䝏䜵䝑䜽䛧䛶㻌
ᴗົ㔞䛻ᛂ䛨䛶㏿䜔䛛䛻ቑဨ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䚸䛒䜛䛔䛿㻌
௦せဨ䛸䛧䛶䜒☜ಖ䛧䛶䛚䛟䜉䛝㻌
㻌
䝶䝋⪅䛜㻰㻹㻭㼀⤫ᣓ䛸䛺䜛ሙྜ䛿ᅵᆅ຺䛜䛒䜚ᆅඖ䛾㻌
་⒪䛻ヲ䛧䛔ேᮦ䛾䝃䝫䞊䝖䛜ᚲ㡲㻌

ᣦ⪅䛾ุ᩿㻌 䛭䛾䠎

bPG

୰㉺Ἀ䛾䝸䝧䞁䝆䜢ᚰ䛻ㄋ䛔䚸㻌
⤫ᣓ◊ಟ䛷䠄䜶䝷䛭䛖䛻䠅ᩍ䛘䛶䛔䜛䜽䝻䝜䝻䛸㻱㻹㻵㻿䛰䛡䛿
䛧䛳䛛䜚䜔䜙䛽䜀䛸⫢䛻㖭䛨䛶άື㛤ጞ䛧䜎䛧䛯䚹㻌
䞉ᣦ♧䛿ᚲ䛪ᑐ㇟⪅㻌䠇㻌䜽䝻䝜䝻ಀ䛻䜒ఏ䛘䜛㻌
㻌 ㏻ಙ䛾ෆᐜ䜒ẖᅇᚲ䛪䜽䝻䝜䝻ಀ䛻䜒ఏ䛘䜛㻌

䛄䜹䞁䝙䞁䜾䛿⏨䜙䛧䛟䛺䛔㻌
㻌 䛰䛔䛯䛔㢌䛻ධ䛳䛶䜛䛿䛪䛰䛛䜙ᐇຊ䛷㡹ᙇ䜝䛖䛅㻌

䞉ሗⓎಙ䛸ୖᮏ㒊䜈䛾ሗ࿌䜒ව䛽䛶㻱㻹㻵㻿䛾㻌
㻌 ᥖ♧ᯈ䜢✚ᴟⓗ䛻⏝㻌

䜰䜽䝅䝵䞁䜹䞊䝗䛿䜹䞁䝙䞁䜾䛷䛿䛺䛔䟿㻌

䛸䜚䛒䛘䛪⅏ᐖᣐⅬ㝔䜢䛿䛨䜑ᇦෆ㝔䛾≧ἣ☜ㄆ䛸
㻱㻹㻵㻿ධຊ䜢᭱ඃඛㄢ㢟䛸䛧䚸㻱㻹㻵㻿䜔ᮾ㻰㻹㻭㼀䝯䞊䝸䞁䜾
䝸䝇䝖䛷䛾ሗ㞟䛸㟁ヰ䝻䞊䝷䞊సᡓ䜢㛤ጞ䛧䜎䛧䛯䚹㻌

୍ᛀ䜜䛶䜒ኻ䛟䛧䛶䜒ෆᐜ䛿㻱㻹㻵㻿㻌 㻰㻹㻭㼀⟶⌮䝯䝙䝳䞊㻌
䛄⤫ᣓ㻰㻹㻭㼀◊ಟ㈨ᩱ䛅䛛䜙ධᡭ䛷䛝䜛䟿㻌

⥲ྜ☬ᇛඹ❧㻔䛔䜟䛝ᕷ䠅㻌
බ❧┦㤿⥲ྜ䠄┦㤿ᕷ䠅㻌

㟁ヰ㏻䛾㝔䛻䛿᩺ೃ㻰㻹㻭㼀䜢ὴ㐵䛧䚸㻌
㻝㻝᪥㻞㻞㐣䛞䛻⅏ᐖᣐⅬ㝔䛾≧ἣ☜ㄆ㻌
䛸㻱㻹㻵㻿䠄௦⾜䠅ධຊ䜢䛧䜎䛧䛯䚹㻌

⏫㝔䠄༡┦㤿ᕷ䠅㻌
⏣㝔䠄ⓑἙ㒆䠅䠐㻲㻘䠑㻲⏝ྍ䠏㻲୍㒊⏝ྍ㻌

ᣦ⪅䛾ุ᩿㻌 䛭䛾䠏

Ώ㎶㝔䠄༡┦㤿ᕷ䠅㻌
ᫍ⥲ྜ㝔䠄㒆ᒣᕷ䠅㻌
ኴ⏣す䝜ෆ㝔䠄㒆ᒣᕷ䠅㻌
ཎ⥲ྜ㝔䠄⚟ᓥᕷ䠅㻌
⚟ᓥ༡ᚠ⎔ჾ⛉㝔䠄⚟ᓥᕷ䠅㻌
ⴥཌ⏕㝔䠄ⴥ㒆䠅㻌
⚟ᓥす㒊㝔䠄⚟ᓥᕷ䠅㻌
῭⏕⚟ᓥ⥲ྜ㝔䠄⚟ᓥᕷ䠅㻌

㻡㻝㝔䛸㐃⤡䛜ྲྀ䜜䛯⤖ᯝ䚸㻌
䛔䛪䜜䜒ᨭせ䛸䛾䛣䛸䛷䛩䚹㻌

῭⏕ᕝಛ㝔䠄ఀ㐩㒆䠅㻌
ᑠ㔝㝔䠄႐ከ᪉ᕷ䠅㻌
බ❧⸨⏣⥲ྜ㝔䠄ఀ㐩㒆䠅㻌
༡ᮾ⚟ᓥ㝔䠄⚟ᓥᕷ䠅㻌
ኴ⏣⇕ᾏ㝔䠄㒆ᒣᕷ䠅㻌
ఀ㐩ᕷ❧ᱱᕝ㝔䠄ఀ㐩ᕷ䠅㻌
▼ᕳ㉥༑Ꮠ㻌
་⒪⏕༠᱓㔝༠❧㝔䠄㒆ᒣᕷ䠅㻌
㒆ᒣ㝔䠄㒆ᒣᕷ䠅㻌
ᑑἨᇽ⥲ྜ㝔䠄㒆ᒣᕷ䠅㻌

䛄⚟ᓥ┴䛷䛿㝔ᨭ䝙䞊䝈䛿䛒䜎䜚䛺䛔䜘䛖䛰䛅㻌

㇂㝔䠄ᮏᐑᕷ䠅㻌
ཎ⥲ྜ㝔㝃ᒓཎ་⒪䝉䞁䝍䞊䠄⚟ᓥᕷ䠅㻌
බ❧ᒾ℩㝔䠄㡲㈡ᕝᕷ䠅㻌
ሮཌ⏕㝔䠄ᮾⓑἙ㒆䠅㻌
㡲㈡ᕝ㝔䠄㡲㈡ᕝᕷ䠅㻌
Ἠす㝔䠄㒆ᒣᕷ䠅㻌
⚟ᓥປ⅏㝔䠄䛔䜟䛝ᕷ䠅㻌
㮵ᓥཌ⏕㝔䠄༡┦㤿ᕷ䠅㻌
ᯇᮧ⥲ྜ㝔䠄䛔䜟䛝ᕷ䠅㻌
䛔䜟䛝ᮏ㝔䠄䛔䜟䛝ᕷ䠅㻌
࿋⩚⥲ྜ㝔䠄䛔䜟䛝ᕷ䠅㻌
┴❧႐ከ᪉㝔䠄႐ከ᪉ᕷ䠅㻌
䛒䛵䜎⬻⚄⤒እ⛉㝔䠄⚟ᓥᕷ䠅㻌
䛧䛾䜆㝔䠄⚟ᓥᕷ䠅㻌
㬆℩㝔䠄႐ከ᪉ᕷ䠅㻌
ᅵᒇ㝔䠄㒆ᒣᕷ䠅㻌
༠❧㝔䠄᱓㔝༠❧䠛☬ᇛඹ❧䠛䠅㻌
⚟ᓥ➨୍㝔䠄⚟ᓥᕷ䠅㻌
┴❧༡ὠ㝔䠄༡ὠ⏫䠅㻌
⚟ᓥ㉥༑Ꮠ㝔䠄⚟ᓥᕷ䠅㻌
┴❧ὠ⥲ྜ㝔䠄ὠⱝᯇᕷ䠅㻌
ⓑἙཌ⏕⥲ྜ㝔䠄ⓑἙᕷ䠅㻌
䛛䛧䜎㝔䠄䛔䜟䛝ᕷ䠅㻌
㻝㻟᪥ᮅ㻌 ᮧ㝔䠄ⴥ㒆䠅㻌
す㝔䠄ⴥ㒆䠅㻌
㔝㝔䠄ⴥ㒆䠅㻌
ⴥ㝔䠄⇃⏫䠅㻌
ᮏᯇ㝔䠄ᮏᯇᕷ䠅㻌
༡┦㤿ᕷ❧⥲ྜ㝔䠄༡┦㤿ᕷ䠅㻌
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䛸䛣䜝䛜ᐇ㝿䛻䛿…䠄ᚋ䛛䜙ㄪ䜉䛶䜏䜛䛸䠅
䞉ᘓ≀⿕ᐖ䛾䛯䜑ධ㝔ᝈ⪅䜢⛣ື୰䛾㝔䛜䛒䛳䛯
䞉㝔ධ㝔ᝈ⪅䜢ከᩘཷ䛡ධ䜜䛯㝔䛜䛒䛳䛯
䞉䛭䜜䜙䛾ሗ䛜䜽䝻䝜䝻䛻グ㘓䛥䜜䛶䛔䜛䟿䛾䛻ㄆ㆑䛷䛝䛶
㻌 䛔䛺䛛䛳䛯
䞉ཎⓎ㛵㐃䛾㝔㑊㞴䛾䝙䞊䝈䛜䛒䜛䛸䛾ሗ䜒䛒䛳䛯

䝙䞊䝈ㄪᰝ䛿㼅㻱㻿䚸㻺㻻䛾䠎ᢥ䜔㼛㼜㼑㼚㻌㻌
㼝㼡㼑㼟㼠㼕㼛㼚䛷䛿䛺䛟䚸㻌
≧ἣ䜢ヲ⣽䛛䛴ලయⓗ䛻㉁ၥ䛧䛶㻌
䛣䛱䜙䛷ᨭせྰ䛾ホ౯䜢䛩䜛ᚲせ
䛜䛒䜛㻌

㻰㻹㻭㼀䛾ᨭ䛜ᚲせ䛷䛩䛛䠛䛸䛾ၥ䛔䛻㻺㻻䛷䛒䛳䛶䜒㻌
㻌 㻌 䛂ኚ䛰䛡䛹⮬ศ䛯䛱䛷㡹ᙇ䜚䜎䛩䛃㻌
㻌 㻌 䛂㻰㻹㻭㼀䛿㔜ᩆᛴᑐᛂ䝏䞊䝮䛰䛧䈈䛃㻌
㻌 䛺䛹䛾㐲៖䠛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛾䛷䚸ඛ᪉䛾ゝ䛖䛣䛸䜢㻌
㬼࿐䜏䛻䛧䛶䛿䛔䛡䛺䛔䟿㻌
㻌
ᢡゅ㞟䜑䛯ሗ䜢☜ᐇ䛻䝸䞊䝎䞊䛜ᢕᥱ䛩䜛䛻䛿䠛㻌
ሗ㞟⣙䛾⢭ᗘ䜢ྥୖ䛥䛫䜛ᕤኵ䛜ᚲせ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻵㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㻌䋻㻌㻵㼚㼠㼑㼘㼘㼕㼓㼑㼚㼏㼑㻌

㝔㑊㞴䛾䝙䞊䝈➼䛿
䛣䛣䛻᭩䛔䛶䛟䜜䛶䛺䛔䛸
ఏ䜟䜙䛺䛔䠛

ᣦ⪅䛾ุ᩿㻌 䛭䛾䠐
㻟᭶㻝㻞᪥㻌༗๓㻞䛩䛞㻌
㻌 㻌 䝫䝒䝫䝒䛸䛷䛩䛜䚸࿘㎶་⒪ᶵ㛵䛛䜙㔜യ⪅䛾㌿㏦せㄳ䛜㻌
㻌 ⚟ᓥ་䜈ධ䜚䛰䛧䜎䛧䛯䚹㻌
㻌 㻌 ሯ⏣ඛ⏕䜢⤒⏤䛧䛶ሗ䛜ධ䛳䛯䛾䛷㻰㻹㻭㼀䛷ᇦෆᦙ㏦㻌
㻌 䜢⾜䛖䛣䛸䛻䛧䜎䛧䛯䚹㻌
㻌
㻌 㻣㐣䛞䛻䛿ⴥཌ⏕㝔䛛䜙䝦䝸ᦙ㏦䛾せㄳ䜒䛒䛳䛯䜘䛖䛷䛩䚹㻌 㻌

䛄㔜㌿㏦䛜ᖹ䛾ᩆᛴ་⒪䛾ᯟ⤌䜏䛾䜎䜎䛰䛧
㻌 䝗䜽䝦䝸⟶ไᮏ㒊䛸ู⾜ື䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛳䛯䛜䈈㻌
㻌 䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈䜎䚸䛔䛔䛛O bP䛅
ሗ䜔ᦙ㏦ᡭẁ䛾୍ඖ⟶⌮䚸⚟ᓥ་䛾㈇ᢸ㍍ῶ䛾䛯䜑
䛻䜒ᇦෆᦙ㏦䛿㻰㻹㻭㼀䛜ㄪᩚ䛩䜛䝅䝇䝔䝮䜢స䜛䜉䛝䛰䛳䛯㻌
䝦䝸⟶ไ䛸䜒ᐦ䛻㐃ᦠ䛩䜉䛝䛰䛳䛯㻌

ᮏ㒊䛻䛿䛄䛸䜚䛒䛘䛪ᚅᶵ䛅䛸䛨䜙䜜䛯㻰㻹㻭㼀䛜䛰䛔䜆㻌
⁀䜎䛳䛶䛝䛶䛔䜎䛩䚹㻌

䛭䛾ᚋ䜒㻰㻹㻭㼀䛿⥆䚻ཧ㞟䈈㻌
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ᣦ⪅䛾ุ᩿㻌 䛭䛾䠑

㻌 䛸䜚䛒䛘䛪⚟ᓥ┴䛷䛿ᛴᛶᮇ䛾་⒪䝙䞊䝈䛿䛒䜎䜚䛺䛔㻌
䠄䛸ᙜ䛿ಙ䛨䛶䛔䛯䠅䛾䛷䚸㻰㻹㻭㼀䛾㓄⨨㌿䜢⪃䛘䜎䛧䛯䚹㻌
▼ᕳᆅ༊䛜⿕ᐖ⏒䛷་⒪䝙䞊䝈䛜䛒䜛䛸䛾ሗ䛜ධ䛳䛶㻌
䛔䛯䛾䛷䚸ᐑᇛ䛻ධ䛳䛯㻰㻹㻭㼀䛸㐃⤡䜢ྲྀ䜚䛯䛔䛾䛷䛩䛜㻌
㟁ヰ䛜㏻䛷䛩䚹㻌
㻌 ᪉䛺䛔䛾䛷㻱㻹㻵㻿ᥖ♧ᯈ䛻䛄ྎ䛾ᮏ㒊䛸㐃⤡䛸䜚䛯䛔䚸㻌
䛣䜜䜢ぢ䛯䜙䝯䞊䝹䛟䜜䛅䛸㻼㻯䜰䝗䝺䝇䜢䜰䝑䝥䛧䛯䛸䛣䜝䚸㻌
ྎ䛻䛔䛯ᒾ㛫ඛ⏕䛛䜙㟁ヰ㻔㻍㻕䛜䛒䜚䜎䛧䛯䚹㻌
㻌 ༗๓㻝䛩䛞䛻䛿ᒾᡭ䚸ᐑᇛ䛛䜙㻝㻜䝏䞊䝮䛪䛴䛾ᛂせㄳ䛾㻌
ሗ䛜ධ䜚䜎䛧䛯䚹㻌

䛄㻭㼘㼘㼛㼏㼍㼠㼕㼛㼚䛧䛺䛡䜜䜀䟿䛅㻌

ཎⓎᨾ䟿

㻌 䛭䜜䜢ཷ䛡䛶⚟ᓥ་䛻ཧ㞟䛧䛶䛔䜛㻰㻹㻭㼀䛷㞷⏝䝍䜲䝲
䛜䛒䜛䝏䞊䝮䛻䛿ୖ䛧䛶䜒䜙䛖䛣䛸䛻䛧䜎䛧䛯䚹㻌

12᪥
㻌㻣䠖㻠㻜㻌 ཌປ┬䜘䜚䛂⿕䜀䛟་⒪䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛䛛䠛䛃㻌
㻌㻤䠖㻜㻤㻌 ཌປ┬䜘䜚䛂⿕䜀䛟་⒪䛻ᑐᛂྍ⬟䛛䠛䛃㻌
㻝㻡䠖㻜㻜㻌 ⚟ᓥ་㝖ᰁែໃ䛸䜛᪉㔪㻌
㻝㻢䠖㻟㻝㻌 ㏆⸨ඛ⏕䜘䜚䛂⿕䜀䛟་⒪せㄳ䛟䜛䛛䜒䛃䛸ሗ䛒䜚㻌
㻞㻝䠖㻡㻜㻌 ┴ᗇ䜘䜚䛂ཎⓎ࿘ᅖ㏨䛢㐜䜜⪁ேᩆฟ䛻㻰㻹㻭㼀䜢䛃㻌
㻞㻞䠖㻝㻜㻌 㻰㻹㻭㼀ົᒁ䛸༠㆟䋻ཎ๎䛸䛧䛶㻺䛻䛿䝜䞊䝍䝑䝏䛷㻌
㻌
㻝㻟᪥㻌
㻌㻤䠖㻞㻡㻌 ┴ᗇ䜘䜚ཎⓎ࿘ᅖ㝔䛾㑊㞴ᦙ㏦䛻㻰㻹㻭㼀䜢㻌
㻌㻥䠖㻟㻜㻌 ᮏᯇ⏨ዪඹ⏕䝉䞁䝍䞊䛻㻰㻹㻭㼀ὴ㐵せㄳ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䛂᪤䛻䝭䝑䝅䝵䞁䛜ື䛝ฟ䛧䛶യ⪅䛜㞟䜑䜙䜜䛶䛔䜛䟿䛃㻌

㻌㻱㻹㻵㻿䛿ཧ㞟㏵ୖ䝏䞊䝮䛾ຠ⋡ⓗ㐠⏝䛻䜒ᴟ䜑䛶᭷⏝䛰䛜䚸㻌
㏻ಙ䜲䞁䝣䝷◚⥢䛻䜘䜚㻱㻹㻵㻿䛜䛘䛺䛔ែ䜒ᐃ䛩䜉䛝㻌
㻌
㻌䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜔㟁Ꮚ䝯䞊䝹䛜䛘䛺䛔ሙྜ䛾௦᭰㏻ಙᡭẁ㻌
䛾☜ಖ䛸䚸䛭䜜䛻䜘䛳䛶ᚓ䛯ሗ䜢㻱㻹㻵㻿䛻ᫎ䛩䜛䝅䝇䝔䝮䛜㻌
ᚲせ㻌
㻌
Ꮨ䚸㞷ᅜ䛷䛾㻰㻹㻭㼀άື䛻䛿≉ู䛺㓄៖䛜ᚲせ㻌

䛸䛣䜝䛜ᐇ㝿䛻䛿䈈㻌
㼏㼛㼘㼐㻌㼦㼛㼚㼑㝈ᐃ䛸䛔䛳䛶䜒ㄡ䛛䛸⣙᮰䛧䛯䜟䛡䛷䛿䛺䛟㻌
䛺䛧ᔂ䛧ⓗ䛻άື䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛛䛳䛯䚹㻌

ᣦ⪅䛾ุ᩿㻌 䛭䛾䠒

䛄‽ഛ䛧䛶䛺䛔༴㝤䛺௵ົ䛿ᅇ㑊䛜ཎ๎䛰䛜䚸㻌
㻌 䝙䞊䝈䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛚䜚䚸⌧ᐇⓗ䛻㻰㻹㻭㼀䛻䛧䛛㻌
㻌 ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛰䜝䛖䚹㻌
㻌 㼏㼛㼘㼐㻌㼦㼛㼚㼑䛷㝖ᰁᚋയ⪅䛻䛾䜏ᑐᛂ䛸㝈ᐃ㻌
㻌 䛩䜜䜀ኵ䛰䜝䛖䛅㻌
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⥲ᣓ

䜂䛸䛯䜃⌧ሙ䜈ධ䛳䛶䛧䜎䛖䛸䚸ᡂ䜚⾜䛝䠄ໃ䛔䠛䠅䛷
Ᏻ⟶⌮䛜༑ศ䛺άື䛻䛺䜚䛛䛽䛺䛔
䝏䞊䝮䜢⌧ሙ䛻ὴ㐵䛩䜛㝿䛾ᮏ㒊䛾㈐௵䛸䛧䛶
㻌 䞉䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶Ᏻ⟶⌮ྵ䜑䛯άືෆᐜ䛾ᛕᢲ䛧
㻌 䞉䜹䜴䞁䝍䞊䝟䞊䝖䛸䛺䜛ᶵ㛵䛸䛾๓ㄪᩚ䠄☜ㄆ䠅
䜢䛩䜉䛝䛷䛒䜛

⚟ᓥ䛷䛿ᛴᛶᮇᩆ་⒪䛾䝙䞊䝈䛿ᑡ䛺䛟䚸ẚ㍑ⓗ㏻ಙ⎔ቃ䜒㻌
ಖ䛯䜜䛯䛸䛔䛖ᖾ㐠䛜䛒䛳䛯㻌
㉁ྥୖ䛾వᆅ䛿ከศ䛻䛒䜛䛜䚸ᴫ䛽ィ⏬㏻䜚䛾άື䛜䛷䛝䛯䠛㻌
㻌 㻌 ⤌⧊䠄ㄪᩚᮏ㒊䚸άືᣐⅬᮏ㒊䚸㻿㻯㼁ᮏ㒊䠅㻌
㻌 㻌 㻱㻹㻵㻿䠄㻰㻹㻭㼀⟶⌮䚸ሗⓎಙ䞉ඹ᭷䠅䛾ά⏝㻌
㻌 㻌 ඃඛ㡰䛻๎䛳䛯άື㻌
㻌 㻌 䜰䝻䜿䞊䝅䝵䞁㻌
㻌 㻌 ሗ㞟䞉ඹ᭷䚸Ⓨಙ㻌
㻌㻌

㻌 䋻㻌⤫ᣓ◊ಟ䛻䛚䛡䜛ᐃᆺ䛜᭷ຠ㻌
㻌
ᒾᡭ䞉ᐑᇛෆ㝣ᆅ㟈

ㄢ㢟
䞉ሗ㞟⣙䛾⢭ᗘ䠄㉁䠅䜢ୖ䛢䜛䛻䛿䠛
䞉䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䚸㟁Ꮚ䝯䞊䝹㏻䛾䝞䝑䜽䜰䝑䝥㏻ಙᡭẁ
䞉ᩆ་⒪௨እ䛾ᛴᛶᮇ䝙䞊䝈䜢᥀䜚㉳䛣䛩䛻䛿䠛
䞉ᐃእ䛾䝙䞊䝈䜈䛾ᑐᛂ䛿䠛
㻌 㻌 ⥭ᛴ⿕䜀䛟་⒪䠄≉Ṧ⅏ᐖ䛾ేⓎ䠅
㻌 㻌 㝔㑊㞴
䞉䝙䞊䝈ᛂ㟂䛸Ᏻ⟶⌮䛾୧❧䛻䛿䠛

ᐃᆺ䛿᭷ຠ䛰䛜⮫ᶵᛂኚ䛺ᰂ㌾ᛶ䜒ᚲせ
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Ⲉᇛ┴䛷䛾⤫ᣓ䠠䠩䠝䠰䛾ุ᩿
Ⲉᇛ┴䛻䛚䛡䜛ᣦ⪅䛾ุ᩿

䠍䠅㟈⅏ᙜ᪥䚸┴ෆ䛷ከᩘയ⪅䛾Ⓨ⏕䛿☜ㄆ
䛷䛝䛺䛛䛳䛯
䠎䠅⿕⅏䛧ᶵ⬟䛸䛺䛳䛯㝔䛻ධ㝔䛧䛶䛔䜛
ᝈ⪅䛾㌿㝔ᦙ㏦䜢䠠䠩䠝䠰䛜⾜䛖
䠏䠅⚟ᓥ➨୍ཎⓎᨾ䛾䠠䠩䠝䠰άື䜈䛾䝸䝇䜽
䛿ప䛔

⟃Ἴ䝯䝕䜱䜹䝹䝉䞁䝍䞊㝔
⤫ᣓ䠠䠩䠝䠰㻌 㻌 㜿➉㻌 ⱱ

ᙜ㝔䛾⿕⅏≧ἣ

㏆㞄䛾⿕⅏≧ἣ
㟁ヰ㐃⤡ᅔ㞴䛷㏆㞄䛾⿕⅏≧ἣ䛿᫂㻌
䛴䛟䜀ᾘ㜵ᮏ㒊䛻㝲ဨ䜢ὴ㐵䛧↓⥺ᶵ䛷ሗ㞟
㝔እ䛻ᩆㆤᡤ䜢タ⨨䛧䚸ከᩘയ⪅ᑐᛂ‽ഛ

3᭶11᪥䛴䛟䜀ᆅᇦ䛻㟈ᗘ6ᙅ䛾ᆅ㟈Ⓨ⏕
┤䛱䛻㝔ෆ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䜢❧䛱ୖ䛢䚸㝔ෆ䛾
⿕⅏≧ἣ䜢ㄪᰝ㻌 ㏆㞄䛾㟁䛿▷㛫䛷ᪧ
ᘓ≀䛻୍㒊ᦆቯ䛒䜛䛜㝔ᶵ⬟⥔ᣢྍ⬟䛸ุ᩿

ᖾ䛔䚸㏆㞄䛷ከᩘയ⪅Ⓨ⏕䛿䛺䛛䛳䛯

Ⲉᇛ┴䠠䠩䠝䠰ཧ㞟ᣐⅬ䛾タ⨨

Ⲉᇛ┴䛾⿕⅏≧ἣ
•
•
•
•

㟈⅏ᙜ᪥༗ᚋ5㡭㻌 䠠䠩䠝䠰ົᒁ䛛䜙㐃⤡
Ⲉᇛ┴䛾䠠䠩䠝䠰ཧ㞟ᣐⅬ䛸䛺䜛䛣䛸䛿ྍ⬟䛛

Ⲉᇛ┴䛾㒊䛿㟈ᗘ6ᙉ
㒊䡚୰㒊䛻ᗈᇦ⅏ᐖ䛒䜚
ἢᓊ㒊䛻䛿ὠἼ⿕ᐖ䛒䜚
ከᩘയ⪅䛻㛵䛧䛶䛿ሗ䛺䛧

㝔㛗䛻┦ㄯ䛧ᛌㅙ
┴ᗇ䛻䠠䠩䠝䠰ㄪᩚᮏ㒊
䛴䛟䜀ᕷ䛻䠠䠩䠝䠰ཧ㞟
ᣐⅬ䜢タ⨨
ᅜ䠠䠩䠝䠰䛻ὴ㐵せㄳ

• 䝔䝺䝡䛾䝙䝳䞊䝇䛿
㻌 㻌 ᮾ䛾ὠἼ䛸
㻌 㻌 ཎⓎᨾ䛜୰ᚰ
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Ⲉᇛ┴䠠䠩䠝䠰ཧ㞟ᣐⅬ‽ഛ
•
•
•
•

Ⲉᇛ┴ཧ㞟ᣐⅬ䛷䛾䠟䠯䠟䠝

ᙜ㝔䛾㆟ᐊ䠄䠰䠩䠟䝩䞊䝹䠅䛻ᮏ㒊䜢タ⨨
䠡䠩䠥䠯⏝䠬䠟㻌
䝔䝺䝡䝰䝙䝍䞊㻌
⅏ᐖඃඛᦠᖏ㟁ヰ

C䠖┴ᗇ䛾䠠䠩䠝䠰ㄪᩚᮏ㒊䛸༠ྠ
䠯䠖⌧≧䛷䛾Ᏻ☜ㄆ㻌 వ㟈㻌 ὠἼ
㻌 㻌 ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ㻌 ⿕᭚Ᏻ
䠟䠖䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛿ᦠᖏ㟁ヰ䛸䠡䠩䠥䠯
㻌㻌
䠝䠖┴ෆ䛻⿕⅏䛧ᶵ⬟⥔ᣢᅔ㞴䛺㝔䛒䜚
㻌 㻌 ┴ෆ䛻ከᩘയ⪅䛾Ⓨ⏕䛾ሗ䛺䛧

Ⲉᇛ┴䛾⤫ᣓ䠠䠩䠝䠰䛾ุ᩿
• Ỉᡞ༠ྠ㝔䛛䜙⿕⅏䛧ᶵ⬟⥔ᣢᅔ㞴䛺䛯䜑
ධ㝔ᝈ⪅䜢㌿㝔ᦙ㏦䛧䛯䛔䛸┴䛻せㄳ䛒䜚
• ᗈᇦ⅏ᐖ䛾ᛴᛶᮇ䛾䛯䜑ᾘ㜵䛻䜘䜛ᝈ⪅ᦙ
㏦䛿ᮇᚅ䛷䛝䛺䛔
• ┴ෆ䛻ከᩘയ⪅䛾Ⓨ⏕䛿☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䛺䛔
䠐䠌䡇䡉

• 㟈⅏ᙜ᪥༗ᚋ9䚸Ỉᡞ༠ྠ㝔䛻䠠䠩䠝䠰ὴ㐵
䜢Ỵᐃ

䠠䠩䠝䠰άື䛾ᐇ㝿

Ỉᡞ༠ྠ㝔䛛䜙䛾㌿㝔ᦙ㏦

• Ỉᡞ༠ྠ㝔䛾㌿㝔ᦙ㏦䛻䛿ᝈ⪅ᦙ㏦ྍ⬟䛺
䠠䠩䠝䠰㌴୧䛜ᚲせ㻌
• ᝈ⪅ᦙ㏦䛜⾜䛘䛺䛔䠠䠩䠝䠰㌴୧䛾䝏䞊䝮䛿⚟
ᓥ┴䛻ྥ䛛䛳䛯㻌
• ⚟ᓥ┴㒊䚸ᐑᇛ┴䚸ᒾᡭ┴䛻⾜䛟䛻䛿䝇䝍䝑䝗
䝺䝇䝍䜲䝲䛜ᚲせ䛷䛒䛳䛯

• ධ㝔ᝈ⪅200ྡ䛾䛖䛱140ྡ䜢䠠䠩䠝䠰㌴୧䛷ኪ䜢
ᚭ䛧䛶㌿㝔ᦙ㏦䛧䛯㻌 60ྡ䛿⮬Ꮿ㏥㝔
• 䠠䠩䠝䠰䛿ྜィ䠍䠕䝏䞊䝮ὴ㐵
• Ỉᡞᕷ䛿ᗈᇦ䛻㟁䛧䛶䛔䛶┿䛳ᬯ䛰䛳䛯
• ㏆㞄䛾㝔䛿✚ᴟⓗ䛻ཷ䛡ධ䜜䛶䛟䜜䛯
• 3᭶12᪥༗ᚋ2䛻㌿㝔ᦙ㏦䜢↓䛻⤊
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Ⲉᇛᕷ䛻䠠䠩䠝䠰ὴ㐵
• 㟈ᗘ6ᙉ䛾ᆅ㟈䛸⣙䠑䡉䛾ὠἼ䛷⿕⅏
• 3᭶12᪥༗๓䠎㻌 ⌧ᆅ䛻⾜䛳䛯⟃ἼᏛᒓ
㝔䠠䠩䠝䠰㝲ဨ䛛䜙䠠䠩䠝䠰ὴ㐵せㄳ
• Ⲉᇛᕷ䛻䠠䠩䠝䠰㻌 6䝏䞊䝮ὴ㐵

䠍䠌䠌䡇䡉

Ⲉᇛᕷ䛷䛾䠠䠩䠝䠰άື䠍

Ⲉᇛᕷ䛷䛾䠠䠩䠝䠰άື䠎

• 3᭶12᪥ᮅ䚸Ⲉᇛᕷ䛷ᩆㆤᡤタ⨨

• 䠠䠩䠝䠰4䝏䞊䝮䜢㏣ຍὴ㐵䛧䚸ᾘ㜵䛸㐃ᦠ䛧䛶䚸
῝ኪ䜎䛷䛻↓䛻㌿㝔ᦙ㏦䜢⤊䛧䛯

• ⿕⅏≧ἣㄪᰝ䚸യ⪅䛿ᑡᩘ

• ཎⓎ䛾ᨾ䛷⿕᭚䜢ᚰ㓄䛩䜛㝲ဨ䛜䛔䛯

• ༗๓11䚸Ⲉᇛᕷ❧㝔䛜⿕⅏䛧ᶵ⬟⥔ᣢ
ᅔ㞴䛷ධ㝔ᝈ⪅80ྡ䛾㌿㝔ᦙ㏦䛜ᚲせ䛸ุ᩿䚹㻌
䠠䠩䠝䠰䛾㏣ຍὴ㐵せㄳ䛒䜚

ㄢ㻌 㢟
• ከᩘയ⪅䛾Ⓨ⏕䛾☜ㄆ᪉ἲ䛾☜❧
• ᗈᇦ⅏ᐖ䛷⿕⅏䛧䛯㝔䛾ධ㝔ᝈ⪅䛾㌿㝔
ᦙ㏦䜢ᚋ䛾䠠䠩䠝䠰䛾௵ົ䛸䛩䜉䛝䛛
• ཎᏊຊ⅏ᐖ䛻䜒ᑐᛂ䛷䛝䜛䠠䠩䠝䠰䛾㣴ᡂ
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ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦ࡀᚲせ࡞つᶍࡢ⅏ᐖࡢࢻࢡࢱ࣮࣊ࣜࡢά⏝
⿕⅏ᆅእ

࣊ࣜㄪᩚ࠾ࡅࡿᣦ⪅ࡢุ᩿
㸫ᒾᡭ┴࣊ࣜ㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊㸫
ⰼᕳ✵ 

6&8
6&8

6&8

⿕⅏ᆅෆ

6&8

๓ᶫ㉥༑Ꮠ㝔 㧗ᗘᩆᩆᛴࢭࣥࢱ࣮
㞟୰⒪⛉࣭ᩆᛴ⛉    ୰ᮧ ගఙ
⿕⅏ᆅෆ⅏ᐖᣐⅬ㝔ࡽ6&8ࡢᇦෆᦙ㏦

ᒾᡭ┴㻌 ᇦෆ䠈ᇦእᦙ㏦䛾ᴫせ

ᒾᡭ┴㻌 ᇦෆ䠈ᇦእᦙ㏦䛾ᴫせ

㔩▼㝔

ᐑྂ㝔

⯪Ώ㝔
ᒾᡭ┴❧୰ኸ㝔

ᾘ㜵Ꮫᰯ㻿㻯㼁㻌

ⰼᕳ✵

ᐑྂ㝔

ᒾᡭ┴ᾘ㜵Ꮫᰯ

㻿㻯㼁㻌

┴❧୰㒊㝔
┴❧୰ኸ㝔
㔩▼㝔
ᒾᡭ┴❧୰㒊㝔

䝗䜽䝍䞊䝦䝸
┴ෆ䠈┴እ㝔

⯪Ώ㝔

ᩆᛴ㌴

▼ᕳᕷ❧㝔䛛䜙䛾ᦙ㏦䛾ᴫせ

㟈⅏ࡼࡿയ⪅ 㸸ྡ
㟈⅏๓ࡽࡢᝈ⪅ 㸸ྡ
ⰼᕳ✵ 6&8ࡢᦙ㏦ 㸸ྡྡ
㝔ࡢ┤᥋ᦙ㏦
㸸ྡྡ
ⰼᕳ✵ 6&8ࡽࡢᦙ㏦ 㸸ྡྡ
㟈⅏ࡼࡿയ⪅࡛6&8ᦙ㏦㸸ྡྡ
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๓ᶫ㉥༑Ꮠ㝔㻌 ึືᩆㆤ⌜➨㻝⌜䛾ື䛝㻌

⇃㇂ඛ⏕ࡼࡾ㸪⤫ᣓࢧࣈࡢ௵ົࢆᣦ♧ࡉࢀࡲࡋࡓࡀ㸪
బ⸨ඛ⏕㸦బஂ⥲ྜ㝔㸧ࡀ฿╔ࡉࢀࡓࡓࡵ㸪
ᮏᮧඛ⏕༠ຊࡋ࣊ࣜ㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊ࢆ❧ࡕୖࡆࡿ࡞ࡗࡓ㸬

⤫ᣓDMAT
᪂₲ᕷẸ㝔㻌 ⇃㇂ㅬඛ⏕

3/12㻌 0䠖24㻌 ⚟ᓥ┴❧་㻌 ฿╔

3/11㻌㻌 17䠖45㻌 ๓ᶫ㉥༑Ꮠ㝔㻌 ฟⓎ

๓ᶫ㉥༑Ꮠ㝔㻌 ึືᩆㆤ⌜➨㻝⌜䛾ື䛝㻌
⤫ᣓDMAT
᪂₲ᕷẸ㝔㻌 ⇃㇂ㅬඛ⏕

䝦䝸㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊
ᰕᵜ५、བྷᆖॳ㩹े㏿⯵䲒㻌 ᵜᶁඛ⏕

⚟ᓥ┴❧་⛉Ꮫ ࢻࢡࢱ࣮࣊ࣜ㏻ಙᐊ
࣊ࣜ㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊ࢆ❧ࡕୖࡆࡓ㸬

 ࣭᪥ᮏ་⛉Ꮫ༓ⴥ⥲㝔
 ࣭๓ᶫ㉥༑Ꮠ㝔
 ࣭୰᪥ᮏ⯟✵&6 ྡ
 ࣭ᮅ᪥⯟ὒ&6 ྡ

3/12㻌 0䠖24㻌 ⚟ᓥ┴❧་㻌 ฿╔
3/12㻌 6䠖00㻌 ⚟ᓥ┴䝦䝸㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊❧䛱ୖ䛢

3/11㻌 17䠖45㻌 ๓ᶫ㉥༑Ꮠ㝔㻌 ฟⓎ

๓ᶫ㉥༑Ꮠ㝔㻌 ึືᩆㆤ⌜➨㻝⌜䛾ື䛝㻌

๓ᶫ㉥༑Ꮠ㝔㻌 ึືᩆㆤ⌜➨㻝⌜䠈➨㻞⌜䛾ື䛝㻌

⤫ᣓDMAT
᪂₲ᕷẸ㝔㻌 ⇃㇂ㅬඛ⏕

⅏ᐖ་⒪䝉䞁䝍䞊
DMATົᒁ㻌 ㏆⸨ඛ⏕

3/12㻌 12䠖28㻌 ⰼᕳ✵ 㻌 ╔㝣
㻌 㻌 㻌 㻌 13䠖14㻌 ᒾᡭ┴䝦䝸㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊❧䛱ୖ䛢
ఱ䜢䜔䛳䛶䛔䜛䜣䛰䠊
䛥䛳䛥䛸ᒾᡭ䛻᮶䛔䟿䟿
䝦䝸㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊
ᰕᵜ५、བྷᆖॳ㩹े㏿⯵䲒㻌 ᵜᶁඛ⏕

3/12㻌 11䠖40㻌 ⚟ᓥ┴❧་㻌 㞳㝣
3/12㻌 08䠖25㻌 ⚟ᓥ┴❧་㻌 ╔㝣
3/12㻌 0䠖24㻌 ⚟ᓥ┴❧་㻌 ฿╔
3/12㻌 6䠖00㻌 ⚟ᓥ┴䝦䝸㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊❧䛱ୖ䛢

3/11㻌 17䠖45㻌 ๓ᶫ㉥༑Ꮠ㝔㻌 ฟⓎ
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ุ᩿㸦ᩍカ㸧ࡑࡢ
⤫ᣓ◊ಟࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㝲ဨࡣ㸪యࢆぢ࡚
⮬ศࡢࡸࡿࡁࢆ⪃࠼ࡿ㸟㸟
๓ᶫ㉥༑Ꮠ㝔ࡣᖺᗘ㸪ᖺᗘࡢᗈᇦ་⒪ᦙ㏦カ⦎㸦カ⦎㸧࠾࠸࡚
࣊ࣜ㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊ࡢᙺࢆᢸࡗࡓ㸬
ࡑࡢࡓࡵ㸪ᐇ㝿ࡢ⅏ᐖࡶࡑࡢᙺࢆᯝࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⩏ົࡀ࠶ࡗࡓ㸬

ⰼᕳ✵  6&8㸦᱁⣡ᗜ㸧ࡢእ
ᒾᡭ┴࣊ࣜ㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊ࢆ❧ࡕୖࡆࡓ㸬

 ࣭๓ᶫ㉥༑Ꮠ㝔 ྡ
 ࣭୰᪥ᮏ⯟✵&6 ྡ
 ࣭ᮅ᪥⯟ὒ&6 ྡ

ᑡࡋⴠࡕ╔࠸࡚ࡽ⪃࠼ࡿ㸪ࡑࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢᙜ᪥ࡣ࣭࣭࣭

&㸸&RPPDQG &RQWURO

ᗈᇦ⅏ᐖ䠠䠩䠝䠰䛾ᣦ⣔⤫
ཌ⏕ປാ┬ᮏ㒊

䛆ᣦ♧௧⣔⤫䛇

⿕⅏㒔㐨ᗓ┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊
⅏ᐖ་⒪ᮏ㒊ᶵ⬟

DMATົᒁ
DMAT㒔㐨ᗓ┴
ㄪᩚᮏ㒊

⥲ྜㄪᩚ
ᨭ

⿕⅏ᆅእ
㒔㐨ᗓ┴

DMATົᒁ

⥭ᾘ㝲㒔㐨ᗓ┴
ᾘ㜵ᛂάືㄪᩚᮏ㒊

䝦䝸㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊

DMATᒾᡭ┴ㄪᩚᮏ㒊

DMAT
ᇦእᣐⅬᮏ㒊

DMAT
SCUᮏ㒊

㝔ᨭ
ᣦᡤ

⅏ᐖᣐⅬ㝔

DMAT
DMAT
άືᣐⅬᮏ㒊 ά
άືᣐⅬᮏ㒊

⌧ሙάື
ᣦᡤ

㝔ᨭ
ᣦᡤ

ᕷ⏫ᮧᮏ㒊
⥭ᾘ㝲
ᣦᨭᮏ㒊➼

SCUᮏ㒊

⌧ሙάື
ᣦᡤ
DMAT䛾ᣦ
㐃⤡䞉㐃ᦠ

ྛ䝗䜽䝍䞊䝦䝸

15

&㸸&RPPDQG &RQWURO

ྛ䝗䜽䝍䞊䝦䝸

ุ᩿㸦ᩍカ㸧ࡑࡢ

䛆ᣦ♧௧⣔⤫䛇

ᣦ௧⣔⤫ࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿ㸬
ࡋࡋ㸪⌧ሙࡢពぢ༑ศ⪥ࢆഴࡅࡿ

DMATົᒁ
DMATᒾᡭ┴ㄪᩚᮏ㒊

࣊ࣜ㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊ࢆⰼᕳ✵
ࡋࡋ㸪


ⰼᕳ✵

SCUᮏ㒊
ཧ㞟ᣐⅬ
άືᣐⅬᮏ㒊
SCU
യ⪅㞟✚ሙᡤ

䝦䝸㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊

 ࣭'0$7ㄪᩚᮏ㒊ࡽࡢᣦ♧ࢆ༑ศཷࡅࡿࡇࡀฟ᮶࡞ࡗࡓ
 ࣭⾜ࡗࡓάືࢆ༑ศሗ࿌ฟ᮶࡞ࡗࡓ

䝦䝸㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊

ྛ䝗䜽䝍䞊䝦䝸

࠾ࡅࡓࡣ௵ົࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡗࡓ㸬


ࡣ┬ࡍࡁ࡛࠶ࡿ㸬


ྛ䝗䜽䝍䞊䝦䝸

－154－

3

6㸸6DIHW\

6㸸6DIHW\
㸰㸬♫㸸<(6㸭⌧ሙ㸸12 ࡇࢀࡣᅔࡗࡓ㸟㸟

㸯㸬࣊ࣜࡢ㐠⯟ࡣኳೃᕥྑࡉࢀࡿ
᭶᪥㹼
 ࣭ᙉ㢼
 ࣭㞼ࡢ㧗ࡉ
ࡼࡾ㸪ᒣ㉺࠼ࢆ⾜࠺௵ົࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬
ἢᓊᆅᇦࡽയ⪅ᦙ㏦ࡢ౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓࡀ
ࡇࢀࢆ᩿ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞ࡗࡓ㸬

᭶᪥㸪
ዪᕝཎⓎࡢ⇿Ⓨࡢㄗሗ࠶ࡾ㸬
ṇ☜࡞ሗࢆධᡭࡍࡿࡇࡣᅔ㞴


ୖ
㧗
ᆅ

ࡑࡢᚋ㸪'0$7ົᒁࡽ▼ᕳᕷ❧㝔ࡢ
ᝈ⪅ᦙฟᴗົࡢᩆࡢ౫㢗࠶ࡾ

ࡋࡋ㸪ᖹ
ᖹ㔝㒊ࡣࣇࣛࢺྍ⬟࡞ࡗࡓࡓࡵ
ྠ᪥๓
▼ᕳᕷ❧㝔ࡽࡢᝈ⪅ᦙฟ
ᛂࡢࡓࡵ㸪ᶵࡢ࣊ࣜࢆ▼ᕳࡲ࡛ὴ㐵ࡋࡓ㸬

'0$7ົᒁ
  㺀ྛ㐠⯟♫ࡣ㐃⤡ࡋ㸪2.ࢆࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿ㸬᪩ࡃ⾜ࡗ࡚ࡃࢀࡿ㸟㺁

⌧ሙྛ㐠⯟♫ࡢ㏉
 ࣭$㐠⯟♫ࢫࢱࢵࣇ㸸㺀ሗࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪Ᏻ࠺ࡣ☜ㄆฟ᮶࡞࠸  
            ࡓࡵ12㺁
 ࣭%㐠⯟♫ࢫࢱࢵࣇ㸸㺀ࡑࢇ࡞ヰࡣ⪺࠸࡚࠸࡞࠸㸬ᡃࠎࡣ㣕ࡲࡏࢇ㺁
࣊ࣜ㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊Ѝ'0$7ົᒁ
  㺀⌧ሙ࡛ࡣЌ࡛ࡍ㸬ᗘ㸪㐠⯟♫☜ㄆࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ㸬㺁
'0$7ົᒁ
  㺀☜ㄆࡋ㸪୧᪉ࡶ2.ࡔ㸬᪥ἐࡀ㏆࠸ࡽ᪩ࡃ㺁
ྛ㐠⯟♫ࡢ♫ࡢ㏉
 ࣭$㐠⯟♫ࢫࢱࢵࣇ㸸㺀ࢃࡾࡲࡋࡓ㸬ཌ⏕ປാ┬ࡀኵゝ࠺࡞ࡽ2.࡛ࡍ㸬㺁
 ࣭%㐠⯟♫ࢫࢱࢵࣇ㸸㺀♫ࡀⰋ࠸ゝࡗ࡚ࡶᡃࠎࡣ᎘ࡔ㸟㸟㺁

20kmᙅ

6㸸6DIHW\
㸱㸬ኪ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ
᪥ᖖ䛾ᴗົ䛷䛿䠈᪥ἐᚋ䛾㞳╔㝣䛿Ᏻ㠃䛛䜙⾜䜟䛺䛔᪉㔪䛸
䛧䛶䛔䜛㐠⯟♫䛜ከ䛔䠊

䛧䛛䛧䠈ᅇ䛾௵ົ䛷䛿
㻌 䞉᪥ἐᚋ䛾㞳㝣
㻌 䞉᪥ἐᚋ䛾╔㝣䠄ⰼᕳ✵ 䠅
䛜䛒䜚䠈ᶵ㛗ุ᩿䛷⾜䛳䛶㡬䛔䛯䛜䠈༑ศ䛻㛫⟶⌮➼䜢⾜䛖䛜ฟ᮶䛺䛛䛳䛯

࣊ࣜ㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊Ѝ་⒪ࢫࢱࢵࣇ㸦$㐠⯟♫ࡢ࣊ࣜ㸧
 ࣭ۑ㝔ࢫࢱࢵࣇ㸸Ⰻ࠸࡛ࡍࡼ
 ࣭ڹ㝔ࢫࢱࢵࣇ㸸ࢃࡾࡲࡋࡓ
 ࣭ڧ㝔ࢫࢱࢵࣇ㸸㝔☜ㄆࡋࡓࡽ㸪㥏┠ࡗ࡚ゝࢃࢀࡲࡋࡓ㸬

᭱⤊ⓗ▼ᕳฟືฟ᮶ࡓ࣊ࣜࡣᶵ㸭ᶵ࡛࠶ࡗࡓ

ุ᩿㸦ᩍカ㸧ࡑࡢ
㒊㝲ࡢᏳࡣ⤫ᣓ⪅ࡀ⟶⌮ࡍࡿ
⅏ᐖ⌧ሙ࡛ࡣ㸪Ẽศࡀ㧗ᥭࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᬑẁࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡲ࡛⾜࠼࡚ࡋࡲ࠺㸬
ࡋࡋ㸪⤫ᣓ⪅ࡣ㸪≉͆Ᏻ͇ࢆᏲࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸

ࢻࢡࢱ࣮࣊ࣜࡣ㸪Ᏻ⟶⌮ࡣᶵ㛗ุ᩿ࡀ⤯ᑐ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪㐠⯟ࢡ࣮ࣝࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛࠶ࡿ㸬

ᶵ㛗ࡼࡗ࡚ࡣኪ㛫ࡢ㞳╔㝣ࢆዲࡲ࡞࠸
᪉ࡶ࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪⅏ᐖᑐᛂ࡞ࢀ࡚࠸࡞࠸㸬

㏻ᖖᴗົ௨ୖࡢ㐠⯟ࢆ౫㢗ࡍࡿࡇࡣ
Ᏻ㠃ࡽ⪃࠼ࡿ࠺㸟
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&㸸&RPPXQLFDWLRQ

&㸸&RPPXQLFDWLRQ

᪥ᖖⓗ࡞ࢻࢡࢱ࣮࣊ࣜࡢ&RPPXQLFDWLRQ

⅏ᐖࢻࢡࢱ࣮࣊ࣜࡢ&RPPXQLFDWLRQ

䜹䞁䝟䝙䞊↓⥺
་⒪↓⥺
ᦠᖏ㟁ヰ

A㐠⯟♫

A㐠⯟♫
B㐠⯟♫

ᾘ㜵↓⥺

B㐠⯟♫䜹䞁䝟䝙䞊↓⥺
ᇶᆅ㝔

ᩆᛴ㌴

ⰼᕳ✵

ᾘ㜵ᮏ㒊

ᦠᖏ㟁ヰ



ᅇ䛾ྛᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ

ุ᩿㸦ᩍカ㸧ࡑࡢ

⮬⾨㝲
ᖖ」ᩘࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࢆ
‽ഛࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸

┴ᗇ

ᾘ㜵䞉㆙ᐹ

㐃ᦠ
DMATㄪᩚᮏ㒊

ᖺࡢカ⦎࡛ࡣ㸪࣊ࣜ㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊㐠⯟ࢡ࣮ࣝࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝ
ࡋ࡚㸪͆ᦠᖏ࣓࣮͇ࣝࢆ⏝ࡋࡓ㸬

ᅇࡣ㸪ᦠᖏ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࡢ‽ഛࡶฟ᮶ࡎ㸪
」ᩘࡢ㐠⯟♫ࡢ࣊ࣜࡀཧ㞟ࡋࡓࡓࡵ㸪ඹ㏻ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࡀ࡞ࡃ㸪
㐃⤡ࡿࡢኚⱞປࡋࡓ㸬

་⒪

䝦䝸㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊

ྛᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ䛾ᵓ
⮬⾨㝲

┴ᗇ

ᾘ㜵䞉㆙ᐹ

ྜྠ䝦䝸㐠⯟ㄪᩚᮏ㒊

་⒪
ⰼᕳ✵ ࡣࢻࢡࢱ࣮࣊ࣜࡢ
 ࣭⮬⾨㝲ᶵ
 ࣭ᅜࡢᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜ
ࡀ╔㝣㸪㥔ᶵࡋ࡚࠸ࡓ㸬

ࡋࡋ㸪ྛ㒊㝲ࡢሗࡢࡸࡾࡾࡣ
⾜࠼࡞ࡗࡓ㸬

㐠⯟⟶⌮⪅
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$㸸$VVHVVPHQW

ุ᩿㸦ᩍカ㸧ࡑࡢ

ุ᩿㸦ᩍカ㸧ࡑࡢ

ྛ㛵ಀᶵ㛵┴ᗇࣞ࣋ࣝࡔࡅ࡛࡞ࡃ
⌧ሙ࡛ࣞ࣋ࣝࡶ㐃ᦠࢆྲྀࡿࡀ
㐃ᦠࢆྲྀࡿດຊࢆ⾜࠺ࡁ

ᮏ㒊ࡢ᭰せဨࡶ☜ಖࡍࡁ

┴ᗇ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ㸪⮬⾨㝲࣭ᾘ㜵࣭་⒪࡛ࡢ㐃ᦠࡀྲྀࢀ࡚࠸ࡓᛮࢃࢀࡿ㸬
ࡋࡋ㸪⌧ሙ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ㸪ྛ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡀྲྀࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡣ↓ࡗࡓ㸬

ᇶᮏⓗࡣ㛫ࡢάືࢆᐃࡋ࡚࠾ࡾ㸪
᪥ࡣᘬࡁୖࡆࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓ
ࡋࡋ㸪ᝈ⪅ᦙ㏦ࡢ㟂せࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾ㸪ᚋࡶάືࡀᚲせ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࡓ

≉ྛᶵ㛵ࡢ࣊ࣜࡣᚓព࡞≧ἣࡀ࠶ࡿ
 ࣭⮬⾨㝲࣊ࣜ 㸸㍍㸪ከᩘ
 ࣭ࢻࢡࢱ࣮࣊ࣜ㸸㔜㸪㸫ே
 ࣭㜵⅏࣊ࣜ  㸸୰➼㸫ே
ࡇࡢ≉ᛶࢆάࡋࡓ࣊ࣜᦙ㏦ࢆィ⏬ࡍࡁ࡛࠶ࡗࡓ㸬

ࡑࡢࡓࡵ㸪๓ᶫ㉥༑Ꮠ㝔 ⅏ᐖᑐ⟇ጤဨ㛗࡛࠶ࡿࢭࣥࢱ࣮㛗┦ㄯࡋ㸪
᪥᭰せဨ㸦ᮏ㒊࠾ࡼࡧࢻࢡࢱ࣮࣊ࣜࢫࢱࢵࣇ㸧ࢆὴ㐵ࡋ࡚㡬࠸ࡓ
⤖ᒁࡣ᪥ࢆࡶࡗ࡚ࢻࢡࢱ࣮࣊ࣜ㒊㝲ࡣᘬࡁୖࡆ࡞ࡗࡓ࣭࣭࣭

ุ᩿㸦ᩍカ㸧ࡑࡢ

ᐇാカ⦎

᧔ࡢࢱ࣑ࣥࢢࡇࡑ
㔜せ࡛࠶ࡿ

⤒㦂
᳨ド

᧔ࡣྛᮏ㒊ࡢㄪᩚ࡛⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
ࢻࢡࢱ࣮࣊ࣜࡣᮏ᮶㸪ྛ┴ࡢᩆᛴ་⒪࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ
⅏ᐖ࡛ࡢ㟂せࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࢀࡤฟ᮶ࡿࡔࡅ᪩ࡃྛ┴ᡠࡍࡁ࡛࠶ࡿ㸬

᳨ド

ᐇ⅏ᐖ

⩌㤿┴ࢻࢡࢱ࣮࣊ࣜࡣ᪥᧔ࡋࡓࡀ㸪⩌㤿┴ࡲ࡛ࡣᡠࢀࡎ
ኳೃࡢ㒔ྜ࡛᪂₲✵ ࡛㊊Ṇࡵ
⩌㤿┴ࡣ᪥ࡢᖐ㑏࡛࠶ࡗࡓ㸬

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻䜘䜚䚸䛚ஸ䛟䛺䜚䛻䛺䜙䜜䛯᪉䚻䛾䛤
ෞ⚟䜢䛚♳䜚⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䛸ඹ䛻䚸⿕ᐖ䜢ཷ䛡䜙䜜䛯
ⓙᵝ䚸䛤ᐙ᪘䛻䚸ᚰ䛛䜙䛚ぢ⯙䛔䜢⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹
䜎䛯䠈ᅇ䛾ฟື䛻㝿䛧䠈䛤༠ຊ㡬䛔䛯㛵ಀ⪅䛾
ⓙᵝ䛻䠈ឤㅰ⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䠊
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⤫ᣓDMAT◊ಟ20110726❧ᕝ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏
⚟ᓥ་」ᩘ䝦䝸⤫ไ䝭䝑䝅䝵䞁
•
•

᪥ᮏ་༓ⴥ⥲㝔
ᩆᩆᛴ䝉䞁䝍䞊
ᮏᮧ୍

䠕䛜ỈṚ䛸᥎ᐃ䠙ᒾᡭ䞉㝣๓㧗⏣䛾䠍䠎䠒ே䠉ὠἼ⿕ᐖᾋ䛝᙮䜚䞉༓ⴥ㝔ㄪ
ᰝ
㻌 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛷䚸ᕷᙺᡤ䜢ྵ䜐ᕷ⾤ᆅ䛾༙䛜ὠἼ䛻䛾䜏㎸䜎䜜䛯ᒾᡭ┴㝣
๓㧗⏣ᕷ䛷䚸᳨ど䛥䜜䛯Ṛ⪅䠍䠎䠒ே䛾䛖䛱⣙䠕䛜ỈṚ䛸᥎ᐃ䛥䜜䜛䛣䛸䛜䠎䠎᪥䚸
༓ⴥᏛ㝔㛵ಀ⪅䛾ヰ䛷ศ䛛䛳䛯䚹
㻌 䠍䠕䠕䠑ᖺ䛻㉳䛝䛯㜰⚄㟈⅏䛾≛≅⪅䛿䚸Ṛᅉ䛾䠔䛜ᆅ㟈䛷ᐙᒇ䛜ಽቯ䛧
䛯䛣䛸䛺䛹䛻䜘䜛ᅽṚ䞉❅ᜥṚ䛰䛳䛯䛜䚸ᅇ䛿ὠἼ䛻䜘䜛⿕ᐖ䛾䛝䛥䛜ᾋ䛝᙮
䜚䛸䛺䛳䛯䚹
㻌 㛵ಀ⪅䛻䜘䜛䛸䚸㆙ᐹᗇ䛛䜙᪥ᮏἲ་Ꮫ䜈䛾ᨭせㄳ䜢ཷ䛡䚸ྠᏛ㝔
䛾ᩍᤵ䜙䛜㆙ᐹᐁ䛻䜘䜛᳨ど䛻❧䛱䛳䛯䛸䛔䛖䚹
㻌 ᳨ど䛿ᴟ䜑䛶▷㛫䛷⾜䜟䜜䚸᭱⤊ⓗ䛺Ṛᅉ䛾☜ᐃ䛿ᅔ㞴䛺䛜䜙䜒䚸㑇య䛾
ᦆയ⛬ᗘ䛺䛹䛛䜙䠍䠎䠒ே䛾䛖䛱⣙䠕䛜ỈṚ䛸᥎ᐃ䛥䜜䛯䛸䛔䛖䚹䠄2011/03/22䠅

⚟ᓥ┴❧་䝗䜽䝍䞊䝦䝸⤫ไᮏ㒊
•
•
•
•
•
•

⚟ᓥ┴❧་䝗䜽䝍䞊䝦䝸⤫ไᮏ㒊

3᭶11᪥㻌 14䠖46㻌 Ⓨ⅏㻌 ⥲䝦䝸⌧ሙฟື୰
15䠖15㻌 ᇶᆅᖐ㑏䚸㝔ෆᑐᛂ
16䠖00㻌 ༓ⴥ┴䛸䛾ㄪᩚ
18䠖35㻌 ⚟ᓥ┴❧་䛻ྥ䛡㞳㝣
19䠖55㻌 ⚟ᓥ┴❧་฿╔䚸DMATᮏ㒊❧䛱ୖ䛢
22䠖00㻌 䝗䜽䝍䞊䝦䝸⤫ไᮏ㒊❧䛱ୖ䛢

(13:55㞳㝣)

•
•
•
•
•
•
•

ᆅ᪉ᆅ⌮ሗᢕᥱ
་⒪䝙䞊䝈ᢕᥱ
ᦙ㏦ྍ⬟་⒪ᶵ㛵䛾ᢕᥱ
ཧ㞟ணᐃ䝗䜽䝍䞊䝦䝸ᢕᥱ
䝦䝸⤫ไᮏ㒊䛾ேဨ☜ಖ䞉㓄⨨
ሗ䝒䞊䝹䚸CS⏝ྍ⬟ᶵჾᢕᥱ
12᪥䛾㐠⯟ィ⏬
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Assembly of the Doctor-Helicopter
Teams

CSCATTT

Hanamaki Airport
(Hanamaki Base)

Fukushima Medical Univ.
(Fukushima Base)

3᭶12᪥

• Transport:
䐟⚟ᓥ㻌 㻌 11᪥------------------------------14᪥⚟ᓥ䝦䝸ᴗົ䜈
䐠⥲㻌 11᪥20 -------------------------------------15᪥
䐡๓ᶫ㻌
12᪥0825-(1110ⰼᕳ✵ 䜈)
䐢⪷㞔୕᪉ཎ㻌 12᪥0908 -------------------------15᪥
䐣㇏ᒸ㻌
12᪥1102---------13᪥PM
䐤㜰㻌
12᪥1314 -------------------------15᪥
䐥బஂ㻌
12᪥1517-----------13᪥1606
䐦ᒣཱྀ㻌
13᪥1047------------------15᪥
䐧ஂ␃⡿㻌
13᪥1315 ------------------15᪥
䐨⋊༠㻌 㻌 䡚⤊ጞout of control䡚

3᭶13᪥

1220▼ᕳᕷẸ㝔
䛾Ꮩ❧ุ᫂

1630⚟ᓥ
ཎⓎ⇿Ⓨ

3᭶1䠐᪥

▼ᕳᕷẸ㝔䜘䜚▼ᕳ
㐠ືබᅬ䜈Dr.䝦䝸䛷䝢
䝇䝖䞁
⮬⾨㝲ᶵ䛷㟘䛾┠㥔ᒡ
ᆅ䜈
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Evacuation of Patients from the
Hospital

Starting the Ishinomaki Operation

Ishinomaki athletics field

Hanamaki Base

Evacuation

Ishinomaki
Sendai
Transportation by SDF
Supply
Fukushima Base
Fukushima Nuclear Power Plant

SDF Kasuminome Camp

Ishinomaki Municipal Hospita

CSCATTT

CSCATTT
• Transport:
(༢䠖ே)

㏻ᖖᩆᛴ

་⒪ᶵ㛵
㛫

SCU䜈

㑊㞴

ഄᐹ

ィ

12᪥

0

11

0

0

1

12

13᪥

1

9

1

0

1

12

14᪥

0

0

4

80

0

84

15᪥

―

―

―

―

―

―

ィ

1

20

5

80

2

108

•
•
•
•
•
•
•

Command䠃Control:㻌
DMATົᒁ䠖㜿༡ඛ⏕
⚟ᓥ┴ᗇ䠖⏣ໃඛ⏕
ᐑᇛ┴ᗇ䠖ᒣෆඛ⏕䚸ୖඛ⏕
ᒣᙧ┴ᗇ䠖᳃㔝ඛ⏕
⚟ᓥ┴❧་DMATᮏ㒊䠖⇃㇂ඛ⏕
ከ䛟䛾ṇ☜ሗ䚸ΰ䛩䜛ሗ㻌 䠙ᙜ↛

•
•
•
•

䝦䝸⤫ไᮏ㒊❧䛱ୖ䛢䛻ᙜึㄪᩚဨ㊊
䝦䝸㐠⯟䝕䝄䜲䞁䜢⾜䛖CS䛜㊊
䝗䜽䝍䞊䝦䝸㐠⯟⟶⌮ᐊ䛿⤫ไᮏ㒊䛸䛧䛶᭷⏝
␗ᵝ䛺⇕Ẽ䛸⯆ዧ≧ែ䛷⬺Ỉ䞉ప⾑⢾

ᩍカ

CSCATTT

䐟䝦䝸⤫ไᮏ㒊ᶵ⬟❧䛱ୖ䛢䞉⥔ᣢ䛻ከᩘ䛾
ㄪᩚဨ䛜ᚲせ
䐠」ᩘ䝦䝸㐠⯟䛾䛯䜑ྛ䝦䝸䛿CS䜢㐃䜜䛶ཧ
㞟䛩䜉䛝

•
•
•
•

䐡ΰ䛧䛯ሗୗ䛷㻌 ㎿㏿䛺䝦䝸ά⏝䛾䛯䜑䛻
䛂䝦䝸⤫ไᮏ㒊䛜⮬ᚊᛶ䜢ᣢ䛳䛯㐠⏝యไ䛃
ᚲせ

Safety䠖
ᨭ㝲䛻䜘䜛㏻ᖖ䛾ᆅୖ䛛䜙䛾Ᏻ☜ಖྍ
䝟䜲䝻䝑䝖ุ᩿䛷╔㝣
㞳╔㝣้➼䛾㐃⤡ᅔ㞴

• ⚟ᓥཎⓎ⇿Ⓨ௨㝆䛿䚸࿘㎶
20km→30km→40kmᅪ㣕⾜ྍ䛸䛩䜛㐠⯟
♫䛾ไ㝈ୗ䛷άື

䐢䛂ႃ䛾Ῥ䛝䛿ᚰ䛾Ῥ䛝䛃⣽┠䛺Ỉศ䛸⢾ศ⿵
⤥䜢
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ᩍカ

CSCATTT
• Communication:
• ᝈ⪅⟶⌮䝪䞊䝗䚸䝦䝸⤫ไ䝪䞊䝗䛾ᙧᘧỴᐃᚲせ䚹

䐣⅏ᐖ䛾ΰ䛩䜛ሗ䞉≧ἣୗ䚸⤯ᑐⓗᏳ
ಖ㞀䛿䛺䛔䛜䚸ᣦᐁ䛿ᨵ䜑䛶Ᏻ䛿᭱
ඃඛ㡯䜢ㄆ㆑䛧⤫ไ䜢䛸䜛䜉䛝䚹

•
•
•
•
•
•
•
•

ᩍカ

ᅛᐃ㟁ヰ䕧
⾨ᫍ㟁ヰ䕧(㟁ụၥ㢟)
ᦠᖏ㟁ヰ㽢
ᦠᖏ㟁ヰmail㽢
↓⥺㽢䡚䕿
᭷⥺䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䞉mail 䕿
↓⥺䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖㽢
⣽䛛䛔㐠⏝䛿ྍ䚹Mission⤊ẖ䛻ᮏ㒊䜈䛾㐃⤡䜢
ᣦ♧䛩䜛䛜㏻ಙྍ䚹㐠⯟ᮏ㒊䛷䛾ཱྀ㢌ᣦ♧䛜၏୍
☜ᐇ䛺᪉ἲ䚹䠍missionẖཱྀ㢌ᣦ♧䚹

CSCATTT
•
•
•
•
•

䐤DMATཬ䜃䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛾⤌⧊ⓗάື䛾䛯䜑
䛻䚸⊂⮬䛾☜ᐇ䛺㏻ಙᡭẁ䛾☜ಖ䛜ᚲせ
(ႚ⥭䛾ㄢ㢟)
䐥⮬⾨㝲䚸ᾘ㜵㜵⅏䚸㆙ᐹ䚸ᾏୖಖᏳᗇ䚸䝬䝇
䝁䝭➼⤌⧊䝦䝸䜢ྵ䜑䛯䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛾
⨨ሗᢕᥱ䝅䝇䝔䝮䛜ᚲせ䠄⤌⧊ⓗ㐠⾜
㠃䛸Ᏻ㠃䛛䜙䠅

ᩍカ

Assessment:
⅏ᐖ䛾యീᢕᥱ䛜ᅔ㞴
ᆅ᪉ᆅᅗ☜ಖ䛜ᅔ㞴
ྛ䝦䝸Call sign䛾ΰ
་⒪タ䛺䛹㞳╔㝣ሙᡤ䛾⨨ሗ(⦋ᗘ
⤒ᗘ)䛺䛟㐠⯟䝕䝄䜲䞁䛻ᨭ㞀

CSCATTT
• Triage䞉Treatment䞉Transport:
• 3/13ኤ᪉䚸▼ᕳᕷẸ㝔.㻌 㝈䜙䜜䛯㛫䛷
ᦙฟྍ㑊ᝈ⪅6ே䜢㑅ฟ䛧ᦙ㏦

䐦་⒪䝙䞊䝈ᢕᥱ┠ⓗ䛻䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛾ഄᐹά
ື䜒⪃៖䛩䜉䛝
䐧䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛾䝁䞊䝹䝃䜲䞁䛿ᅜDMAT䛾
ㄆ▱ᚲせ
䐨(ᑡ䛺䛟䛸䜒)⅏ᐖᣐⅬ㝔䛾⨨ሗ(⦋ᗘ
⤒ᗘ)䛿EMISୖ䛻グ㍕䛩䜛䜉䛝

• ⤥Ἔඃඛ䛻䛴䛔䛶䝹䞊䝹↓䛧䚸䝗䜽䝍䞊䝦䝸䜒
ሗ㐨䝦䝸➼䛸ྠᵝ䚸1㛫௨ୖᚅ䛯䛥䜜䛯

• 」ᩘ䝦䝸ᚅᶵሙᡤ☜ಖ䚸ኪ㛫╔㝣↷᫂☜ಖ
ᚲせ
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䜎䛸䜑

ᩍカ
䐩䝦䝸⤥Ἔᡤ䛷䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛾⤥Ἔඃඛ㡰䜢
ୖ䛢䜛䝹䞊䝹స䜚䛜ᚲせ

• 䝗䜽䝍䞊䝦䝸䛿DMAT䛜⊂⮬䛻㎿㏿䛻䚸DMAT
ᢞධ䚸་⒪㈨ჾᮦᢞධ䚸യ⪅ᦙ㏦䚸ഄᐹ
䛻ά⏝䛷䛝䜛᭷ຊ䛺Ṋჾ䚹

䐪」ᩘ䝦䝸ᚅᶵሙᡤ䛸ኪ㛫↷᫂䛾☜ಖ䜈䛾⪃
៖ᚲせ

• ᩍカ䜢ᇶ䛻䚸䛥䜙䛻」ᩘ䝦䝸㐠⯟䛾㉁䜢㧗䜑
䜛䝹䞊䝹స䜚䛿ᛴົ䚹
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ᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ⓨ⅏㻌

ᖹᡂ23ᖺ3᭶11᪥
䠄⯙㭯䛛䜙ฟᙇᖐ㊰㏵ୖ䠅

ᇦእᮏ㒊䛻䛚䛡䜛ᣦ⪅䛾ุ᩿㻌
㻌
䠘⩚
⩚⏣✵

䠚

ྡྂᒇ῭㝔
㻌 ᕝ㻌 ႐ᕫ
㻌

3᭶12᪥ᮍ᫂䚸❧ᕝ䜈㝣㊰ฟⓎ
䛩䜛䜒͏

䠍䠎᪥䠍䠐䚸⩚⏣✵ 䛾㉮㊰ධ䜚ཱྀ䛻
฿╔

ᩍカ䠌
• 㻌 DMATົᒁ䛛䜙ྊ㞟䛾㐃⤡䛜ධ䛳䛯
䚸䛩䛷䛻㏻䛿᭱ᝏ䛷䛒䜛䚹
㻌 㻌 Ᏻ᫆䛺ṇ⩏ឤ䛷䛿䛭䛖⡆༢䛻❧ᕝ䛻䛿฿
╔䛧䛺䛔䛣䛸䜢ㄆ㆑䛫䜘䚹
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䠖HeLP-SCREAM㻌 㻌

ຬ䜣䛷⩚⏣✵ ᇶᆅ❧䛱ୖ䛢䜈

ᮏ㒊䛾❧䛱ୖ䛢

䈄
䈄
䈄
䈄
䈄
䈄
䈄
䈄
䈄

㻴㼑㼘㼘㼛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜹䜴䞁䝍䞊䝟䞊䝖䜈䛾ᣵᣜ㻌 㻌 㻌
㻸㼛㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ᮏ㒊䛾ሙᡤ䛾☜ಖ㻌
㻼㼍㼞㼠㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ึᮇᮏ㒊ேဨ䛾ᙺศᢸ㻌㻌
㻿㼍㼒㼑㼠㼥㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌Ᏻ☜ㄆ㻌 㻌 㻌
㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌 㻌 㐃⤡ᡭẁ䛾☜ಖ㻌㻌
㻾㼑㼜㼛㼞㼠㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ୖᮏ㒊䜈䛾❧䛱ୖ䛢䛾㐃⤡㻌
㻱㼝㼡㼕㼜㼙㼑㼚㼠㻌 㻌 㻌 㻌 ᮏ㒊ᶵᮦ䛾☜ಖ㻌㻌
㻭㼟㼟㼑㼟㼟㼙㼑㼚㼠㻌 㻌 㻌 ≧ἣホ౯㻌
㻹㻱㼀㻴㻭㻺㻱㻌 㻌 㻌 㻌 ሗ㞟䛸䛭䛾ඹ᭷㻌
㻌

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

㈇䛿䛣䛣䛰䟿㻌

䠘䠍᪥┠䠚

ᩍカ䠍
• DMATᣦᮏ㒊䛾❧䛱ୖ䛢䛷䛿䚸᭱ึ䛜
㈇䛷䛒䜛䚹
㻌 ◳㌾⧊䜚䛬䛯䛒䜙䜖䜛ᡭἲ䜢㥑䛧䚸ཧ
㞟䛧䛯DMAT䛸Ⰻዲ䛺ே㛫㛵ಀ䜢ಖ䛱䛴䛴
ᮏ㒊䛾ᣦ⣔⤫䜢䛧䛳䛛䜚ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䛜
ษ䛸ᚰᚓ䜘䚹

䠘䠎᪥┠䠚

㻌 ᩍカ䠎
• DMATᮏ㒊䛿䚸ᮏ㒊㛗௨እ䛻᭱ప㝈䛾㈨
ᶵᮦ䠄䝩䝽䜲䝖䝪䞊䝗䚸⤫ᣓ༳䚸EMIS䛺
䛹䠅䛸䚸」ᩘே䛾ඃ⚽䛺䚸ಙ㢗䛻㊊䜛䝻䝆䛾
☜ಖ䛜䛒䜜䜀䛻㐠⏝䛥䜜䜛䛣䛸䜢▱䜜䚹
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DMATཧ㞟
• 㒔❧ᗈᑿ㝔䚸ᶓᕷ❧Ꮫ㝔䚸ᖹሯ
ᕷẸ㝔䚸㔛Ꮫ㝔䛺䛹ᮾி䞉⚄ዉ
ᕝ䛾DMAT䛸ᙜ㝔䜢䛒䜟䛫䛶䠕㝲

ᚅ䛶䛹ᬽ䜙䛫䛹͏

ཧ㞟䠠䠩䠝䠰䝏䞊䝮䜈䛾ሗᥦ౪

㻌 ᩍカ䠏
• 㻌 ᮏ␒䛷䛿䚸カ⦎㏻䜚䛿㐠䜀䛺䛔䜒䛾䛷
䛒䜛䚹ሙᡤ䛾☜ಖ䜔䝏䞊䝮䝡䝹䝕䜱䞁䜾䛺
䛹ྛᶵ㛵䛸༠ຊ䛧䚸⮫ᶵᛂኚ䛻ุ᩿䛩䜛䛣
䛸䛣䛭䛜⌧ሙ䛷䛿ษ䛺䜢ㄆ㆑䛫䜘䚹
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3

⩚⏣✵ 䜈䛾ึ䛾ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄䠏᭶12᪥㻌 䠎䠎䠖䠎䠌㻌 ⚟ᓥ✵ 䜘䜚䠅

⩚⏣✵ 䛷䛾ᝈ⪅ཷ䛡ධ䜜

ὠἼ䛻䜘䜛ୗ⭣ษ᩿

－167－

4

ᦙ㏦ඛ䛾㑅ᐃ
• ᮾி㒔ෆ䛾ᩆᩆᛴ䝉䞁䝍䞊䠄Ꮫ㝔䚸
ᮾ㑥Ꮫ᳃㝔䚸㒔❧ᗈᑿ㝔䚸ᮾி་⛉
Ꮫ㝔䚸ᮾி་⒪䝉䞁䝍䞊䛺䛹䠅䛻ศᩓᦙ㏦

㻌 ᩍカ䠐
• 㻌 ᦙ㏦ඛỴᐃ䛾䝥䝻䝉䝇䛿䛣䛸䛾䜋䛛ษ
䛷䛒䜛䚹ᮏ㒊䛷⾜䜟䜜䜛ᦙ㏦ඛ䛾Ỵᐃ䛿䚸
യ⪅ሗ䛾㞟䜢༑ศ䛻⾜䛔䚸ᆅඖ䛾
་ᖌ䜔ᾘ㜵/EMIS䛺䛹䛾ሗ䜢䜒䛸䛻䚸ᮏ
㒊㛗䛜ྛᶵ㛵䛸㐃ᦠ䜢䛸䜚䛺䛜䜙⾜䛖䛣䛸
䛻䛺䜛䛣䛸䜢ㄆ㆑䛫䜘䚹

ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦䛾㐺ᛂᇶ‽䠛

ᦙ㏦ሗ䛾ΰ

䠄䠏᭶䠍䠏᪥㻌 䠎䠎䠖䠎䠌㻌 ⰼᕳ✵ 䜘䜚䠅

－168－

5

⅏ᐖ䛿䚸Primary survey䠇α 䛾䜏䜢⾜䛖

ᗈᇦ་⒪ᦙ㏦㐺ᛂᝈ
•
•
•
•
•
•

⭡⭷่⃭≧

A

⬚⭡㒊እയ
㢌㒊እയ
䜽䝷䝑䝅䝳ೃ⩌
ᗈ⠊ᅖ⇕യ
㞟୰⒪䜢せ䛩䜛ᝈ⪅
䛭䛾

B
C

Ẽ⟶ᤄ⟶
ேᕤ྾

⬚⭍ࢻࣞࢼ࣮ࢪ

㔞Ẽ₃
㔞⾑⬚(500ml௨ୖ㸧

ᚰᄞᾮ㈓⁀
⭡⭍ෆᾮయ㈓⁀

FAST

㦵┙㦵ᢡ㸦Ᏻᐃᆺ㸧
Ᏻᐃᆺ㸦ࢩࣙࢵࢡ㸩㸧

㦵┙X-P

D

ື⬦ᦆയ
Ẽ⟶Ẽ⟶ᨭᦆയ
ᶓ㝸⭷ᦆയ

Ẽ㐨ෆฟ⾑

GCS ӌ 13࡛

 ព㆑ࣞ࣋ࣝࡢᝏഴྥ
 ▖Ꮝྠ
 ∦㯞⑷
㢌㦵㛤ᨺ㦵ᢡ

ከ㔜㛗ᖿ㦵㦵ᢡ
㔜㌾㒊⤌⧊ᦆയ

Ᏻᐃᆺ㦵┙㦵ᢡ㸦Ṇ⾑⒪ᚲせ㸧

ᛴᛶ◳⭷እ⾑⭘
⬻യࡀయ࡛࡞࠸ᛴᛶ◳⭷ୗ⾑⭘
୰◳⭷ື⬦ࡸ㟼⬦Ὕࢆᶓษࡿ㦵ᢡ
㢌㒊CT࡛⬻ᦆയ
GCS ӌ 13
ฟ⾑⣲ᅉࢆᣢࡘ㢌㒊እയ
Ẽ⟶ᤄ⟶ࢆせࡍࡿ㢌㒊እയ
㢌ᗏ㦵ᢡ

ഛ⪃㸹⥭ᛴᗘ㸹⥭ᛴᗘ
㸶㛫⛬ᗘࢆ┠ᶆ
24㛫⛬ᗘࢆ┠ᶆ

ศᩓᦙ㏦䜒↓⤊䜟䜚

㻌 ᩍカ䠑
• 㻌 ཧ㞟DMAT䜈䛾ሗᥦ౪䛸䝤䝸䞊䝣䜱䞁
䜾䛿㛫䛤䛸䛻⧞䜚㏉䛧⾜䛖䛣䛸䚹䛯䛸䛘ㅮ
⩏䛷⪺䛔䛶䛔䛯άືෆᐜ䛸⌧ᐇ䛜␗䛺䛳
䛶䛔䛯䛸䛧䛶䜒䚸⌧ᅾ⮬ศ䛯䛱䛜⨨䛛䜜䛶
䛔䜛≧ἣ䜢䜘䛟ㄝ᫂䛧䚸ⓙ䛜సᡓ䜲䝯䞊䝆䜢
ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䛜ษ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᚰᚓ䜘䚹

ḷᒣDMAT䜒

ᖏྠ䛧䛶䛝䛯ᒸᒣDMAT
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6

䛘䜙䛔ἑᒣ䛾DMAT䝏䞊䝮䛜
ᖏྠ䛧䛶䛝䛶ᖐ䜚䛾㊊䛜͏

㻌 ᩍカ䠒
• 㻌 ே㛫䛰䜜䛧䜒ά㌍䛾ᶵ䛜ᚲ䛪䜔䛳䛶᮶
䜛䛣䛸䜢ಙ䛨䛶䚸᪥㡭䛛䜙⤫ᣓDMAT䛸䛧䛶
䛾‽ഛ䜢ᛰ䜙䛺䛔䛣䛸䚹䛯䛰䛧άື䛜䛖䜎䛟
䛔䛳䛶䜒Ỵ䛧䛶᭱ᚋ䜎䛷ㄪᏊ䛻䜙䛪࿘䜚䛻
Ẽ䜢㓄䜛䛣䛸䚹

వ㟈䚸ィ⏬㟁䛺䛹䛷䚸⩚⏣✵
ᇦእᮏ㒊䜒᧔䜈

᧔సᴗ

┿䛾⤫ᣓ䛸䛺䜛䛯䜑䛻䛿͏

㻌 ᩍカ䠓
• 㻌 DMAT䛾ᣦ㐠⏝䛻䛿䚸ᖹ䛾࿘฿䛺㈨ᶵ
ᮦ䛺䛹䛾‽ഛ䛸䛸䜒䛻䚸ᐇ㝿䛾⌧ሙ䛷࿘ᅖ䛸
䛾Ⰻዲ䛺ே㛫㛵ಀ䛾ᵓ⠏䜢⾜䛔䚸 䞉ኪ䛸䜒
䇺ษ䜜┠↓䛟䇻䚸άື䛩䜛ሙᡤ䞉ே䞉ሗ䜢ษ
䜛ຊ㔞䛜㘽䛸䛺䜛䛣䛸䜢ᚰᚓ䜘䚹
㻌㻌
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7

䛤Ύ⫈䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯
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8

⛅⏣㻰㻹㻭㼀㻌

⛅⏣┴⅏ᐖ་⒪ᑐ⟇ᮏ㒊
⛅⏣┴DMATㄪᩚᮏ㒊

㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶㻝㻝᪥㻌
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

⛅⏣㻰㻹㻭㼀⤫ᣓ㻌
㕥ᮌ᫂ᩥ㻌

㻝㻠㻠㻢ศ㻌 Ⓨ⅏䚹㕥ᮌ䛿㻝㻠㻠㻡ศⓎ⛅⏣✵ ୖ䛾㻭㻺㻭ᶵ䛾୰䚹㻌
㻝㻡㻝㻞ศ㻌 ཌປ┬་ᨻᒁ㻰㻹㻭㼀ົᒁⓎ䛂ᅜ㻰㻹㻭㼀䜈ᚅᶵせㄳ䚹䛃㻌
㻝㻡㻠㻞ศ㻌 㻭㻺㻭ᶵෆ䛷ᦠᖏ㟁ヰ⏝チྍୗ䜚䜛䚹⛅⏣㻰㻹㻭㼀㻹㻸䜈Ⓨ䛂ྛ㝲ฟືྍ⬟䛛䛃㻌
㻝㻡㻠㻤ศ㻌 ⏤⤌ྜ⥲ྜ㝔㻰㻹㻭㼀ᡞἑ㝲㛗䛛䜙䛂ฟື‽ഛ୰䛃䠄⛅⏣㻰㻹㻭㼀㻹㻸䠅㻌
㻝㻡㻠㻥ศ㻌 ᒣᮏ⤌ྜ⥲ྜ㝔㻰㻹㻭㼀䛛䜙䛂ฟືྍ⬟䛃䠄⛅⏣㻰㻹㻭㼀㻹㻸䠅䚹㻌
㻝㻡㻠㻥ศ㻌 㞝୰ኸ㝔㻰㻹㻭㼀ዟᒣ㝲㛗䛛䜙䛂ฟື‽ഛ୰䛃㻌䠄⛅⏣㻰㻹㻭㼀㻹㻸䠅䚹㻌
㻝㻢㻜㻟ศ㻌 ཌປ┬་ᨻᒁ㻰㻹㻭㼀ົᒁⓎ䛂ཧ㞟ᣐⅬ㝔䛜ྎ་⒪䝉䞁䝍䞊䛻Ỵᐃ䛃㻌
㻝㻢㻜㻡ศ㻌 ⬻◊ᖌ㝲㛗䛸㧗Ⰻ䝻䝆䛜┴ᗇ䜈ྥ䛛䛖䚹㻌
㻝㻢㻜㻤ศ㻌 ཌປ┬་ᨻᒁ㻰㻹㻭㼀ົᒁⓎ䛂ཧ㞟ᣐⅬ㝔䛜⚟ᓥ┴❧་⛉Ꮫ㝔䛻Ỵ
ᐃ䛃㻌
㻝㻢㻟㻜ศ㻌 ⛅⏣⤌ྜ⥲ྜ㝔㻰㻹㻭㼀䛛䜙䛂ฟືྍ⬟䛃㻌䠄⛅⏣㻰㻹㻭㼀㻹㻸䠅䚹㻌
㻝㻢㻡㻜ศ㻌 㕥ᮌ䛜⛅⏣✵ 㻭㻺㻭ᶵ䛛䜙䜘䛖䜔䛟ฟ䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䛯䚹㻌
㻝㻣㻠㻣ศ㻌 ཌປ┬་ᨻᒁ㻰㻹㻭㼀ົᒁⓎ䛂ཧ㞟ᣐⅬ㝔䛜⟃Ἴ䝯䝕䜱䜹䝹䝉䞁䝍䞊㝔䛸
ᒾᡭ་⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔䛜㏣ຍỴᐃ䛃㻌
㻝㻣㻠㻡ศ㻌 㕥ᮌ䛜⛅⏣⬻◊╔䚹㻌
㻝㻣㻠㻡ศ㻌 ᖹ㮵⥲ྜ㝔㻰㻹㻭㼀ฟື䚹㻌
㻝㻣㻡㻜ศ㻌 㟁ヰ䛷⛅⏣┴⅏ᐖ་⒪ᑐ⟇ᮏ㒊䜈䚸㝔䛾㻰㻹㻭㼀ฟືせㄳ䜢ᣦ♧䚹㻌
㻌

ᤠஙỊᵟᵬᵟỉೞɶỆᵐ᧓
ፃᛄỜᴾ
ᴾ
ᵏᵕᵓᵎЎᅸဋჄẦỤ
ᵢᵫᵟᵲ၏ᨈᧈồЈѣᙲᛪᴾ

⛅⏣㻰㻹㻭㼀㻌
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶㻝㻝᪥㻌
㻌
⛅⏣┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㻌

㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶㻝㻝᪥㻌
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

㻝㻣㻡㻡ศ㻌
㻝㻤㻜㻜ศ㻌
㻝㻤㻟㻜ศ㻌
㻝㻤㻠㻜ศ㻌
㻝㻥㻟㻜ศ㻌
㻞㻝㻜㻜ศ㻌
㻞㻝㻠㻞ศ㻌
㻞㻝㻡㻜ศ㻌
䛷άື䠅㻌
㻞㻞㻞㻡ศ㻌
㻞㻞㻞㻡ศ㻌
άື䠅㻌
㻞㻟㻠㻜ศ㻌

ᒣᮏ⤌ྜ⥲ྜ㝔㻰㻹㻭㼀ฟື䚹㻌
㞝୰ኸ㝔㻰㻹㻭㼀ฟື䚹㻌
⛅⏣⤌ྜ⥲ྜ㝔㻰㻹㻭㼀ฟື䚹㻞㝲䚹㻌
⛅⏣Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔㻰㻹㻭㼀ฟື䚹㻌
⛅⏣⬻◊㻰㻹㻭㼀ฟື䚹㻌
⏤⤌ྜ⥲ྜ㝔㻰㻹㻭㼀ฟື䚹㻌
⛅⏣Ꮫ㻰㻹㻭㼀ᒾᡭ་฿╔䚹䠄㻝㻟᪥䜎䛷┴❧⯪Ώ㝔䛷άື䠅㻌
ᖹ㮵⥲ྜ㝔㻰㻹㻭㼀ྎ་⒪䝉䞁䝍䞊฿╔䚹㻔㻝㻠᪥䜎䛷ྎ་⒪䝉䞁䝍䞊ᮏ㒊

ᮏ㒊㛗㻌
⛅⏣┴▱㻌

ჄỉᙲᛪửӖẬЈѣẇᴾ
Ӌᨼ၏ᨈỊޥҔٻểਦᅆẇ
㞝୰ኸ㝔㻰㻹㻭㼀ᒾᡭ་฿╔䚹䠄㻝㻡᪥䜎䛷┴❧⯪Ώ㝔୰ᚰ䛻άື䠅㻌
⛅⏣⬻◊㻰㻹㻭㼀ᒾᡭ་฿╔䚹䠄㻝㻟᪥䜎䛷┴❧㔩▼㝔䚸ᒾᡭ┴❧ᾘ㜵Ꮫᰯ䛷
ᒣ⤌㻰㻹㻭㼀ᒾᡭ་฿╔䚹䠄㻝㻟᪥䜎䛷┴❧㔩▼㝔䛷άື䠅㻌

㻟᭶㻝㻞᪥㻌
•
•

㻜㻜㻜㻜ศ㻌 ⏤⤌ྜ⥲ྜ㝔㻰㻹㻭㼀ᒾᡭ་฿╔䚹䠄㻝㻟᪥䜎䛷┴❧ᐑྂ㝔䛷άື䠅㻌
㻜㻜㻟㻜ศ㻌 ⛅⏣⤌ྜ⥲ྜ㝔㻰㻹㻭㼀ᒾᡭ་฿╔䚹䠄㻝㻟᪥䜎䛷┴❧⯪Ώ㝔䚸ⰼᕳ✵
䛷άື䠅㻌

㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶㻝㻟᪥㻌 ⛅⏣┴⅏ᐖ་⒪ᑐ⟇ᮏ㒊㻌

䞉⛅⏣┴䛻䛿⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䛸㻌
㻌 ⅏ᐖ་⒪ᑐ⟇ᮏ㒊䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
䞉ྠ䛨ᘓ≀䚸ྠ䛨䝣䝻䜰䛰䛜䚸㻌
㻌 䛻㞳䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䞉⛅⏣┴⅏ᐖ་⒪ᑐ⟇ᮏ㒊䛻㻌
㻌 㻰㻹㻭㼀ㄪᩚᮏ㒊䜢タ⨨䛧䛯䚹㻌
㻌

ᗣ⚟♴㒊ḟ㛗

ᗣ⚟♴㒊㛗
་ົ⸆ㄢ㛗
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1

ὴ㐵ඖ䛾㻰㻹㻭㼀ㄪᩚᮏ㒊䛿䚸ὴ㐵ඛ䛾ᮏ㒊䛾
ᣦୗ䛻ධ䛳䛯㻰㻹㻭㼀䛛䜙䛾せᮃ䜔┦ㄯ䛻ᛂ䛨
䜛䛜䚸⌧ᆅ䛾άື䛻㛵䛧䛶ᣦ♧䛿ฟ䛥䛺䛔䚹㻌
㻌
㻞㝲┠䛾ὴ㐵䚸௦䛻䛴䛔䛶䛿ㄪᩚᮏ㒊䛛䜙せ
ㄳ䛧䛯㝔䜒䛒䛳䛯䛜䚸ྛ㝔䜎䛛䛫䛷䜒䛒䛳
䛯䚹㻌

ᴾ ᾀᴾ

ɧφӳễẮểỊỆࢍẪ
ɼࢌẲોỜợὲᴾ

㻟᭶㻝㻠᪥䛛䜙㻰㻹㻭㼀ᚋ䛾་⒪䝏䞊䝮ὴ㐵䛻䛴䛔
䛶᳨ウ䛻ධ䜚䚸ᒾᡭ┴་⒪᥎㐍ㄢ䛸΅䜢ጞ䜑
䜛䛜ㄪᩚ䛴䛛䛪䚹㑊㞴ᡤ䛾ᗣ⟶⌮䜈⧅䛠᪉
ἲ䜢ᶍ⣴䛧䛶䛔䛯䚹

3᭶14᪥

3᭶15᪥

• ᒾᡭ┴ㄪᩚᮏ㒊䛛䜙䜺䝇⇿Ⓨ䛾㈇യ⪅ཷධ䛻䛴䛔䛶㕥ᮌ䛾ᦠᖏ䜈ධ䜛䚹㻌
• ⅏ᐖ་⒪ᑐ⟇ᮏ㒊䝇䝍䝑䝣䜈㻞㻥㝔䠄ᩆᛴ࿌▱㝔䠅䛾ཷධ䜜ྍ⬟䝧䝑䝗ᩘ
䠄㉥䚸㯤䠅䛾ㄪᰝ䜢ᣦ♧䚹㻌
• 㟁ヰ䛸㻲㻭㼄䛷సᴗ㛤ጞ䚹㻌
• ᒾᡭ┴ㄪᩚᮏ㒊䜈㉥㻟㻡ᗋ䚸㯤㻝㻜㻢ᗋ䚸ィ㻝㻠㻝ᗋཷධྍ⬟䜢㟁ヰ䛷ሗ࿌䚹㻌
• 䛭䛾ᚋ䚸㈇യ⪅㻝㻜ᩘྡ䛻䛶⛅⏣┴䜈䛾ᦙ㏦䛺䛧䛸䛺䜛䚹㻌
• ᒾᡭ┴ㄪᩚᮏ㒊䛛䜙㻯㻝䛷⛅⏣㻭㻼䜈㻟ྡ䠄⫵⅖䚸DM䚸ከⓎእയ䠅ᦙ㏦䛾౫㢗
䛜㕥ᮌ䛾ᦠᖏ䜈ධ䜛䚹ཷධ䜢༶⟅䚹㻌
• ཷධ㝔䜢㑅ᐃ䛧䠄⛅⏣ᕷෆ䛾⛅⏣Ꮫ㝃ᒓ㝔䚸⛅⏣⤌ྜ⥲ྜ㝔䚸୰
㏻⥲ྜ㝔䠅䛧䚸㝔㛗䜈㟁ヰ䛷౫㢗䛧ゎ䜢ᚓ䜛䚹㻌
• ᝈ⪅ሗ䜢ྛ㝔䜈㻲㻭㼄䛩䚹㻌
• ✵ 䛛䜙㝔䜈䛾ᦙ㏦ᡭẁ䜢᳨ウ䚹㻰㻹㻭㼀䛻వ⿱䛺䛧䚹ᩆᛴ㌴䜢䝗䜽䝍䞊䜹䞊
䛻䛧䛶ᦙ㏦䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䚹ᩆᛴ㝲䛸ྛ㝔㛗䛻౫㢗䛧䛯䚹㻌
㻌 䛧䛛䛧䚸✵ 䛷䛾ᚅᶵ㛫䛜䛒䜚ᾘ㜵ᮏ㒊䛛䜙䜽䝺䞊䝮䚹⩣᪥⛅⏣ᕷᾘ㜵ᮏ㒊䛷༠

䞉ᒾᡭ┴ㄪᩚᮏ㒊䛛䜙C1䛷യ⪅ᦙ㏦౫㢗䚹
䞉3ྡ䠄⫵⅖䚸㢌㒊እയ䚸㢌㒊እയ䠅䚹
䞉⛅⏣㉥༑Ꮠ㝔䚸⛅⏣⬻◊䝉䞁䝍䞊䚸ᕷ❧⛅
⏣⥲ྜ㝔䜈ཷධ䜢౫㢗䚹
䞉ⰼᕳAP→⛅⏣AP䠄✵⮬⛅⏣ᩆ㞴㝲䠅䚹
䞉DMAT3㝲ὴ㐵䛧SCUタ⨨䚹
䞉⛅⏣ᕷᩆᛴ㝲䚸✵⮬ᩆ㞴㝲ᩆᛴ㌴䚸⛅⏣⬻
◊ᩆᛴ㌴䛷ᦙ㏦䚹

㆟䞉΅䜢⾜䛔䚸╔㝣䛧䛶䛛䜙䛾ᩆᛴせㄳ䛸䛺䛳䛯䚹

㼁㻴㻙㻢㻜㻶㻌

3᭶16᪥
䞉ᒾᡭ┴䛛䜙⛅⏣┴䜈་⒪ᨭ䛾せㄳ䛜䛒䜚䚸⛅⏣┴
䛛䜙⛅⏣┴་ᖌ䜈་⒪䝏䞊䝮䛾⦅ᡂ䚸ὴ㐵䜢せㄳ
䛧䛯䚹
• ⛅⏣┴་ᖌ⮫⌮䛷་⒪䝏䞊䝮ὴ㐵䛻䛴䛔
䛶ㄝ᫂䛧ᢎ䛥䜜䛯䚹䛧䛛䛧䚸DMATάື䛸䛧䛶䛿⤊
䛧䛯䛸䛿䛔䛘䚸⮬ᕫ⤖ᆺ䛷⅏ᐖ་⒪䛻័䜜䛯䝏䞊
䝮䛾ὴ㐵䛜䛧䜀䜙䛟䛿ᚲせ䛷䛒䜚䚸DMAT㝔䛻ὴ㐵
䜢౫㢗䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䚹
• ་⒪䝏䞊䝮⏝䛾་⸆ရ䚸་⒪ᮦᩱ䛺䛹䛾䝸䝇䝖స䜚䚸
Ⓨὀ䜢⾜䛖䚹

㻯㻙㻝㻟㻜㻴㻌
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2

3᭶17᪥

3᭶18᪥

• ⛅⏣⬻◊䝉䞁䝍䞊䚸⛅⏣⤌ྜ⥲ྜ㝔㝔㛗䜈
DMAT㝲ဨ䛷⦅ᡂ䛧䛯་⒪䝏䞊䝮䛾ὴ㐵䜢౫㢗䚹

• ᐑᇛ┴ㄪᩚᮏ㒊䛛䜙▼ᕳ ‴㝔䛛䜙៏ᛶ
ᮇ䛾ᝈ⪅40ྡ䛾ཷධ䜜౫㢗䛜䛒䜛䚹┴ෆ⒪
㣴ᆺ㝔䚸䝸䝝㝔䜈౫㢗䛧36䝧䝑䝗ྍ⬟䛸
䛺䜛䚹⪁䛿140䝧䝑䝗ྍ⬟䛸䜒䜟䛛䛳䛯䚹

• ᒾᡭ┴་⒪᥎㐍ㄢ䛸༠㆟䛩䜛䜒⛅⏣┴䛾་⒪
䝏䞊䝮ὴ㐵ඛ䛜Ỵ䜎䜙䛺䛔䚹䛭䛣䛷䚸㔩▼ᕷ䜈
་⒪䝏䞊䝮ὴ㐵㛤ጞ䚹䠄⛅⏣┴⅏ᐖ་⒪ᩆㆤ
䝏䞊䝮䠅

• ᒾᡭ┴䜈䛾་⒪䝏䞊䝮ὴ㐵䛻䛴䛔䛶┴ෆ
㝔㛗䜈㟁ヰ䛧౫㢗䛩䜛䚹

• 䛭䛾ᚋ䛾ὴ㐵䜢⥅⥆䛩䜉䛟䚸ྛ㝔㛗䜈㟁ヰ䛷
౫㢗䜢⾜䛔䚸䝅䝣䝖⾲స䜚䜢㐍䜑䜛䚹

3᭶19᪥

3᭶20᪥

• ཌປ┬DMATᮏ㒊䛛䜙ᖹ㮵⥲ྜ㝔DMAT䛾
⚟ᓥ┴ὴ㐵せㄳ䛒䜛䚹㝔㛗䜈せㄳ䛧䛯䚹

• ▼ᕳ ‴㝔䛛䜙⛅⏣⤌ྜ⥲ྜ㝔䜈2ྡ
䝦䝸ᦙ㏦䚹1ྡ䛿ᩆᛴ㌴䛷⛅⏣⬻◊䝉䞁䝍䞊
䜈䚹

• ▼ᕳ ‴㝔䛷䛿IC䛸䜜䛪䚸⤖ᒁ2ྡ䛾ᦙ㏦
䛻䛺䛳䛯䚹

• 㐃⤡䚸ㄪᩚ䚸ሗ㞟సᴗ䚹

3᭶21᪥

3᭶22᪥

• ᐑᇛ┴ㄪᩚᮏ㒊䛛䜙▼ᕳ᪥㉥䛾⫵⅖30ྡ䛾
ᦙ㏦౫㢗䚹┴ෆ㝔䜈ཷධ䜢౫㢗䚹⛅⏣ᕷ
ෆ䛷50䝧䝑䝗䚸┴ෆ䛷ィ90䝧䝑䝗ྍ⬟䚹

• ▼ᕳ᪥㉥䛛䜙䚸㞝୰ኸ㝔1ྡ䚸ᖹ㮵⥲ྜ
㝔2ྡ䚸⏤⤌ྜ⥲ྜ㝔2ྡ䛜䝦䝸ᦙ㏦
䛥䜜䛯䚹

• 䝦䝸䝫䞊䝖䛒䜛㝔䜈ཷධ䜜䜢せㄳ䚹

• 㐃⤡䚸ㄪᩚ䚸ሗ㞟సᴗ䚹
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3

3᭶24᪥

3᭶25᪥

• ᐑᇛ┴ㄪᩚᮏ㒊䛛䜙▼ᕳ᪥㉥䛾⬻እ⛉ᝈ⪅
䛾㌿㏦౫㢗䚹┴ෆ⬻እ⛉䜈౫㢗䛧䛯䜙䚸10
㝔20䝧䝑䝗ྍ䛷䛒䛳䛯䚹

• ▼ᕳ᪥㉥䛛䜙䛾ᦙ㏦ᝈ⪅䛻䛴䛔䛶ㄪᩚ䚹⤖
ᒁ12ྡ䜢┴ෆ10㝔䜈䜚ศ䛡䛶ཷධ䜜䜛
䛣䛸䛸䛧䛯䚹
• 䛧䛛䛧ኳೃ䛺䛹䛛䜙᮶㐌䛾ᦙ㏦䛻䛺䜛䚹

3᭶27᪥

3᭶28᪥
• 㞷䛷ኳೃᝏ䛔䚹ணᐃ䜘䜚2㛫㐜䜜䛷䚸䛛䛵
䛾ཌ⏕㝔䠄⬻യ1ྡ䠅䚸⯓ᕷ❧⥲ྜ
㝔䠄⬻ฟ⾑1ྡ䠅䚸⛅⏣᪥㉥䠄⬻ฟ⾑1ྡ䠅䚸⛅
⏣⤌ྜ⥲ྜ㝔䠄⬻യ1ྡ䠅䜈䝦䝸ᦙ㏦䚹

• ▼ᕳ᪥㉥䛸ᦙ㏦ᝈ⪅䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧᭱⤊Ỵ
ᐃ䚹⤖ᒁ8ྡ䛾ᦙ㏦䛸䛺䜛䚹ཷධ㝔䛸䜒᭱⤊
ㄪᩚ䚹᫂᪥䛾ᦙ㏦䛸䛺䛳䛯䚹

• 㐃⤡䚸ㄪᩚ䚸ሗ㞟సᴗ䚹

⛅⏣┴⅏ᐖ་⒪ᑐ⟇ᮏ㒊㻌

3᭶29᪥
㻌㻌

• ▼ᕳ᪥㉥䛛䜙䚸⏤⤌ྜ⥲ྜ㝔䠄⬻യ1
ྡ䚸⬻ฟ⾑1ྡ䠅䚸㞝୰ኸ㝔䠄⬻ฟ⾑1ྡ䠅䚸
ᖹ㮵⥲ྜ㝔䠄⬻ฟ⾑1ྡ䠅䜈䝦䝸ᦙ㏦䚹

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

• 㐃⤡䚸ㄪᩚ䚸ሗ㞟సᴗ䚹
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䝇䝍䝑䝣䠖་ົ⸆ㄢ䛾⫋ဨ䠐䡚䠑ྡ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ┴་ᖌ⫋ဨ䠎ྡ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻰㻹㻭㼀⤫ᣓව་⒪ㄪᩚဨ䠍ྡ㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

タഛ㻌
㻌㻌㻌㻌
㻌㻌㻌㻌
㻌㻌㻌㻌
㻌㻌㻌㻌
㻌㻌㻌㻌
㻌㻌㻌㻌
㻌㻌㻌㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

䠖ᅛᐃ㟁ヰ䠑ྎ㻌
㻌 㻼㻯䠍ྎ㻌
㻌 㻸㻭㻺䜿䞊䝤䝹䠍ᮏ㻌
㻌 䝥䝸䞁䝍䞊䠍ྎ㻌
㻌 㻲㻭㼄ව䝁䝢䞊䠍ྎ㻌
㻌 ⾨ᫍ㟁ヰ䠍ྎ㻌
㻌 䝔䝺䝡䠍ྎ㻌
㻌 ಶே䛾ᦠᖏ㟁ヰ䚸䝜䞊䝖㻼㻯㻌

4

ᴾ ᾁᴾ

⛅⏣┴⅏ᐖ་⒪ᑐ⟇ᮏ㒊㻌
㻌㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

䝇䝍䝑䝣䠖ᙺศᢸ䛜᫂䚹⾜ື䝬䝙䝳䜰䝹↓䛧䚹㻌
㻌
タഛ㻌 㻌 䠖ᅛᐃ㟁ヰ䠖Ⓨಙඖ䛾␒ྕ䛜ṧ䜙䛺䛔䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻼㻯䠍ྎ䠖ᮏయ䚸㻻㻿㻌䚸䝋䝣䝖䛾㼢㼑㼞㼟㼕㼛㼚ྂ䛔䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻸㻭㻺䜿䞊䝤䝹䠍ᮏ䠖䝝䝤䚸↓⥺㻸㻭㻺↓䛧䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝥䝸䞁䝍䞊䠍ྎ䠖㻸㻭㻺⎔ቃ䛷䛺䛔䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻲㻭㼄ව䝁䝢䞊䠍ྎ䠖ᙺ❧䛳䛯䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⾨ᫍ㟁ヰ䠍ྎ䠖䜰䞁䝔䝘ྥ䛡䜙䜜䛪㏻䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝔䝺䝡䠍ྎ䠖ᑠ䛥䛟ဨ䛷ඹ᭷䛷䛝䛪䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ಶே䛾ᦠᖏ㟁ヰ䚸䝜䞊䝖㻼㻯䠖᭱䜒ᙺ❧䛳䛯䚹㻌㻌

ஜᢿἋἑἕἧỉࢫлửଢᄩ
ỆẴỔẲὲᴾ

ᇦእㄪᩚᮏ㒊

ᴾ ᾂᴾ

• ┴ෆDMAT㝔㛗䜈ฟືせㄳ䚹
• ὴ㐵DMAT䛛䜙䛾ఱ䛷䜒┦ㄯ❆ཱྀ䚹
㻌 㻌 ⤥Ἔ㛵ಀ䚸㐨㊰ሗ䚸ᘬᥭ䛢ᮇ䚸䛺䛹䚹

ஜᢿỉ˺ಅؾửἓỹἕἁ
ẴỔẲὲᴾ

• ὴ㐵ඛㄪᩚᮏ㒊䛛䜙䛾౫㢗ཷ䚹
㻌 㻌 ᣦ௧䛾ఏ㐩䚸䛺䛹䚹
• ᗈᇦ䠄ᇦእ䠅ᦙ㏦䛾ཷ䛸ཷධ䜜ᡭ㓄䚹
㻌 㻌 ᦙ㏦౫㢗䛾ཷ䚸ᦙ㏦ᝈ⪅ሗ䛾ධᡭ䚸ཷධ㝔᥈䛧䛾΅䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨✵

䞉⮬⾨㝲
䛸㻿㻯㼁タ⨨䛾΅䚸ᦙ㏦ඖㄪᩚᮏ㒊䞉㻿㻯㼁䛸䛾ሗ䚸ᾘ㜵ᮏ㒊ᩆᛴ㝲䛸䛾΅䚸ཷ
ධ㝔䜈䛾ሗᥦ౪䚸⛅⏣┴㻿㻯㼁䛸䛾ሗ䚸䛺䛹䛺䛹䚹㻌

㻌

• ៏ᛶᮇ⅏ᐖ་⒪䜈䛾䛺⛣⾜䚹
• 䛭䛾䚸ఱ䛷䜒ཷ

ᴾ ᾃᴾ

ᴾ ᾄᴾ

ऴإỉɟΨ҄ửᘍạỔẲὲᴾ
ίἋἑἕἧὉ૾ඥὉئὸᴾ

ஜᢿồᾀʴỂλỤễẟὲᴾ
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ᩍカ1 ┴ᗇ䛷䛾ᒃሙᡤ䜢స䜜

ᖹᡂ23ᖺ㻌 ⤫ᣓDMATⓏ㘓⪅ᢏ⬟⥔ᣢ◊ಟ

⤫ᣓDMATάືሗ࿌㻌 2

ᒣᙧ┴❧ᩆᩆᛴ䝉䞁䝍䞊
᳃㔝୍┿

┴ᗇ䛾ᒃሙᡤ䛿ṧᛕ䛺䛜䜙䛺䛔䚹
ẖ᪥ᒃᗙ䜛䛣䛸䛷䚸ᒃሙᡤ䜢⋓ᚓ䜢┠ㄽ䜐䚹

ᩍカ2㻌 ┴ᢸᙜ⪅䛿⣲ே

ᩍカ3㻌 ཷ䛡ධ䜜ᗋ䜢☜ಖ䛫䜘㻌

┴ᢸᙜ⪅䛿ከ䛟䛿⅏ᐖᑐᛂ䛾ึᚰ⪅䜖䛘䚸
ఱ䛛䜙ఱ䜎䛷㠃ಽ䜏䜛䛴䜒䜚䛷䚹
䝻䝆䜒୍⥴䛻㐃䜜䛶䜖䛟䜉䛝䚹

ᩍカ4 ཎ๎┴ᗇ❆୍ཱྀᮏ

3᭶11᪥22Ⅼ

㔜

୰➼
6

┴❧୰ኸ

10

ᕷ❧㝔῭⏕㤋

3

5

ᒣᙧ῭⏕㝔

2

䞊

┴❧᪂ᗉ

䞊

䞊

බ❧⨨㈷⥲ྜ

6

10

᪥ᮏᾏ⥲ྜ

3

3

㭯ᒸᕷ❧Ⲯෆ

2

8

ィ

26

32

ᩍカ5 ⾜ᨻ⤌⧊䛾ᵓ㐀䜢▱䜜
ᗣ⚟♴⏬ㄢ
⾨⏕◊✲ᡤ
ᆅᇦ་⒪ᑐ⟇ㄢ(་ᖌ䞉┳ㆤᖌ☜ಖᑐ⟇ᐊ)
㛗ᑑ♫ㄢ
㞀䛜䛔⚟♴ㄢ
⥲ྜ⒪⫱カ⦎䝉䞁䝍䞊
⥲ྜ⒪⫱カ⦎䝉䞁䝍䞊ᗉෆᨭᡤ
᭱ୖᏛᅬ䚸䜔䜎䛺䜏Ꮫᅬ䚸㫽ᾏᏛᅬ
⢭⚄ಖ⚟♴䝉䞁䝍䞊
ಖ⸆ົㄢ䠄ᗣ䜔䜎䛜䛯᥎㐍ᐊ䠅

1. ሗ䜢⤫ᣓDMATⓏ㘓⪅䛜䜎䛸䜑䜛యไ䛜䛒䜛
2. ᛴᛶᮇ䛾ᦙ㏦ᡭẁ䛾ከ䛟䜢┴ᗇ䛜⤫ไ䛧䛶䛔䜛
3. ሗ䛾㘒⥈䜢㜵䛠
4. ་⒪ᩆㆤ⌜䛾⤫ไ䜒⾜䛘䜛

1. ᡃ䚻䛾▱䜛ᗣ⚟♴㒊㛛䛿⾜ᨻ䛾ịᒣ䛾୍ゅ䛷䛒䜛
2. ་⒪⾜ᨻ䛾䛖䛱䚸⪁ே⚟♴䛸⢭⚄⚟♴䚸
㻌 㒊⨫䠄㝵䠅䛜␗䛺䜚䜀䜙䜀䜙
3. 㑊㞴ᡤᘓ≀䚸㐠⏝䚸≀㈨ᦙ㏦䚸㒊⨫䛜␗䛺䜚䜀䜙䜀䜙
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1

ᩍカ6㻌 ཷ䛡䛾㔜せᛶ䜢ㄆ㆑䛫䜘

ᩍカ7㻌 ཷ䛡ධ䜜䛿ⓙ䛷

ฟ䜛䜀䛛䜚䛜⅏ᐖ་⒪䛨䜓䛺䛔䟿

ᩍカ8㻌 ⿕⅏ᆅእ䛻䜒㑊㞴ᡤ

タ

ேᩘ

⅏ᐖᣐⅬ㝔

184

ୖグ௨እ䛾ᩆᛴ࿌♧㝔

139

䛭䛾䛾㝔

84

⪁ேタ

24

ィ

431

ᩍカ9㻌 ㄪᩚ┦ᡭ䛿⅏ᐖ་⒪௰㛫䜢

ඹ㏻ゝㄒ䜢ᣢ䛴DMAT㛫䛿
ヰ䛜㏻䛨䜛䛣䛸䛜ከ䛔

㑊㞴Ẹ䛿䛹䛣䛛䜙䛸䜒䛺䛟䜔䛳䛶䛟䜛

ᩍカ10㻌 ሗ䛿5W1H䛷ఱᗘ䜒☜ㄆ

ᩍカ11㻌 άືෆᐜ☜ㄆ䛿⤊䜎䛷

1. 」ᩘ⟠ᡤ䛛䜙ཷ䛡ධ䜜せㄳ䛜᮶䜛
2. ᠈ 䛷౫㢗䛜᮶䜛ሙྜ䜒ᑡ䛺䛟䛺䛔
3. ☜ᐇ䛺ሗඖ䠄ᢸᙜ⪅䠅䛻☜ㄆ䛩䜛

」ᩘ䛾ᶵ㛵䛜㛵䛩䜛άື䛷䛿䚸ᘬ䛝⥅䛞ሙᡤ䚸ᢸᙜᶵ㛵䚸
ᦙ㏦䛷䛒䜜䜀䛭䛾᪉ἲ䚸ḟ䛾άື䛾ᙺศᢸ䜢᫂☜䛻

䠄䠅䛂⚟ᓥᕷ䛾㏱ᯒᝈ⪅80ྡ⥭ᛴ㏱ᯒ⮳ᛴ䟿䛃
→ሗ䛾ฟᡤ䛜⚟ᓥᕷ䛾2䜹ᡤ䚸

䠄䠅⿕⅏ᆅእ䜈䛾ᝈ⪅䛾ᚋ᪉ᦙ㏦
→๓᪥䛿ᘬ䛝⥅䛞ᣐⅬ䛛䜙ඛ䛾ᦙ㏦䛸ཷ䛡ධ䜜䛿
㻌 ྛཷ䛡ධ䜜┴䛷ㄪᩚ䛧䛶䛔䛯䛰䛔䛯

䛖䛱1䜹ᡤ䛿೧䛔❧ሙ䛛䜙䛾ධ
→䛂䛔䜟䛝ᕷ䛃䛾៏ᛶ㏱ᯒᝈ⪅⣙60ྡ䛾⥭ᛴ㏱ᯒ
㻌 ேᩘ40ྡ䚸⥭ᛴ㏱ᯒ↓䛧䚹⛣ືᡭẁ䛺䛧䚹

→⮬ศ䛿ᮏ᪥䜒ᘬ䛝⥅䛞䜎䛷䜢⪃䛘䛶䛔䛯䛜䚸
㻌 ᘬ䛝⥅䛞ᣐⅬ䛜ኚ᭦䛻䛺䛳䛯┴䛜䛒䜚䚸ᣐⅬ䛛䜙ᚋ䛾

→⚟ᓥ┴ᗇ䛾ᢸᙜ㒊⨫䜢ఱ䛸䛛᥈䛧ฟ䛧☜ㄆ䚹
㻌 Ẹ㛫䝞䝇䜢⏝ព䛧䛯䛜䚸ㄪᩚ䛺䛧䚹

㻌 άືィ⏬䛾ᙺศᢸ䛜Ⓨ⏕䛩䜛䜒䚸๓䛻ㄪᩚ䛫䛪
ΰ

→⚟ᓥᕷ䛾ሗඖ䛻㐃⤡䛧䚸䛔䜟䛝ᕷ䛾㐃⤡ඛ䜢☜ㄆ䚹

→䝞䝇♫䛻㐃⤡䛧䚸ㄪᩚ䚸䛔䜟䛝ᕷ䛾デ⒪ᡤ䛸ㄪᩚ䚹
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2

ᩍカ␒እ⦅ 2 㻌 ᅵ᪥䛿┴እ

ᩍカ␒እ⦅ 1 䛴䜎䛪䛝ὀព

1. ㉮䜜䜀䛴䜎䛪䛟
2. ேⳘ㌑ᒣ䚸⪋㌑ᇊ 䠄Ὶ༡Ꮚ䠅

୰㉺䚸୰㉺Ἀ䚸ᒾᡭ䞉ᐑᇛෆ㝣䛾3䛴䛿ᅵ᪥ᙜ┤᫂䛡
ᒾᡭ㒊䚸ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䜒ᒣᙧ

ே䛿ᒣ䛻㌑䛟䛣䛸Ⳙ䛟䛧䛶䚸ᇊ(䛒䜚䛴䛛)䛻㌑䛟䚹

ᩍカ␒እ⦅ 3 㻌 ክ䜢ศᯒ䛫䜘

•
•
•
•
•
•
•

᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈䠖䛂㧗ᮧ䟿䜎䛯୰㉺䛰䚸䛔䛟䛮䛳䟿䛃

•
•

ᅄᕝựᕝᆅ㟈䠖እᅜ䠄㝣୰ኸ㒊䠅ྡ䛾㟈※ᆅ䛻
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛂䛥䛒䚸⾜䛟䛛䛃䛸䛔䛳䛶✵ 䛾ᚅ䛱ྜ䛔
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛾᳔Ꮚ䛛䜙❧䛴䚹

䜎䛸䜑

ᩍカ 1 ┴ᗇ䛾ᒃሙᡤ䜢స䜜 ᩍカ 2 ┴ᢸᙜ⪅䛿⣲ே
ᩍカ 3 ཷ䛡ධ䜜ᗋ䜢☜ಖ䛫䜘
ᩍカ 4 ཎ๎┴ᗇ❆୍ཱྀᮏ
ᩍカ 5 ⾜ᨻ⤌⧊䛾ᵓ㐀䜢▱䜜
ᩍカ 6 ཷ䛡䛻ᅇ䜜 ᩍカ 7 ཷ䛡ධ䜜䛿ⓙ䛷
ᩍカ 8 ⿕⅏ᆅእ䛻䜒㑊㞴ᡤ
ᩍカ 9 ┴䛾ㄪᩚ┦ᡭ䛿⅏ᐖ་⒪௰㛫䜢
ᩍカ 10 ሗ䛿5W1H䛷ఱᗘ䜒☜ㄆ
ᩍカ 11 άືෆᐜ☜ㄆ䛿⤊䜎䛷

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䠖⮬ศ䛾ᒃ䛯ᘓ≀䠄䝡䝹䠅䛜ὶ䛥䜜䜛䠄2010䠅䚹
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛂ఱ䛷⩚⏣⤒⏤䛷ᮐᖠ䛺䜣䛷㠃ಽ䛺⾜
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⛬䠛䛃䛸ᮐᖠ䛷ゝ䜟䜜䜛䚹
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3

⾗ᢱ㧞

㪟㪉㪊ᐕᐲἴኂᕆᕈᦼኻᔕ⎇ୃ䇮ᐢၞἴኂ䊶ᢇᕆක≮ᖱႎ䉲䉴䊁䊛ㆇ↪ᠲ⺑ળ
㨪
ᣣ

ࡊࡓޓޓࠣޓࡠޓ

ᤨޓޓ㑆

 㨪  ಽ ฃઃ

႐ᚲ
ἴኂක≮䉶䊮䉺䊷

 㨪  ಽ 㐿ળᑼޓޓ㐿ળᜦ

ᄖ᧪䋴㓏㩷⎇ୃቶ

̪ෘ↢ഭ⋭කዪᜰዉ⺖
ᐭෘ↢ഭ⋭ߩἴኂኻ╷
 㨪  ಽ 㧝㧕ෘ↢ഭ⋭ߩἴኂක≮ኻ╷&/#6ㆇ↪ἴኂᢇഥᴺߦߟߡ
╙


̪ޓᜂᒰ㧦ෘ↢ഭ⋭කዪᜰዉ⺖ἴኂක≮ኻ╷ኾ㐷ቭޓጤၔޓ
 㨪  ಽ 㧞㧕․⻠Ṷޟἴኂߣࠕࡄࠪޠ

ᣣ

̪ޓᜂᒰ㧦㒐ⴡ⋭⥶ⓨ᐀⋙ㇱޓጊ↰ޓᙗᒾ

⋡  㨪  ಽ 㧟 ἴኂක≮ߩ⁁ߣ⺖㗴ߦߟߡ
̪ޓᜂᒰ㧦ෘ↢ഭ⋭කዪ&/#6ോዪޓㄭ⮮ޓਭ


 㨪  ಽ ᤤ㘩

  㨪  ಽ ޟᐢၞἴኂᢇᕆක≮ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߦߟߡޠ


̪ޓᜂᒰ㧦ᐶ⋵ἴኂක≮ࡦ࠲ޓਛጊޓિ৻࿖┙∛㒮ᯏ᭴⟲㚍∛㒮ޓᬮޓቁม066&CVC

ᣣ  㨪  ಽ ભᙑ
䴿  㨪  ಽ ࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦޟἴኂᤨߩೋേߦ߅ߌࠆㇺᐭ⋵ᜂᒰ⠪ߩᓎഀ㧝ޠ
ᧁ

ޓౝኈ ἴኂ㧔✕ᕆᘒ㧕ߩⷡ⍮ߣೋേ
 ޓޓޓἴኂኻ╷ᧄㇱ㧔ක≮ᧄㇱ㧕ߩ┙ߜߍߣㆇ↪
ޓޓޓCක≮ᯏ㑐ߩⵍἴ⁁ᴫߩ⏕ޔᖱႎ
ޓޓޓޓD&/#6ߩᵷ㆜ⷐ⺧ޔᵷ㆜ޔㆇ↪

䵀

̪ޓᜂᒰ㧦ጊᒻ⋵┙ᢇᢇᕆࡦ࠲ޓ㊁⌀৻ޓጊᒻ⋵ஜᐽㇱၞක≮ኻ╷⺖ޓዬޓବ
㧧 㨪  ಽ ભᙑ

 㨪  ಽ

ޓౝኈE&/#6ߩฃߌࠇ
ޓޓޓFᣣᧄ⿒චሼ␠ߩᓎഀ
̪ޓᜂᒰ㧦ጊᒻ⋵┙ᢇᢇᕆࡦ࠲ޓ㊁⌀৻ޓጊᒻ⋵ஜᐽㇱၞක≮ኻ╷⺖ޓዬޓବ

 㨪  ಽ ോㅪ⛊
 㨪

ᗧ឵ળ

ἴኂක≮䉶䊮䉺䊷
䋹㓏䇭䊧䉴䊃䊤䊮
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⾗ᢱ㧞

㪟㪉㪊ᐕᐲἴኂᕆᕈᦼኻᔕ⎇ୃ䇮ᐢၞἴኂ䊶ᢇᕆක≮ᖱႎ䉲䉴䊁䊛ㆇ↪ᠲ⺑ળ
㨪
ࡊࡓޓޓࠣޓࡠޓ

ᤨޓޓ㑆

ᣣ

 㨪

 ಽ ฃઃ

ἴኂක≮䉶䊮䉺䊷

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ&/#6ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱߦ߅ߌࠆᵴേ
 㨪

 ಽ  ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦ߅ߌࠆ&/#6ᵴേ
̪ޓᜂᒰ㧦࿖┙∛㒮ᯏ᭴ἴኂක≮ࡦ࠲ޓዊޓ㓶৻

 㨪

 ಽ  ችၔ⋵&/#6⺞ᢛᧄㇱߦ߅ߌࠆᵴേ
̪ޓᜂᒰ㧦࿖┙∛㒮ᯏ᭴ἴኂක≮ࡦ࠲ޓޓẢ৻

 㨪  ಽ  ጤᚻ⋵&/#6⺞ᢛᧄㇱߦ߅ߌࠆᵴേ
̪ޓᜂᒰ㧦ጤᚻක⑼ᄢቇ⑺ޓޓޓޓޓޓޓޓޓ౷ޓᘕม
╙  㨪  ಽ  ㇺᐭ⋵&/#6⺞ᢛᧄㇱߩᓟߩ⺖㗴


̪ޓᜂᒰ㧦࿖┙∛㒮ᯏ᭴ἴኂක≮ࡦ࠲ޓㄭ⮮ޓਭ

ᣣ  㨪  ಽ ભᙑ
⋡  㨪  ಽ ࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦޟἴኂᤨߩೋേߦ߅ߌࠆㇺᐭ⋵ᜂᒰ⠪ߩᓎഀ㧞ޠ
ޓౝኈ ᖚ⠪៝ㅍ
ޓޓޓޓCၞౝ៝ㅍߩ⺞ᢛ
ޓޓޓޓDᓟᣇ㧔ᐢၞ㧕៝ㅍⷐ⺧ߩⷐ⺧ߩ್ᢿ
 ޓޓޓ5%7ߩዷ㐿ߣㆇ↪
 ޓޓޓἴኂ⒳ߦࠃࠆ⋧㆑ߦߟߡ
 ޓޓޓක≮⃰ߣߩ⺞ᢛߦߟߡ


̪ޓᜂᒰ㧦ጊᒻ⋵┙ᢇᢇᕆࡦ࠲ޓ㊁⌀৻ޓጊᒻ⋵ஜᐽㇱၞක≮ኻ╷⺖ޓዬޓବ

  㨪  ಽ ᤤ㘩


 㨪  ಽ ࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦޟක≮࠴ࡓߩᵷ㆜ߦ߅ߌࠆㇺᐭ⋵ᜂᒰ⠪ߩᓎഀޠ

ᣣ

̪ޓᜂᒰ㧦ᓼፉ⋵ෂᯏ▤ℂㇱෂᯏ▤ℂ╷⺖㧔㒐ἴᖱႎᜂᒰ㧕ဈ᧲ޓᷕ

䴿  㨪  ಽ ભᙑ
㊄

ࠣ࡞ࡊ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦޟᢛޠ

䵀  㨪  ಽ  ᣇࡉࡠ࠶ࠢࡌ࡞ߢߩㅪ៤ୃ⎇ޔળ⸠✵⋧ޔᔕេදቯߦߟߡ
̪ޓᜂᒰ㧦㜞⍮⋵ஜᐽ╷ㇱක≮╷කᏧ⏕⺖㐳ޓᎹౝޓᢕᢥ
 ᖱႎㅢାߦߟߡ
̪ޓᜂᒰ㧦ᐶ⋵ἴኂක≮ࡦ࠲ޓਛጊޓિ৻ᓼፉ⋵ෂᯏ▤ℂㇱෂᯏ▤ℂ╷⺖㧔㒐ἴᖱႎᜂᒰ㧕ဈ᧲ޓᷕ

 㨪  ಽ ✚ว⸛⺰ࠕࡦࠤ࠻⸥
 㨪  ಽ 㐽ળ


႐ᚲ

⸃ᢔ
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ᄖ᧪䋴㓏㩷⎇ୃቶ

⾗ᢱ㧟
ᐔᚑ䋲䋳ᐕᐲ䌄䌍䌁䌔ᣇ䊑䊨䉾䉪ታ⸠✵䈱ታᣉ⁁ᴫ䈮䈧䈇䈩㩷
㩷
䋱㩷 ᐔᚑ䋲䋳ᐕᐲ䌄䌍䌁䌔ᣇ䊑䊨䉾䉪ታ⸠✵䈱ታᣉ⁁ᴫ㩷
ࡉࡠ࠶ࠢ

ᐙ⋵ 㐿 

㐿ᣣ⒟

ෳട⠪㧔&/#6 ⊓㍳⠪㧕

ർᶏ

ർᶏ

 ᐕ   㨪 ᣣ

 ∛㒮  ฬ

᧲ർ

⑺↰⋵

 ᐕ   㨪 ᣣ

 ∛㒮  ฬ

㑐᧲

⨙ၔ⋵

ਛᱛ

㧙

ਛㇱ

ਃ㊀⋵

 ᐕ    ᣣ

 ∛㒮  ฬ

ㄭ⇰

ᄢ㒋ᐭ ᓼፉ⋵ᐶ⋵ 

 ᐕ   㨪 ᣣ

 ∛㒮  ฬ

ਛ࿖

ፉᩮ⋵

 ᐕ   㨪 ᣣ

 ∛㒮  ฬ

྾࿖

ᗲᇫ⋵

 ᐕ   㨪 ᣣ

 ∛㒮  ฬ

Ꮊᴒ✽

ችፒ⋵

 ᐕ   㨪 ᣣ

 ∛㒮  ฬ
ว⸘  ∛㒮  ฬ

㩷
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⾗ᢱ㧟
䋲㩷 ฦ䊑䊨䉾䉪䈪䈱⸠✵ⷐ㩷
䋱䋮ർᶏ䊑䊨䉾䉪㩷
䊑䊨䉾䉪ฬ㩷

ർᶏࡉࡠ࠶ࠢ

ᐙㇺᐭ⋵㩷

ർᶏ

⋡⊛㩷

Ԙෳ㓸⸠✵
ᄢⷙᮨἴኂ╬⊒↢ᤨߩ &/#6 ߩෳ㓸ᣇᴺࠍ⏕ߒ⠌ᾫߔࠆߚ'ޔ/+5 ࠍ↪ߚ
ᖱႎવ㆐߮ෳ㓸⸠✵ࠍⴕ߁ޕ
ԙ∛㒮ᡰេ⸠✵
∛㒮⒖ォߦ߁㒮ᖚ⠪⒖ㅍࠍ &/#6 ߣߒߡᡰេߔࠆߎߣߢޔἴኂ╬⊒↢ᤨߦ
ⵍἴߒߚ∛㒮߆ࠄߩᖚ⠪⒖ㅍߦᔅⷐߥో▤ℂߣᖱႎ▤ℂࠍቇ߱ޔߚ߹ޕ᭽ޘ
ߥ࠾࠭ߦᨵエߦᔕߓࠆߎߣߢ∛ޔ㒮ᡰេߦᔅⷐߥ &/#6 ߩᵴേߦߟߡℂ⸃
ࠍᷓࠆޕ

ᣣᤨ㩷

ᐔᚑ 㪉㪋 ᐕ 㪊  㪈㪇 ᣣ䌾㪈㪈 ᣣ㩷

႐ᚲ䊶ળ႐㩷

ᧅᏻක⑼ᄢቇ䇮∛㒮䋨ᣥ∛㒮䋩䇮ᐔᚑળ∛㒮䋨ᣂ∛㒮䋩㩷

ෳടᯏ㑐䊶ෳടੱᢙ㩷

䊶ෳടᯏ㑐㩷

㪈㪋 ᯏ㑐䋨㪛㪤㪘㪫䋩㩷

䊶ෳടੱᢙ㩷

㪏㪇 ੱ㩷

䊶ᮨᡆᖚ⠪ᢙ㩷

㪎㪍 ੱ䋨ోຬ䈏᳇▤ಾ㐿㪂ੱᎿๆ▤ℂ䈱ታᖚ⠪䋩㩷

䊶䉮䊮䊃䊨䊷䊤䊷ᢙ㩷 㪐 ੱ䋨⸥ෳടੱᢙ䈮䉃䋩㩷
ෳടゞਔ䊶⥶ⓨᯏ㩷

⸠✵ᗐቯ㩷

䊶∛㒮✕ᕆゞਔ㩷

㩷

㪊 บ㩷

䊶䊄䉪䉺䊷䊓䊥㩷

㩷

㪇 บ㩷

䊶ᶖ㒐ᯏ㑐ᢇᕆゞ㩷 㩷

㪇 บ㩷

䊶ᶖ㒐ᯏ㑐䈠䈱ઁゞਔ㩷

㪇 บ㩷

䊶⥶ⓨᯏ䇮䊓䊥䉮䊒䉺䊷㩷

㪇 ᯏ㩷

䊶⥄ⴡ㓌ᢇᕆゞਔ㩷 㩷
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䈏⊒↢䇮ᴪጯㇱ䈪䈲 㪌㫄 䉕䈋䉎ᵤᵄ䈏䈚ነ䈞ᄙᢙ䈱ⵍኂ䈏⊒↢䇯ᓼፉ⋵䈎䉌ෘ
↢ഭ⋭䈍䉋䈶ฦㇺᐭ⋵䈻 㪛㪤㪘㪫 ᡰេⷐ⺧䉕䉅䈫䈮ෘ↢ഭ⋭䈍䉋䈶ᓼፉ⋵䈎

－186－

⾗ᢱ㧟
䉌ㄭ⇰ 㪉 ᐭ 㪎 ⋵䈱 㪛㪤㪘㪫 䈮ኻ䈚䈩ᵷ㆜ⷐ⺧䇯ᓼፉ⋵ᴪጯ䈮䈩ᶏ⥄ⴡ㓌䉁䈚䉈䈉ဳ
⛎⦘䈍䈉䉂䈏 㪪㪚㪬 䉕ዷ㐿䈚䈩䈍䉍䇮ၞᄖ䈪䈅䉎ᚭ䈮៝ㅍ䈜䉎ᐢၞක≮៝ㅍ⸘
↹䈱ታᣉ䈏ቯ䈘䉏䈢䇯ㄭ㓞 㪛㪤㪘㪫 䈲 㪈㪊 ᤨ䈱ฃ䈔䉏ቢੌ䉕⋡ᮡ䈮ෳ㓸䇮
⸳༡䉕ⴕ䈉䇯㩷
ታᣉ㗄⋡㩷

ෳ㓸⸠✵㩷

䂾㩷

ᧄㇱ䋨⺞ᢛᧄㇱ䋩㩷

䂾㩷

႐ᵴേ䋨ᢇ⼔ᚲ䋩㩷

䂾㩷

ᧄㇱ䋨ᵴേὐᧄㇱ䋩㩷

䂾㩷

႐ᵴേ䋨ᢇഥ႐䊶㪚㪪㪤䋩㩷

䂾㩷

ᧄㇱ䋨䌓䌃䌕ᧄㇱ䋩㩷

䂾㩷

∛㒮ᡰេ㩷

䂾㩷

ᧄㇱ䋨ၞᄖὐᧄㇱ䋩㩷

䂾㩷

ၞౝ៝ㅍ㩷

䂾㩷

䌅䌍䌉䌓㩷

䂾㩷

䌓䌃䌕㩷

䂾㩷

䈠䈱ઁ䋺㩷

ᐢၞක≮៝ㅍᯏౝᵴേ㩷

䂾㩷

㩷
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⾗ᢱ㧟
㩷
䋵䋮ਛ࿖䊑䊨䉾䉪㩷
䊑䊨䉾䉪ฬ㩷

ਛ࿖䊑䊨䉾䉪㩷

ᐙㇺᐭ⋵㩷

ፉᩮ⋵㩷

⋡⊛㩷

ፉᩮ⋵ౝ䈪ᄢⷙᮨ㔡䈏⊒↢䈚䈢႐ว䈮䇮ㄦㅦ䊶ലᨐ⊛䈭ᐢၞක≮䈏⏕䈪
䈐䉎䉋䈉䇮ਛ࿖䋵⋵䈱䌄䌍䌁䌔䈶ᶖ㒐╬䈱㒐ἴ㑐ଥᯏ㑐䈏วห㩷
㩷 㩷 ⸠✵䉕ታᣉ䈚䇮✕ኒ䈭ㅪ៤ᒝൻ䉕࿑䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩䈇䉎䇯㩷

ᣣᤨ㩷

ᐔᚑ䋲䋳ᐕ䋱䋱䋱䋹ᣣ䋨䋩䋸䋺䋳䋰䌾䋱䋶䋺䋰䋰㩷
ᐔᚑ䋲䋳ᐕ䋱䋱䋲䋰ᣣ䋨ᣣ䋩䋹䋺䋰䋰䌾䋱䋲䋺䋰䋰㩷

႐ᚲ䊶ળ႐㩷

䇼ᐔᚑ䋲䋳ᐕ䋱䋱䋱䋹ᣣ䋨䋩䇽㩷
ἴኂኻ╷ᧄㇱ䋺ፉᩮ⋵ᐡ⻠ၴ䋨᧻ᳯᏒᲚ↸ 㪈 ⇟䋩䇮∛㒮ᡰេ⸠✵䋺᧻ᳯ⿒චሼ∛
㒮䇮ፉᩮ⋵┙ਛᄩ∛㒮䇮࿖┙∛㒮ᯏ᭴ᵿ↰ක≮䉶䊮䉺䊷䇮䊶䌓䌃䌕䋺㔕ⓨ᷼㩷
䇼ᐔᚑ䋲䋳ᐕ䋱䋱䋲䋰ᣣ䋨ᣣ䋩䇽㩷
䊶ታ⸠✵䈶᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈮ଥ䉎ᵴേ⁁ᴫႎ๔䋺ፉᩮ⋵┙ਛᄩ∛㒮㩷

ෳടᯏ㑐䊶ෳടੱᢙ㩷

䊶ෳടᯏ㑐㩷 䋳䋱ᯏ㑐㩷
䋨㪛㪤㪘㪫㪉㪋 䍟䍎䍯䋨㪈㪊㪏 ฬ䋩䇮㪊 ∛㒮㩿㪛㪤㪘㪫 ෳ㓸ὐ∛㒮㪀䇮㪊 ᶖ㒐ᧄㇱ䇮ፉᩮ⋵䋩㩷
䊶ෳടੱᢙ㩷 䋳䋳䋸ੱ㩷
䊶ᮨᡆᖚ⠪ᢙ㩷 䋱䋰ੱ㩷
䊶䉮䊮䊃䊨䊷䊤䊷ᢙ㩷 䋲䋲ੱ䋨䉰䊘䊷䊃䋱䋱ฬ䉂䋩㩷

ෳടゞਔ䊶⥶ⓨᯏ㩷

⸠✵ᗐቯ㩷

䊶∛㒮✕ᕆゞਔ㩷

㩷

䋲䋸บ䋨㪛㪤㪘㪫 ෳ㓸⸠✵↪ಽ䉅䉃䋩㩷

䊶䊄䉪䉺䊷䊓䊥㩷

㩷

䋱บ䋨ᕆㆰ䇮ᧄⷐ⺧䈏䈦䈢䈢䉄⸠✵↪䈞䈝䋩㩷

䊶ᶖ㒐ᯏ㑐ᢇᕆゞ㩷 㩷

䋰บ㩷

䊶ᶖ㒐ᯏ㑐䈠䈱ઁゞਔ㩷

䋰บ㩷

䊶⥶ⓨᯏ䇮䊓䊥䉮䊒䉺䊷㩷

䋰ᯏ䋨ᚲዻ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋩㩷

ፉᩮ⋵᧲ㇱ䉕㔡Ḯ䈫䈜䉎㔡ᐲ䋶ᒝ䋨ባḓධ㔡ᐲ䋷䋩䈱㔡䈏⊒↢䇯ฦ䈪
ኅደ䉇ᑪ▽‛䈏ୟუ䈚䇮ⷐᢇഥ⠪䈏ᄙᢙ⊒↢䇯ፉᩮ⋵䈲ፉᩮ䌄䌍䌁䌔䉕ᵷ㆜ⷐ⺧䈜
䉎䈫䈫䉅䈮䇮ਛ࿖ฦ⋵䋨㠽ข⋵䇮ጟጊ⋵䇮ᐢፉ⋵䇮ጊญ⋵䋩䈮䌄䌍䌁䌔ᵷ㆜䉕ⷐ
⺧䇯ፉᩮ⋵ᐡ䉕ἴኂኻ╷ᧄㇱ䈫䈚䈩䇮⸠✵ᒰᣣ䈮ἴኂኻ╷ᧄㇱ䈎䉌ἴኂᖱႎ䉕ឭ
ଏ䈚䇮䈠䉏䈮ၮ䈨䈐ฦ䌄䌍䌁䌔䈲ෳ㓸∛㒮䈮䈩ᵴേ䉕ⴕ䈉䇯䈠䈚䈩䇮ੱ⊛ⵍኂ䈏䈘䉌䈮
ᄢ䈚䇮ᐢၞක≮៝ㅍὐ䉕⸳⟎䈜䉎䇯㩷

ታᣉ㗄⋡㩷

ෳ㓸⸠✵㩷

䂾㩷

ᧄㇱ䋨⺞ᢛᧄㇱ䋩㩷

䂾㩷

႐ᵴേ䋨ᢇ⼔ᚲ䋩㩷

㩷

ᧄㇱ䋨ᵴേὐᧄㇱ䋩㩷

䂾㩷

႐ᵴേ䋨ᢇഥ႐䊶㪚㪪㪤䋩㩷

㩷

ᧄㇱ䋨䌓䌃䌕ᧄㇱ䋩㩷

䂾㩷

∛㒮ᡰេ㩷

䂾㩷

ᧄㇱ䋨ၞᄖὐᧄㇱ䋩㩷

㩷

ၞౝ៝ㅍ㩷

䂾㩷

䌅䌍䌉䌓㩷

䂾㩷

䌓䌃䌕㩷

䂾㩷

䈠䈱ઁ䋺㩷

ᐢၞක≮៝ㅍᯏౝᵴേ㩷

㩷

㩷
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⾗ᢱ㧟
䋶䋮྾࿖䊑䊨䉾䉪㩷
䊑䊨䉾䉪ฬ㩷

྾࿖䊑䊨䉾䉪㩷

ᐙㇺᐭ⋵㩷

ᗲᇫ⋵㩷

⋡⊛㩷

᧲ධᶏ䊶ධᶏ㔡䈮䈋䈢ᐢၞක≮៝ㅍ⸘↹䈱ᬌ⸽㩷

ᣣᤨ㩷

ᐔᚑ 㪉㪋 ᐕ䋱 㪉㪏 ᣣ䋨䋩㩷 㪐䋺㪇㪇䌾㪈㪍䋺㪇㪇㩷

႐ᚲ䊶ળ႐㩷

᧻ጊⓨ᷼䇮᧻ጊ⿒චሼ∛㒮䇮ᗲᇫᄢቇකቇㇱ㒝ዻ∛㒮㩷

ෳടᯏ㑐䊶ෳടੱᢙ㩷

䊶ෳടᯏ㑐㩷 㪉㪉 ᯏ㑐䋨䌄䌍䌁䌔∛㒮䋺㪈㪎 ∛㒮䋨㪏㪇 ฬ䋩䇮᧻ጊᏒᶖ㒐ዪ䇮᧲᷷Ꮢᶖ㒐ᧄ
ㇱ䇮ᗲᇫ⋵ᶖ㒐㒐ἴ⥶ⓨ㓌䇮⥶ⓨ⥄ⴡ㓌䇮᧻ጊ⿒චሼ⋴⼔ኾ㐷ቇᩞ䋩㩷
䊶ෳടੱᢙ㩷 㩷 㪏㪊 ੱ㩷
䊶ᮨᡆᖚ⠪ᢙ㩷 㪈㪌 ੱ㩷
䊶䉮䊮䊃䊨䊷䊤䊷ᢙ㩷 㪉㪈 ੱ㩷

ෳടゞਔ䊶⥶ⓨᯏ㩷

⸠✵ᗐቯ㩷

䊶∛㒮✕ᕆゞਔ㩷

㩷

䋰บ㩷

䊶䊄䉪䉺䊷䊓䊥㩷

㩷

䋰บ㩷

䊶ᶖ㒐ᯏ㑐ᢇᕆゞ㩷 㩷

䋲บ㩷

䊶ᶖ㒐ᯏ㑐䈠䈱ઁゞਔ㩷

䋰บ㩷

䊶⥶ⓨᯏ䇮䊓䊥䉮䊒䉺䊷㩷

䋲ᯏ䋨ᚲዻ㩷 ⥶ⓨ⥄ⴡ㓌䇮⋵ᶖ㒐㒐ἴ⥶ⓨ㓌䋩㩷

ᐔᚑ 㪉㪋 ᐕ䋱 㪉㪏 ᣣ䋨䋩ඦ೨䋹ᤨ䈮ධᶏ㔡䈏⊒↢䈚䇮྾࿖ోၞ䈪ᄙᢙ䈱்∛⠪
䈏⊒↢䈚䈢䈖䈫䈎䉌䇮࿖䈏䇮᧻ጊⓨ᷼䉕ᐢၞක≮៝ㅍὐ䋨䌓䌃䌕䋩䈫䈚䈩䇮྾࿖ౝ்
∛⠪䈱ᐢၞක≮៝ㅍ䉕ⴕ䈉䈖䈫䉕ቯ䈚䇮⋵䈏⸳⟎㩷

ታᣉ㗄⋡㩷

ෳ㓸⸠✵㩷

䂾㩷

ᧄㇱ䋨⺞ᢛᧄㇱ䋩㩷

㩷

႐ᵴേ䋨ᢇ⼔ᚲ䋩㩷

㩷

ᧄㇱ䋨ᵴേὐᧄㇱ䋩㩷

㩷

႐ᵴേ䋨ᢇഥ႐䊶㪚㪪㪤䋩㩷

㩷

ᧄㇱ䋨䌓䌃䌕ᧄㇱ䋩㩷

䂾㩷

∛㒮ᡰេ㩷

䂾㩷

ᧄㇱ䋨ၞᄖὐᧄㇱ䋩㩷

㩷

ၞౝ៝ㅍ㩷

䂾㩷

䌅䌍䌉䌓㩷

䂾㩷

䌓䌃䌕㩷

䂾㩷

䈠䈱ઁ䋺㩷

ᐢၞක≮៝ㅍᯏౝᵴേ㩷

䂾㩷

㩷
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⾗ᢱ㧟
㩷
䋷䋮Ꮊ䊶ᴒ✽䊑䊨䉾䉪㩷
䊑䊨䉾䉪ฬ㩷

Ꮊ䊶ᴒ✽䊑䊨䉾䉪㩷

ᐙㇺᐭ⋵㩷

ችፒ⋵㩷

⋡⊛㩷

䈖䈱⸠✵䈲䇮Ꮊᴒ✽ᣇ䈱䌄䌍䌁䌔㓌ຬ䈱ᛛⴚ䈱ะ䇮ㅪ៤╬䉕࿑䉎䈖䈫䉕⋡⊛
䈫䈜䉎䇯㩷

ᣣᤨ㩷

ᐔᚑ䋲䋳ᐕ䋱䋱䋴ᣣ䋨㊄䋩㩷 䋸ᤨ䌾䋱䋷ᤨ㩷
ᐔᚑ䋲䋳ᐕ䋱䋱䋵ᣣ䋨䋩㩷 䋸ᤨ䌾䋱䋲ᤨ㩷

႐ᚲ䊶ળ႐㩷

䋱䋱䋴ᣣ䋨㊄䋩㩷 ⋵┙ችፒ∛㒮䋨ችፒᏒ䋩㩷
䋱䋱䋵ᣣ䋨䋩㩷 ችፒᏒᷡᱞ✚วㆇേ䋨ችፒᏒ䋩㩷

ෳടᯏ㑐䊶ෳടੱᢙ㩷

䊶ෳടᯏ㑐㩷 䋲䋳ᯏ㑐䋨ጟ⋵䇮㐳ፒ⋵䇮ᄢಽ⋵䇮ᾢᧄ⋵䇮ችፒ⋵䇮㣮ఽፉ⋵䇮ᴒ✽
⋵䋩㩷
䊶ෳടੱᢙ㩷

䋱䋱䋴ੱ䋨㪛㪤㪘㪫 䈱䉂䋩㩷

䊶ᮨᡆᖚ⠪ᢙ㩷

ਇ䋨ᶖ㒐䈮䉋䉎ᚻ㈩䋩㩷

䊶䉮䊮䊃䊨䊷䊤䊷ᢙ㩷 䋱䋲ੱ㩷
ෳടゞਔ䊶⥶ⓨᯏ㩷

䊶∛㒮✕ᕆゞਔ㩷

㩷

䋲䋴บ㩷

䊶䊄䉪䉺䊷䊓䊥㩷

㩷

䋰บ㩷

䊶ᶖ㒐ᯏ㑐ᢇᕆゞ㩷 㩷

ᄙᢙ㩷

䊶ᶖ㒐ᯏ㑐䈠䈱ઁゞਔ㩷

ᄙᢙ㩷

䊶⥶ⓨᯏ䇮䊓䊥䉮䊒䉺䊷㩷

䋱ᯏ䋨ᚲዻ㩷 ችፒ⋵㒐ἴ䊓䊥䇸䈅䈍䈡䉌䇹䋩㩷

⸠✵ᗐቯ㩷

㩷

ታᣉ㗄⋡㩷

ෳ㓸⸠✵㩷

䂾㩷

ᧄㇱ䋨⺞ᢛᧄㇱ䋩㩷

䂾㩷

႐ᵴേ䋨ᢇ⼔ᚲ䋩㩷

䂾㩷

ᧄㇱ䋨ᵴേὐᧄㇱ䋩㩷

䂾㩷

႐ᵴേ䋨ᢇഥ႐䊶㪚㪪㪤䋩㩷

䂾㩷

ᧄㇱ䋨䌓䌃䌕ᧄㇱ䋩㩷

㩷

∛㒮ᡰេ㩷

㩷

ᧄㇱ䋨ၞᄖὐᧄㇱ䋩㩷

㩷

ၞౝ៝ㅍ㩷

䂾㩷

䌅䌍䌉䌓㩷

䂾㩷

䌓䌃䌕㩷

㩷

䈠䈱ઁ䋺㩷

ᐢၞක≮៝ㅍᯏౝᵴേ㩷

㩷

㩷
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⾗ᢱ㧠
ᐔᚑ 23 ᐕᐲෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄
ஜᐽోෂᯏ▤ℂኻ╷✚ว⎇ⓥᬺ
ஜᐽෂᯏᄢⷙᮨἴኂߦኻߔࠆೋേක≮ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
ޟDMAT ᵴേߦ߅ߌࠆࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢࠬߩ⻉㗴ߦޠ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
ἴኂක≮ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬߩలታᒝൻߦ㑐ߔࠆᬌ⸛
ᣇߦ߅ߌࠆᧄㇱઃ߈ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬߩ⢒ᚑ⎇ୃࡊࡠࠣࡓ߳ߩ⹜ߺߦߟߡ
㨪ᐔᚑ 23 ᐕᐲ ㄭ⇰ᣇἴኂක≮ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ⎇ୃળႎ๔㨪
ᐶ⋵ἴኂක≮ࡦ࠲ ਛ↰ᱜ
ㄭ⇰ᣇἴኂක≮ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬᬌ⸛ᆔຬળ
㧝㧕ߪߓߦ
 ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦ߅ߡޔDMAT ᵴേߢߩᄢ߈ߥ⺖㗴ߩ৻ߟߣߒߡⷐࠬࠢࠖ࠹ࠬࠫࡠޔຬ
ߩలታᒝൻ߇߇ߞߡࠆᧄޔߦ․ ޕㇱᯏ⢻ࠍᜂ߁ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬ߇ਇ⿷ߒߡ
ߚߎߣ߇ޔ࿁ߩ㔡ἴߦ߅ߡᶋ߈ᓂࠅߣߥߞߚޕ
 ᧄᐕᐲㄭ⇰ᣇߢߪᧄޔㇱઃ߈ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬߩ⢒ᚑߦߟߡ⎇ୃࡊࡠࠣࡓࠍᬌ
⸛ߒୃ⎇ޔળࠍታᣉߒߚޕ

㧞㧕ᐔᚑ 23 ᐕᐲ ᧄㇱઃ߈ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬߩ⢒ᚑ⎇ୃળߩ⚦ߦߟߡ

ޣᐔ 23 ᐕᐲ ㄭ⇰ᣇἴኂක≮ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢࠬ⎇ୃળޤ

              

Ԙ 㐿ᣣ⒟㧦ᐔᚑ 23 ᐕ 3  1011 ᣣ
ԙ 㐿႐ᚲ㧦ᄢ㒋ᐭ┙ᕆᕈᦼ✚วක≮ࡦ࠲
Ԛ ⎇ୃળౝኈߦߟߡ
㧔⋡⊛㧕
ᧄㇱઃ߈ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬߩ⢒ᚑ⎇ୃ
㧔ౝኈ㧕
⻠⟵㧝᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴߦ߅ߌࠆㅢା⁁ᴫߣ DMAT ࡠࠫࠬ࠹࡚ࠪࡦ᭴ᗐߦߟߡޠ
⻠⟵㧞ޟDMAT ᵴേὐᧄㇱߩ┙ߜߍߦߟߡ㧔࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ㧕
ޠ
⻠⟵㧟᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴߦ߅ߌࠆᧄㇱᵴേߩታߦߟߡޠ
ታ⠌㧝ⴡޟᤊ㔚ߦࠃࠆࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ⅣႺߩ⏕ޠ
ታ⠌㧞ޟDMAT ᧄㇱࡠࠫⷐຬߦᔅⷐߥࠬࠠ࡞ߦߟߡޠ
Ԙ ⸥ޣ㍳ޤታ⠌㧔ࠢࡠࡁࡠ⚵❱࿑ᖚ⠪৻ⷩ㧕
ԙ ޣㅪ⛊વ㆐ޤታ⠌
ታ⠌㧟ޟᵴേὐᧄㇱࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦԘޠ
ᧄޣㇱ┙ߜߍ/ㅢା⏕/⾗ᯏ᧚⏕⸳⟎/ೋേᖱႎ㓸ޤ
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ታ⠌㧠ޟᵴേὐᧄㇱࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦԙޠ
ޣෳ㓸 DMAT ฃઃ/DMAT ࠍ∛㒮ᡰេ߳ᓎഀಽᜂ/ⵍἴౝὐ∛ࠃࠅᖱႎ㓸/ᔕេ
DMAT ߩᵷ㆜/ᖱႎ㓸㧔ߘߩઁߩක≮࠾࠭㧕
ޤ
ԛ ⎇ୃળฃ⻠ኻ⽎⠪ߦߟߡ
ᣣᧄ DMAT 㓌ຬ ᬺോ⺞ᢛຬ
㧖ㄭ⇰ᣇ㧔ṑ⾐⋵੩ㇺᐭᄢ㒋ᐭᐶ⋵ᄹ⦟⋵ጊ⋵㧕ᚲዻߩᣣᧄ DMAT 㓌
ຬ㙃ᚑᣉ⸳߳ฃ⻠↢ࠍ㓸ޕ
Ԝ ฃ⻠⠪ߦߟߡ
ว⸘㧠㧝ฬ
㧝㧚ㇺᐭ⋵
ޣṑ⾐⋵ޤ㧡ฬ ޣ੩ㇺᐭޤ㧟ฬ ޣᄢ㒋ᐭޤ㧝㧢ฬ ޣᐶ⋵ޤ㧣ฬ ޣጊ⋵ޤ㧣
ฬ  ޣᄹ⦟⋵ޤ㧟ฬ
㧞㧚⡯⒳
ോ⡯㧝㧜ฬ
ࠦࡔ࠺ࠖࠞ࡞㧟㧝ฬ
⮎ޣᏧޤ㧡ฬ≮⸻ޣ✢ᛛᏧޤ㧝㧠ฬ⥃ޣᐥᬌᩏᛛᏧޤ㧞ฬ⥃ޣᐥᎿቇᛛ჻ޤ㧢ฬޣℂ
ቇ≮ᴺ჻ޤ㧝ฬޣᬺ≮ᴺ჻ޤ㧝ฬޣᱤ⑼ᛛᎿ჻ޤ㧝ฬ▤ޣℂᩕ㙃჻ޤ㧝ฬ
㧟㧕ᐔᚑ 23 ᐕᐲ ᧄㇱઃ߈ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬߩ⢒ᚑ⎇ୃળߩ⹏ଔߦߟߡ
㧔ࠕࡦࠤ࠻⚿ᨐ㧕࿁₸㧥㧤㧑㧔㧠㧜ฬ㧛㧠㧝ฬ㧕
㧝㧚ㄭ⇰ᣇἴኂක≮ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ⎇ୃળߩฃ⻠ߩᗧᕁߦߟߡ
ࠄ⥄ޣᔒ㗿ߒߡෳടޤ㧟㧜ฬ㧔㧣㧡㧑㧕
ޣᬺോߦߡෳടޤ㧥ฬ㧔㧞㧟㧑㧕
㧞㧚⻠⟵ߩౝኈߪℂ⸃ߢ߈ߚ߆㧫
٨⻠⟵㧝᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴߦ߅ߌࠆㅢା⁁ᴫߣ DMAT ࡠࠫࠬ࠹࡚ࠪࡦ᭴ᗐߦߟߡޠ
ޣℂ⸃ߢ߈ߚޤ㧞㧜ฬ㧔㧡㧜㧑㧕 ߚߛޣℂ⸃ߢ߈ߚޤ㧝㧣ฬ㧔㧠㧟㧑㧕
ޣዋߒ㔍ߒ߆ߞߚޤ㧞ฬ㧔㧡㧑㧕
٨⻠⟵㧞ޟDMAT ᵴേὐᧄㇱߩ┙ߜߍߦߟߡ㧔࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ㧕ޠ
ޣℂ⸃ߢ߈ߚޤ㧞㧜ฬ㧔㧡㧜㧑㧕 ߚߛޣℂ⸃ߢ߈ߚޤ㧝㧟ฬ㧔㧟㧞㧑㧕
ޣዋߒ㔍ߒ߆ߞߚޤ㧝ฬ㧔㧞㧑㧕 ޣ㔍ߒ߆ߞߚޤ㧝ฬ㧔㧞㧑㧕
٨⻠⟵㧟᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴߦ߅ߌࠆᧄㇱᵴേߩታߦߟߡޠ
ޣℂ⸃ߢ߈ߚޤ㧝㧥ฬ㧔㧠㧤㧑㧕 ߚߛޣℂ⸃ߢ߈ߚޤ㧝㧟ฬ㧔㧟㧞㧑㧕
ޣዋߒ㔍ߒ߆ߞߚޤ㧞ฬ㧔㧡㧑㧕
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㧟㧚ታ⠌ߩౝኈߪᓟ႐ߢᵴ߆ߖߘ߁߆㧫
٨ታ⠌㧝ⴡޟᤊ㔚ߦࠃࠆࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ⅣႺߩ⏕ޠ
ޣቇࠎߛߪචಽ߃ࠆޤ㧝㧞ฬ㧔㧟㧜㧑㧕 ߁߽ޣዋߒ⚻㛎߇ᔅⷐޤ㧞㧜ฬ㧔㧡㧜㧑㧕
ߛ߹ޣᵴ߆ߔ⥄ା߇ߥޤ㧢ฬ㧔㧝㧡㧑㧕
٨ታ⠌㧞ޟDMAT ᧄㇱࡠࠫⷐຬߦᔅⷐߥࠬࠠ࡞ߦߟߡޠ
Ԙ ⸥㍳ታ⠌㧔ࠢࡠࡁࡠ⚵❱࿑ᖚ⠪৻ⷩ㧕
ޣቇࠎߛߪචಽ߃ࠆޤ㧝㧡ฬ㧔㧟㧤㧑㧕 ߁߽ޣዋߒ⚻㛎߇ᔅⷐޤ㧞㧟ฬ㧔㧡㧤㧑㧕
ߛ߹ޣᵴ߆ߔ⥄ା߇ߥޤ㧝ฬ㧔㧞㧑㧕
ԙ ㅪ⛊વ㆐ ታ⠌
ޣቇࠎߛߪචಽ߃ࠆޤ㧝㧡ฬ㧔㧟㧤㧑㧕 ߁߽ޣዋߒ⚻㛎߇ᔅⷐޤ㧞㧟ฬ㧔㧡㧤㧑㧕
ߛ߹ޣᵴ߆ߔ⥄ା߇ߥޤ㧝ฬ㧔㧞㧑㧕
٨ታ⠌㧟㧠ޟᵴേὐᧄㇱࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦޠ
ޣቇࠎߛߪචಽ߃ࠆޤ㧝㧡ฬ㧔㧟㧤㧑㧕 ߁߽ޣዋߒ⚻㛎߇ᔅⷐޤ㧝㧤ฬ㧔㧠㧡㧑㧕
ߛ߹ޣᵴ߆ߔ⥄ା߇ߥޤ㧠ฬ㧔㧝㧜㧑㧕
㧠㧚ᧄㇱઃ߈ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬߩ⢒ᚑ⎇ୃળߪᔅⷐ߆㧫
ޣᔅⷐޤ㧠㧜ฬ㧔㧝㧜㧜㧑㧕
٨⎇ୃળߩ㐿ᒻᑼߦߟߡ
ޣDMAT 㙃ᚑ⎇ୃߦࠆޤ㧞ฬ㧔㧡㧑㧕 ޣᣇߢߩ㐿ޤ㧝㧜ฬ㧔㧞㧡㧑㧕
ోޣ࿖⊛ߥ㐿ޤ㧝㧜ฬ㧔㧞㧡㧑㧕 ޣDMAT ᛛ⢻⛽ᜬߦࠆޤ㧣ฬ㧔㧝㧤㧑㧕
٨⎇ୃળߩ㐿㗫ᐲߦߟߡ
ޣ㧝࿁㧛ᐕޤ㧡ฬ㧔㧝㧟㧑㧕 ޣ㧞࿁㧛ᐕޤ㧞㧡ฬ㧔㧢㧟㧑㧕
ޣ㧟࿁એ㧛ᐕޤ㧢ฬ㧔㧝㧡㧑㧕
٨⎇ୃળߩ㐿ᦼ㑆ߦߟߡ
ޣ㧝ᣣޤ㧝㧞ฬ㧔㧟㧜㧑㧕 ޣ㧞ᣣޤ㧞㧠ฬ㧔㧢㧜㧑㧕
㧡㧚ฃ⻠⠪✚⹏
z

ࠢࡠࡁࡠߩ⸥㍳ߩᣇ╬ޔᮡḰൻ࡞ࠕࡘ࠾ࡑޔൻߐࠇߡߥㇱಽࠍㅴߡߌߚࠄ
ߣᕁ߁ޕฦᓎഀߦᔀߔࠆߣߣ߽ߦޔߩ⁁ᴫࠍᛠីߢ߈ࠆࠗࠕ࠙࠻߿Ꮏᄦ߇㊀ⷐ
ߛߣᗵߓߚޕ

z

㕖Ᏹߦࠊ߆ࠅ߿ߔߊޔᓟߩෳ⠨ߣߥࠆ⎇ୃળߛߞߚޕDMAT ᵴേߦ߅ߡࡠࠫߩᧄ
ㇱߩᓎഀ߇߆ߦ㊀ⷐ߆ℂ⸃ߢ߈ߚޕ⍮⼂ޔᛛⴚࠍᔓࠇߧࠃ߁ޔᓟ߽ߎߩࠃ߁ߥ⎇
ୃળ߇ᔅⷐߢࠆޕ

z

ᖱႎߩ߇࿎㔍ߢߞߚߣᗵߓߚޔࠅߪ߿ޕฦޘⓍᭂ⊛ߦᖱႎࠍขᓧߔࠆᔅⷐ߇
ࠆޕ

z

ߤߩᬺോߢ߽ߘ߁ߢࠆ߇ޔ᥉Ბ߆ࠄᘠࠇߡߥߣߢ߈ߥᦨࠍୃ⎇ߚߞ߁ߎޕૐ
ᐕ㧞࿁⒟ᐲߒߡ᰼ߒߣᕁ߁ޕ

z

ࡠࠫߪߢ߽ߢ߈ߥߣߌߥߌࠇߤࠇߙࠇߘޔᓧᗧಽ㊁߇ࠆ߆ࠄ߇ᓧᗧ߆ࠍ
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⏕ߒߡᓎഀಽᜂߔࠆߎߣ߇ᔅⷐޕ
z

߹ߢ⛔ DMAT ⎇ୃࠍฃ⻠ߒߚᣇߢߥߌࠇ߫ᧄޔㇱߩᓎഀࠍℂ⸃ߔࠆߎߣߪ㔍ߒ߆
ߞߚߣᕁ߁߇ࠍୃ⎇ߩߎޔฃߌᧄޔㇱߢߩᓎഀߦߟߡዋߒℂ⸃ࠍᷓࠆߎߣ߇ߢ߈
ߚᧄߚ߹ޕㇱߢታ㓙േߊ┙႐ߢߪߥߊߡ߽ᧄޔㇱᯏ⢻ࠍ߈ߜࠎߣℂ⸃ߒߡࠆ߆ߤ߁
߆ߢߪޔDMAT ᵴേߦ߅ߡᄢ߈ߊേ߈߇㆑߁ߣᗵߓߚޕ

z

DMAT ో߇ല₸⊛ലᨐ⊛ߦක≮ᢇ⼔ᵴേࠍታᣉߔࠆߩߦᧄޔㇱᵴേ߇㕖Ᏹߦ㊀ⷐ
ߥᓎഀࠍᨐߚߔߎߣ߇ࠃߊࠊ߆ߞߚޕ

ޣᓟߩ⎇ୃߢᔅⷐߣߔࠆౝኈޤ
z

ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ⅣႺߩ⏕ߩㇱಽߢ࠻ࡉ࡞ߩߎߣ߇ᄙ߆ߞߚߩߢޔᓟߪߘߩㄝߩ
⎇ୃ߿ኻᔕᣇᴺߩ⠌ᓧ߇ᔅⷐޕ

z

ᓟ߽ࡀ࠶࠻ⅣႺߩ⏕ߩᣇࠍቇ߮ߚⴡߩࠞࡔߥޘ⦡ޕᤊ㔚߇ࠆߩߢޔ
ฦࡔࠞߩⴡᤊ㔚ࠍ㧝࿁ߪ⚻㛎ߒߚޕ

z

ᓟ߽㗫❥ߥ࠻࠾ࡦࠣ߇ᔅⷐߣᕁ߁ߩߢޔၮ␆✬߆ࠄᔕ↪✬߹ߢ㗡ߣࠍߟ߆ߞ
ߚ⎇ୃ߇ᔅⷐޕ

z

ᓟ߽ታേ⎇ୃਛᔃߦ⎇ୃ߇ᔅⷐޕ

z

߽߁ዋߒࠪࡦࠍ⚦߆ߊಽߌߡࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪޔታ⠌ࠍⴕߞߚᓟߦోޔߩታ〣ࠍ
ᗐߒߚታ⠌߽⦟ߣᗵߓߚޕ

z

ᄙߊߩࡠࠫ߇࿁ߩ⎇ୃࠍቯᦼ⊛ߦߊࠅߒⴕ߁ߴ߈           ޕ

z

࠻ࡉ࡞ኻಣᴺࠍቇ߱ᯏળ߇ࠇ߫⦟ޔ߫߃ޕ㔚ࡀ࠶࠻߇❬߇ࠄߥ⁁ᴫ߿ޔ
ࡊࡦ࠲߇ធ⛯ߢ߈ߥ႐วߩኻಣᣇᴺ╬ߩ⎇ୃޕ

z

ࠆ⒟ᐲ⺃ߩ࠻ࠬࡦࠗޔዉ߇ߞߡߎߘߢ߈ࠆ⸠✵ࡉࠨޔ࠻ࠬࡦࠗߪ࠳ࠫࡠޕ
࠳ߪฃ⻠↢߇ߒߡ߽ࠃ߆߽ߒࠇߥޕ

㧠㧕⠨ኤ
࿁ᧄޔㇱઃ߈ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬߩ⢒ᚑ⎇ୃࡊࡠࠣࡓࠍᬌ⸛ߒߡߊᲑ㓏ߢ߆ޔ
ߦታ〣ࠍࠗࡔࠫ᧪ࠆࠃ߁ߥౝኈߦߔࠆߎߣߦ㊀ὐࠍ⟎߈ᬌ⸛ࠍ㊀ߨߚᧄޕㇱઃ߈ߩࡠ
ࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬߦᔅⷐߥࠬࠠ࡞ߩㇱಽߦ߅ߡ߽ޔฃ⻠⠪ߦᔅⷐߥࠬࠠ࡞߇⏕ߦߥࠆࠃ߁
ߥࡊࡠࠣࡓߩౝኈࠍᬌ⸛ߒߚޕ
ฃ⻠⠪ߩࠕࡦࠤ࠻ࠃࠅᧄޔㇱᵴേߦߟߡߩࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬߩ⎇ୃળߩᔅⷐᕈࠍ
ታᗵߔࠆߣߦޔታ〣ࠍࠗࡔࠫ᧪ࠆࠃ߁ߥౝኈߦߔࠆߎߣߦࠃࠅޔᢙዋߥታ〣⚻㛎
ࠍⓍߎߣ߇ߢ߈ޔᄙߊߩࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬ߇ߎߩ⚻㛎ࠍᔅⷐߣߒߡࠆߎߣ߽ᗵߓࠆ
ߎߣ߇ߢ߈ߚ᧲ߪࠇߎޕᣣᧄᄢ㔡ἴߣ߁ታ〣ࠍ⚻㛎ߒⷐࠬࠢࠖ࠹ࠬࠫࡠޔຬߩᧄㇱᵴേ
ߦኻߔࠆ⥝ߣᗧ⼂߇㜞ߊߥߞߚ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ᓟ߽⛮⛯ߒߚᧄㇱᵴേߦ㑐ߔࠆ⎇ୃળ߇ᔅⷐߢࠆߎߣ߇⏕ߢ߈ߚ߇ޔౝኈߣߒߡ
ߪᦝߦ⚦߆ߊౕ⊛ߥ⍮⼂ߣᬺോߩ⠌ᓧࠍᦸࠎߢࠆߎߣ߽ᗵߓߚޕ
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㧠㧕߹ߣ
࿁ޔDMAT ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬᵴേߩᄢ߈ߥ⺖㗴ߢߞߚᧄㇱઃ߈ߩࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬ
ߩ⢒ᚑ⎇ୃળࠍታᣉߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
ࠃࠅታ〣ߦㄭౝኈࠍឭଏߔࠆߎߣ߇ߢ߈⚻ߥ߁ࠃߩߎޔ㛎߇ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬߦᔅ
ⷐߢࠆߎߣ߽⏕ߢ߈ߚޔߦᦝޕᄙߊߩࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬ߇ᧄㇱᵴേࠍℂ⸃ߔࠆߎߣ
ߦࠃߞߡޔDMAT ోߩᵴേߩℂ⸃ߦ❬߇ߞߡࠆߎߣ߽ᗵߓߚޕ
 ᓟޔㄭ⇰ᣇߦ߅ߡߪᒁ߈⛯߈ᧄㇱઃ߈ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬߩ⢒ᚑࠍਛᔃߣߒߚ⎇
ୃળࠍ㐿ߒߡߊ੍ቯߢࠆୃ⎇ߥ߁ࠃߩߎߡߒߘޕળࠍో࿖⊛ߦዷ㐿ߒߡߊߎߣ߽
ᔅⷐߣ⠨߃ࠆޕ૬ߖߡᧄߩࠄࠇߎޔㇱߩࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬߩ࠳ߣߥࠆੱ᧚ߩ⢒ᚑ
ߩ⎇ୃળࠍ㐿ߒߡߊߎߣ߽ᔅⷐߢࠆߣᗵߓߚୃ⎇ߥ߁ࠃߩߎޕળ㐿ߪᧄޔㇱߩࡠ
ࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬߩᦝߥࠆలታߣᒝൻߦ❬߇ࠅޔ㊀ⷐߥ⎇ୃળߢࠆߣ⠨߃㐿ߪᕆോߢ
ࠆޕ

－195－

－196－

ታ⠌

㪉ᣣ⋡

㪐㪑㪊㪇

㪈㪉㪑㪊㪇

㪈㪎㪑㪉㪇
㪈㪐㪑㪇㪇

⻠⟵

㪈㪎㪑㪈㪇
㪈㪎㪑㪉㪇

㪈㪊㪑㪋㪇

㪈㪋㪑㪇㪇
㪈㪋㪑㪈㪇
㪈㪎㪑㪈㪇

㪈㪊㪑㪇㪇

㐿ᆎᤨೞ ⚳ੌᤨೞ

㪈㪊㪑㪋㪇
㪈㪋㪑㪇㪇
Ṷ⠌ 㪈㪋㪑㪈㪇

⻠⟵

⻠⟵

㪈ᣣ⋡

㪇㪑㪉㪇
㪇㪑㪈㪇
㪊㪑㪇㪇
㪇㪑㪋㪌
㪇㪑㪋㪌
㪇㪑㪋㪌
㪇㪑㪋㪌
㪇㪑㪈㪇
㪈㪑㪋㪇

㪇㪑㪋㪇

ᤨ㑆

ታ⠌䇸ᧄㇱㆇ༡䇹

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈮䈍䈔䉎㪛㪤㪘㪫ᵴേ䈫䈠䈱⺖㗴䇮
ᣣᧄ㪛㪤㪘㪫ᬌ⸛ᆔຬળ䈪䈱ᬌ⸛⚿ᨐ䈮䈧䈇䈩
㪛㪤㪘㪫䈮䈍䈔䉎ᚢ⇛䊶ᚢⴚ䈮䈧䈇䈩
ભᙑ
Ṷ⠌䇸㪛㪤㪘㪫䈮䈍䈔䉎ฦᧄㇱ䈱ᓎഀ䇹
㽲㪛㪤㪘㪫ᵴേὐᧄㇱ
㽳㪛㪤㪘㪫䊶㪪㪚㪬ᧄㇱ
㽴㪛㪤㪘㪫ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱ
㽵㪛㪤㪘㪫ၞᄖὐᧄㇱ
ભᙑ
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈮䈍䈔䉎䈎䉌䈱ᢎ⸠
㽲
㽳
㽴
㽵

⻠⟵ฬ

ᐔᚑ䋲䋳ᐕᐲ䌄䌍䌁䌔䉟䊮䉴䊃䊤䉪䉺䊷⎇ୃળ䉦䊥䉨䊠䊤䊛᩺

ዊᣧᎹ䇮㒙ධ

ㄭ⮮
ർᎹ
ਛጊ
㒙ධ

㑐
ේ䇮ዊᣧᎹ
ㄭ⮮
ർᎹ

ㄭ⮮

ዊ

ᜂᒰ㶎

ችፒ⸠✵ဳ䈱ታ⠌䇯ᓎഀ䉕
䊦ታᣉ䇯ⶄᢙ䈱ὐᧄㇱ䇯

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈮䈍䈔䉎ฦ⻠Ꮷ
๔䇯䈵䈫䉍䈅䈢䉍䋲䋵ಽ䇯

⛔⎇ୃ䇸ᐢၞἴኂ䊶䉲䊠
䋨ᜂᒰ䋺ㄭ⮮䋩䉕䉅䈫䈮ോዪ䈮
䌾㪈㪇ੱ㪆䉫䊦䊷䊒䈪䈱Ṷ
ో䈪䈱ㅴⴕ䊶⸃⺑䉕ታᣉ䇯

ౝኈ╬

⾗ᢱ㧢
⾗ེ᧚‛⾗ߩ⏕ߦ߆߆ࠆ⺞ᢛᬺോ

ᔅⷐߥ⾗ེ

⺞ᢛ㐿ᆎᤨᦼ

᧚‛⾗

⏕⺞ᢛవߩఝవ㗅

⠨

&/#6 ᵴേ㐿ᆎߣߦ⺞
㉄⚛
ࡏࡦࡌ

ᢛ㐿ᆎޕฦ࠴ࡓߩ៤ⴕ Ԙ⥄ᴦߩදቯ
ߢߪਇ⿷߇⊕ߢࠆ

ԙᬺ⇇࿅ߩදജ



ߚޕ
&/#6 ᵴേ㐿ᆎߣߦ⺞
ක≮ᯏེ

ᢛ㐿ᆎޕฦ࠴ࡓߩ៤ⴕ
ߢߪਇ⿷߇⊕ߢࠆ
ߚޕ
ၮᧄ⊛ߦฦ࠴ࡓߩ៤

ක⮎ຠ
ᶖ⠻ຠ

ⴕߦࠃࠆ⥄Ꮖቢ⚿ޕਇ⿷
߇੍᷹ߐࠇߡ߆ࠄ⺞ᢛ
㐿ᆎ
ၮᧄ⊛ߦฦ࠴ࡓߩ៤

㘩ᢱ
↢ᵴ⾗ེ᧚

Ԙౝ㑑ᐭߩ⫾
ԙ⥄ᴦߩ⫾



Ԛᬺ⇇࿅ߩදജ
Ԙ∛㒮ߩ⫾
ԙ⥄ᴦߩ⫾දቯ
Ԛᬺ⇇࿅ߩදജ

ฦ∛㒮ߢߩ
ක⮎ຠߩ
⫾ࠍ⺞ᩏߔ
ࠆᔅⷐࠅ

Ԙࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴

ⴕߦࠃࠆ⥄Ꮖቢ⚿ޕਇ⿷ ࡓߦࠃࠆ⺞ᢛ
߇੍᷹ߐࠇߡ߆ࠄ⺞ᢛ

ԙᣣᧄ⿒චሼ␠ߩදജ

㐿ᆎ

Ԛ⥄ⴡ㓌ߩදജ



⥄ⴡ㓌ၮ
᳃㑆ⓨ᷼
Ԙࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ એᄖߩᐢၞ
㔚Ḯ



ࡓߦࠃࠆ⺞ᢛ

ක≮៝ㅍ

ԙ⥄ⴡ㓌ߩදജ

ὐߢߪ㔚Ḯ
⏕߇ᔅⷐ
ߥ႐วᗐቯ
ᓟ⚵❱⊛

Ԙߢߩක≮࠴ࡓ ߥ ∛ 㒮 ߳ ߩ
Άᢱ

߳ߩఝవ⛎ᴤᚲࠍ⏕ Ά ᢱ   ߦ



ԙ⥄ᴦߩදቯ

ߟߡߪߐ

Ԛ⥄ⴡ㓌ߩදജ

ࠄߥࠆᬌ⸛
߇ᔅⷐ




－197－

⾗ᢱ㧣
ἴኂᕆᕈᦼක≮ᡰេߦ߅ߌࠆࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬߩలታᒝൻ
NHO ⟲㚍∛㒮 ᬮ ቁม
NHO ἴኂක≮ࡦ࠲ Ꮢේᱜⴕ ㄭ⮮ਭ ዊ㓶৻
ᐔᚑ㧞㧟ᐕᐲෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄㧔ஜᐽోෂᯏ▤ℂኻ╷✚ว⎇ⓥᬺ㧕⥄ὼἴኂߦࠃࠆᐢၞἴ
ኂᤨߦ߅ߌࠆലᨐ⊛ߥೋേᦼක≮ߩ⏕߮ᡷༀߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ⃰

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴࠍ⚻㛎ߒޔෘ↢ഭ⋭ߢߪޟἴኂක≮ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ળࠍޠ㐿ߒ
ႎ๔߇ߥߐࠇߚޕႎ๔ߢߪ DMAT ࠍߪߓߣߔࠆᕆᕈᦼක≮࠴ࡓߩᵷ㆜ᵴേߦߟߡߩ
⺖㗴߇ߍࠄࠇߚߩߘޕਛߢߦࠬࠢࠖ࠹ࠬࠫࡠޔ㑐ߔࠆ㗄⋡ߪਅ⸥ߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
٤ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ㑐ㅪߩ⺖㗴
z 48 ᤨ㑆એߩᵴേߦࠃࠅ DMAT ߩ‛⾗߇ਇ⿷ߒߚ
z ㅢା߇࿎㔍ߢߞߚ࠴ࡓ߿ޔEMIS ߳ߩജࠍⴕ߁ߚߩࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ធ⛯߇
ਇน⢻ߢߞߚ࠴ࡓ߇ߞߚ
z ᄙᢙߩ DMAT ߇ⵍἴߦߞߚߎߣߦࠃࠅޔDMAT ോዪ߿ DMAT ㇺᐭ⋵⺞ᢛ
ᧄㇱ╬ߦ߅ߌࠆᬺോ㊂߇⤘ᄢߣߥߞߚ
z ⵍἴౝߢߩක≮࠾࠭ߩᛠី߇࿎㔍ߢߞߚ
z ⓨ〝ෳ㓸ߢߪޔDMAT ߩ↢ᵴ⾗᧚╬ߩ៤ⴕ߇࿎㔍ߢߞߚ
٤ᓟߩᣇ㊎
z ⴡᤊ៤ᏪࠍߚⶄᢙߩㅢାᚻᲑࠍߦ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔធ⛯ߒߡ㧱㧹㧵㧿ߦᖱ
ႎࠍജߢ߈ࠆⅣႺࠍᢛ
z ᄢⷙᮨἴኂᤨߦޔ㧰㧹㧭㨀ോዪ߮㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱ╬߳㧰㧹㧭㨀
ࠨࡐ࠻ⷐຬࠍⓍᭂ⊛ߦᵷ㆜
ක≮ᯏ㑐߇⛔ޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪߿ࠨ
z ⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ࠍࠨࡐ࠻ߔࠆࠃ߁ߥࡠ
ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢᜂᒰ⠪߿ޔᓟᣇᡰេࠍኾ
㐷ߣߔࠆࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢᜂᒰ⠪߆ࠄߥࠆ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㧔⒓㧕ࠍ
㙃ᚑ
z ㇺᐭ⋵╬ߪޔⓨ〝ෳ㓸ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߦᔅⷐߥ‛⾗ߩឭଏ߿⒖േᚻᲑߩ⏕ࠍⴕ߁
ࠍᢛߔࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒ
Σ ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬὐ
ߎࠇࠄߩ⺖㗴ߪޔᓥ೨ࠃࠅ⺖㗴ߣߒߡ⼂ߒ⸃╷ࠍᬌ⸛ߒߡߚ㗄ߢࠅ⎇ޔⓥ⃰
ߦ߅ߡ߽ DMAT ߩ⥄Ꮖቢ⚿ࠍࠨࡐ࠻ߔࠆߣߒߡࠬࠢࠖ࠹ࠬࠫࡠޔὐ᭴ᗐߩน⢻
ᕈߦߟߡᐔᚑ 21 ᐕᐲࠃࠅᬌ⸛ࠍⴕߞߡ߈ߚޕ
DMAT ߩ៤ⴕຠߪޔ㒢ࠄࠇߚක⮎ຠޔක≮⾗ᯏ᧚ޔක≮ᯏེ߮㧞㨪㧟ᣣ⒟ᐲߩ㕖Ᏹ㘩ޔ
ᲫᏓኢⴼⴡޔᤊ៤Ꮺ㔚╬ߩㅢାᯏེߥߤߢࠆޕゞਔߢߩᵷ㆜ߢࠇ߫ࠆޔ⒟ᐲߩ
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⾗ᢱ㧣
㊂ߩ៤ⴕ߇น⢻ߢࠆ߇ࡦࠧࡢޔゞߦ㧠㨪㧢ฬਸ਼ゞߔࠆߣⓍタߔࠆ‛⾗ߩ㊂ߪ㒢ࠄࠇࠆޕ
߹ߚⴡ⥄ޔ㓌⥶ⓨᯏ╬ߩⓨ〝ߢߩᵷ㆜ߣߥࠆߣᦝߦ៤ⴕߢ߈ࠆ㊂ߪࠊߕ߆ߢࠆޕ
DMAT ߩ․ᓽߢࠆㄦㅦߥᵷ㆜߮ᯏേᕈߪ࠴ࡓߦ᳞ࠄࠇࠆ⥄Ꮖቢ⚿ᕈߣ⛮⛯ᕈߦ
ኻߒ⍦⋫ߒߚ㑐ଥߦࠆޕ ߩޘDMAT ߇⥄Ꮖቢ⚿ဳߩⵝࠍ៤ⴕߒޔೞߣޘᄌൻߔࠆⵍ
ἴߩ⁁ᴫߦኻᔕߔࠆߩߪ㕖Ᏹߦ࿎㔍ߣ⠨߃ࠆޔߚߩߘޕDMAT ߩᯏേജߣ⥄Ꮖቢ⚿ᕈ
ࠍቢߔࠆߚߩ⛮⛯⊛ߥࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬࠍࠨࡐ࠻ߔࠆᯏ⢻ࠍߔࠆὐࠍᢛߔࠆߎ
ߣߦࠃࠅ DMAT ⚵❱ߣߒߡߩ⥄Ꮖቢ⚿ࠍ࿑ࠆᔅⷐߣ⠨߃ⵍޔἴౝ߹ߚߪⵍἴㄭ㓞ޔᔅ
ⷐߦᔕߓߡⵍἴᄖߩᐢၞක≮៝ㅍὐߦ DMAT ߩࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬᡰេᬺോࠍᜂᒰߔࠆ
ὐࠍ⸳⟎ߒޔDMAT ߦኻߒޔਅ⸥ߩᯏ⢻ࠍᡰេߒࠃ߁ߣ߁߽ߩߢࠆޕ
ԘDMAT ᛩὐᯏ⢻ ޔԙක⮎ຠޔක≮⾗ེ᧚ޔක≮ᯏེ↢ޔ⚛㉄ޔᵴ⾗ེ᧚ޔ㘩ᢱ╬
ߩ‛⾗╬లᯏ⢻ ޔԚㅢାᚻᲑߩ⏕ᯏ⢻ޔԛᖱႎߩ㓸⚂⊒ାᯏ⢻ޔԜ㓌ຬߩ↢ᵴᡰេ
ᯏ⢻ ޔԝDMAT ߮‛⾗ߩ៝ㅍᯏ⢻ޕ
߹ߚࠬࠢࠖ࠹ࠬࠫࡠޔὐ߇ᯏ⢻ߔࠆߦߪޔਅ⸥ߩⷐઙ߇ᔅⷐߣߥࠆޕ
Ԙⵍἴ߳ߩ៝ㅍᚻᲑ߇⏕ߐࠇߡࠆޕԙ〝ߩㅢⴕ㓚ኂ߇ήޕԚࡋࡐ࠻ࠍ
ߔࠆޕԛㅢାⅣႺ߇ᢛߞߡࠆޕԜ‛⾗╬ߩ⺞㆐ᯏ⢻ࠍߔࠆޕԝᡰេⷐຬ߇⏕ߐࠇࠆޕ
Ԟࠗࡈࠗࡦ߇ᯏ⢻ߒߡࠆޕԟભᕷޔ㘩╬ߩ↢ᵴᡰេ߇ߢ߈ࠆޕ㧔࿑㧝㧕

ȭǸǹȆǣǯǹਗໜನे
ᘮٳע

ȭǸǹȆǣǯǹਗໜ

ἴኂὐ∛㒮

ཋ

ၞᄖὐ
ⓨ᷼

&/#6ȷ࣏ᙲཋሁᡛਗໜ
ཋ

धᎍ

ȭǸǹȆǣǯǹਗໜ
&/#6ȷ࣏ᙲཋሁᡛਗໜ

ἴኂὐ∛㒮

ˤ

ཋ

ȭǸǹȆǣǯǹਗໜ

ܹਗໜ၏ᨈ

&/#6ȷ࣏ᙲཋሁᡛਗໜ

ཋ

ᘮעϋ

&/#6ѣਗໜஜᢿ

؏ϋਗໜᆰลᲴᲽ

ޣ࿑㧝ޤ
DMAT ߪἴኂᤨߩޔኻᔕߦߟߡ⎇ୃߦࠃࠅቇ߮ޔᐔᤨࠃࠅ៤ⴕ⾗ᯏ᧚ߦߟߡḰ
ࠍㅴߡ߈ߡߪࠆ߇ᧄޔോߪ∛㒮⡯ຬߢࠅޔකᏧߢࠅ⼔⋴ޔᏧߢࠅࠖ࠺ࡔࠦޔ
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ࠞ࡞⡯⒳ߢࠅޔߚ߹ޔോ⡯ߢࠆޟޔࠅ߹ߟޕක≮ߪߦޠ៤ࠊߞߡࠆ߇ޔἴኂᤨߩᬺ
ോ⺞ᢛߦߚߞߡߪޔᣣᏱߩᬺോ߆ࠄ㔌ࠇߚᣂߚߥᬺോࠍⴕ߁ߎߣߦߥࠅޔᶖ㒐⼊ޔኤޔ
⥄ⴡ㓌╬ߩࠃ߁ߦἴኂ߳ߩኻᔕࠍᧄ⡯ߣߒߡࠆࠊߌߢߪߥޔߚߩߘޕਅ⸥ߩࠃ߁ߦޔ
∛㒮⡯ຬߢࠆ DMAT ߣߒߡߩ⥄Ꮖቢ⚿ߪ㕖Ᏹߦ࿎㔍ߥ⁁ᴫߢࠆߎߣ߆ࠄઁޔᯏ㑐ߩද
ജ߇ᔅ㗇ߣߥߞߡࠆޕ
DMAT ߩࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬߩ⁁
Ԙ DMAT ߩ⒖േᚻᲑ
 㒽〝ᵷ㆜    ٤  ∛㒮ゞਔߢߩᵷ㆜߇น⢻
ゞਔߩోߡ߇ᖚ⠪៝ㅍࠍน⢻ߦߔࠆ࠼ࠢ࠲ࠞޔᢇᕆゞ
ߢߪߥ
̪㧟ਛᣨߩ᧲ർᣇߢߪ㔐ኻᔕߣߒߡࠬ࠲࠶࠻ࠬ࠲
ࠗࡗࠍᔅⷐߣߒߚ߇ޔ᥉ㅢ࠲ࠗࡗߩߚጤᚻ⋵ޔችၔ⋵߳
ߩ⒖േ߇᧪ߥ߆ߞߚ࠴ࡓ߇ߞߚޕ
 ⓨ〝ᵷ㆜      ⵍἴౝߩⓨ᷼╬߆ࠄߩ⒖േᚻᲑ߇ή
ᵴേ႐ᚲߩ⒖േ߇ߢ߈ߥޕᏫ〝ߩᚻᲑ߇ή
 ࠟ࠰ࡦ㧔Άᢱ㧕   ゞਔᵷ㆜ᤨߦࠟ࠰ࡦߩ៤ⴕߪෂ㒾‛ߢ߽ࠅ࿎㔍
 〝㓚ኂᤨ      〝ޔ᨞ᯅ╬ߩ៊უߦࠃࠅㅢⴕਇน⢻ߣߥߞߚ႐ว⥄ޔജ
ߢ⋡⊛߳㆐ߔࠆߎߣ߇࿎㔍
ԙ ᔅⷐ‛⾗ߩ⏕ల
 ක⮎ຠ╬

ٌ  ៤ⴕක⮎ຠ⾗ޔᯏ᧚ߢኻᔕ
ⵍἴߢߩක≮࠾࠭ߦߞߚක⮎ຠߩㆬቯߪ࿎㔍
ᵴേᦼ㑆ޔක≮⁁ᴫߦࠃࠆ
̪DMAT ߇↪ߔࠆක⮎ຠએᄖߦᡰេవ∛㒮ޔᢇ⼔ᚲ╬ߢਇ
⿷ߔࠆක⮎ຠ╬߳ߩኻᔕ߽⠨ᘦߔࠆᔅⷐ߇ࠆ

 ㉄⚛        ៤ⴕ߇࿎㔍∛ޔ㒮ゞਔߦタߔࠆߦ߽ᧄᢙߦ㒢ࠅ߇ࠆ
 ක≮ᯏེ    ٌ

DMAT ↪៤ⴕ⾗ᯏ᧚ߒߡߩක≮ᯏེߦ㒢ࠄࠇࠆ

            

ᄙߊߩᐢၞක≮៝ㅍ߇ታᣉߐࠇࠆ႐วߦߪਇ⿷ߔࠆߎߣ߇
੍᷹ߐࠇࠆ

Ԛ ‛⾗ャㅍᚻᲑ
ක⮎ຠ╬ߩ៝ㅍ ٌ  ᵷ㆜ᤨߩ∛㒮ゞਔߩᵴ↪ߢኻᔕߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
∛㒮ゞਔએᄖߩャㅍᚻᲑ߇ή
ԛ ↢ᵴᡰេ
 㘩ᢱ㘶ᢱ᳓  ٌ  24 ᤨ㑆㨪48 ᤨ㑆⒟ᐲߩ៤ⴕ߇㒢⇇
ኋᴱޔ⌁   ٌ  ⵍἴߩ⁁ᴫߦࠃࠆ߇⊒ޔ࠻ࡦ࠹ޔ㔚ᯏޔᾖޔኢⴼ╬ߩ
㊁༡ߦኻᔕߒߚ⾗ᯏ᧚ߩḰ߇ߥߊߚ߹ޔ៤ⴕ߽࿎㔍
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Ԝ ㅢାⅣႺ
ㅢାᚻᲑ    ٤  DMAT ߩㅢାᚻᲑߣߒߡⴡᤊ៤Ꮺ㔚ߩ៤ⴕߪᔅ㗇
            ̪ⴡᤊ៤Ꮺ㔚߇ߟߥ߇ࠄߥ߇ᄙߊႎ๔ߐࠇߚ
࠻ࡦࠪࡃߪᮡḰⵝ
ἴኂᤨఝవ៤Ꮺ㔚ޔή✢╬ߩⶄᢙߩㅢାᚻᲑ߇ᔅⷐ
ԝ ో⏕     ٌ  ੱ㒐⼔ߣߒߡ PPE ߩⵝߪᮡḰⵝޕ
ෂ㒾ᖱႎߩฃା߿ޔోኻ╷ߣߒߡߪޔᶖ㒐⼊ޔኤޔ
⥄ⴡ㓌╬ߣߩㅪ៤ߦࠃࠅో⏕ࠍ࿑ࠆߒ߆ߥ
̪ෂ㒾ᖱႎࠍ⏕ታߦવ㆐ߔࠆᚻᲑ߇ߥ
ᕆᕈᦼක≮ᡰេߦ߅ߡ᳞ࠄࠇࠆක≮ߩ࠾࠭ߪᄙ᭽ߦሽߒᄌൻߔࠆޕ⸥ߩ⁁
ߦኻᔕߔࠆߦߪࠍ⁁ޔᛠីߒߩߘޔ႐ߦᔕߓߚᵴ↪ߢ߈ࠆ࠰ࠬࠍㄦㅦߦ⏕ߒ⺞ޔ
ᢛߔࠆᯏ⢻߇᳞ࠄࠇࠆⴕޔߪߦߚߩߘޕᯏ㑐ߣߩㅪ៤߿᳃㑆ડᬺ╬ߩㅪ៤දജ߇
㊀ⷐߣߥߞߡࠆޕ
⺞ᢛ߇ᔅⷐߥ㑐ଥᯏ㑐╬
Ԙ⒖േᚻᲑߩ⏕
 ࡦ࠲ࠞᬺ⇇ࠪࠢ࠲ޔᬺ⇇ࠬࡃޔᬺ⇇ߩදജ
 ⍹ᴤᬺ⇇ߩදജߦࠃࠆゞਔ╬Άᢱߩల
ޣㅢ㓚ኂᤨޤ
 ⥄ⴡ㓌ޔᶖ㒐⼊ޔኤߣߩㅪ៤
ԙ‛⾗ߩల
ἴኂὐ∛㒮߿ⴕߩ⫾ຠߩᵴ↪
ක⮎ຠᬺ⇇ޔක≮ᯏེᬺ⇇ޔක≮ࠟࠬᬺ⇇╬ߣߩㅪ៤
ⵍἴᄖ߆ࠄߩャㅍ
ᓟ⛯ DMAT ߦࠃࠆ៤ⴕ
Ԛోߩ⏕
ᶖ㒐⼊ޔኤⴡ⥄ޔ㓌ⴕޔᯏ㑐╬ߦࠃࠆోᖱႎߩឭଏ߮ⵍἴၞߢߩหⴕ
ԛㅢାᚻᲑߩ⏕
ㅢାᬺ⇇ߦࠃࠆⴡᤊ៤Ꮺ㔚ޔἴኂᤨఝవ㔚╬ߩ⾉ਈ
ㅢାᬺ⇇ߦࠃࠆㅢା⸳ߩᣧᦼᓳᣥ
Ԝ‛⾗ャㅍ
ㆇャᬺ⇇ޔቛ㈩ᬺ⇇╬ߦࠃࠆදജߦࠃࠆ‛⾗ャㅍ
ԝ↢ᵴⅣႺ
 ᣏ㙚⚵ว╬ߦࠃࠆભᕷ႐ᚲߩ⏕
 ኢౕᬺ⇇ߩදജߦࠃࠆࡀࡦ㘃ߩ⏕
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 ࠦࡦࡆ࠾ᬺ⇇╬ߩදജߦࠃࠆⵍἴᄖ߆ࠄߩ㘩ᢱ╬ߩల
 ᣣ⿒ޔ࿖┙∛㒮ᯏ᭴╬ක≮ᯏ㑐࿅ߦࠃࠆભᕷ႐ᚲߩ⏕
Ԟഥⷐຬ
 ᣣ⿒ޔ࿖┙∛㒮ᯏ᭴╬ක≮ᯏ㑐࿅ޔἴኂὐ∛㒮ߦࠃࠆഥⷐຬߩ⏕
ߎࠇࠄߩ⺞ᢛߦߪޔߩࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬὐߦࠃࠆⵍἴ⥄ᴦἴኂኻ╷ᧄㇱ߹ߚߪ
᳃㑆ડᬺ╬ߣߩ⺞ᢛߩઁޔᄢⷙᮨߢᐢၞߥἴኂߩ႐วߦߪޔᓟᣇᡰេᯏ㑐ߣߒߡߩ DMAT
ോዪࠍㅢߓߡޔෘ↢ഭ⋭ޔ㑐ଥ⋭ᐡޔᜰቯᯏ㑐ޔ᳃㑆ડᬺⵍޔἴᄖㇺᐭ⋵ޔ
DMAT ᵷ㆜∛㒮ઁߩߘޔ㑐ଥᯏ㑐ߣߩ⺞ᢛ߇᳞ࠄࠇࠆ㧔࿑㧞㧕
ᤓᐕᐲߩᒰ⎇ⓥ⃰߇ታᣉߒߚࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߢߪޔ⒖േᚻᲑߩ⺞ᢛ߿ਇ⿷ߔࠆක⮎ຠޔ
㉄⚛ޔක≮᧚ᢱޔ㘩ᢱޔ㘶ᢱ᳓ߥߤߩ⫾‛⾗ߩឭଏ߿⺞㆐ޔഥⷐຬߩදജޔભᙑ႐ᚲ
ߩឭଏߥߤޔᄙߊߩἴኂὐ∛㒮╬߇ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬὐߣߥࠅᓧࠆᯏ⢻ࠍߒߡࠆߎ
ߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ
 ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬὐߪޔෳ㓸ὐߣߥࠆ DMAT ᵴേὐᧄㇱ߇⟎߆ࠇࠆἴኂὐ∛㒮
߮ⵍኂ߇↟ᄢߥߎߣߦࠃࠆᐢၞක≮៝ㅍታᣉᤨߦߪⵍޔἴᄖ߆ࠄߩ‛⾗ⷐޔຬߩャㅍߦ
ㆡߒߚ SCU ᧄㇱߦ૬⸳ߒߡ⸳⟎ߔࠆ߇ᦸ߹ߒޕ

䊨䉳䉴䊁䉞䉪䉴ὐ䈱ㆇ༡
ࡅዬ࣯ܹݣሊஜᢿ
Ტ᧙̞Ⴞ࠻Უ
ⷐ⺧
ҽဃіႾ

ൟ᧓˖ಅȷಅမ˳ׇ
දቯ
ଐ㗬

දቯ
ଐ㗬

&/#6ᢔᣃᢊࡅჄ

ҽіႾ&/#6ʙѦޅ

ᘮٳע
ⷐ⺧

ㅪ៤

ᖱႎឭଏ
ⷐ⺧

ȭǸǹȆǣȃǯǹਗໜ
ʴՃ
ཋ

ⷐ⺧
ᘮᣃᢊࡅჄܹݣሊஜᢿ
Ტ&/#6ᛦૢஜᢿᲣ

ʴՃ
ཋ

ᐯᘓᨛ

ᘮעϋ
&/#6ѣਗໜஜᢿ

ޣ࿑㧞ޤ
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Τ ᧄㇱᯏ⢻ߦ߅ߌࠆᖱႎᜂᒰߩᒝൻ
ἴኂᕆᕈᦼߩⵍἴߢߪޔᄙߊߩක≮࠾࠭߇⊒↢ߒߡߡ߽ߩࡦࠗࡈࠗޔᢿ⛘ޔ
ㅢାࠗࡦࡈߩ⎕უޔක≮ᣉ⸳ߩᷙੂޔੑᰴἴኂߩෂ㒾ⷐߩઁߩߘޔ࿃ߦࠃࠅࠍࠇߘޔᛠ
ីߔࠆߎߣߪ㕖Ᏹߦ࿎㔍ߣߥࠆޕ
ߒ߆ߒߥ߇ࠄޔᕆᕈᦼߩක≮ᡰេߦ᳞ࠄࠇࠆᖱႎߩౝኈߪ㕖Ᏹߦᄙ ߦ․ޕDMAT ߇
⚵❱⊛ߦᵴേߔࠆߚߦߪޔᐢၞἴኂᢇᕆක≮ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ㧔એਅޟEMISޕߣޠ㧕ߦࠃ
ࠆᖱႎߩ߇ᔅ㗇ߣߥߞߡࠆޕDMAT ߩᧄㇱᯏ⢻㧔DMAT ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱޔ
DMAT ᵴേὐᧄㇱޔDMAT_SCU ᧄㇱޔDMAT ോዪ㧕ߢߪޔEMIS ߦࠃࠆᖱႎࠍ
࿑ࠆ߇᳞ࠄࠇࠆޕ
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢߪⵍἴၞ߇ᐢၞߢߞߚߎߣޔᵤᵄߦࠃࠅㅢାⅣႺ߇፣უߐࠇߚߎߣޔ
EMIS ߳ߩធ⛯߇࿎㔍ߢߞߚߎߣޔDMAT ോዪ߮ DMAT ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱ╬ߩⷐຬ
߇ਇ⿷ߒߡߚߎߣޔችၔ⋵߇ EMIS ߦᧂടߢߞߚߎߣߥߤߦࠃࠅޔක≮࠾࠭ߦኻ
ߔࠆᖱႎߩᛠីߦ࿎㔍ࠍ᧪ߒߚޕ
ᧄㇱᯏ⢻ߦ᳞ࠄࠇࠆᖱႎ߮ᖱႎ㑐ㅪᬺോ
•

•

ⵍἴౝක≮ᯏ㑐⁁ᴫ㧔EMIS㧕ߩ⺞ᩏᛠី
•

ᧂജᣉ⸳߳ߩ⺞ᩏ⏕ 㧔㔚ޔή✢ޔᵷ㆜ߥߤߦࠃࠆ㧕

•

ⵍἴౝోක≮ᯏ㑐ߩ✕ޟᕆᤨജ⚦ޟޔޠജޠ㗄⋡ߩ⏕

EMIS_DMAT ▤ℂ㧔✕ᕆᖱႎޔᵴേ⁁ᴫޔឝ␜᧼ᖱႎ╬㧕ߩᛠី
•

✕ޟᕆᖱႎ⊒⏕ߩޠା

•

ޟᵴേ⁁ᴫࡕ࠾࠲ࠆࠃߦޠᵴേ DMAT ߩᛠី

•

ޟឝ␜᧼ᖱႎߩޠౝኈ⏕ߣኻᔕ

•

SCU ╬ߦ߅ߌࠆᐢၞක≮៝ㅍᖚ⠪ᖱႎવ㆐ࠪࠬ࠹ࡓ㧔MATTS㧕ߩജޔౝኈ⏕

•

㑐ଥᯏ㑐ߣߩᖱႎㅪ៤㧔ක≮࠾࠭ઁޔᯏ㑐ߩᵴേ⁁ᴫ╬㧕

•

ㆱ㔍ᚲޔᢇ⼔ᚲߩ⁁ᴫ

•

ෂ㒾ᖱႎޔ〝⁁ᴫ

•

ᤨ♽⸥㍳

•

ߘߩઁ

 ᖱႎߩ㓸⊒ޔାߦߪ⏕ታߢṖߥㅢାⅣႺߩ᭴▽߇ᔅ㗇ߢࠅޔ㖸ჿㅢߩઁߦ․ޔ
ߦ EMIS ߩㆇ↪ࠍⴕ߁ߚߩࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻࠲࠺ޔㅢାⅣႺࠍᢛ߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
ߘߩߚߦߪⴡޔᤊ㔚ࠍ↪ߒߚ࠺࠲ㅢାⅣႺߪᓟᔅ㗇ߣߥࠆߚޔㅢାⅣႺߦ⠌
ᾫߒߚࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬⷐຬߩ㈩⟎߇᳞ࠄࠇࠆޕ
ߐࠄߦ⛔ޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ࠍࠨࡐ࠻ߔࠆߚߩ⸥ߩࠃ߁ߥᄙߊߩᖱႎࠍࠦࡦ࠻ࡠ
࡞ߔࠆߦߪޔᖱႎߩ㓸ޔ㓸⚂⹏ޔଔ⊒ޔାޔࠍᢛ߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߎߣ߆
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ࠄ⋧ޔᒰᢙߩㅢାᯏེޔ㧼㧯߮ᖱႎᜂᒰ⠪ߩ㈩⟎߇ᔅⷐߢࠆޕ
Υ ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬߩలታᒝൻ
 ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬߦ㑐ߔࠆ⺖㗴ߩ⸃ߦะߌࠬࠢࠖ࠹ࠬࠫࡠޔὐߩᵴേࠍⴕ߁ⷐຬ߮
⛔ DMAT ⊓㍳⠪ࠍࠨࡐ࠻ߔࠆߚߩⷐຬߩ⏕ߣߒߡޔਅ⸥ߩᜂᒰ⠪ߩ⢒ᚑ߇ᔅⷐߢ
ࠆޕᒰⷐຬߪᧄޔㇱᵴേࠍᡰេߔࠆᬺോ⺞ᢛຬ╬ߩઁߦࠬࠢࠖ࠹ࠬࠫࡠޔὐߩㆇ༡
߹ߚߪᧄޔㇱᯏ⢻ߦ߅ߡ⛔ DMAT ⊓㍳⠪ߩࠍኾ㐷ߦⴕ߁⊓㍳ߐࠇߚࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢ
ࠬኾ㐷ⷐຬ㧔ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ࠴ࡓ㧕ߩ㙃ᚑߦࠃࠅలታᒝൻࠍ࿑ߞߡߊࠬࠫࡠߩߎޕ
࠹ࠖࠢࠬ࠴ࡓߪ∛ޔ㒮නߩ ߩޘDMAT ߣߪߦޔDMAT ോዪߦࠃࠆਛᄩ⋥ロဳߩ
ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ࠴ࡓߣߒߚޔߪߦࡓ࠴ࠬࠢࠖ࠹ࠬࠫࡠޔ߅ߥޕゞਔޔㆇャޔㅢାޔ
ක⮎ຠޔΆᢱ╬ߩ㑐ㅪᬺ⇇߮ NPO ߿ක≮㑐ଥ࿅ߩἴኂኾ㐷ኅ╬߇ടࠊࠅޔㅪ៤ߒߡᵴ
േߔࠆ߇ᦸ߹ߒޕ
㧔࿑㧟࿑㧠㧕
㧝㧚⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ࠍࠨࡐ࠻ߔࠆࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬᜂᒰ⠪ߩలታᒝൻ
Ԙ ᓎഀ
  ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱޔᵴേὐᧄㇱޔSCU ߦ߅ߌࠆࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬᬺോ
  ਥߥᬺോ
    ⴡᤊ㔚ߦࠃࠆ࠺࠲ㅢାⅣႺߩ᭴▽
    㑐ଥᯏ㑐ޔක≮ᯏ㑐╬ߣߩㅢାᚻᲑߣㅪ⛊వ╬ߩ⏕
㧔ࠦࡦ࠲ࠢ࠻ࠬ࠻ߩᚑ㧕
    ᖱႎߩ㓸ޔ㓸⚂⹏ޔଔ⊒ޔାޔᬺോ
    㑐ଥᯏ㑐╬ߣߩㅪ⛊
ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬὐߢߩᵴേ
ԙ 㙃ᚑᣇᴺ
  ᧄㇱᯏ⢻ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬߩ⎇ୃߩታᣉ
  ̪ᒰ⎇ୃߪ㙃ᚑߔߴ߈ੱຬ߇ᄙߎߣ߆ࠄޔਛᄩ㧔ἴኂක≮ࡦ࠲╬㧕ߢߩ⎇ୃ
ળߩ㐿ߢߪ⾔߃ߥߎߣ߆ࠄޔᣇࡉࡠ࠶ࠢනߢߩࡠࠫᛛ⢻ะ⎇ୃ⸠✵ߩ
㐿߇ᦸ߹ߒ ⛔ߦ․ޕ DMAT ⊓㍳⠪ࠍߔࠆᣉ⸳ߩᬺോ⺞ᢛຬ╬ߪ⎇ୃฃ⻠
ߔߴ߈ߢࠆޕ
Ԛ ⷐຬ⏕
  ᵴേߔࠆ࠴ࡓߩਛ߆ࠄ⎇ୃୃੌ⠪ࠍᧄㇱᯏ⢻߳㈩⟎ߔࠆޕ
  ̪⛔ DMAT ⊓㍳⠪ࠍߔࠆᣉ⸳ߩᬺോ⺞ᢛຬ╬ߪ⛔ DMAT ⊓㍳⠪ߣߣ߽ߦᧄㇱ
ᵴേࠍⴕ߁
㧞㧚ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬኾ㐷ⷐຬ㧔ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ࠴ࡓ㧕
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㧝㧕ਛᄩ⋥ロဳᬺോ⺞ᢛຬ
Ԙ ᓎഀ
㧝㧕ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱޔᵴേὐᧄㇱޔSCU ߦ߅ߌࠆ ⛔ DMAT ⊓㍳⠪ߩ
 DMAT ോዪߩᡰេ
 ㅢାⅣႺ᭴▽ߦࠃࠆᖱႎߩ㓸ޔ㓸⚂⹏ޔଔ⊒ޔା⺞ࠆߌ߅ߦޔᢛᬺോ
㧞㧕ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬὐߩㆇ༡
  DMAT ᵴേߦ߅ߌࠆࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ㑐ㅪߩ⺞ᢛᬺോ
  ⒖േᚻᲑޔක⮎ຠ╬‛⾗↢ޔᵴ‛⾗ޔΆᢱޔャㅍޔㅢାᚻᲑઁߩߘޔ
ԙ 㙃ᚑᣇᴺ
  ᧄㇱᯏ⢻߮ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬὐᯏ⢻ߩ⎇ୃߩታᣉ
  DMAT ോዪߦࠃࠆࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ࠴ࡓ㙃ᚑ⎇ୃߩ㐿
Ԛ ⷐຬ⏕
  DMAT ᬺോ⺞ᢛຬࠗࡦࠬ࠻ࠢ࠲ߩᆔབྷ 㧔DMAT ോዪ㧕
  ਛᄩ⋥ロ㧔DMAT ോዪ㧕ߦࠃࠆᵷ㆜ⷐ⺧
ԛ りಽ
  DMAT ോዪቴຬോዪຬᐲߩ⸳⟎
  ෘ↢ഭ⋭ޔㇺᐭ⋵ޔDMAT ോዪ߳ߩ⊓㍳
  DMAT ോዪߦߡ்ኂ㒾ട
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ȷ૾עȖȭȃǯҥˮưƷȭǸ২ᏡӼɥᄂ̲ȷጀƷ͵
Į ᙲՃᄩ̬
ȷᄂ̲̲ʕᎍƷᣐፗ
ȷወਙ&/#6ႇҔࠖޓᚨƷ&/#6ಅѦᛦૢՃሁ

z ᙹٻܹƴŴᲾ᳇ʙѦޅӏƼᲾ᳇ᣃᢊࡅჄᛦૢஜᢿሁǁ
Ჾ᳇̬ஊҔၲೞ᧙ƕŴወਙᲾ᳇ႇᎍǍǵȝȸȈᙲՃǛᆢಊ
ႎƴᢔ
z ወਙᲾ᳇ႇᎍǛǵȝȸȈƢǔǑƏƳȭǸǹȆǣȃǯਃ࢘ᎍǍŴ
ࢸ૾ૅੲǛᧉݦƱƢǔȭǸǹȆǣȃǯਃ࢘ᎍƔǒƳǔᲾ᳇ȭǸǹ
ȆǣȃǯȁȸȠᲢˎᆅᲣǛ
z ᣃᢊࡅჄሁƸŴᆰែӋᨼƠƨᲾ᳇ƴ࣏ᙲƳཋƷ੩̓Ǎᆆѣെ
Ʒᄩ̬ǛᘍƏ˳СǛૢͳƢǔƜƱƕஓǇƠƍ
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⾗ᢱ䋲䋭䋲

ȭǸǹȆǣǯǹƷΪܱȷࢍ҄

ȭǸǹȆǣǯǹƷΪܱȷࢍ҄

ᲬᲨȭǸǹȆǣǯǹᧉݦᙲՃᲢȭǸǹȆǣǯǹȁȸȠᲣ
ᲫᲣɶځႺᠤಅѦᛦૢՃ

ᲬᲨȭǸǹȆǣǯǹᧉݦᙲՃᲢȭǸǹȆǣǯǹȁȸȠᲣ
ᲫᲣɶځႺᠤಅѦᛦૢՃ

Ĭ ࢫл
ᲫᲣȷᣃᢊࡅჄᛦૢஜᢿŴѣਗໜஜᢿŴᲽƴƓƚǔ
ወਙ&/#6ႇᎍƷᙀ˱
ȷᡫ̮ؾನሰƴǑǔऴإӓᨼȷᨼኖȷႆ̮ƴƓƚǔ
ᛦૢಅѦ

ĭ 
ȷஜᢿೞᏡӏƼȭǸǹȆǣǯǹਗໜೞᏡƷᄂ̲Ʒܱ
ȷ&/#6ʙѦޅƴǑǔȭǸǹȆǣǯǹȁȸȠᄂ̲
Ʒ͵
Į ᙲՃᄩ̬
ȷ&/#6ಅѦᛦૢՃǤȳǹȈȩǯǿȸƷ֚ۀ
ȷɶځႺᠤᲢ&/#6ʙѦޅᲣƴǑǔᢔᙲᛪ
į ៲Ў
ȷ&/#6ʙѦܲޅՃʙѦޅՃСࡇƷᚨፗ
ȷҽဃіႾŴᣃᢊࡅჄŴ&/#6ʙѦޅǁƷႇ
ȷ&/#6ʙѦޅƴƯͻܹ̬ᨖьλ

ᲬᲣȷȭǸǹȆǣǯǹਗໜƷᢃփ
ȷ&/#6ѣƴƓƚǔȭǸǹȆǣǯǹ᧙ᡲƷᛦૢಅѦ
ȷᆆѣെŴҔᕤԼሁཋŴဃཋŴ༓૰ŴᡛŴ
ᡫ̮െŴƦƷ˂

ȭǸǹȆǣǯǹƷΪܱȷࢍ҄

ȭǸǹȆǣǯǹƷΪܱȷࢍ҄

ᲬᲨȭǸǹȆǣǯǹᧉݦᙲՃᲢȭǸǹȆǣǯǹȁȸȠᲣ
ᲬᲣ᧙̞ңщೞ᧙

ᲬᲨȭǸǹȆǣǯǹᧉݦᙲՃᲢȭǸǹȆǣǯǹȁȸȠᲣ
ᲬᲣ᧙̞ңщೞ᧙

Ĭ

Į ᙲՃᄩ̬
ȷҔၲ᧙̞˳ׇŴ021Ŵ,+%#Ŵൟ᧓˖ಅሁ
Ტൟ᧓˖ಅᲣ
ȷҔᕤԼҵಅမŴҔၲೞ֥ಅမŴҔၲǬǹಅမŴ
ᡫ̮ಅမŴᢃಅမŴჽಅမŴȬȳǿǫȸಅမŴ
0':%1ŴԼಅမŴܹဇԼ᧙ᡲಅမŴƦƷ˂
ȷ&/#6ʙѦޅƴǑǔᢔңщ̔᫂

ĭ

ࢫл
ȷȭǸǹȆǣǯǹਗໜƷᢃփңщ
ȷ&/#6ѣƴƓƚǔȭǸǹȆǣǯǹ᧙ᡲƷᛦૢಅѦ
ȷᆆѣെŴҔᕤԼሁཋŴဃཋŴ༓૰ŴᡛŴ
ᡫ̮െŴƦƷ˂

ȷȭǸǹȆǣǯǹਗໜೞᏡƷᄂ̲Ʒܱ
ȷ&/#6ʙѦޅƴǑǔȭǸǹȆǣǯǹȁȸȠᄂ̲
Ʒ͵

į ៲Ў
ȷ&/#6ʙѦޅƱƷңܭȷᙾƴǑǔ

䊨䉳ⷐຬᛩ䈮䉋䉎䌄䌍䌁䌔ᧄㇱᯏ⢻ᒝൻ᩺
DMATᧄㇱຬ

ෘ↢ഭ⋭ᧄㇱ

䊨䉳䉴䊁䉞䉪䉴ὐㆇ༡ⷐຬ

ⵍἴㇺᐭ⋵ἴኂኻ╷ᧄㇱ
ἴኂක≮ᧄㇱᯏ⢻

DMATോዪ
DMATᧄㇱㆇ༡䉕ᜂ䈋䉎
⸠✵䈘䉏䈢䊨䉳ⷐຬ
䋨䉼䊷䊛ઃᬺോ⺞ᢛຬ䋩

䉼䊷䊛ઃᬺോ⺞ᢛຬ䈱ᛛ⢻ะ
䋨․䈮⛔DMAT⊓㍳⠪ઃ䊨䉳䋩
ᣇ䊑䊨䉾䉪න䈱
䊨䉳ᛛ⢻ะ⎇ୃ䊶⸠✵

DMATᧄㇱㆇ༡䈶䊨䉳䉴䊁䉞䉪䉴
ὐㆇ༡䉕ᜂ䈋䉎䊨䉳ⷐຬ
䋨ਛᄩ⋥ロဳᬺോ⺞ᢛຬ䋩

䊨䉳䉴䊁䉞䉪䉴䉼䊷䊛
䋨ਛᄩ⋥ロဳ䋩

䊨䉳䉴䊁䉞䉪䉴ὐㆇ༡
䉕ᜂ䈋䉎䊨䉳ⷐຬ
䋨㑐ଥදജᯏ㑐䊨䉳ⷐຬ䋩

ⵍἴᄖ
ㇺᐭ⋵

ᢔ

ᢔ

ᢔ

ᢔ

ോዪ䈫㑐ଥᯏ㑐䈫䈱දቯ
䋨りಽ䊶⚻⾌⽶ᜂ䊶ఘ䋩

DMAT 䊨䉳ὐ
ᧄㇱᡰេ
ၞᄖὐᧄㇱ

䊨䉳䉴䊁䉞䉪䉴䉼䊷䊛㙃ᚑ⎇ୃ䊶⸠✵
䋨⢻ജะ䋩

䊨䉳ὐ
䊨䉳ὐ
䊨䉳ὐ
DMAT
DMAT
DMAT
ᧄㇱᡰេ
ᧄㇱᡰេ ᵴേὐᧄㇱ
ᧄㇱᡰេ
SCUᧄㇱ
ᵴേὐᧄㇱ
ᢔ
ᢔ
∛㒮ᡰេ

㑐ଥදജᯏ㑐
DMAT⎇ୃ
䉟䊮䉴䊃䊤䉪䉺䊷
䋨ᬺോ⺞ᢛຬ╬䋩

࿖∛

ᣣ⿒

᳃㑆ડᬺ

Ꮢ↸ᧄㇱ
✕ᶖ㓌
ᜰើᡰេᧄㇱ╬

ᢔ

ᢔ

ᜰើᚲ
⛔DMATઃ䈐
⺞ᢛຬ

✕ᶖ㓌ㇺᐭ⋵
ᶖ㒐ᔕេᵴേ⺞ᢛᧄㇱ

䊨䉳䉴䊁䉞䉪䉴䉼䊷䊛䋨⒓䋩䈱⢒ᚑ
ቴຬോዪຬᐲ
䋨りಽ䊶⚻⾌⽶ᜂ䊶ఘ䋩

ᢔ

DMAT⊓㍳⠪
䋨ᬺോ⺞ᢛຬ䋩

DMATㇺᐭ⋵
⺞ᢛᧄㇱ

ᢔ

✚ว⺞ᢛ
ᡰេ

NPO

⎇ୃ䉕ฃ䈔䈢䉼䊷䊛ઃᬺോ⺞ᢛຬ
䋨․䈮⛔DMATઃ䊨䉳䋩
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∛㒮ᡰេ ∛㒮ᡰេ
ᜰើᚲ
ᜰើᚲ

႐ᵴേ
ᜰើᚲ

⾗ᢱ䋲䋭䋲

ᔅⷐ‛⾗䋺
䊶ක≮ᯏེ䇮㉄⚛
䊶ක⮎ຠ䊶ක≮⾗ᯏ
᧚
䊶㘩ᢱ䊶↢ᵴ⾗ᯏ᧚
䊶Άᢱ䇮㔚Ḯ

ᘮٳע

䌄䌍䌁䌔䊨䉳䉴䊁䉞䉾䉪䉼䊷䊛䈱ᵴേ䉟䊜䊷䉳࿑䋨᩺䋩
ཋ

؏ٳਗໜᆰลᲴᲽ
ἴኂὐ∛㒮

࿖∛䊶ᣣ⿒

㑐ଥදജᯏ㑐

ἴኂὐ∛㒮

᳃㑆ડᬺ╬

࿖∛䊶ᣣ⿒
ཋ

ཋ
᳃㑆ડᬺ╬

᳃㑆ડᬺ
╬

DMATᧄㇱ
DMATᧄㇱ
&/#6ஜᢿ
䎧䎰䎤䎷

䎧䎰䎤䎷
䮴䭿䮀䮍䭪䮊䭶䮀
䮈䯃䮧

ཋ

ཋ

㑐ଥදജᯏ㑐

᳃㑆ડᬺ╬

̮ಶ̜̦̠̮̰̞̱̹ͤ͂͘

ܹਗໜ၏ᨈ
⥄ⴡ㓌

ˤ

&/#6ѣਗໜஜᢿ
؏ϋਗໜᆰลᲴᲽ

ཋ

⥄ⴡ㓌

᳃㑆ડᬺ╬
ʴՃ

⥄ⴡ㓌
᳃㑆ડᬺ╬

ᘮעϋ

&/#6ѣਗໜஜᢿ
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᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈱ⷐ

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈮䈍䈔䉎
䊃䊤䉾䉪ᬺ⇇䈱✕ᕆャㅍ
ᐔᚑ䋲䋴ᐕ䋲䋲䋲ᣣ
␠࿅ᴺੱోᣣᧄ䊃䊤䉾䉪දળ
ኾോℂ ⚦㊁ 㜞ᒄ

1

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈮䈎䈎䉎ⵍኂ⁁ᴫ䈮䈧䈇䈩

✕ᕆャㅍ䈱䊘䉟䊮䊃

䋱䋮ᐙ✢ャㅍ

ἴኂኻ╷ᴺ䈱⟎䈨䈔
ㇺᐭ⋵㑆䈱දቯ
ㇺᐭ⋵䈫ᬺ⇇䈫䈱දቯ
㓸㈩ᣉ⸳䈱⸳⟎䈫‛ᵹᬺ⠪䈱㑐ਈ

䋲䋮ᧃ┵ャㅍ

ㇺᐭ⋵䈫⥄ᴦ䈫䈱දቯ
⥄ᴦ䈫ᬺ⇇䈫䈱දቯ
㓸㈩ᣉ⸳䈱⸳⟎䈫‛ᵹᬺ⠪䈱㑐ਈ
ઍᦧភ⟎

䋳䋮〝䈱⏕

ㅢⴕน⢻䈭〝䈱ᖱႎឭଏ
✕ᕆゞਔ䈱ఝవ↪

䋴䋮Άᢱ䈱⏕

Άᢱଏ⛎ᣉ⸳䈱ᖱႎឭଏ
✕ᕆゞਔ䈻䈱ఝవ⛎ᴤ
⫾

䋵䋮ⷙ䈱✭

✕ᕆゞਔᮡ┨䈱ឭଏ
ㆇⴕ▤ℂ
〝ㅢⴕ⸵น
ⅣႺⷙ

ᐔᚑ㪉㪊ᐕ㪍㪉ᣣ
ో

䊃䊤䉾䉪දળળຬᬺ⠪

ㇺᐭ⋵
ᱫ⠪
ർᶏ

ⴕᣇਇ⠪ ㆱ㔍⠪䋨㶎㪈䋩
㪈㩷

㪇㩷

㪈㪃㪉㪍㪈㩷

ᱫ⠪

ⴕᣇਇ⠪
㪇㩷

㪇㩷

ゞਔⵍኂ
㪌㪌㪌㩷

ᑪ‛ⵍኂ
㪊㪍㩷

ⵍኂᬺ⠪
㪍㪈㩷

㕍⋵

㪊㩷

㪈㩷

㪐㪍㪋㩷

㪈㩷

㪈㩷

㪊㪇㪇㩷

㪉㪋㩷

㪈㪇㪋㩷

ጤᚻ⋵

㪋㪃㪋㪌㪋㩷

㪉㪃㪐㪐㪋㩷

㪊㪈㪃㪊㪊㪎㩷

㪊㪇㩷

㪈㪈㩷

㪋㪎㪐㩷

㪏㪏㩷

㪈㪎㪈㩷

ችၔ⋵

㪐㪃㪇㪊㪏㩷

㪌㪃㪌㪈㪉㩷

㪊㪇㪃㪐㪐㪎㩷

㪈㪉㪍㩷

㪌㪐㩷

㪊㪃㪏㪇㪈㩷

㪎㪋㪉㩷

㪌㪐㪊㩷

壂䷽
ΰϡ㪉α

㪈㪃㪌㪎㪊㩷

㪌㪉㪋㩷

㪉㪊㪃㪐㪌㪏㩷

㪈㪉㩷

㪉㩷

㪈㪐㪍㩷

㪈㪍㪊㩷

㪊㪏㪋㩷

㪊㪈㪉㩷

㪈㩷

㪇㩷

㪉㪌㪍㩷

㪈㪇㪇㩷

㪈㪇㪋㩷

㪉㪊㩷

㪈㩷

ో࿖ว⸘䋨㶎㪊䋩

⨙ၔ⋵

㪈㪌㪃㪈㪉㪐㩷

㪐㪃㪇㪊㪋㩷

߾壀Օᔼ߀ΰϡ㪊α

㪍㪃㪋㪊㪉㩷

㪊㩷

ᄅᑴ䷽խ။چޱᔼ
ΰϡ㪊α

㪈㪌㩷

㪇㩷

㪊㪏㪍㪃㪎㪊㪐㩷 㶎㪈 ⋵䈱ㆱ㔍⠪ᢙ䋨㪌㪉㪉ᣣ䋩䈲䇮⋵ᄖ䈎䉌䈱ㆱ㔍⠪䉅䉃䇯
㪊㪇㪎㪃㪇㪉㪉㩷

㶎㪉 䍢䍵䍍䍖දળຬᬺ⠪䈮䈉ゞਔⵍኂ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ේ⊒㑐ଥ
䈱ⵍኂ䉕㒰䈒ᢙ୯䇯

㪎㪍㪃㪍㪈㪌㩷 㶎㪊 㔡ἴ⊒↢䈎䉌㪈ㅳ㑆ᓟ䈱ㆱ㔍⠪ᢙ䇯

2

3

ἴኂኻ╷ၮᧄᴺ䈱ᜰቯᯏ㑐

‛ᵹὐ䋨ጤᚻ⋵↥ᬺᢥൻ䉶䊮䉺䊷䉝䊏䉥䋩
‛ᵹὐ䋨ጤᚻ⋵↥ᬺᢥൻ䉶䊮䉺䊷䉝䊏䉥䋩

႐
ࠕࡇࠝߩ႐ߪᦨᄢኈੱຬ㧤,㧜㧜㧜ੱޔലዷ␜㕙Ⓧ㧟,㧢㧜㧜m2 ࠍࠅޔᄢⷙᮨߥ㓸ળޔ
ࠦࡦࠨ࠻߿ዷ␜ળᧄޔᏒ╬ߦᐢߊ↪ߐࠇߡࠆޕ

4

5
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ⵍἴ䈱‛ᵹὐ䈻䈱‛ᵹኾ㐷ኅ䈱ᵷ㆜⁁ᴫ䈮䈧䈇䈩

‛ᵹὐ䋨ጤᚻ⋵↥ᬺᢥൻ䉶䊮䉺䊷䉝䊏䉥䋩

䋨ᐔᚑ䋲䋳ᐕ䋳䋲䋳ᣣ ࿖ㅢ⋭⾗ᢱ䉋䉍䋩

7

6

䇸᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䇹

䊃䊤䉾䉪䈮䉋䉎ᐭ䋨࿖䋩䈱✕ᕆ‛⾗ャㅍ䈮䈧䈇䈩

ἴኂ⊒↢䋨H23.3.11䋩䈎䉌H23.5.9䋨䋩18ᤨ00ಽ 䉁䈪䈱⚥⸘

䂾䊃䊤䉾䉪䈮䉋䉎✕ᕆャㅍ䈮䈧䈇䈩䇮ᐭ䈱✕ᕆἴኂኻ╷ᧄㇱ䈱ⷐ⺧䉕ฃ䈔䈢✕ᕆ‛⾗䈮䈧䈇䈩䇮ోᣣᧄ䊃䊤䉾䉪දળ䈮ኻ䈚දജ䉕᳞䉄䈩
䈐䈢䈫䈖䉐䇯䈖䉏䉕ฃ䈔䇮䊃䊤䉾䉪ᬺ⠪䈮䈍䈇䈩䇮䊌䊮䇮䈍䈮䈑䉍╬䈱㘩♳䇮ᲫᏓ䇮䉦䉟䊨╬䈱ᢇេ‛⾗䈱ⵍἴ䈮ะ䈔䈢ャㅍ䉕ታᣉ䇯
䂾ᤨὐ䉁䈪䈱⚥⸘䈲ਅ⸥䈱䈫䈍䉍䇯
ⵍἴ䈻䈱✕ᕆ‛⾗ャㅍ䋨ว⸘䋩
㘩♳ຠ

㪈㪏㪃㪐㪎㪎㪃㪈㪌㪈㘩

㘶ᢱ᳓

㪋㪃㪍㪇㪈㪃㪐㪍㪌ᧄ

ᲫᏓ╬

㪋㪌㪏㪃㪈㪌㪐ᨎ

㕍

䈠䈱ઁ䇮⊒㔚ᯏ䋨560บ䋩䇮ᑼ䉴䊃䊷䊑䋨2,510
บ䋩䇮䊘䉬䉾䊃✢㊂⸘䋨837䋩䇮䊃䉟䊧䋨5,297บ䋩䇮
䈍䉃䈧䋨253,669䋩䇮䉮䊷䊃䋨61,600⌕䋩䇮
䊤䉳䉥䋨3,000䋩䇮䊁䊮䊃䋨900Ꮽ䋩 ╬
ᑧ䈼ャㅍవᢙ

㪉㪃㪇㪊㪉ὐ

ャㅍᚻ㈩บᢙ

㪈㪃㪐㪉㪌บ
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ጤᚻ⋵

᧲
ർ
⥄
േ
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✕ᕆャㅍᮡ┨ઃ䈱⁁ᴫ
䋱䋮᧦ઙ䈱✭

Ԙ㧟㧝㧞ᣣ

Ԛ㧟㧝㧢ᣣ
✕ᕆἴኂኻ╷ᧄㇱ
ᐭߩ‛⾗ャㅍ⠪߳ߩᮡ┨ߩઃߩߚߩ⏕ߦ
ߟߡ

⼊ኤᐡ✕ᕆἴኂ⼊ᧄㇱ

Ԝ㧟㧞㧠ᣣ

ἴኂᢇഥߦᓥߔࠆゞਔߦኻߔࠆᮡ┨ߩઃ⚳ੌߦߣ߽ߥޔ

㧔㧝㧕⋡⊛ࠍࠊߕᮡ┨ࠍઃߔࠆߎߣߣߒߚޕ

ᮡ┨ߩઃࠍฃߌߡߥゞਔߢߞߡ߽ⵍޔἴߩἴኂኻ

㧔㧞㧕ᄢဳ⥄േゞ╬ߢࠇ߫⼊ޔኤ⟑ߦ߅ߌࠆⓍタߩ⏕ࠍ

╷ᧄㇱߩⷐ⺧ߦၮߠ߈ἴኂᢇഥߦᓥߔࠆゞਔ̪ߦ㒢ࠅޔㅢ

ਇⷐߣߒޔゞᬌ⸽ߩ౮ߒߢ⿷ࠅࠆߎߣߣߒߚޕ

٤ャㅍゞߩㆇォᚻߪᦨޔነࠅߩ⼊ኤ⟑ߦⴕߞߡޔ

᧲ᣣᧄ㜞ㅦ〝ᩣᑼળ␠

㧝㧚㘩ᢱຠ╬ߩャㅍゞਔߩᚻ⛯߈ߩ◲⚛ൻ

ⴕᢱ㊄ࠍήᢱߩขᛒߣߔࠆޕ

㧞㧚․ᱶゞਔㅢⴕ⸵นᚻ⛯

㧟㧞㧥ᣣ

࿖ㅢ⋭〝ዪ〝ㅢ▤ℂ⺖ࠃࠅ⡬ขߒߚౝኈ

Ԙ․ᱶゞਔㅢⴕ⸵น↳⺧ߪޔㅢᏱߤ߅ࠅขᛒ߁߇߈ⴕޔవ
߇ጤᚻޔችၔޔፉ⨙ޔၔߥߤⵍἴ⌕ߩ߽ߩߦߟߡ

ޟᐭߩ‛⾗ࠍャㅍߒߡࠆߒ↳ߣޠߡ࠽ࡦ

̪ἴኂᢇഥߦᓥߔࠆゞਔߣߪ

ߪᦨޔఝవߒ⸵ߦ߆߿ߺߔޔนߔࠆࠃ߁ޔᣇᢛዪߦ

㧔㧝㧕৻↳⺧ࠍฃℂ
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㧔㧞㧕✕ᕆㅢⴕゞਔ⏕⸽ᦠ⸥タౝኈߩ㘃ဳൻ
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⺧ߐࠇߚ࠽ࡦࡃߣ᳁ฬࠍ⏕ߔࠆޕ

ԙ⥄ᴦ߇ἴኂᢇេߩߚ↪ߔࠆゞਔ

٤‛⾗ャㅍ⺞ᢛᜂᒰߪߣࡃࡦ࠽ޔ᳁ฬࠍ⏕ߢ߈
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ޝᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧟㧞㧞ᣣඦ೨㧝㧜ᤨએ㒠ޞ

ߢࠆᣦࠍฃຬߦ߅↳ߒߊߛߐߩߘޕ㓙

٤ㅢⴕߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆゞਔ

ߦޔṖߥ⏕ࠍⴕ߁ߚߦࠄ߆ߓฬೝ

ᬺ↪⥄േゞࡃࡦ࠽✛ޟࠆࠁࠊޣゞޠ߮

㧔ή႐วߪ᳁ฬ㔚⇟ภ㧕߮⋡⊛ޔゞਔ

ޟ㤥࠽ࡦࡃゞޤޠ

⇟ภࠍࡔࡕ╬ߢߏ↪ᗧߚߛ߈߹ߔࠃ߁ߏදജ

ᄢဳ⥄േゞ╬

߅㗿ߒ߹ߔޕ

٤✕ᕆㅢⴕゞਔ⏕ᮡ┨

٤ડᬺ߇↪ߔࠆ߽ߩ
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ᾀὼᾀώעᩗࢸỉἇὊἥἋỺἼỴཞඞ

ᇹᾀᾆׅଐஜᨼׇܹҔ˟ܖዮ˟Ὁܖᘐᨼ˟

Ὁ ᾂஉᾀᾁଐໜỂᾃύᾈޅầἇὊἥἋɶૺ

ɼễἇὊἥἋɶૺᙲ׆

ிଐஜٻᩗỂỉѣể
ᡫ̮ͳૢؾ

עᩗὉඬỆợỦ
Ⴚᘮܹ
ίْὉ൦ඐễỄὸ
עᩗỆợỦˡᡛែૺ
ίήἧỳỶἢễỄὸ

ᾁᾀᾁ࠰ᾁஉᾁᾁଐ
ἛἅἴỺὅἊἝỴἼὅἂ҅ᨕఇࡸ˟ᅈ
ἕἚὁὊἁᢃփᢿ ỴἁἍἋ̬μਃ࢘
ஜ ̮ʍ

ᧈ᧓ͣᩓỆợỦ
ἢἕἘἼỉௗญ

ᾂஉᾀᾁଐໜ
̅ဇӧᏡỺἼỴ
̅ဇɧӧỺἼỴ
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ᾀὼᾁώעᩗႆဃẦỤỉἛἅἴỉࣖݣཞඞίᾀᵍᾁὸ
ኒЗ

ᾀὼᾁώעᩗႆဃẦỤỉἛἅἴỉࣖݣཞඞίᾁᵍᾁὸ
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ᾂଐί൦ὸ

ᾂஉᾀᾀଐίὸ
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ṼẐܹဇˡᚕெẑỉᢃဇửڼ
Ὁܹݣሊஜᢿửᚨፗ
Ὁி҅ỶὅἧỻἳὊἉἹὅἍὅἑὊӖ˄ỉἅὊἽЎ
ὉμỉᆆѣؕޅעӏỎᆆѣᩓเỉᆆѣửਦᅆ

ᵏᵒᾉᵓᵕ

ᾀᾁଐίםὸ

ᾂᾀଐίஙὸ
ᾃஉ ᾀଐίὸ

ṼμỉẐᆆѣؕޅעẑẆẐᆆѣᩓเẑầி҅૾עồᆆѣửڼ
ṼἕἚὁὊἁᚨͳỉྵעᘮܹཞඞᛦ௹ửஜ҄
ṼẐᘓઃ࠘ᩓᛅẑẐઃ࠘ᩓᛅẑửᘍೞ᧙ẆᢤᩊሁồẲЈẲڼ

ᾀᾂଐίଐὸ

ᵏ
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ӕụኵỚ
ṼẐிଐஜٻᩗỆợỦᘮܹὉࣄཞඞấợỎʻࢸỉࣄᚘဒẑửႆᘙ
ὉᅦᇹɟҾႆᾁ῍ᾂᾺᾼחϋỆấẬỦἇὊἥἋɶૺޅỉᛦ௹ửܱ
ṼᅦჄỉᾙỵἾἕἊԗᡀửᆆѣؕޅעỆợụ࣯ࣖࣄ

ᾀᾂଐί൦ὸ

ṼᾙỵἾἕἊ῍ᅦᇹɟҾႆẆᾕᾞᾜᾐἇὊἥἋầಒỈࣄ
ṞᾁᾺᾼٳחẦỤỉ᭗ࣱᏡỴὅἘἜửဇẟẺỺἼỴ҄ʙ
ṟᡫ̮ᚨͳầӓܾẰủềẟỦᾁᾺᾼחϋỉᾝᾣᾣ݈ޢἥἽỆấẬỦˡᡛែỉ
ׅዴЏஆʙ

ᾁᾆଐί൦ὸ

ṼẐૼẺễܹݣሊẑửႆᘙ ίᾝᾣᾣἂἽὊἩӳӷᚡᎍ˟ᙸὸ

ᾄஉᾀଐί້ὸ

Ὁܹݣሊஜᢿίᇹɟ᩼ࠝ˳СὸửᚐᨊẲऴإᡲዂܴồᆆᘍί˳Сݱᵇ

Ṽᢤᩊሁồỉ૰ΪᩓἇὊἥἋửڼ

ᾂஉᾀᾄଐί້ὸ

ṼᩗỆˤạӲᆔૅੲਜ਼ፗửإᢊႆᘙ
ί૰ấૅẟᨂỉࡨᧈẆᨦ̲ྸˊỉถ᫇Ẇ൦ủἃὊἑỶἙὊἑࣄἇὊἥἋ
ỉ૰҄Ẇઃ࠘ᩓᛅೞទλỉཎКлࡽỉ ܱẆɟᢿૠ૰ỉ૰҄ễỄὸ

ᾀᾈଐίםὸ

ṼᢤᩊồἏὊἻὊΪᩓ֥ỉẲЈẲửڼ

ᾁଐίଐὸ

ṼἛἅἴπࡸἭὊἲἬὊἊỆẐࣄỺἼỴἰἕἩẑửᚨ
ίИᾀଐ᧓ỂኖᾁɢỴἁἍἋὸ

ᾁᾃଐίஙὸ

ṼᢤᩊሁỂἑἨἾἕἚᇢửМဇẲẺẐ૰῟ ῭῝᧠ᚁῧ῝ῲ῝ẑửᚨ

ᵒஉᵑᵎଐໜỉἇὊἥἋỺἼỴཞඞ

ᵑஉᵏᵐଐໜỉἇὊἥἋỺἼỴཞඞ

ᩗЭỉỺἼỴỆỖỗࣄ

ᾃύᾈޅầἇὊἥἋɶૺ
ἇὊἥἋỺἼỴ
ỉ࣯ࣖࣄ

̅ဇӧᏡỺἼỴ
̅ဇɧӧỺἼỴ

ᵐ
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ᾁὼᾀώ࣯ࣖࣄ ṞᘓỺὅἚἻὅἋίᘓׅዴὸỆợỦỺἼỴࣄ

ᾁὼᾁώ࣯ࣖࣄ ṟޛɥޅỆợỦỺἼỴฎ

ἇὊἥἋࣄầᩊễܔᇌעғỆềẆᘓׅዴửဇẟẺᆆѣؕޅעỆợụฎ
ᘓׅዴૠửفᚨẲẆᵖӨỉӷᢃဇỂካᚘᵑᵒሖỉỺἼỴฎửܱ

ޛɥޅửМဇẲẺٻἐὊὅ૾ࡸίᾀؕޅעỂᙐૠỉؕޅעỺἼỴửỽἢὊὸỆợỦ࠼؏ỺἼỴฎ

ᾉ ฎܱሖ
ίካᚘᾂᾃὈὸ
ἓἽἚ٭ỆợỦỺἼỴฎ

ᶣ

ᶣ

ᶣ

ᢃဇவˑ
Ὁᘓᡫ̮ầӧᏡễئ
Ὁᆆѣؕޅעỉᆆѣርϋ
Ẕϻ̊ẕ

ᾉ ࣯ࣖˡᡛែ
ᾉ ଏᚨˡᡛែ
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ᘓׅዴૠửᾁḷᾇồفᚨẲẆᾇӨử
ӷᢃဇӧᏡểẲẺ

Ẕϻ̊ẕ

ᵒ
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ᾉ ࣯ࣖˡᡛែ
ᾉ ଏᚨˡᡛែ

ᵓ

ᾁὼᾁώޛɥޅỆợỦỺἼỴฎίᅦҾႆᾁᾺᾼחϋὸ

ᾂώܹဇˡᚕெίᵏᵒᵓᵕЎ੩̓ڼὸ ῍ắܼଈỉܤԁᄩᛐỆ῍

Ὁ ẟỪẨࠊϋỉؕޅעίޛɥޅὸửМဇẲẆᅦҾႆᾁᾺᾼחϋấợỎᢊᾅӭዴ
ίᅦҾႆồỉỴἁἍἋἽὊἚὸඝዴỉỺἼỴầࣄ
ݣሊࢸίᵒஉᵏᵑଐὸ
ݣሊࢸᾃஉᾀᾂଐ

ݣሊЭίᵒஉᵔଐὸ
ݣሊЭᾃஉᾅଐ

ᾁᵩᶋ

ᅦᇹɟҾႆ

ᾁᵩᶋ

ᅦᇹɟҾႆ
ᢊᾅӭዴ

ᅦᇹʚҾႆ

ᅦᇹʚҾႆ

݈ޢထϋỉ
ᡫ̮ἥἽ
ᾙỵἾἕἊ
ᾙỵἾἕἊ
ˡᡛែЏஆỆợỦࣄޅ

᭗ࣱᏡỴὅἘἜ
ᚨፗሖ

᭗ࣱᏡỴὅἘἜὺˡᡛែЏஆ
ỆợụࣄẲẺỺἼỴ

ᾂᵩᶋ

ᾂᵩᶋ
̅עဇ১ᛐᵆᶁᵇଯ૨ᅈᇹ ᵓᵑᵥᵎᵐᵕӭ
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ᾃώᢤᩊئሁồỉૅੲ

ᾄώࣄỺἼỴἰἕἩỉ੩̓

ὉᘮעỂỉᡫᛅὉᡫ̮ͳૢؾỉẺỜỆẆ૰ᇢỉЈể૰ΪᩓἅὊἜὊỉᚨፗ
ửܱ

Ὁ ᡫ̮ࣄཞඞầọểႸỂỪẦỦợạỆẆࣄỺἼỴἰἕἩử੩̓

Ṹ૰ᘓઃ࠘ᩓᛅỉЈ ᵗᵎᵎӨ

ἇὊἥἋɶૺỺἼỴỉࣄʖܭẆ૰ઃ࠘ᩓᛅἇὊἥἋẆἛἅἴἉἹἕἩỉփಅऴإሁử
ᾗᾟίἅὊἯἾὊἚἇỶἚẆᾸἴὊἛẆἋἰὊἚἧỻὅὸỂ੩̓ẇ
இИỉᾀଐ᧓ỂኖᾁɢỉỴἁἍἋầẝẾẺẇίᾂஉᾁଐẦỤᾅஉᾂଐộỂᢃဇὸ

Ṹ૰ઃ࠘ᩓᛅᇢỉЈ ᵐᵊᵏᵎᵎӨ

ࣄỺἼỴἰἕἩ

ἭὊἲἬὊἊ
ỉỺἼỴ

ṸἑἨἾἕἚᇢỆợỦ
ỶὅἑὊἕἚؾỉ੩̓ ᵔᵕᵎӨ

˺
২ᘐ
ử
ࣖဇ

Ṹ૰ΪᩓἅὊἜὊỉᚨፗ ᵒᵏᵎὈ

ἰἽἓἓἵὊἊἵὊ ᵏᵑᵎӨ

ᵟᵡỴἒἩἑ ᵔᵊᵓᵎᵎ̾
ἏὊἻὊΪᩓ֥ ᵑᵊᵏᵓᵎӨ
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ᾅώἛἅἴἂἽὊἩỉࣄ˳С

ᾆὼᾀώૼẺễܹݣሊỉܱᘍ

Ὁ Ἓἅἴி҅ૅᅈửɶ࣎ỆஜᅈẆӲૅ؏עᅈӏỎἛἅἴἂἽὊἩ˟ᅈởңщ˟ᅈẦỤỉ
ૅੲửԃỜẆᾃᵊӸ˳СỆợụμщỂࣄѣỆᢦᡶ
Ὁ ἇὊἥἋɶૺỺἼỴỉᡫ̮ᄩ̬ỆӼẬẆᆆѣؕޅעởᘓׅዴửဇẲẺỺἼỴỉ
࣯ࣖࣄởᘓઃ࠘ᩓᛅửỊẳỜểẲẺઃ࠘ᇢửᢤᩊỆᣐͳ

ṞᙲỺἼỴỆấẬỦ
ᡫ̮ỉᄩ̬

ἛἅἴἂἽὊἩ˟ᅈሁỆợỦ࠼؏ૅੲỉޒ
ܹࣄ˳С

ᾃύ

ᘮࣖݣע

ᾀύ

ࢸ૾ૅੲ

ᘮỺἼỴ

ṟᘮỺἼỴồỉ
ᡆᡮễࣖݣ

ᾁύᾂ

࠼؏ૅੲ

ἛἅἴӲૅ؏עᅈ
ἛἅἴἂἽὊἩ˟ᅈ

ʴӝ݅ᨼעӏỎᘍೞ᧙ỉ
ᡫ̮ửᄩ̬

ᾀύᾆ
ܹݣሊஜᢿ

ࣄૅੲೞ֥
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ٻἐὊὅ૾ࡸؕޅעửμỆᚨፗίኖᾀὈὸ

ᵐ

ؕޅעỉͣᩓ҄ẆἢἕἘἼὊỉᾁᾃ᧓҄ửਖ਼ᡶ
ίኖᾀύᾈޅὸ

ᵑ

ᘓઃ࠘ᩓᛅỉұ੩̓ίᾂύӨὸ

ᵒ

ᘓἉἋἘἲửဇẲẺỺἼỴỉଔನሰ

ᵓ

ἰỶἁἿỺὅἚἻὅἋׅዴửဇẲẺೞѣႎễỺἼỴನሰ
ίᾀғ᧓ὸ

ᵔ

ܹဇ᪦٣ἧỳỶἽἳἕἍὊἊἇὊἥἋỉႆ

ᵕ

ࣄỺἼỴἰἕἩỉਘΪ

ᵖ

દ˺ࣱӼɥỉẺỜỉܹဇˡᚕெỉ᪦٣ỾỶἒὅἋࣖݣ

ᵗ

ỺἼỴἳὊἽỉễỦဇ

ᵏᵎ

ᾢᾝᾢሁểỉᡲઃỆợỦᾘᾒᾣဇỉễỦਖ਼ᡶ

ᾁ

ࣄૅੲೞ֥

ңщ˟ᅈ

ᵏ

ࣄỆ᧙ỪỦᙲՃૠ
ᙲՃૠ

ίɼễૅੲϋܾὸ
Ὁᘓᆆѣؕޅעỉᢃဇ
Ὁᆆѣᩓเỉᢃဇ
Ὁᘓઃ࠘ᩓᛅỉ੩̓

૰ઃ࠘ᩓᛅἇὊἥἋ

૰ᘓઃ࠘ᩓᛅἇὊἥἋ
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૰ΪᩓἇὊἥἋ

ṠܹỆấẬỦ
ấܲಮỉễỦ
Мࣱ̝Ӽɥ

ݣሊὈ

Өૠ

ίࡨỔૠὸ

ᘓᆆѣؕޅע

ᾀ

ᾂ

ᆆѣؕޅע

ᾁᾀ

ᾂᾀ

ᆆѣᩓเ

ᾂ

ᾅᾃ

ᵏᵎ

㫟 ᵐᵎᵏᵐ ᵢᵭᵡᵭᵫᵭᴾᵣᶌᶅᶇᶌᶃᶃᶐᶇᶌᶅᴾᵦᶍᶉᶓᶐᶇᶉᶓᴾᵧᵬᵡᵌᴾᵟᶊᶊᴾᵰᶇᶅᶆᶒᶑᴾᵰᶃᶑᶃᶐᶔᶃᶂᵌ

－220－

ᵏᵏ

ᾆὼᾁώᙲỺἼỴỆấẬỦᡫ̮ỉᄩ̬ ίᾀὸ

ᾆὼᾂώᙲỺἼỴỆấẬỦᡫ̮ỉᄩ̬ ίᾁὸ

ὼٻἐὊὅؕޅעỉನሰὼ

ὼͣᩓỉᩓщᄩ̬ὼ

Ὁ ᣃᢊࡅჄ࠻Ẇࠊғထࢫئሁỉᙲਗໜỉᡫ̮ửஇ˯Ểờᾁᾃ᧓ᄩ̬
ẴỦẺỜẆؕޅעỉͣᩓ҄ẆἢἕἘἼὊỉᾁᾃ᧓҄ửਖ਼ᡶ

Ὁ ٻἐὊὅؕޅעửμᾀὈỆᚨፗẲẆʴӝ݅ᨼעӏỎᘍೞ᧙ỉᡫ̮ửᄩ̬

ዴˡᡛែ

ᾋἛἅἴሁỉἥἽؕޅעᾍ

ᾋᤧޅעؕذᾍ

ỺὅἊὅỆợỦͣᩓ҄ίኖᾇޅὸ

ἢἕἘἼὊᾁᾃ᧓҄ ίኖᾀᵊᾀޅὸ

ͣ
ᩓ
ͣ
ᩓ

ዴˡᡛែ

ዴˡᡛែ

ែ
ˡᡛ
ஊዴ
ஊዴˡᡛែ

ỺὅἊὅ
ׅዴૺ

ᣃᢊࡅჄ࠻
ࠊғထࢫئሁ

ͣ
ᩓ

ْ

ἢἕἘἼὊ

ỺὅἊὅ

ʴӝ݅ᨼע

ᣃᢊࡅჄ࠻
ࠊғထࢫئሁ

ҞࢲኖᾆᾚᾼửỽἢὊ
ᵏᵐ
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ᾆὼᾃώᘮỺἼỴồỉᡆᡮễࣖݣ
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ὼᘓỉဇὼ

Ὁ ܹỆࢍẟᘓỉဇỆợụᡫ̮ửᄩ̬

ᘓઃ࠘ᩓᛅỉᢤᩊồỉұ੩̓

ᘓửМဇẲẺᆆѣؕޅעỉفь

ίኖᾂᵊӨᣐͳὸ

ί᠍ᾀᾈӨỆ̿فẆӧᙹૼᾁᾃӨὸ

᠍

ӧ

Ḥਫ਼᠍ẰủềẟỦᅈӸẆἇὊἥἋӸấợỎẸỉἿἆẆἰὊἁሁỊẆӲᅈỉႇՠộẺỊՠỂẴẇ
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ίӋᎋὸẒிଐஜٻᩗẓỉעᩗᙹίᵏᵒᵒᵔЎႆဃὸ

ίӋᎋὸעᩗࢸỉἚἻἤἕἁཞඞ
ி҅؏עỂỊעᩗႆဃࢸỆܤԁᄩᛐሁỉ᪦٣ᡫᛅầᨼɶẲẺẮểỂẆᩓᛅầếễầụ
ỆẪẟᠠầႆဃ

עᩗಒᙲ
ႆဃଐ ᵐᵎᵏᵏ࠰ ᵑஉᵏᵏଐᵆᵇ ᵏᵒᵒᵔЎ
ئ

ɤᨕඌίᰦҞỉிҤிኖᵏᵑᵎᶉᶋ˄ᡈὸ
ขẰኖᵏᵎᶉᶋ

ᙹ

ἰἂἝἓἷὊἛᵗᵌᵎ

ᾀᾃᾉᾄᾆ ܹဇˡᚕெἋἑὊἚ

Ẕᩗࡇᾆẕܷ؉ჄంҾࠊ
இٻᩗࡇ Ẕᩗࡇᵔࢍẕܷ؉ჄẆᅦჄẆᒠ؉ჄẆஙჄ
ỉᵐᵖࠊထ
ɤᨕ ؏עӲࠊထሁٽබඝެࠊထ
ٻඬ
ᵏᵎᾼˌɥ

ி҅؏עỉ᪦٣ἚἻἤἕἁཞඞ

ᡫ̮ᙹС

ᡫ̮ᙹС

ᵑᵍᵏᵏᵋҜࢸᵑ῍ᵑᵍᵏᵐᵋҜЭᵐ

עᩗႆဃ
ᵑஉᵏᵏଐᵏᵒᵘᵒᵔ

ᵑᵍᵏᵐᵋҜЭᵔ῍ᵑᵍᵏᵑᵋҜЭᵏ

ႆ̮ἦὊἁỆấẟềẆᡫ̮ᙹСྙẦỤ੭ምẴỦểẆ
இٻᵓᵎ῍ᵔᵎ̿ˌɥỉἚἻἤἕἁίႆ̮ὸầႆဃḤ
ẲẺểਖ਼ܭẰủỦẇ

ᵏᵐᵌᵔ̿

ḤᵏᵓӨỆấẟềᵖᵎήỉᡫ̮ᙹСửᘍẾềẟẺẺỜẆᵏᵐᵌᵔᶤίᵏᵋᵎᵌᵖὸᾌᵔᵎ̿ỉἚἻἤ
ἕἁểʖेỂẨỦẇ
Ԡૠ

עᩗऴإ

ி҅ẦỤỉႆ̮Ԡૠίᵑᵍᵏᵏᵋᵏᵐὸ
ႆ̮Ԡૠᵆᵑᵍᵏᵏᵋᵏᵐᵇ

ბ̮Ԡૠᵆᵑᵍᵏᵏᵋᵏᵐᵇ
ி҅ồỉბ̮Ԡૠίᵑᵍᵏᵏᵋᵏᵐὸ

ᵕᵌᵗ̿

ႆ̮Ԡૠίᵑᵍᵒᵋᵓὸ

ᵑஉᵏᵏଐίὸ
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ᵏᵔ
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ி҅ẦỤỉႆ̮Ԡૠίᵑᵍᵒᵋᵓὸ
ბ̮Ԡૠίᵑᵍᵒᵋᵓὸ

ᵐᵑᵘᵎᵎ

ᵐᵐᵘᵎᵎ

ᵐᵏᵘᵎᵎ

ᵐᵎᵘᵎᵎ

ᵏᵗᵘᵎᵎ

ᵏᵖᵘᵎᵎ

ᵏᵕᵘᵎᵎ

ᵏᵔᵘᵎᵎ

ᵏᵓᵘᵎᵎ

ᵏᵒᵘᵎᵎ

ி҅ồỉბ̮Ԡૠίᵑᵍᵒᵋᵓὸ

ᵏᵑᵘᵎᵎ

ᵗᵘᵎᵎ

ᵏᵐᵘᵎᵎ

ᵖᵘᵎᵎ

ᵏᵏᵘᵎᵎ

ᵏᵎᵘᵎᵎ

ᵕᵘᵎᵎ

ᵔᵘᵎᵎ

ᵓᵘᵎᵎ

ᵒᵘᵎᵎ

ᵑᵘᵎᵎ

ᵐᵘᵎᵎ

ᵏᵘᵎᵎ

ᵎᵘᵎᵎ

ᵐᵑᵘᵎᵎ

ᵐᵐᵘᵎᵎ

ᵐᵏᵘᵎᵎ

ᵐᵎᵘᵎᵎ

ᵏᵗᵘᵎᵎ

ᵏᵖᵘᵎᵎ

ᵏᵕᵘᵎᵎ

ᵏᵔᵘᵎᵎ

ᵏᵓᵘᵎᵎ

ᵏᵒᵘᵎᵎ

ᵏᵑᵘᵎᵎ

ᵏᵐᵘᵎᵎ

ᵏᵏᵘᵎᵎ

ᵗᵘᵎᵎ

ᵏᵎᵘᵎᵎ

Ὁ
Ὁ

ᵑஉᵏᵐଐίםὸ
ᵏᵕ

ίӋᎋὸ࣯ࣖࣄỆếẟềίฎϋܾểฎעғዮૠὸ

ίӋᎋὸܹỆấẬỦМࣱ̝Ӽɥ ὼ᪦٣ἳἕἍὊἊἇὊἥἋὼ

μỉᘓỺὅἚἻὅἋᆆѣؕޅעẆᆆѣؕޅעίᵮᵋᵠᵲᵱὸӏỎᆆѣᩓเỉᣐͳሁỆợụ
࣯ࣖࣄửᘍẾẺẇ
Ẕؕޅעᚨͳẕ
Ὁஇᙲؕޅעỉᢃဇίዬ࣯ೞ᧙ሁỉỺἼỴᄩ̬ὸ
ὉᙲỺἼỴỉᢃဇᄩ̬ίᢤᩊỉỺἼỴᄩ̬ὸ
Ὁؕޅעỉᨼኖޅỉᢃဇᄩ̬
Ὁחנૠỉٶẟؕޅעỉᢃဇ

Ὁ ܹỆợụ᪦٣ầếễầụỆẪẟỆἙὊἑ҄ẲẺ᪦٣ửފẬỦ

Ẕᩓщᄩ̬ẆἠὊἛὉἼὅἁᚨͳẕ
ὉἛἅἴἥἽỉᩓเᄩ̬ίႆᩓೞỉ༓૰ௗญ᧸ഥὸ
ὉἠὊἛẆἼὅἁኒᘺፗỉᢃဇᄩ̬
Ὁˡᡛែؕ࠴ἽὊἚᄩ̬ίி҅Ὁ҅ෙᢊỉܔᇌ᧸ഥὸ

Ṳ᪦٣ἧỳỶἽἳἕἍὊἊἇὊἥἋ

ႆ̮ᙹС

␈⏪⏢␟⏟⏜␟⏺⏠⏂ᢠ৸
᪦٣⏼⏈⏋␒

ṟ

ṞᘓỺὅἚἻὅἋᆆѣؕޅעỆợỦฎᾉካᚘᾂᾃὈ
ὉӷᢃဇӨૠỉਘٻίᾁӨḵᾃӨḵᾅӨḵᾇӨὸ

ṟޛɥޅỆợỦฎᾉᾁὈ
ὉᾟᵋᾑᾣᾢᢃဇỆợỦỺἼỴฎ
Ὁᰦ৵ޅίޛɥὸỆợỦᨕЭ᭗ဋࠊỉ࠼؏ỽἢὊ
ṠᆆѣؕޅעίᾟᵋᾑᾣᾢὸỆợỦỺἼỴฎᾉᾂᾀὈ
ὉἰỶἁἿỺὅἚἻὅἋನሰỆợỦଏޅ܍ฎ
ὉήἃὊἨἽઇỚЈẲỆợỦᆆѣዴίᾟὼᾑᾣᾢὸᢃဇᵎ

ṡˎᚨޅᑀᚨፗỆợỦฎᾉᾂޅ
Ὁଏذᤧ܍ửМဇẲᡆᡮễỺἼỴࣄửܱίᔏޅẆɦᣂޅẆ˅Өลὸ

ṢᵧᵮᵱᵲᵟᵰᵍᵨᵱᵟᵲỆợỦฎᾉካᚘᾃᾁὈ

ᾁᾀᾀ࠰ࡇϋ
ᾁᾀᾀ࠰ࡇϋ
੩̓ʖܭ

ႆ̮ͨ

ბ̮ͨ

ׅዴʩ੭ᡫ̮
ίᡫᛅὸ

Ṟ᪦٣ႆ̮
ᠠ

Ṡ᪦٣ἙὊἑἧỳỶἽỉᡛ̮
᪦٣ἙὊἑ
ἧỳỶἽ

Ὁଏذᤧ܍МဇẲᡆᡮễỺἼỴࣄẆễỤỎỆỺἼỴٳỉᢤᩊעϋМဇẲẺ࣯ࣖݣሊửܱ

ἣἃἕἚᡫ̮ίἙὊἑᡫ̮ὸ

ṣᆆѣᩓเίᾟᵋᾑᾣᾢỉᩓเМဇԃớὸỆợỦᩓเฎᾉካᚘᾅᾆޅ
Ὁؕޅעửᩓเฎܱ
ᵏᵖ
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ᵏᵗ

㫟 ᵐᵎᵏᵐ ᵢᵭᵡᵭᵫᵭᴾᵣᶌᶅᶇᶌᶃᶃᶐᶇᶌᶅᴾᵦᶍᶉᶓᶐᶇᶉᶓᴾᵧᵬᵡᵌᴾᵟᶊᶊᴾᵰᶇᶅᶆᶒᶑᴾᵰᶃᶑᶃᶐᶔᶃᶂᵌ

ίӋᎋὸᡫ̮ᚨͳỉࣄཞඞ

ίӋᎋὸᵧᵮᵱᵲᵟᵰᵍᵨᵱᵟᵲᢃဇܱጚ ίܷ؉ჄὉޥჄὸ

Ὁ ᾂஉໜỉࣄݣᝋỺἼỴỆếẟềờẆ
ᅦᇹɟҾႆחϋᾂᵩᶋሁỉɟᢿửᨊẨࣄ

ᵧᵮᵱᵲᵟᵰ

Ṻᘓׅዴૠᾉ

ޥჄ

ܷ؉Ⴤ

Ὁᾁׅዴ

ࣄ૾ඥϋᚪ

ᾂᾆ
ᾄᾈ
ίᾄஉࣄʖܭὸ

ᅦҾႆ
ᾂᾺᾼחϋỉ
ỺἼỴửᨊẪ
ி҅ᾂჄ
ίࣄݣᝋؕޅעὸ

ήὉ࣯ࣖήᾉ

ᾀᾄᾃ
ᾁᾇᾈ

ᾂᾀ

ؕޅע
ࣄܦʕ

ؕޅע
ࣄܦʕ

ࣄ
૾ඥ

ᾁᾃᾇ
ίᾃஉࣄʖܭὸ

ᾀᾁ
ᾂஉᾁᾇଐ

ᾅᾇ
ᾂஉᾁᾇଐ

ᾃஉ

ᾅ

ᾄஉ

ᾄᾀ

ᾄᾀ

ؕޅע
ࣄܦʕ

ؕޅע
ࣄܦʕ

ᾀᾆ

ᾀᾆ

ᾃஉ

ᾄஉ

ᾅ

ࣄ
૾ඥ

ᵨᵋᵱᵟᵲ

Ṻᘓׅዴૠᾉ

ᾅᾆ
ᢊែૺݡሁỂ
ʙᩊ

ᅦҾႆ
ᾂᾺᾼ
חϋỺἼỴ

ޛɥޅሁẦỤ
ٻἐὊὅ҄ᾉ

Ὁᾀᾃׅዴ

ἰỶἁἿˡᡛែᾉᾃᾃ
ᘓׅዴᾉᾂᾅ

ήὉ࣯ࣖήᾉᾁᾂ

ᵐᵎ
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ᾉ ฎܱሖ
ίካᚘᾀᾄὈὸ

ᾉ ฎܱሖ
ίካᚘᾁᾆὈὸ

ޛɥޅሁẦỤٻἐὊὅ҄ᾉᾁᾇ

ᵐᵏ
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ίӋᎋὸஜࣄཞඞ

ίӋᎋὸ῍ɟ૪ᡲዂἇὊἥἋ῍
ἇὊἥἋಒᙲ

ὉᚨͳͻޅỆếẟềỊᾈஉỆஜࣄầܦʕẲẆᩗЭỉỺἼỴԼឋửᄩ̬

ẐỺἰὊἊỿἵἋἚḪẑỊấܲಮͨỂᚨͳầɧᙲỂẆɫếܹỆࢍẟɟ૪ᡲዂἇὊἥἋỂẴẇ
Ṟऴإᣐ̮ᎍίሥྸᎍὸầẝỤẦẳỜႇẰủẺઃ࠘ᩓᛅỆݣẲềἳἕἍὊἊửᣐ̮
ṟऴإӖ̮ᎍầઃ࠘ᩓᛅỉદ˺Ệợụׅሉửᡉ̮
Ṡऴإᣐ̮ᎍίሥྸᎍὸầׅሉửᄩᛐửᘍẟẆᅈՃỉӋᨼởܤԁᄩᛐửӧᏡểẴỦờỉỂẴẇ

ஜࣄཞඞਖ਼ᆆ
Ḥ ίὸϋỊᡶྙ

Ṟዬ࣯ԠЈἳὊἽᡛ̮

Ṵᾄᾄ ޅίᾄᾆᵃὸ

•ᚨͳͻޅ

ṟዬ࣯ԠЈἳὊἽӖ̮

ṡܤԁׅሉཞඞᄩᛐ

ᾈஉ
ஜࣄܦʕ

ᾈᾆޅ

Ṡܤԁׅሉႇ
ᶂᶍᶁᶍᶋᶍ
ἙὊἑἍὅἑ

ấܲಮ

ݦဇዴ

ἳἕἍὊἊᾡ

÷ἴὊἛἍὅἑ
ẔแῨ῝ῸῪẕ
Ὁ῟ ῭῝ዓ

Ṵᾃᾁ ޅίᾀᵃὸ

ሥྸဇἣἏἅὅ

ᾃᾁޅ

ᾅஉ

ἰỶἮἕἁἋ
ἇὊἢ

ίῸῩῪᶋᶍᶎᶃᶐᵿ
῞ῥΎῪΌ ´῞῾ὸ

ޅ
ᾂஉ

Ἓἅἴ
Ἓἅἴ
ἣἃἕἚዡ
ἣἃἕἚዡ

ẔῢΌῩΊ Ῠ῝ῸῪẕ
Ὁᵤᵭᵫᵟᴾᵮᵡዓ

ሥྸᎍઃ࠘ᩓᛅ

Ὁ࠼؏῟῝Ῠዓ
Ὁݦဇዴዓ

ᾈஉ

ׅሉᡉ̮

ࢳӖᾸỴἩἼ
ỺἰὊἊỿἵἋἚ
ἇὊἢ፭
῟῟ ῭῝
῭῝

Ḥ൦ඐὉْޅỆếẟềỊẆᘑỉࣄᐻᚘဒỆӳỪẶễầỤࣄửᡶỜỦ
Ẕ൦ඐὉْޅẕ ᾈᾆ ޅίᾂஉὸ
ᾇᾆ ޅίᾅஉὸ
ᾇᾁ ޅίᾈஉὸ
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Ἓἅἴˌٳỉ
ઃ࠘ᩓᛅ
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ᵐᵑ

ίӋᎋὸ῍ପˡᡛἉἋἘἲ῍

ίӋᎋὸ῍ὁỶἛἋἑὊḪ῍

ἇὊἥἋಒᙲ

ὁỶἛἋἑὊḪỉཎࣉ

ᶋᶋᵣᶗᶃᵋᵢᵶᵫểᶋᶋᵣᶗᶃᵋᵢᵶỊẆᵤᵭᵫᵟዡሁửဇẟềᡫࠝႳᙻỂỊᄩᛐỂẨễẟྵئỉᛇኬễཞඞ
ପửẆ᭗ဒឋὉἼỴἽἑỶἲỆᡛ̮ẴỦପˡᡛἉἋἘἲỂẴẇ

Ĭ ǨȪǢƸଐஜϋᲥඝެኖᲬᲪᲪෙ
ȯǤȉǹǿȸƸŴហᢊɥᆰᲭᲰᲦᲪᲪᲪ᳅᳧Ʒ᩺ഥᘓǛМဇƠƯƍǇƢŵ
ଐஜμםᲢɟᢿᩉǛᨊƘᲣƸǋƪǖǜŴෙɥෙӏƼ᧓ޛᢿǇưܹ
ˌٳƷᡫ̮െƱƠƯǋ࠼ƘМဇƞǕƯƍǇƢŵ

ὁỶἛἋἑὊḪ

ỽἳἻ

ᘓᡫ̮

ᵤᵭᵫᵟ῝῭
ᡫ̮ᇢ

ᵤᵭᵫᵟἣἃἕἚ

ĭ ࣱ̮᫂Ʒ᭗ƍᡫ̮ǵȸȓǹ

ପЈщ

ίἴἢỶἽἑỶἩὸ

ᵧᶌᶒᶃᶐᶌᶃᶒ

ᵤᵭᵫᵟ῝῭
ᡫ̮ᇢ

ỺὅἅὊἒ

ἙἅὊἒ

᩺ഥᘓǛԃǊƨᡫ̮ᚨͳƸŴɟᑍᩓᛅǍઃ࠘ᩓᛅƱƸᇌƠƨݦဇᡫ̮ᚨͳ
ƴǑǔᡫ̮ȫȸȈƷᲬ҄ǛܱྵƠƯƓǓŴࣱ̮᫂Ʒ᭗ƍᡫ̮ǵȸȓǹƕƝМ
ဇ᪬ƚǇƢŵཎƴŴȯǤȉǹǿȸᇢӷٟƷᡫ̮ưƸ˂ᅈƷᡫ̮ዡǛኺဌƠƳ
ƍƨǊŴܹƷᠠƴࢍƍƱƍƏМໜǋƋǓǇƢŵ

᪦٣Јщ

Į દ˺ƸቇҥŴਤƪᢃƼƴǋ̝М

ἼỴἽἑỶἲପ ί༾૾Ӽὸ
ἼỴἽἑỶἲ᪦٣ ίӑ૾Ӽὸ

ǢȳȆȊǛҤ૾ƴƋǘƤǔƩƚŴƋƱƸઃ࠘ᩓᛅƷȀǤȤȫƱӷơŵ
ܹƳƲɧཎٶܭૠƷ૾ƕМဇƢǔǱȸǹƸŴቇҥદ˺ƕஇᙲưƢŵ
ǇƨŴਤƪᢃƼǋӧᏡƳƷưŴೞѣщǋႆੱƠǇƢŵ

᪦٣λщ

ཎᧈ
Ṟࢼஹỉ᭗ဒឋဒˡᡛᘺፗửࠢٻỆ҄ݱ
ṟᵬᵐᵓᵎᵐᵊᴾᵪᵋᵎᵓᵟࣖݣỉỖẦᵳᵱᵠዓỆợụઃ࠘ᩓᛅᇢểỉዓỆࣖݣ
Ṡᵤᵭᵫᵟઃ࠘ᩓᛅᇢỉᶇἴὊἛẦỤỺὅἅὊἛᚨܭầӧᏡ
ṡἰἽἓễዴᡫ̮െỆࣖݣίἣἃἕἚᡫ̮ẆὁỶἛἋἑὊḪẆׅዴʩ੭ᵆᵔᵒᶉᶀᶎᶑὸὸ
Ṣ࠘؏῍࠼࠘؏ỆấẬỦ᭗ဒឋᣐ̮ỉܱྵ
ṣପןỊᵦᵌᵐᵔᵒẆ᪦٣ןỊᵥᵱᵫửဇ
ṤἢἕἘἼὊᘺბầӧᏡίἢἕἘἼὊỊỼἩἉἹὅẇᵏᵎ᧓ỉᡲዓᆙѣầӧᏡὸ
㫟 ᵐᵎᵏᵐ ᵢᵭᵡᵭᵫᵭᴾᵣᶌᶅᶇᶌᶃᶃᶐᶇᶌᶅᴾᵦᶍᶉᶓᶐᶇᶉᶓᴾᵧᵬᵡᵌᴾᵟᶊᶊᴾᵰᶇᶅᶆᶒᶑᴾᵰᶃᶑᶃᶐᶔᶃᶂᵌ

į ˂ᅈᘓǵȸȓǹƱൔ᠋ƠƯǋஊМ
ȯǤȉǹǿȸƸȉǳȢƷǵȸȓǹƩƔǒŴઃ࠘ư̅Ƒǔ૰ǵȸȓǹǍȝǤȳ
ȈǵȸȓǹǋɟᢿƝМဇ᪬ƚǇƢŵ
ǇƨŴƍƟƱƍƏŴᜩݑǍෞ᧸ǁƷཎဪᡫჷƴǋࣖݣưƖƨǓƱŴ˂ᅈƷᘓ
ǵȸȓǹƱൔ᠋ƠƯǋஊМưƢŵ
ᵐᵒ

㫟 ᵐᵎᵏᵐ ᵢᵭᵡᵭᵫᵭᴾᵣᶌᶅᶇᶌᶃᶃᶐᶇᶌᶅᴾᵦᶍᶉᶓᶐᶇᶉᶓᴾᵧᵬᵡᵌᴾᵟᶊᶊᴾᵰᶇᶅᶆᶒᶑᴾᵰᶃᶑᶃᶐᶔᶃᶂᵌ
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ᣣᧄ㧰㧹㧭㨀ᵴേⷐ㗔

ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧟㧟㧝ᣣ㧔ᡷᱜ㧕
ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝㧞㧜ᣣᡷᱜ᩺㧔ᬺㇱળ᩺㧕
Σⷐ
㧝㧚㧰㧹㧭㨀ߣߪ
㧰㧹㧭㨀ߣߪޔᄢ㔡߮⥶ⓨᯏゞ╬ߩἴኂᤨߦⵍἴ⠪ߩ↢ࠍࠆߚޔ
ⵍἴߦㄦㅦߦ㚟ߌߟߌޔᢇᕆᴦ≮ࠍⴕ߁ߚߩኾ㐷⊛ߥ⸠✵ࠍฃߌߚක≮࠴ࡓߢࠆޕ
㒋᷆〝ᄢ㔡ἴߢߪޔᄙߊߩ்∛⠪߇⊒↢ߒක≮ߩ㔛ⷐ߇ᄢߔࠆ৻ᣇ∛ޔ㒮߽ⵍἴ
ߒߩࡦࠗࡈࠗޔㅜ⛘ޔක≮ᓥ⠪ߩ⏕ߩ࿎㔍ߥߤߦࠃࠅⵍἴၞౝߢචಽߥක≮߽
ฃߌࠄࠇߕߦᱫߒߚޟࠆࠁࠊޔ㒐߉ᓧࠆἴኂᱫ߇ޠᄢ߈ߥ㗴ߣߒߡขࠅߍࠄࠇߚޕ
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢߪޔᄙᢙߩ㧰㧹㧭㨀߇ⵍἴߦෳ㓸ߔࠆ৻ᣇޔᵤᵄἴኂߦࠃࠅޔᄖ்
்∛⠪╬߳ߩᢇක≮࠾࠭߇ዋߥ߆ߞߚߎߣޔㅢା߇࿎㔍ߢߞߚߎߣޔᵷ㆜⺞ᢛࠍⴕ
߁ᧄㇱߩኻᔕ߇ਇචಽߢߞߚߎߣߥߤޔ㧰㧹㧭㨀ߩᵴേߦߟߡᄙߊߩ⺖㗴߽ࠄ߆ߣ
ߥߞߚޕ
⥄ὼἴኂߦ㒢ࠄߕ⥶ⓨᯏゞ╬ߩᄢⷙᮨߥ㓸࿅ἴኂߦ߅ߡ৻ޔᐲߦᄙߊߩ்
∛⠪߇⊒↢ߒක≮ߩ㔛ⷐ߇ᕆỗߦᄢߔࠆߣⵍޔἴㇺᐭ⋵ߛߌߢߪኻᔕ߇࿎㔍ߥ႐ว߽
ᗐቯߐࠇࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߥἴኂߦኻߒߡߪޔኾ㐷⊛ߥ⸠✵ࠍฃߌߚක≮࠴ࡓ߇น⊛ㅦ߿߆ߦⵍἴ
ၞߦࠅⵍޔߕ߹ޔἴၞߩක≮㔛ⷐࠍᛠីߒⵍޔἴߦ߅ߌࠆᕆᕈᦼߩක≮ࠍ⏕
┙ߔࠆߩߘޕߢⵍޔἴၞߢߩ✕ᕆᴦ≮߿∛㒮ᡰេࠍⴕߟߟⵍޔἴၞߢ⊒↢ߒߚᄙ
ߊߩ்∛⠪ࠍⵍἴၞᄖߩㆡಾߥක≮ᯏ㑐ߦ៝ㅍߢ߈ࠇ߫ޔᱫ߿ᓟㆮ∝ߩᷫዋ߽ᦼᓙߢ
߈ࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߥἴኂᤨߩක≮ᵴേߦߪޔㅢᏱᤨߩᄖ்╬ߩၮᧄ⊛ߥᢇᕆ⸻≮ߦട߃ޔἴኂ
ක≮ߩࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ߦ㑐ߔࠆ⍮߇ᔅⷐߢࠆޕ
ߎߩᵴേࠍᜂ߁ߴߊޔෘ↢ഭ⋭ߩߚኾ㐷⊛ߥ⎇ୃ⸠✵ࠍฃߌߚἴኂᵷ㆜ක≮
࠴ࡓ߇ᣣᧄ㧰㧹㧭㨀㧔એਅޟ㧰㧹㧭㨀ޕ߁ߣޠ㧕ߢࠆޕ

㧞㧚ㆇ↪ߩၮᧄᣇ㊎
㧰㧹㧭㨀ߩᵴേߪޔㅢᏱᤨߦㇺᐭ⋵ߣක≮ᯏ㑐╬ߣߩ㑆ߢ✦⚿ߐࠇߚදቯ߮ෘ↢
ഭ⋭ޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔㇺᐭ⋵ⴕ┙⁛ޔᴺੱ࿖┙∛㒮ᯏ᭴㧔એਅޟ࿖┙∛㒮ᯏ᭴ߣޠ
߁ޕ㧕╬ߦࠃࠅ╷ቯߐࠇߚ㒐ἴ⸘↹╬ߦၮߠߊ߽ߩߢࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ߪⵍޔἴၞߩㇺᐭ⋵ߩᵷ㆜ⷐ⺧ߦၮߠߊ߽ߩߢࠆޔߒߛߚޕෘ
↢ഭ⋭ߪޔᒰಽߩ㑆ⵍޔἴၞߩㇺᐭ⋵ߩᵷ㆜ⷐ⺧߇ή႐วߢߞߡ߽✕ޔᕆߩᔅ
ⷐ߇ࠆߣࠆߣ߈ߪޔㇺᐭ⋵╬ߦኻߒߡ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ࠍⷐ⺧ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
㧰㧹㧭㨀㧝㓌ߚࠅߩᵴേᦼ㑆ߪߩߘޔᯏേᕈࠍ⏕ߔࠆⷰὐ߆ࠄޔ⒖േᤨ㑆ࠍ㒰߈
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ߨ㧠㧤ᤨ㑆એౝࠍၮᧄߣߔࠆޔ߅ߥޕἴኂߩⷙᮨߦᔕߓߡޔ㧰㧹㧭㨀ߩᵴേ߇㐳ᦼ㑆㧔㧝
ㅳ㑆ߥߤ㧕ߦ߱႐วߦߪޔ㧰㧹㧭㨀㧞ᰴ㓌ޔ㧟ᰴ㓌╬ߩㅊടᵷ㆜ߢኻᔕߔࠆߎߣࠍ⠨ᘦ
ߔࠆޔߚ߹ޕ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓߩᵴേᦼ㑆ߪޔ㧠㧤ᤨ㑆ߦ㒢ቯߖߕޔᨵエߦ
ኻᔕߔࠆޕ
ෘ↢ഭ⋭ߪޔㅢᏱᤨߦޔ㧰㧹㧭㨀ߩᵴേⷐ㗔ࠍ╷ቯߔࠆߣߣ߽ߦޔᮡḰൻߐࠇߚ⎇
ୃ⸠✵ߩታᣉ߮㧰㧹㧭㨀ࠍ᭴ᚑߔࠆⷐຬߩ⸽⊓㍳ߦࠃࠅޔ㧰㧹㧭㨀ߩ⾰ߩ⛽ᜬ
߮ะࠍ࿑ࠆޔߚ߹ޕෘ↢ഭ⋭ߪޔἴኂᤨߦޔೋേᦼ߆ࠄߩⓍᭂ⊛ߥᖱႎ㓸╬ߦࠃࠅ
ㇺᐭ⋵ߦኻߒᔅⷐߥᡰេࠍⴕ߁߽ߩߣߒޔ㧰㧹㧭㨀ߩᵴേߦ㑐ࠊࠆᖱႎ㓸⚂✚ޔว⺞ᢛޔ
㑐ㅪ⋭ᐡߣߩᔅⷐߥ⺞ᢛ߮ⵍἴၞᄖߩㇺᐭ⋵╬ߦኻߔࠆ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ⷐ⺧ࠍⴕ߁ޕ
ෘ↢ഭ⋭ߪޔἴኂᤨߦⵍἴၞߩㇺᐭ⋵߇▤ౝߩ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߦኻߒ㧰㧹㧭
㨀ߩᵷ㆜ⷐ⺧ࠍⴕࠊߥ႐วߦ߅ߡ✕ޔᕆߩᔅⷐ߇ࠆߣࠆߣ߈ߪޔᒰㇺᐭ⋵
ߦኻߒ▤ޔౝߩ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߦ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ⷐ⺧ࠍⴕ߁ࠃ߁᳞ࠆߎߣ߇ߢ߈
ࠆߩࠄࠇߎޕㅢᏱᤨ߮ἴኂᤨߩኻᔕࠍṖߦⴕ߁ߚޔෘ↢ഭ⋭ߪⴕ┙⁛ޔᴺੱ࿖
┙∛㒮ᯏ᭴ἴኂක≮ࡦ࠲㧔એਅޟἴኂක≮ࡦ࠲ޕ߁ߣޠ㧕ߦ㧰㧹㧭㨀ോዪࠍ⸳
⟎ߔࠆޕ
ㇺᐭ⋵ߪޔㅢᏱᤨߦޔ㧰㧹㧭㨀ㆇ↪⸘↹ߩ╷ቯޔක≮ᯏ㑐╬ߣߩදቯߩ✦⚿╬ࠍⴕ
ޔἴኂᤨߦߦ↹⸘ޔၮߠ߈㧰㧹㧭㨀ࠍㆇ↪ߒޔᵴേߦᔅⷐߥᡰេ㧔ᖱႎ㓸ޔㅪ⛊⺞ޔ
ᢛੱޔຬߪ‛⾗ߩឭଏ╬㧕ࠍⴕ߁ޕ
㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߪޔㅢᏱᤨߦޔ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ߩḰޔ㧰㧹㧭㨀ߦෳടߔࠆⷐ
ຬߩ⎇ୃ⸠✵ߦദޔἴኂᤨߦⵍޔἴၞߩㇺᐭ⋵╬ߩᵷ㆜ⷐ⺧ߦᔕߓߡ㧰㧹㧭㨀ࠍ
ᵷ㆜ߔࠆޕ
ἴኂὐ∛㒮ࠍߪߓޔᣣᧄ⿒චሼ␠ޔ࿖┙∛㒮ᯏ᭴ޔᄢቇ㒝ዻ∛㒮╬ߪޔ㧰㧹㧭㨀
ߩᵴേߦᔅⷐߥᡰេ㧔ᖱႎ㓸ޔㅪ⛊⺞ޔᢛੱޔຬߪ‛⾗ߩឭଏ╬㧕ࠍน⢻ߥ▸࿐ߢⴕ
߁ޕ

㧟㧚ᧄⷐ㗔ߩ⟎ઃߌ
ἴኂኻ╷ၮᧄᴺߦၮߠߊ㒐ἴၮᧄ⸘↹ߦߪޔએਅߩࠃ߁ߦޔ࿖ޔㇺᐭ⋵ߪᣣᧄ⿒
චሼ␠ߩᓎഀߣߒߡޔ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ߩⷐ⺧╬߇⸥タߐࠇߡࠆޕ
¾ ࿖ߪޔἴኂ⊒↢ᤨߦㄦㅦߥᵷ㆜߇น⢻ߥἴኂᵷ㆜ක≮࠴ࡓ㧔㧰㧹㧭㨀㧕ߦෳട
ߔࠆޔකᏧ㧘⋴⼔Ꮷ╬ߦኻߔࠆᢎ⢒⎇ୃࠍផㅴߔࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
¾ ࿖ާෘ↢ഭ⋭㧘ᢥㇱ⑼ቇ⋭ި㧘ᣣᧄ⿒චሼ␠㧘࿖┙∛㒮ᯏ᭴߮ⵍἴၞᄖߩ
ᣇ࿅ߪޔකᏧࠍ⏕ߒἴኂᵷ㆜ක≮࠴ࡓ㧔㧰㧹㧭㨀㧕╬ࠍ✬ᚑߔࠆߣߣ
߽ߦޔᔅⷐߦᔕߓߡ⊛ޔක≮ᯏ㑐᳃㑆ක≮ᯏ㑐߆ࠄߩἴኂᵷ㆜ක≮࠴ࡓ㧔㧰
㧹㧭㨀㧕╬ߩᵷ㆜ࠍⷐ⺧ߔࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
ᧄⷐ㗔ߪޔෘ↢ഭ⋭㒐ἴᬺോ⸘↹ߦၮߠ߈ޔᜰቯⴕᯏ㑐߿ㇺᐭ⋵╬߇ߘߩ㒐ἴ
ᬺോ⸘↹߿ၞ㒐ἴ⸘↹㧔⋧ၞ㒐ἴ⸘↹߽ޕ㧕╬ߦ߅ߡ㧰㧹㧭㨀╬ߩᵷ㆜ⷐ⺧ޔ
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ㆇ↪╬ߦߟߡ⸥タߔࠆ㓙ߩᜰ㊎ߣߥࠆ߽ߩߢࠆޕ
 ᧄⷐ㗔ߩㆡᔕ▸࿐ߪޔ㒐ἴၮᧄ⸘↹ߩ⸥タߩ▸࿐ౝߣߥࠆޕේሶജἴኂޔෂ㒾‛╬ἴ
ኂ߅ࠃ߮࠹ࡠ߳ߩኻᔕߪ߹ߥޕ
߹ߚⷐᧄޔ㗔ߪޔㇺᐭ⋵߇ᚑߔࠆක≮⸘↹ߦ㧰㧹㧭㨀╬ߩᢛߪㆇ↪ߣߞߚ
ἴኂᤨߩක≮ߦߟߡ⸥タߔࠆ㓙ߩᜰ㊎ߣߥࠆ߽ߩߢࠆޕ
ߥ߅ⷐᧄޔ㗔ߪޔ㧰㧹㧭㨀╬ߩㆇ↪╬ߩၮᧄ⊛ߥ㗄ߦߟߡቯࠆ߽ߩߢࠅޔㇺ
ᐭ⋵╬ߩ⥄⊒⊛ߥᵴേ߿⋧ߩᔕេ߮ᣣᧄ⿒චሼ␠ߩ⥄ਥ⊛ߥᵴേࠍ㒢ߔࠆ߽ߩߢ
ߪߥޕ

Τ↪⺆ߩቯ⟵
㧝㧚㧰㧹㧭㨀
㧰㧹㧭㨀ߣߪޔἴኂߩ⊒↢⋥ᓟߩᕆᕈᦼߦᵴേߢ߈ࠆᯏേᕈࠍᜬߞߚޔኾ㐷⊛ߥ⎇ୃ
⸠✵ࠍฃߌߚἴኂᵷ㆜ක≮࠴ࡓߢࠆޕ
 㧰㧹㧭㨀㧝㓌ߩ᭴ᚑߪޔකᏧ㧝ฬ⼔⋴ޔᏧ㧞ฬޔᬺോ⺞ᢛຬ㧝ฬߩ㧠ฬࠍၮᧄߣߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ߪᧄޔㇱᵴേޔᐢၞක≮៝ㅍ∛ޔ㒮ᡰេޔၞක≮៝ㅍޔ႐ᵴേ╬ࠍਥߥ
ᵴേߣߔࠆᧄޔߚ߹ޕㇱᬺോߩࠨࡐ࠻∛ޔ㒮ᡰេ߿ᖱႎ㓸╬ࠍᜂ߁ࡠࠫࠬ࠹߽ࠖࠢࠬ
ⴕ߁ޔ߅ߥޕක≮࠴ࡓߩෳ㓸⁁ᴫߦᔕߓߡޔᔅⷐߥ႐วߦߪޔೋᦼߩㆱ㔍ᚲᢇ⼔ᚲߢߩ
ᵴേߩࠨࡐ࠻╬ࠍ⠨ᘦߔࠆޕ
㧞㧚㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪
㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߪޔෘ↢ഭ⋭╬߇ታᣉߔࠆޟᣣᧄ㧰㧹㧭㨀㓌ຬ㙃ᚑ⎇ୃޔߒੌୃࠍޠ
ߪߘࠇߣห╬ߩቇ⼂ᛛ⢻ࠍߔࠆ⠪ߣߒߡෘ↢ഭ⋭߆ࠄࠄࠇޔෘ↢ഭ⋭ߦ⊓
㍳ߐࠇߚ⠪ߢࠆޕ
㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߦߪޔ㧰㧹㧭㨀㓌ຬ⸽߇ઃߐࠇࠆޕ
㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߪޔἴኂߩᕆᕈᦼߦ㧰㧹㧭㨀ߣߒߡᵷ㆜ߐࠇࠆ⾗ᩰࠍߔࠆޕ
㧟㧚⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪
⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߪޔෘ↢ഭ⋭߇ታᣉߔࠆ⛔ޟ㧰㧹㧭㨀⎇ୃޔߒੌୃࠍޠෘ↢
ഭ⋭ߦ⊓㍳ߐࠇߚ⠪ߢࠆޕ
⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߪޔㅢᏱᤨߦޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪߳ߩ⸠✵ޔ㧰㧹㧭㨀ߦ㑐ߔࠆ⎇ୃޔ
ㇺᐭ⋵╬ߩἴኂක≮ߦ㑐ߔࠆഥ⸒╬ࠍⴕ߁ޕ
⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߪޔἴኂᤨߦޔฦ㧰㧹㧭㨀ᧄㇱߩ⽿છ⠪ߣߒߡᵴേߔࠆ⾗ᩰࠍ
ߔࠆޕ
㧠㧚㧰㧹㧭㨀ߩᵴേ
㧰㧹㧭㨀ߪޔㇺᐭ⋵╬ߩᵷ㆜ⷐ⺧ࠍฃߌޔ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐߆ࠄᵷ㆜ߐࠇޔᵴ
േࠍⴕ߁ޕ
㧰㧹㧭㨀ߩᵴേߪޔ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߦᚲዻߒߡࠆ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߦࠃࠅታᣉ
ߐࠇࠆޕ
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㧡㧚㧰㧹㧭㨀ഥⷐຬ
㧰㧹㧭㨀ഥⷐຬߪޔෘ↢ഭ⋭ㇺᐭ⋵╬ߩᵷ㆜ⷐ⺧ࠍฃߌޔ㧰㧹㧭㨀ߩᵴേߩ
ᡰេࠍⴕ߁ޕ
㧢㧚㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ
 㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓߪޔ㧰㧹㧭㨀ോዪ߮㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱ╬
ߩᧄㇱᬺോߦ߅ߡ⛔ޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ࠍࠨࡐ࠻ߔࠆޕ
 㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓߪޔਥߦ∛㒮ᡰេ߿ᖱႎ㓸╬ߩࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬࠍኾ
㐷ߣߒߚᵴേࠍⴕ߁ޕ
㧣㧚㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬ
 㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬߪޔෘ↢ഭ⋭╬߇ታᣉߔࠆޟ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹
ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬ㙃ᚑ⎇ୃޔߒੌୃࠍޠෘ↢ഭ⋭ߦ⊓㍳ߐࠇߚ⠪ߢࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬߪޔἴኂᤨߦ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓߣߒ
ߡᵴേߔࠆ⾗ᩰࠍߔࠆޕ
㧢㧚㧰㧹㧭㨀ᧄㇱ
㧰㧹㧭㨀ᧄㇱߣߪޔ㧰㧹㧭㨀ോዪޔ㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱޔ㧰㧹㧭㨀ᵴേὐ
ᧄㇱޔ㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱޔ㧰㧹㧭㨀∛㒮ᡰេᜰើᚲޔ㧰㧹㧭㨀႐ᵴേᜰើᚲޔ㧰㧹
㧭㨀㧿㧯㨁ᜰើᚲ߮㧰㧹㧭㨀ၞᄖὐᧄㇱࠍ߁ޕ
ㇺᐭ⋵ߪޔἴኂᤨߦⵍޔἴၞౝߩ㧰㧹㧭㨀ߦኻߔࠆᜰើޔ㑐ଥᯏ㑐ߣߩ⺞ᢛ╬ࠍ
ⴕ߁⚵❱ߣߒߡޔ㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱߩ߶߆ޔᔅⷐߦᔕߓߡޔ㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄ
ㇱޔ㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱ╬ߩ㧰㧹㧭㨀ᧄㇱࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
 㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱߪޔㇺᐭ⋵ἴኂኻ╷ᧄㇱߩἴኂක≮ᧄㇱߩ߽ߣߦ⸳⟎ߒޔ
ක≮࠴ࡓߩᵷ㆜⺞ᢛࠍⴕ߁ᵷ㆜⺞ᢛᧄㇱߣㅪ៤ߒޔᖱႎߩࠍⴕ߁ޕ
㧣㧚㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐
㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߪޔ㧰㧹㧭㨀ᵷ㆜ߦදജߔࠆᗧᔒࠍᜬߜޔෘ↢ഭ⋭ߪㇺ
ᐭ⋵ߦᜰቯߐࠇߚක≮ᯏ㑐ߢࠆޕ
㧤㧚ᣣᧄ⿒චሼ␠ᢇ⼔⃰
ᣣᧄ⿒චሼ␠ᢇ⼔⃰㧔એਅޟᣣ⿒ᢇ⼔⃰ޕ߁ߣޠ㧕ߪⷐᧄޔ㗔ߦ߅ߌࠆ㧰㧹㧭㨀ߣ
දߒߡᵴേߔࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
٤㧚⥶ⓨ៝ㅍὐ⥃ᤨක≮ᣉ⸳㧔ࠬ࠹ࠫࡦࠣࠤࠕ࡙࠾࠶࠻㧿㧯㨁㧕
㧿㧯㨁ߣߪޔਥߦ⥶ⓨᯏ៝ㅍߦ㓙ߒߡᖚ⠪ߩ∝⁁ߩቯൻࠍ࿑ࠅ៝ޔㅍࠍታᣉߔࠆߚ
ߩᢇ⼔ᚲߣߒߡޔᔅⷐߦᔕߓߡⵍἴၞ߮ⵍἴၞᄖߩ⥶ⓨ៝ㅍὐߦޔᐢၞක≮៝
ㅍ߿ၞක≮៝ㅍߦ㓙ߒߡ⸳⟎ߐࠇࠆ߽ߩߢࠆޕ
㧥㧚ᐢၞක≮៝ㅍ
ᐢၞක≮៝ㅍߣߪⵍޔἴၞߢኻᔕ࿎㔍ߥ㊀∝ᖚ⠪ࠍⵍἴၞᄖߦ៝ㅍߒ✕ޔᕆߩᴦ
≮ࠍⴕ߁ߚߦ࿖߇ᐭߩฦᯏ㑐ߩදജߩਅߢⴕ߁ᵴേߢࠅⴡ⥄ޔ㓌ᯏ╬ߦࠃࠆ⥶ⓨ៝
ㅍᤨߩ⸻≮ޔ㧿㧯㨁ߦ߅ߌࠆ⸻≮ޔ㧿㧯㨁ߩㆇ༡╬ࠍ߽ߩߢࠆޕ
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ᐢၞක≮៝ㅍߪⵍޔἴၞ߮ⵍἴၞᄖߩ᳃㑆߿⥄ⴡ㓌ߩⓨ᷼╬ߦᐢၞක≮៝ㅍ
ὐࠍ⸳⟎ߒߡⴕ߁ޕ

㧝㧝㧚∛㒮ᡰេ
∛㒮ᡰេߣߪⵍޔἴၞౝߩ∛㒮ߦኻߔࠆක≮ߩᡰេࠍ߁ޕ
ᄙߊߩ்∛⠪߇᧪㒮ߒߡࠆ∛㒮߆ࠄߩᖱႎ⊒ାޔᒰ∛㒮ߢߩ࠻ࠕࠫ߿⸻≮ߩ
ᡰេޔᐢၞක≮៝ㅍߩߚߩ࠻ࠕࠫ╬ࠍޕ
㧝㧞㧚ၞක≮៝ㅍ㧔ၞౝ៝ㅍ㧕
ၞක≮៝ㅍߣߪޔ࠲ࡊࠦࡋޔᢇᕆゞ╬ߦࠃࠆ៝ㅍߢޔㇺᐭ⋵߿Ꮢ↸߇ⴕ߁
߽ߩߢࠆޕ
ἴኂ႐߆ࠄⵍἴၞౝߩක≮ᯏ㑐߳ߩ៝ㅍⵍޔἴၞౝߩක≮ᯏ㑐߆ࠄㄭ㓞ၞ߳
ߩ៝ㅍⵍޔἴၞౝߩක≮ᯏ㑐߆ࠄ㧿㧯㨁߳ߩ៝ㅍ߮ⵍἴၞᄖߩ㧿㧯㨁߆ࠄක≮ᯏ㑐
߳ߩ៝ㅍࠍޕ
㧝㧟㧚႐ᵴേ
႐ᵴേߣߪޔἴኂ႐ߢ㧰㧹㧭㨀߇ⴕ߁ක≮ᵴേࠍ߁ޕ
࠻ࠕࠫ✕ޔᕆᴦ≮ߩ߈ࠇ߇ޔਅߩක≮╬ࠍޕ
㧝㧠㧚࠼ࠢ࠲ࡋ
࠼ࠢ࠲ࡋߣߪޔᢇᕆක≮↪ࡋࠦࡊ࠲ࠍ↪ߚᢇᕆක≮ߩ⏕ߦ㑐ߔࠆ․ភ
⟎ᴺ㧔ᐔᚑ㧝㧥ᐕ㧢㧞㧣ᣣᴺᓞ╙㧝㧜㧟ภ㧕ߦၮߠ߈ޔෘ↢ഭ⋭ߩ࠼ࠢ࠲ࡋዉ
ଦㅴᬺߦࠃࠅㇺᐭ⋵╬ߩᢇᕆක≮╷ߩ৻Ⅳߣߒߡㆇ↪ߐࠇߡࠆකᏧ߮⋴⼔Ꮷ
ߪᢇᕆᢇ჻ࠍਸ਼ߐߖߚࡋࠦࡊ࠲ߢࠅޔἴኂᤨߦߪࡋ࠲ࠢ࠼ޔㆇ⥶ⷙ⒟╬ߦ
ၮߠ߈ޔᔅⷐߦᔕߓߡ㧰㧹㧭㨀ߩᵴേᡰេߦᵴ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
㧝㧡㧚ἴኂක≮⺞ᩏࡋ
ἴኂක≮⺞ᩏࡋߣߪޔἴኂක≮ࡦ࠲߇ޔἴኂᤨߦⵍޔἴၞߩක≮⁁ᴫ╬ߩ⺞
ᩏޔෘ↢ഭ⋭ޔㇺᐭ⋵ޔක≮㑐ଥ⠪╬߳ᖱႎឭଏ╬ࠍⴕ߁ߚߦㆇ⥶ߔࠆࡋࠦࡊ࠲
ߢࠅޔᔅⷐߦᔕߓߡ㧰㧹㧭㨀ߩᵴേᡰេߦ߽ᵴ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
㧝㧢㧚ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ
ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬߣߪޔ㧰㧹㧭㨀ߩᵴേߦ㑐ࠊࠆㅢାޔ⒖േᚻᲑޔක⮎ຠ↢ޔᵴᚻᲑ╬
ࠍ⏕ߔࠆߎߣࠍ߁ޕ
㧰㧹㧭㨀ᵴേߦᔅⷐߥㅪ⛊⺞ޔᢛޔᖱႎ㓸ߩᬺോ╬߽ޕ
 㧰㧹㧭㨀ߩ࠴ࡓߩ৻ຬߣߒߡߩࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢᜂᒰ⠪ߦട߃ޔ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ
࠶ࠢ࠴ࡓ߇ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬࠍᜂ߁ޕ
㧝㧣㧚ᣇࡉࡠ࠶ࠢ
ᣇࡉࡠ࠶ࠢߩฬ⒓߮ᒰࡉࡠ࠶ࠢߦዻߔࠆㇺᐭ⋵ߪޔᰴߩߣ߅ࠅߣߔࠆޕ
ർᶏࡉࡠ࠶ࠢർᶏ
᧲ർࡉࡠ࠶ࠢ㕍⋵ޔጤᚻ⋵ޔችၔ⋵ޔ⋵↰⑺ޔጊᒻ⋵ޔፉ⋵ޔᣂẟ⋵
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㑐᧲ࡉࡠ࠶ࠢ⨙ၔ⋵ޔᩔᧁ⋵⟲ޔ㚍⋵ޔၯ₹⋵ޔජ⪲⋵᧲ޔ੩ㇺޔᄹᎹ⋵
ਛㇱࡉࡠ࠶ࠢንጊ⋵ޔ⍹Ꮉ⋵ޔ⋵ޔጊ᪸⋵ޔ㐳㊁⋵ޔጘ㒂⋵ޔ㕒ጟ⋵ޔᗲ⍮⋵ޔ
ਃ㊀⋵
ㄭ⇰ࡉࡠ࠶ࠢṑ⾐⋵ޔ੩ㇺᐭޔᄢ㒋ᐭޔᐶ⋵ޔᄹ⦟⋵ޔጊ⋵
ਛ࿖ࡉࡠ࠶ࠢ㠽ข⋵ޔፉᩮ⋵ޔጟጊ⋵ޔᐢፉ⋵ޔጊญ⋵
྾࿖ࡉࡠ࠶ࠢ㚅Ꮉ⋵ޔᗲᇫ⋵ޔᓼፉ⋵ޔ㜞⍮⋵
Ꮊᴒ✽ࡉࡠ࠶ࠢጟ⋵ޔ⾐⋵ޔᄢಽ⋵ޔ㐳ፒ⋵ޔᾢᧄ⋵ޔችፒ⋵ޔ㣮ఽፉ⋵ޔ
ᴒ✽⋵

ΥㅢᏱᤨߩḰ
㧝㧚㧰㧹㧭㨀ㆇ↪⸘↹ߩ╷ቯ
ㇺᐭ⋵ޔෘ↢ഭ⋭ޔ࿖┙∛㒮ᯏ᭴╬ߪޔ㧰㧹㧭㨀ㆇ↪ߦ㑐ࠊࠆ⸘↹㧔એਅޟ㧰㧹
㧭㨀ㆇ↪⸘↹ޕ߁ߣޠ
㧕ࠍ೨ߦ╷ቯߔࠆޕ
ᣣᧄ⿒චሼ␠ߪޔᣣ⿒ᢇ⼔⃰ߣ㧰㧹㧭㨀ߣߩදߦଥࠆ⸘↹ࠍ೨ߦ╷ቯߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ㆇ↪⸘↹ߦߪޔᐢၞක≮៝ㅍߦ߅ߌࠆ㧰㧹㧭㨀ߩᵴേ߮㧿㧯㨁ߩ⸳⟎ㆇ
༡ߦ㑐ߔࠆ㗄㧔⸳⟎႐ᚲޔදജࠍⴕ߁∛㒮ߩᜰቯࠍ㧕߽⸥ߔࠆޕ
㧞㧚㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߩᜰቯޔᬺോ⸘↹ߩ╷ቯ߮දቯ╬
ㇺᐭ⋵ߪ▤ޔౝߩ∛㒮ࠍ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߣߒߡᜰቯߒޔෘ↢ഭ⋭ߦߘߩᣦ
ႎ๔ߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߪޔએਅߩⷐઙࠍḩߚߔ∛㒮ߣߔࠆޕ
¾ ක≮ᯏ㑐ߣߒߡ㧰㧹㧭㨀ᵷ㆜ࠍⴕ߁ᗧᔒࠍᜬߟߎߣޕ
¾ 㧰㧹㧭㨀ߩᵴേߦᔅⷐߥੱຬⵝޔࠍᜬߟߎߣޕ
¾ ἴኂὐ∛㒮ߢࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒߎߣޕ
ㇺᐭ⋵ߪ▤ޔౝߩ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ࠍἴኂᤨߩᬺോ⸘↹ߦ␜ߒޔㆇ↪ߦ㑐ߔ
ࠆᔅⷐߥ㗄ߦߟߡදቯࠍ✦⚿ߔࠆޕ
ㇺᐭ⋵ߪ▤ޔౝߩᣣᧄ⿒චሼ␠ᡰㇱߣᣣᧄ⿒චሼ␠ߩ㧰㧹㧭㨀ߩㆇ↪ߦ㑐ߔࠆᔅⷐ
ߥ㗄ߦߟߡදቯࠍ✦⚿ߔࠆޕ
ㇺᐭ⋵ߣ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐╬ߩදቯߪޔએਅߩ㗄ࠍ߽ߩߣߔࠆޕ
¾ ⷐ⺧ᣇᴺ
¾ ᜰើ♽⛔
¾ ᬺോ
¾ ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ
¾ ᵴേ⾌↪
¾ 㧰㧹㧭㨀ߦෳടߔࠆⷐຬߩりಽߩขᛒߣ㧰㧹㧭㨀ᵴേߦ߅ߌࠆ╬߳ߩఘ
ෘ↢ഭ⋭ߪޔ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ࠍᛠីߔࠆޕ
ෘ↢ഭ⋭߮࿖┙∛㒮ᯏ᭴ߪޔ㧰㧹㧭㨀ߩㆇ↪ߦߟߡ㒐ἴᬺോ⸘↹ߦ␜ߔࠆޕ
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㧟㧚㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪⛔ޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪߮㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬߩ⊓㍳
ෘ↢ഭ⋭ߪޟޔᣣᧄ㧰㧹㧭㨀㓌ຬ㙃ᚑ⎇ୃߚߒੌୃࠍޠ⠪ߪߘࠇߣห╬ߩቇ⼂
ᛛ⢻ࠍߔࠆ⠪ࠍ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߣߒߡ⸽ߔࠆޕ
ෘ↢ഭ⋭ߪ⛔ޟޔ㧰㧹㧭㨀⎇ୃߚߒੌୃࠍޠ⠪ࠍ⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߣߒߡ⸽
ߔࠆޕ
 ෘ↢ഭ⋭ߪޟޔ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬ㙃ᚑ⎇ୃߚߒੌୃࠍޠ⠪ࠍ㧰㧹
㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬߣߒߡ⸽ߔࠆޕ
ෘ↢ഭ⋭ߪޔ㧰㧹㧭㨀ോዪࠍㅢߓߡޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪⛔ޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪㧰㧹
㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬ㧔એਅޟ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪╬ޕ߁ߣޠ
㧕ࠍᛠីߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪╬ߪޔᚲዻߥߤߩ⊓㍳ౝኈߦᄌᦝ߇ߞߚ႐วߪޔㇺᐭ⋵߮ෘ↢
ഭ⋭ਔᣇߦዯߌࠆޕ
㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߩ⾗ᩰᦝᣂߪ㧡ᐕߏߣߦⴕࠊࠇࠆ⾗ޔߚ߹ޕᩰߩᦝᣂⷐઙߦߟߡߪ
ᣣᧄ㧰㧹㧭㨀ᬌ⸛ᆔຬળ߇ቯࠆޕ
⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߪ⛔ޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߩዯߦၮߠ߈ޔቯᦼ⊛ߦᦝᣂߐࠇࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߪޔᒰක≮ᯏ㑐ߦൕോߔࠆ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪╬ࠍᛠីߒޔቯᦼ
⊛ߦㇺᐭ⋵ߦႎ๔ߔࠆޕ
ㇺᐭ⋵ߪ▤ޔౝߩ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߦ߅ߌࠆ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪╬ࠍᛠីߔࠆߣߣ
߽ߦޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪╬ߦଥࠆᖱႎߩᦝᣂࠍⴕ⚿ߩߘޔᨐࠍෘ↢ഭ⋭ߦႎ๔ߔࠆޕ
㧠㧚㧰㧹㧭㨀ᧄㇱߩ⸳⟎Ḱ
ㇺᐭ⋵ߪޔㅢᏱᤨߦ߅ߡ⛔ޔߓ߆ࠄޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߩ߁ߜἴኂᤨߦ㧰㧹
㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱߩ⽿છ⠪ߣߥࠆ੍ቯߩ⠪ࠍⶄᢙᜰฬߔࠆޕ
ἴኂὐ∛㒮ߪޔㅢᏱᤨߦ߅ߡޔߓ߆ࠄޔᒰᣉ⸳ౝߦἴኂᤨߦ㧰㧹㧭㨀ᵴേ
ὐᧄㇱߣߒߡ↪ߔࠆ႐ᚲࠍ⏕ߔࠆޕ
㧡㧚ㅪ⛊ߩ⏕
ෘ↢ഭ⋭߮ㇺᐭ⋵ߪޔᐢၞἴኂᢇᕆක≮ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩᢛߦ㓙ߒߡޔ㧰㧹
㧭㨀ߩᖱႎㅪ⛊ࠪࠬ࠹ࡓߣߒߡߩᯏ⢻߽ઃਈߔࠆޕ
  㧰㧹㧭㨀ߪޔᐢၞἴኂᢇᕆක≮ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ㧔㧱㧹㧵㧿㧕ߩജޔ㧰㧹㧭㨀ᧄㇱ
߿ᵷ㆜ర∛㒮ߣߩㅪ⛊ߩߚⵍޔἴౝߢࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ⅣႺࠍߚㅢାⅣႺߩ⏕߇
᳞ࠄࠇࠆޔߡߞ߇ߚߒޕ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߪⴡޔᤊ៤Ꮺ㔚ࠍߚⶄᢙߩㅢାᚻ
Ბࠍ⏕ߔࠆޕ
㧢㧚㧰㧹㧭㨀ߩ⾗ེ᧚ߩ⏕
 㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߪޔᣣᧄ㧰㧹㧭㨀ᬌ⸛ᆔຬળ߇ቯࠆ⾗ེ᧚߮ᵴേࠍᢛ
ߔࠆࠃ߁ദࠆޕ
㧢㧚ᐢၞක≮៝ㅍߩḰ
ㇺᐭ⋵ߪޔෘ↢ഭ⋭߮㑐ㅪ⋭ᐡߣㅪ៤ߒޔᐢၞක≮៝ㅍࠍᗐቯߒߚ៝ㅍ⸘↹ࠍ
╷ቯߒޔᐢၞක≮៝ㅍὐ߅ࠃ߮㧿㧯㨁⸳⟎႐ᚲߥߤࠍࠄ߆ߓቯߡ߅ߊߎߣ߇ᦸ߹
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ߒޕ
㧣㧚㧰㧹㧭㨀ߩㆇ↪ߩ⏕
ㇺᐭ⋵ߪޔ㧰㧹㧭㨀ߩㆇ↪ߦ㑐ߔࠆ㗄ࠍද⼏ߔࠆߚޔㇺᐭ⋵㧰㧹㧭㨀ㅪ⛊ද
⼏ળࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
ㇺᐭ⋵㧰㧹㧭㨀ㅪ⛊ද⼏ળߪޔ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ޔၞකᏧળޔᣣᧄ⿒චሼ␠
ᡰㇱޔᶖ㒐╬߆ࠄ᭴ᚑߐࠇࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
ㇺᐭ⋵ߪޔᣇࡉࡠ࠶ࠢߏߣߩ㧰㧹㧭㨀ߩ⛽ᜬ߮ㅪ៤ߦ㑐ߔࠆ㗄ࠍද⼏ߔ
ࠆߚޔᣇࡉࡠ࠶ࠢ㧰㧹㧭㨀ㅪ⛊ද⼏ળࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
ෘ↢ഭ⋭ߪోޔ࿖ⷙᮨߩ㧰㧹㧭㨀ߩㆇ↪ߦ㑐ߔࠆ㗄ࠍද⼏ߔࠆߚޔᣣᧄ㧰㧹㧭
㨀ᬌ⸛ᆔຬળࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ോዪߪޔㅢᏱᤨߦޔ㧰㧹㧭㨀㓌ຬߩ⊓㍳ᬺޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߩᦝᣂᬺޔ
㧰㧹㧭㨀ᛛ⢻⛽ᜬ⎇ୃߩታᣉޔᣇࡉࡠ࠶ࠢ⸠✵ߩ▤ℂޔᐭ✚ว㒐ἴ⸠✵ߩડ↹ㆇ༡ޔ
㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬߩ⎇ୃ⊓㍳ޔᣣᧄ㧰㧹㧭㨀ᬌ⸛ᆔຬળ㐿ߦଥࠆ
ോޔ㧰㧹㧭㨀ᵴേߦ߅ߌࠆࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬߩߚߩ㑐ଥᬺ⇇ߣߩදቯ✦⚿ޔ㧰㧹㧭㨀ᵴേ
ߩะߩߚߩ⎇ⓥ╬ޔ㧰㧹㧭㨀ߩ⛽ᜬ߮⊒ዷߦ㑐ࠊࠆോࠍขࠅᛒ߁ޕ
㧤㧚⎇ୃ⸠✵ߩታᣉ
ෘ↢ഭ⋭ߪޔ㧰㧹㧭㨀ߦෳടߔࠆකᏧ⼔⋴ޔᏧ╬ߦኻߔࠆᢎ⢒⎇ୃࠍផㅴߔࠆ߽ߩ
ߣߒޔ㑐ଥ⋭ᐡߩදജߩਅޟޔᣣᧄ㧰㧹㧭㨀㓌ຬ㙃ᚑ⎇ୃޠ
⛔ޟޔ㧰㧹㧭㨀⎇ୃޔޠ
ޟ㧰㧹㧭
㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬ㙃ᚑ⎇ୃޔޠ㨬㧰㧹㧭㨀㓌ຬᛛ⢻⛽ᜬ⎇ୃ㨭╬ࠍታᣉߔࠆޕ
ᣣᧄ㧰㧹㧭㨀ᬌ⸛ᆔຬળߪޔᣣᧄ㧰㧹㧭㨀㓌ຬ㙃ᚑ⎇ୃ╬ߩታᣉߣߘߩ⾰ߩ▤ℂߦߟ
ߡޔෘ↢ഭ⋭ߦኻߒᛛⴚ⊛ߥഥ⸒ࠍⴕ߁ޕ
ෘ↢ഭ⋭ߪޔᣣᧄ㧰㧹㧭㨀ᬌ⸛ᆔຬળߩᛛⴚ⊛ߥഥ⸒ࠍ〯߹߃ޔㇺᐭ⋵╬ߢⴕࠊ
ࠇࠆ⎇ୃߦߟߡޔታᣉୃ⎇ޔౝኈ╬ࠍ⹏ଔߒޟޔᣣᧄ㧰㧹㧭㨀㓌ຬ㙃ᚑ⎇ୃߡߒߣޠ
ቯߪޟޔᣣᧄ㧰㧹㧭㨀㓌ຬ㙃ᚑ⎇ୃ৻ߩޠㇱߣߒߡቯߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕෘ↢ഭ⋭
ߩቯࠍฃߌߚ⎇ୃߩୃੌ⠪ߪޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߣߥࠆޕ㧔৻ㇱߣߒߡቯߐࠇߚ႐วߪޔ
ㅊട⎇ୃߩฃ⻠ߦࠃࠅޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߣߥࠆޕ㧕
ෘ↢ഭ⋭ߪޔౝ㑑ᐭ╬ߩᐭ㑐ଥᯏ㑐ޔㇺᐭ⋵ޔᣣᧄ⿒චሼ␠╬ߣㅪ៤ߒޔ㧰㧹
㧭㨀ߩ⸠✵ࠍታᣉߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ോዪߪޔෘ↢ഭ⋭ߩታᣉߔࠆ⎇ୃ⸠✵ߩታᣉߦදജߔࠆߣߣ߽ߦޔ
ޟ㧰
㧹㧭㨀ᛛ⢻⛽ᜬ⎇ୃޔޠ
ޟ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬ㙃ᚑ⎇ୃࠍ╬ޠታᣉߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߪޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߩ⎇ୃ⸠✵ߦദࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߪޔㅢᏱᤨߦޔㅪ⛊ߥߤ㧰㧹㧭㨀ᵷ㆜ߩḰࠍᢛ߃ޔ㧰㧹㧭㨀ߩ
⎇ୃ⸠✵ߦⓍᭂ⊛ߦෳടߔࠆޕ
ㇺᐭ⋵ߪޔᣣᧄ㧰㧹㧭㨀ᬌ⸛ᆔຬળ߇ቯࠆⷐઙߦᓥޔᣇࡉࡠ࠶ࠢߏߣߦޔ㧰
㧹㧭㨀ߩ⛮⛯⊛ߥ⎇ୃ⸠✵ࠍⴕ߁ޕ
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Φೋേ
㧝㧚㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ⷐ⺧
ⵍἴၞߩㇺᐭ⋵ߪޔᒰㇺᐭ⋵ᄖ߆ࠄߩක≮ߩᡰេ߇ᔅⷐߥⷙᮨߩἴኂߦኻᔕߔ
ࠆߚޔ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ࠍઁߩㇺᐭ⋵ޔෘ↢ഭ⋭ޔ࿖┙∛㒮ᯏ᭴╬ߦⷐ⺧ߔࠆޕ
ⵍἴၞߩㇺᐭ⋵ߪޔએਅߩၮḰߦၮߠ߈▤ޔਅߩ⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪╬ߩᗧࠍ⡬
ߡޔᔅⷐߦᔕߓߡㅦ߿߆ߦ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ⷐ⺧ࠍⴕ߁ޕ
Ԙ㔡ᐲ㧢ᒙߩ㔡ߪᱫ⠪ᢙ߇㧞ੱએ  ੱᧂḩ⧯ߒߊߪ்∛⠪ᢙ߇  ฬએㄟ
߹ࠇࠆἴኂߩ႐ว
▤ౝߩ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߦኻߒߡ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ࠍⷐ⺧
ԙ㔡ᐲ㧢ᒝߩ㔡ߪᱫ⠪ᢙ߇  ੱએ  ੱᧂḩㄟ߹ࠇࠆἴኂߩ႐ว
▤ౝߩ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ਗ߮ߦⵍἴၞߩㇺᐭ⋵ߦ㓞ធߔࠆㇺᐭ⋵߮
ⵍἴၞߩㇺᐭ⋵߇ዻߔࠆᣇࡉࡠ࠶ࠢߦዻߔࠆㇺᐭ⋵ߦኻߒߡ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ࠍⷐ
⺧
Ԛ㔡ᐲ㧣ߩ㔡ߪᱫ⠪ᢙ߇  ੱએㄟ߹ࠇࠆἴኂߩ႐ว
▤ౝߩ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ਗ߮ߦⵍἴၞߩㇺᐭ⋵ߦ㓞ធߔࠆㇺᐭ⋵ⵍޔἴ
ၞߩㇺᐭ⋵߇ዻߔࠆᣇࡉࡠ࠶ࠢߦዻߔࠆㇺᐭ⋵߮ⵍἴၞߩㇺᐭ⋵߇ዻߔࠆ
ᣇࡉࡠ࠶ࠢߦ㓞ធߔࠆᣇࡉࡠ࠶ࠢߦዻߔࠆㇺᐭ⋵ߦኻߒߡ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ࠍⷐ⺧
ԛ᧲ᶏ㔡᧲ޔධᶏධᶏ㔡ߪ㚂ㇺ⋥ਅဳ㔡ߩ႐ว
▤ౝߩ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐߮ో࿖ߩㇺᐭ⋵ߦኻߒߡ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ࠍⷐ⺧
ෘ↢ഭ⋭ߪⵍޔἴၞߩㇺᐭ⋵ߩᵷ㆜ⷐ⺧ߦᔕߓޔㇺᐭ⋵ޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔ࿖┙∛
㒮ᯏ᭴╬ߦኻߒߡ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ࠍⷐ⺧ߔࠆޕ
ⵍἴၞᄖߩㇺᐭ⋵ߪⵍޔἴၞߩㇺᐭ⋵ߩᵷ㆜ⷐ⺧ߦᔕߓޔෘ↢ഭ⋭ߣㅪ៤ߒޔ
▤ౝߩ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐߮ᣣᧄ⿒චሼ␠ᡰㇱߦኻߒߡ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ࠍⷐ⺧ߔࠆޕ
ෘ↢ഭ⋭ߪޔᒰಽߩ㑆ⵍޔἴၞߩㇺᐭ⋵ߩᵷ㆜ⷐ⺧߇ή႐วߦ߅ߡ߽✕ޔᕆ
ߩᔅⷐ߇ࠆߣࠆߣ߈ߪⵍޔἴၞએᄖߩㇺᐭ⋵ߦኻߒߡⵍἴၞ߳ߩ㧰㧹㧭㨀ߩ
ᵷ㆜ࠍⷐ⺧ߢ߈ࠆޕ
ෘ↢ഭ⋭߮㧰㧹㧭㨀ോዪߪޔ㧰㧹㧭㨀ᵷ㆜ߩᔅⷐᕈߦ㑐ߔࠆᖱႎࠍⓍᭂ⊛ߦ㓸
ߒޔㇺᐭ⋵ࠍᡰេߔࠆޕ
ෘ↢ഭ⋭ߪޔᐢၞἴኂᢇᕆක≮ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓࠍㅢߓߡޔㇺᐭ⋵ޔ࿖┙∛㒮ᯏ᭴ޔ
ᣣᧄ⿒චሼ␠ᡰㇱ߮㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߦኻߒߡ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ⷐ⺧ߩㅪ⛊ࠍⴕ߁ޕ
ㇺᐭ⋵߮ෘ↢ഭ⋭ߪޔ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ⷐ⺧ߩ㓙ߦޔ㧰㧹㧭㨀ߩෳ㓸ὐޔᗐቯߐ
ࠇࠆᬺോ╬ߦߟߡߩᖱႎࠍឭ␜ߔࠆޕ
ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔ࿖┙∛㒮ᯏ᭴╬ߪⵍޔἴၞߩㇺᐭ⋵ߩᵷ㆜ⷐ⺧ߦᔕߓޔෘ↢ഭ⋭ߣ
ㅪ៤ߒ▤ޔਅߩ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߦኻߒߡ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ࠍⷐ⺧ߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߪޔㇺᐭ⋵ޔෘ↢ഭ⋭ޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔ࿖┙∛㒮ᯏ᭴╬ߩᵷ㆜
ⷐ⺧ࠍฃߌޔ೨ߩ⸘↹ޔදቯ╬ߦၮߠ߈ㅦ߿߆ߦ㧰㧹㧭㨀ࠍᵷ㆜ߔࠆޕ
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 ᵷ㆜ⷐ⺧ࠍฃߌߚ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߪޔᵷ㆜ߦ㑐ߔࠆ⁁ᴫࠍ㧱㧹㧵㧿ߦㅦ߿߆ߦ
ജߔࠆޔߦࠄߐޕ㧰㧹㧭㨀ߩᵴേ⁁ᴫߦᔕߓㆡቱ㧱㧹㧵㧿ࠍᦝᣂߔࠆޕ
࠼ࠢ࠲ࡋ߇㈩ߐࠇߚ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߩ㧰㧹㧭㨀ߪࡋ࠲ࠢ࠼ޔㆇ⥶ⷙ
ቯ╬ߦၮߠߡᔅⷐߦᔕߓߡ࠼ࠢ࠲ࡋࠍᵴ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
 ⵍἴၞߩㇺᐭ⋵ߪߚߒ⛯⛮ޔ㧰㧹㧭㨀ߩᡰេ߇ᔅⷐߥ႐วߪޔᔅⷐߦᔕߓߡ㧰㧹
㧭㨀ߩㅊടᵷ㆜㧔㧞ᰴ㓌ޔ㧟ᰴ㓌╬㧕ࠍⷐ⺧ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߎޕ႐วޔਛ㐳ᦼ⊛ߥක
≮ឭଏ߇ㇺᐭ⋵ߦࠃߞߡ⏕┙ߐࠇࠆ߹ߢߩᔅⷐߥᦼ㑆ߦ㒢ߞߡදജߔࠆߎߣߣߒޔ
ㇺᐭ⋵ߪක≮࠴ࡓߩᵷ㆜ࠍ⺞ᢛߔࠆᵷ㆜⺞ᢛᧄㇱߩ⸳⟎ࠍᣧᦼߦⴕ߁ࠃ߁ദࠆޕ
٤㧚㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬߩᵷ㆜ⷐ⺧
  ἴኂߩⷙᮨߦᔕߓߡޔෘ↢ഭ⋭㧰㧹㧭㨀ോዪߪⵍἴၞߩㇺᐭ⋵ߣ⺞ᢛߩ
߁߃ޔㇺᐭ⋵ޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔ࿖┙∛㒮ᯏ᭴╬ߦኻߒߡ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌
ຬߩᵷ㆜ࠍⷐ⺧ߔࠆޕ
㧞㧚㧰㧹㧭㨀ߩᓙᯏⷐ⺧
ㇺᐭ⋵ޔෘ↢ഭ⋭╬ߪ⥄ޔὼἴኂߪੱὑἴኂ߇⊒↢ߒⵍޔἴၞᄖ߆ࠄߩක≮
ߩᡰេ߇ᔅⷐߥน⢻ᕈ߇ࠆ႐วߪޔ㧰㧹㧭㨀ᵷ㆜ߩߚߩᓙᯏࠍⷐ⺧ߔࠆޕ
ᓙᯏⷐ⺧ߩᚻ㗅ߪޔᵷ㆜ⷐ⺧ߩᚻ㗅ߦḰߓߡⴕ߁ޕ
ᰴߩ႐วߦߪߩߡߴߔޔ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߪⵍޔἴߩ⁁ᴫߦ߆߆ࠊࠄߕޔㇺᐭ
⋵ޔෘ↢ഭ⋭╬߆ࠄߩⷐ⺧ࠍᓙߚߕߦޔ㧰㧹㧭㨀ᵷ㆜ߩߚߩᓙᯏࠍⴕ߁ޕ
¾ ᧲੩ㇺ  ߢ㔡ᐲ㧡ᒝએߩ㔡߇⊒↢ߒߚ႐ว
¾ ߘߩઁߩၞߢ㔡ᐲ㧢ᒙએߩ㔡߇⊒↢ߒߚ႐ว
¾ ᵤᵄ⼊ႎ㧔ᄢᵤᵄ㧕߇⊒ߐࠇߚ႐ว
¾ ᧲ᶏ㔡ᵈᗧᖱႎ߇⊒ߐࠇߚ႐ว
¾ ᄢⷙᮨߥ⥶ⓨᯏ⪭߇⊒↢ߒߚ႐ว
㧟㧚㧰㧹㧭㨀ഥⷐຬߩᵷ㆜ⷐ⺧
ෘ↢ഭ⋭߮ㇺᐭ⋵ߪޔᣣᧄ⿒චሼ␠ޔ࿖┙∛㒮ᯏ᭴╬ߦ㧰㧹㧭㨀╬ߩᵴേࠍᡰ
េߔࠆ㧰㧹㧭㨀ഥⷐຬߩᵷ㆜ࠍⷐ⺧ߔࠆޕ
ᣣᧄ⿒චሼ␠ޔ࿖┙∛㒮ᯏ᭴╬ߪޔෘ↢ഭ⋭╬ߩⷐ⺧ࠍฃߌ▤ޔਅߩੱຬࠍ㧰㧹㧭
㨀ഥⷐຬߣߒߡน⢻ߥ▸࿐ߢᵷ㆜ߔࠆޕ

Χⵍἴㇺᐭ⋵ἴኂක≮ᧄㇱޔฦ㧰㧹㧭㨀ᧄㇱ╬ߩᓎഀ
㧝㧚ⵍἴㇺᐭ⋵ἴኂක≮ᧄㇱ
ⵍἴၞߩㇺᐭ⋵ߪ▤ޔౝ╬ߢᵴേߔࠆߔߴߡߩ㧰㧹㧭㨀ࠍ㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛ
ᧄㇱࠍㅢߓߡ⛔ߔࠆޔἴኂක≮ᧄㇱࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
ἴኂක≮ᧄㇱߪⵍޔἴၞߩㇺᐭ⋵ἴኂኻ╷ᧄㇱߩᜰើਅߦ⟎߆ࠇࠆޕ
㧞㧚㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱ
ⵍἴၞߩㇺᐭ⋵ޔ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ⷐ⺧ࠍฃߌߚㇺᐭ⋵߅ࠃ߮ᖚ⠪ߩฃߌࠇⷐ
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⺧ࠍฃߌߚㇺᐭ⋵ߪ▤ޔౝ╬ߢᵴേߔࠆߔߴߡߩ㧰㧹㧭㨀ࠍᜰើߔࠆ㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵
⺞ᢛᧄㇱࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱߪⵍޔἴၞߩㇺᐭ⋵ἴኂኻ╷ᧄㇱ߮ㇺᐭ⋵ἴኂක
≮ᧄㇱߩᜰើਅߦ⟎߆ࠇࠆⵍޕἴၞᄖ╬ߢޔㇺᐭ⋵ἴኂኻ╷ᧄㇱㇺᐭ⋵ἴኂක≮
ᧄㇱ߇┙ߜ߇ߞߡߥ႐วߪޔㇺᐭ⋵ߩක≮ᜂᒰㇱዪߩᜰើਅߦ⟎߆ࠇࠆޕ
ㇺᐭ⋵ߪߓ߆ࠄޔ㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱߩ⽿છ⠪ߣߥࠆ੍ቯߩ⠪ߣߒߡᜰ
ฬߒߡߚ⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߩਛ߆ࠄ⺞ᢛᧄㇱ⽿છ⠪ࠍછߔࠆࠍ߿ޔߒߛߚޕᓧߥ
႐วߪߓ߆ࠄޔᜰฬߒߡߚ⠪એᄖߩ⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ࠍઍⴕ⺞ᢛᧄㇱ⽿છ⠪ઍ
ⴕߣߒߡછߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ㇺᐭ⋵ߪޔઍⴕ⺞ᢛᧄㇱ⽿છ⠪ࠍછߔࠆߦᒰߚߞߡߪߓ߆ࠄޔෘ↢ഭ⋭╬
ߣද⼏ߔࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
ⵍἴၞߩㇺᐭ⋵ߪޔ㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱߩⷐຬߣߒߡޔἴኂක≮ࡦ࠲
߆ࠄᵷ㆜ߐࠇࠆⷐຬޔᒰㇺᐭ⋵ౝᄖߩ⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ޔ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ
࠴ࡓ㓌ຬ╬ߩᡰេࠍฃߌࠆޕ
ㇺᐭ⋵ߪޔ㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱߦ߅ߡޔᔅⷐߦᔕߓߡᶖ㒐╬㑐ଥᯏ㑐߆ࠄ
ߩㅪ⛊ⷐຬࠍฃߌࠇࠆޕ
ⵍἴౝߩ㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱߪޔએਅߩᬺോࠍⴕ߁߽ߩߣߔࠆޕ
¾ ㇺᐭ⋵ౝ╬ߢᵴേߔࠆߔߴߡߩ㧰㧹㧭㨀ߩᜰើ߮⺞ᢛ
¾ 㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱએᄖߩฦ㧰㧹㧭㨀ᧄㇱߩ⸳⟎ޔᜰើ߮⺞ᢛ
¾ ㇺᐭ⋵ౝߦ߅ߌࠆ㧰㧹㧭㨀ᵴേᣇ㊎ߩ╷ቯ
¾ ㇺᐭ⋵ౝߩ∛㒮╬ߩⵍἴᖱႎߩ㓸
¾ ㇺᐭ⋵ౝߢᵴേߔࠆ㧰㧹㧭㨀ޔක≮ᯏ㑐߳ߩࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ
¾ ၞක≮៝ㅍߦ߅ߌࠆฃ∛ᐥ߮៝ㅍᚻᲑߩ⏕ߩ⺞ᢛㇺᐭ⋵ἴኂኻ╷ᧄㇱޔ
ㇺᐭ⋵ἴኂක≮ᧄㇱޔㇺᐭ⋵ᵷ㆜⺞ᢛᧄㇱ╬ߣߩㅪ⛊߮⺞ᢛ
¾ ᶖ㒐ⴡ⥄ޔ㓌╬ߩ㑐ㅪᯏ㑐ߣߩㅪ៤߮⺞ᢛ
¾ කᏧળޔᄢቇ∛㒮ޔἴኂὐ∛㒮╬ߣㅪ៤ߒޔㇺᐭ⋵ᵷ㆜⺞ᢛᧄㇱߦ߅ߌࠆࠦ
࠺ࠖࡀ࠻ᯏ⢻ߩᡰេ
¾ ࠼ࠢ࠲ࡋߩㆇ⥶ߣㆇ↪ߦ㑐ࠊࠆ⺞ᢛ
¾ ෘ↢ഭ⋭ߣߩᖱႎ
¾ ᠗߮ㅊടᵷ㆜ߩᔅⷐᕈߩ್ᢿ
¾ ߘߩઁᔅⷐߥോ
ⵍἴၞᄖߩ㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱߪޔએਅߩᬺോࠍⴕ߁߽ߩߣߔࠆޕ
¾ ㇺᐭ⋵ౝߩ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜⺞ᢛߩഥ
¾ ᔅⷐߦᔕߓ㧰㧹㧭㨀ၞᄖὐᧄㇱߩ⸳⟎ޔᜰើ߮⺞ᢛ
¾ ⵍἴᖱႎ╬ߩ㓸
¾ ⵍἴߢᵴേߔࠆ⥄ㇺᐭ⋵㧰㧹㧭㨀߳ߩࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ
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¾ ⵍἴߩ㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱߣߩㅪ⛊߮⺞ᢛ
¾ ᶖ㒐ⴡ⥄ޔ㓌╬ߩ㑐ㅪᯏ㑐ߣߩㅪ៤߮⺞ᢛ
¾ ෘ↢ഭ⋭ߣߩᖱႎ
¾ ߘߩઁᔅⷐߥോ

㧟㧚㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱ
㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱߪޔᔅⷐߦᔕߓߡ㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱߩ⽿છ⠪ߪ⛔ޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪߇ᜂᒰߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱߪޔ㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱߩᜰើਅߦ⟎߆ࠇࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱߪޔἴኂὐ∛㒮╬߆ࠄㆡᒰߥ႐ᚲࠍㆬቯߒޔᔅⷐߦᔕߓߡⶄ
ᢙ▎ᚲ⸳⟎ߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱߦవ⌕ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߪޔㇺᐭ⋵ޔෘ↢ഭ⋭╬ߣㅪ៤ߒޔ㧰
㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱߩ┙ߍࠍⴕޔᒰ㕙ߩ⽿છ⠪ߣߥࠆޕ
వ⌕ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߩ⽿છ⠪߇⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߢߥ႐วߪ⛔ޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪
߇⌕ᓟߦޔవ⌕ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߩ⽿છ⠪߆ࠄ⌕ߒߚ⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߦᮭ㒢ࠍᆔ⼑ߔ
ࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱ߇⸳⟎ߐࠇߚἴኂὐ∛㒮ߪޔ㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱߩ႐ᚲߩ
⏕ߥߤߩᡰេࠍⴕⵍޔߚ߹ޔἴ⁁ᴫߦߟߡᖱႎࠍ㓸ߒޔᔅⷐߦᔕߓߡ㧰㧹㧭㨀ㇺ
ᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱ߳ഥ⸒ࠍⴕ߁ޕ
㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱߪᧄޔㇱⷐຬߣߒߡޔἴኂක≮ࡦ࠲߆ࠄᵷ㆜ߐࠇࠆⷐຬޔ
ᒰㇺᐭ⋵ౝᄖߩ⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ޔ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬ╬ߩᡰេࠍ
ฃߌࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱߦ߅ߡޔᔅⷐߦᔕߓߡᶖ㒐╬㑐ଥᯏ㑐߆ࠄߩㅪ⛊ⷐຬࠍฃߌ
ࠇࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱߪޔએਅߩᬺോࠍⴕ߁߽ߩߣߔࠆޕ
¾ ෳ㓸ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߩᜰើ߮⺞ᢛ
¾ ▤ౝߦ߅ߌࠆ㧰㧹㧭㨀ᵴേᣇ㊎ߩ╷ቯ
¾ ▤ౝߩ∛㒮ᡰេᜰើᚲ߮႐ᵴേᜰើᚲߩᜰើ
¾ ▤ౝߩ∛㒮╬ߩⵍἴᖱႎ╬ߩ㓸
¾ ㇺᐭ⋵ౝߢᵴേߔࠆ㧰㧹㧭㨀ޔක≮ᯏ㑐߳ߩࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ
¾ 㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱޔㇺᐭ⋵ἴኂක≮ᧄㇱޔㇺᐭ⋵ἴኂኻ╷ᧄㇱޔㇺ
ᐭ⋵ᵷ㆜⺞ᢛᧄㇱޔၞἴኂක≮ኻ╷ળ⼏╬ߣߩㅪ⛊߮⺞ᢛ
¾ ᶖ㒐ⴡ⥄ޔ㓌╬ߩ㑐ㅪᯏ㑐ߣߩㅪ៤߮⺞ᢛ
¾ කᏧળޔஜᚲ╬ߣㅪ៤ߒޔၞἴኂක≮ኻ╷ળ⼏ߦ߅ߌࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠻ᯏ⢻
ߩᡰេ
¾ ࠼ࠢ࠲ࡋߩㆇ⥶ߣㆇ↪ߦ㑐ࠊࠆ⺞ᢛ
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¾ ෘ↢ഭ⋭ߣߩᖱႎ
¾ ߘߩઁᔅⷐߥോ
㧠㧚㧰㧹㧭㨀∛㒮ᡰេᜰើᚲ߮㧰㧹㧭㨀႐ᵴേᜰើᚲ
㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱߪޔᔅⷐߦᔕߓߡޔ㧰㧹㧭㨀߇ᵴേߔࠆ∛㒮ߦ㧰㧹㧭㨀∛㒮ᡰ
េᜰើᚲࠍޔ㧰㧹㧭㨀߇ᵴേߔࠆἴኂ႐╬ߦ㧰㧹㧭㨀႐ᵴേᜰើᚲࠍߘࠇߙࠇ⸳⟎ߔ
ࠆޕ
㧰㧹㧭㨀∛㒮ᡰេᜰើᚲ߮㧰㧹㧭㨀႐ᵴേᜰើᚲߪޔ㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱߩᜰ
ើߩਅޔᒰ㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱߩᬺോߩ৻ㇱࠍⴕ߁ޕ
㧡㧚㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱ
ⵍἴၞߩㇺᐭ⋵ߪޔᔅⷐߦᔕߓߡ▤ޔౝߩฦ㧿㧯㨁ߦޔᐢၞක≮៝ㅍߦ㑐ࠊࠆ㧰
㧹㧭㨀ߩᵴേࠍ⛔ߔࠆ㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱߪޔ㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱߩᜰើਅߦ⟎߆ࠇࠆޕ
㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱߦవ⌕ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߪޔㇺᐭ⋵ޔෘ↢ഭ⋭╬ߣㅪ៤ߒޔ㧰
㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱߩ┙ߍࠍⴕޔᒰ㕙ߩ⽿છ⠪ߣߥࠆޕ
వ⌕ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߩ⽿છ⠪߇⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߢߥ႐วߪ⛔ޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪
߇⌕ᓟߦޔవ⌕ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߩ⽿છ⠪߆ࠄ⌕ߒߚ⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߦᮭ㒢ࠍᆔ⼑ߔ
ࠆޕ
㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱߦ߅ߡޔᔅⷐߦᔕߓߡ⥄ⴡ㓌ޔᶖ㒐╬㑐ଥᯏ㑐߆ࠄߩㅪ⛊ⷐ
ຬࠍฃߌࠇࠆޕ
㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱߪᧄޔㇱⷐຬߣߒߡޔἴኂක≮ࡦ࠲߆ࠄᵷ㆜ߐࠇࠆⷐຬޔ
ᒰㇺᐭ⋵ౝᄖߩ⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ޔ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬ╬ߩᡰេࠍ
ฃߌࠆޕ
㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱߪޔએਅߩᬺോࠍⴕ߁߽ߩߣߔࠆޕ
¾ ෳ㓸ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߩᜰើ߮⺞ᢛ
¾ ⸻≮ㇱ㐷ޔක≮៝ㅍㇱ㐷ߩ⸳⟎߮ㆇ༡
¾ ᐢၞක≮៝ㅍ╬ߦ㑐ߔࠆᖱႎ㓸
¾ ᐢၞක≮៝ㅍᖚ⠪ߩᖱႎ▤ℂ
¾ ៝ㅍᚻᲑߩ⺞ᢛ
¾ ၞߦ߅ߌࠆฃක≮ᯏ㑐ߩ⺞ᢛ
¾ 㧰㧹㧭㨀ޔක≮ᯏ㑐߳ߩࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ
¾ 㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱޔㇺᐭ⋵ἴኂක≮ᧄㇱޔㇺᐭ⋵ἴኂኻ╷ᧄㇱ╬ߣ
ߩㅪ⛊߮⺞ᢛ
¾ ᶖ㒐ⴡ⥄ޔ㓌ޔකᏧળ╬ߩ㑐ㅪᯏ㑐ߣߩㅪ៤߮⺞ᢛ
¾ ࠼ࠢ࠲ࡋߩㆇ⥶ߣㆇ↪ߦ㑐ࠊࠆ⺞ᢛ
¾ ෘ↢ഭ⋭ߣߩᖱႎ
¾ ߘߩઁᔅⷐߥോ
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  㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱߪޔ㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱࠍߨࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
٤㧚㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᜰើᚲ
㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱߣ㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱߪޔᔅⷐߦᔕߓߡޔ㧰㧹㧭㨀߇↪ߔ
ࠆ⥶ⓨ៝ㅍὐߦޔ㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᜰើᚲࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᜰើᚲߪޔ㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱ߹ߚߪ㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱߩᜰ
ើߩਅޔᒰ㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱ߹ߚߪ㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱߩᬺോߩ৻ㇱࠍⴕ߁ޕ
㧢㧚㧰㧹㧭㨀ၞᄖὐᧄㇱ
ⵍἴၞᄖߩㇺᐭ⋵ߪޔᐢၞක≮៝ㅍὐ߿㧰㧹㧭㨀ෳ㓸ὐ߇▤ౝߦᜰቯߐࠇߚ
႐วߦޔ㧰㧹㧭㨀ၞᄖὐᧄㇱࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ၞᄖὐᧄㇱߪߚߒ⟎⸳ޔㇺᐭ⋵ߩᜰើਅߦ⟎߆ࠇࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ၞᄖὐᧄㇱߦవ⌕ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߪޔㇺᐭ⋵ޔෘ↢ഭ⋭╬ߣㅪ៤ߒޔ㧰
㧹㧭㨀ၞᄖὐᧄㇱߩ┙ߍࠍⴕޔᒰ㕙ߩ⽿છ⠪ߣߥࠆޕ
వ⌕ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߩ⽿છ⠪߇⛔ޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߢߥ႐วߪ⛔ޔ㧰㧹㧭㨀⊓㍳
⠪߇⌕ᓟߦޔవ⌕ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߩ⽿છ⠪߆ࠄ⌕ߒߚ⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ߦᮭ㒢ࠍᆔ⼑
ߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ၞᄖὐᧄㇱߪᧄޔㇱⷐຬߣߒߡޔἴኂක≮ࡦ࠲߆ࠄᵷ㆜ߐࠇࠆⷐຬޔ
ᒰㇺᐭ⋵ౝᄖߩ⛔㧰㧹㧭㨀⊓㍳⠪ޔ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬ╬ߩᡰេࠍ
ฃߌࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ၞᄖὐᧄㇱߦ߅ߡޔᔅⷐߦᔕߓߡ⥄ⴡ㓌ޔᶖ㒐╬㑐ଥᯏ㑐߆ࠄߩㅪ⛊ⷐ
ຬࠍฃߌࠇࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ၞᄖὐᧄㇱߪޔᔅⷐߦᔕߓߡ㧿㧯㨁ࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
㧰㧹㧭㨀ၞᄖὐᧄㇱߪޔએਅߩᬺോࠍⴕ߁߽ߩߣߔࠆޕ
¾ ෳ㓸ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߩᜰើ߮⺞ᢛ
¾ ᐢၞක≮៝ㅍ╬ߦ㑐ߔࠆᖱႎ㓸
¾ ᐢၞක≮៝ㅍᖚ⠪ߩᖱႎ▤ℂ
¾ ៝ㅍᚻᲑߩ⺞ᢛ
¾ ၞߦ߅ߌࠆฃක≮ᯏ㑐ߩ⺞ᢛ
¾ ᯏ᧚ߥߤߩ⺞㆐ߦ㑐ࠊࠆ⺞ᢛ
¾ 㧰㧹㧭㨀ᵷ㆜ߩ⺞ᢛ
¾ 㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱޔㇺᐭ⋵ἴኂක≮ᧄㇱޔㇺᐭ⋵ἴኂኻ╷ᧄㇱ╬ߣ
ߩㅪ⛊߮⺞ᢛ
¾ ᶖ㒐ⴡ⥄ޔ㓌ޔකᏧળ╬ߩ㑐ㅪᯏ㑐ߣߩㅪ៤߮⺞ᢛ
¾ ෘ↢ഭ⋭ߣߩᖱႎ
¾ ߘߩઁᔅⷐߥോ
㧣㧚ෘ↢ഭ⋭කዪἴኂක≮ኻ╷ቶ߮㧰㧹㧭㨀ോዪ
ෘ↢ഭ⋭කዪἴኂක≮ኻ╷ቶ߮㧰㧹㧭㨀ോዪߪޔ㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜ߩⷐ⺧╬ޔ
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㧰㧹㧭㨀ߩᵴേో⥸ߦߟߡෘ↢ഭ⋭ߩᧄㇱᯏ⢻ࠍᨐߚߔޕ
ෘ↢ഭ⋭කዪἴኂක≮ኻ╷ቶ߮㧰㧹㧭㨀ോዪߪޔએਅߩᬺോࠍⴕ߁߽ߩߣߔ
ࠆޕ
¾ 㧰㧹㧭㨀ߩ⊓㍳
¾ ᐭౝㇱߩ⺞ᢛ
¾ 㧰㧹㧭㨀ᵷ㆜ߦ㑐ߔࠆ⺞ᢛ
¾ 㧰㧹㧭㨀ᵴേߦ߆߆ࠆᣇ㊎ߩ╷ቯ
¾ ฦ㧰㧹㧭㨀߳ߩᖱႎឭଏ
¾ ៝ㅍᚻᲑ㧔⥄ⴡ㓌╬㧕ߩ⏕ߦ㑐ߔࠆ⺞ᢛ߮ᖱႎឭଏ
¾ ⵍἴၞᄖߩᖚ⠪ฃක≮ᯏ㑐ߩ⏕
¾ ‛⾗ߩ⺞㆐ߣャㅍᚻᲑߩ⏕
¾ ോዪຬ╬ߩฦᧄㇱ߳ߩᵷ㆜
¾ 㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ㓌ຬߩᵷ㆜ߦ㑐ߔࠆ⺞ᢛ
¾ ᵴേ⚳ੌޔ㧞ᰴ㓌ᵷ㆜ߩᔅⷐᕈߩ್ᢿ
㧤㧚㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐
㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߪޔ㧰㧹㧭㨀ࠍᵷ㆜ߒߚ㓙ߦߪޔᒰක≮ᯏ㑐ౝߦᰴߩᯏ⢻ࠍ
ᜂ߁ㇱ㐷ࠍ⸳ߌࠆޕ
Ԙ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐ߪޔᵷ㆜ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߩᵴേࠍᛠីߒޔᔅⷐߥᡰេޔㅪ⛊߮
⺞ᢛࠍⴕ߁ޕ
ԙ㧰㧹㧭㨀ᜰቯක≮ᯏ㑐߮ᣣᧄ⿒චሼ␠ᡰㇱߪޔᐢၞἴኂᢇᕆක≮ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ
㧰㧹㧭㨀ㆇ↪ࡔ࠾ࡘߩᖱႎࠍᵷ㆜ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߦવ߃ࠆߣߣ߽ߦޔ㧰㧹㧭㨀߆ࠄᓧߚᖱ
ႎࠍᐢၞἴኂᢇᕆක≮ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ㧰㧹㧭㨀▤ℂࡔ࠾ࡘ╬ߦജߔࠆߎߣߦࠃࠅޔ
ᖱႎߩൻࠍ࿑ࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
㧥㧚㑐ଥᯏ㑐ߩㅪ⛊ⷐຬ
㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱޔ㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱޔ㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱ╬ߪޔᔅ
ⷐߦᔕߓߡⴡ⥄ޔ㓌ޔᶖ㒐߿Ꮢ↸╬ߩ㑐ଥᯏ㑐ߦㅪ⛊ⷐຬࠍᵷ㆜ߔࠆޕ
ㅪ⛊ⷐຬߪޔ㑐ଥᯏ㑐ߦ߅ߌࠆᖱႎ㓸߮ᔅⷐߥ⺞ᢛࠍⴕ߁ޕ

Ψ㧰㧹㧭㨀ߩᵴേ
㧝㧚ⵍἴၞߢߩᵴേ
ⵍἴၞߢᵴേߔࠆ㧰㧹㧭㨀ߪޔේೣߣߒߡⵍޔἴၞౝߩἴኂὐ∛㒮╬ߦ⸳⟎ߐ
ࠇࠆ㧰㧹㧭㨀ᵴേὐᧄㇱߦෳ㓸ߒ⺞ߩߘޔᢛਅߢⵍἴၞߢߩᵴേࠍⴕ߁ޕ
ⵍἴၞߢᵴേߔࠆ㧰㧹㧭㨀ߪޔේೣ⊛ߣߒߡ⥄ޔജߢ⒖േߔࠆޕ
ⵍἴၞߢᵴേߔࠆ㧰㧹㧭㨀ߪᧄޔㇱᵴേ∛ޔ㒮ᡰេޔၞක≮៝ㅍ߮႐ᵴേࠍ
ਥߥᬺോߣߔࠆޔߚ߹ޕߩක≮࠾࠭ߦᔕߓߡᨵエߦᵴേߔࠆޕ
ᐢၞක≮៝ㅍࠍ៤ࠊࠆߴߊⷐ⺧ࠍฃߌߚ㧰㧹㧭㨀ߦߟߡ߽⁁ޔᴫߦᔕߓߡߎࠇࠄߩ
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ᵴേߦᓥߔࠆߩߘޕ႐วޔ⒖േᚻᲑߩ⏕ߦߟߡߪ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ߇
ᡰេߔࠆޕ
Ԙ ∛㒮ᡰេ
¾ ෘ↢ഭ⋭ⵍޔἴၞߩㇺᐭ⋵ޔ㧰㧹㧭㨀ㇺᐭ⋵⺞ᢛᧄㇱ߮㧰㧹㧭㨀ᵴേ
ὐᧄㇱߪ∛ޔ㒮ߩⵍἴ⁁ᴫ߮∛㒮ᡰេߩᔅⷐᕈߦߟߡߩᖱႎࠍ㓸ߒޔ㧱
㧹㧵㧿╬ࠍ↪ߡߔࠆޕ
¾ ∛㒮ᡰេࠍᜂᒰߔࠆ㧰㧹㧭㨀ߪޔᒰ∛㒮ߢߩᵴേਛߪޔᒰ∛㒮㐳ߩᜰើਅߦ
ࠆޕ
¾ ∛㒮ᡰេࠍᜂᒰߔࠆ㧰㧹㧭㨀ߪޔ㧱㧹㧵㧿ߩജ⁁ᴫࠍ⏕ߒޔᔅⷐߦᔕߓߡ㧱
㧹㧵㧿ജࠍᡰេߔࠆ
¾ ᒰ∛㒮ߩᯏ⢻⛽ᜬ߇࿎㔍ߥ႐วޔᒰ∛㒮㐳ߣද⼏ߩ߁߃ޔᖚ⠪ߩㆱ㔍៝ㅍ
ߩᡰេࠍⴕ߁ޕ
ԙ ၞක≮៝ㅍ
¾ ⵍἴၞߩㇺᐭ⋵ߪޔᏒ↸ߣදജߒߡၞක≮៝ㅍࠍታᣉߒޔᔅⷐߥ✚ว⺞
ᢛࠍⴕ߁ޕ
¾ ⵍἴၞߩㇺᐭ⋵ߪޔၞක≮៝ㅍߦ㑐ࠊࠆᖱႎࠍෘ↢ഭ⋭ߦឭଏߔࠆޕ
¾ ෘ↢ഭ⋭ߪޔᐢၞක≮៝ㅍࠍⴕ߁႐วߦ߅ߡߪⵍޔἴၞߩㇺᐭ⋵ߣදജ
ߒޔၞක≮៝ㅍߣߩㅪ៤ࠍ࿑ࠆޕ
¾ ၞක≮៝ㅍࠍᜂᒰߔࠆ㧰㧹㧭㨀ߪ៝ޔㅍਛߩ⸻≮ߦᓥߔࠆޕ
¾ ⵍἴၞߩㇺᐭ⋵ߪޔᏒ↸ߣදജߒߡᔅⷐߦᔕߓߡ㧿㧯㨁ࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
Ԛ ႐ᵴേ
¾ ႐ᵴേࠍᜂᒰߔࠆ㧰㧹㧭㨀ߪޔᒰၞߢᵴേਛߩᶖ㒐ᯏ㑐╬ߣㅪ៤ߒ࠻ޔ
ࠕࠫ✕ޔᕆᴦ≮ߩ߈ࠇ߇ޔਅߩක≮╬ࠍⴕ߁ޕ

㧞㧚ᐢၞක≮៝ㅍ
ᐢၞක≮៝ㅍߦ៤ࠊࠆߴߊⷐ⺧ࠍฃߌߚ㧰㧹㧭㨀ߪޔฦၞߦᜰቯߐࠇߚᐢၞක≮៝
ㅍὐߦෳ㓸ߔࠆޕ
ෘ↢ഭ⋭㧰㧹㧭㨀ോዪߪޔ㑐ଥ⋭ᐡ㧔ౝ㑑ᐭޔ㒐ⴡᐡ╬㧕ߣㅪ៤ߒޔ㧰㧹㧭㨀
߇ⵍἴၞౝߩ㧿㧯㨁߳ෳ㓸ߔࠆ⒖േᚻᲑࠍ⏕ߔࠆߚߩ⺞ᢛࠍⴕ߁ޕ
ᐢၞක≮៝ㅍߦ៤ࠊࠆ㧰㧹㧭㨀ߪޔ㧿㧯㨁ߩᵴേ߮⥶ⓨᯏౝߩක≮ᵴേࠍਥߥᬺോ
ߣߒޔ૬ߖߡ㧿㧯㨁߳ߩᖚ⠪៝ㅍࠍⴕ߁ޕ
Ԙ ᐢၞක≮៝ㅍὐߩ㧿㧯㨁ᵴേ
¾ ㇺᐭ⋵ߪޔෘ↢ഭ⋭߮㑐ଥ⋭ᐡߣㅪ៤ߒߚࠇߐ↹⸘ߓ߆ࠄޔᐢၞක≮
៝ㅍὐߦ㧿㧯㨁ࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
¾ 㧿㧯㨁ߦෳ㓸ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߪޔ㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱߩᜰើਅߢᵴേࠍⴕ߁ޕ
¾ 㧿㧯㨁ߦෳ㓸ߒߚ㧰㧹㧭㨀ߪޔ㧿㧯㨁ߦ߅ߌࠆᖚ⠪ߩ∝⁁ߩቯൻ߿៝ㅍߩߚ
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ߩ࠻ࠕࠫߥߤ㑆ᢿߥ߈ක≮ࠍⴕ߁ޕ
¾ 㧿㧯㨁ࠍᜂᒰߔࠆ㧰㧹㧭㨀ߪޔක≮⾗ེ᧚ක⮎ຠ╬ߩ↪⁁ᴫࠍᛠីߒޔᔅⷐ
߇ࠇ߫ޔ㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱࠍㅢߓߡෘ↢ഭ⋭߮ㇺᐭ⋵ߦ⺞㆐╬ߩଐ
㗬ࠍⴕ߁ޕ
¾ ᣣᧄ⿒චሼ␠ޔ࿖┙∛㒮ᯏ᭴╬ߪޔ㧿㧯㨁ߩᵴേߦᔅⷐߥᡰេࠍน⢻ߥ▸࿐ߢⴕ
߁ޕ
ԙ⥶ⓨᯏౝߩක≮ᵴേ
¾ ⥶ⓨᯏౝߩක≮ᵴേࠍᜂᒰߔࠆ㧰㧹㧭㨀ߪޔ㧰㧹㧭㨀㧿㧯㨁ᧄㇱߩᜰើਅߢᵴ
േࠍⴕ߁ޕ
¾ ⥶ⓨᯏౝߩක≮ᵴേࠍᜂᒰߔࠆ㧰㧹㧭㨀ߪ⥶ޔⓨᯏౝߦ߅ߌࠆᖚ⠪ߩ∝⁁⋙ⷞߣ
ᔅⷐߥಣ⟎ࠍⴕ߁ޕ
㧟㧚ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬ
㧰㧹㧭㨀ߪޔ㧰㧹㧭㨀ᵴേߦ㑐ࠊࠆㅢାޔ⒖േᚻᲑޔක⮎ຠ↢ޔᵴᚻᲑ╬ߦߟߡߪޔ
⥄ࠄ⏕ߒߥ߇ࠄߚߒ⛯⛮ޔᵴേࠍⴕ߁ߎߣࠍၮᧄߣߔࠆޕ
ࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬߪޔ㧰㧹㧭㨀߿㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓޔ㧰㧹㧭㨀ഥⷐຬ߇
ᜂᒰߔࠆޕ
ෘ↢ഭ⋭ޔㇺᐭ⋵ޔ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ╬ߪޔ㧰㧹㧭㨀ᵴേߦ㑐ࠊࠆ
ㅢାߩ╬࠲ࡊࠦࡋޔ⒖േᚻᲑޔක⮎ຠ↢ޔᵴᚻᲑ╬ߩ⏕ߦߟߡน⢻ߥ㒢ࠅᡰេ
⺞ᢛࠍⴕ߁ޕ
ෘ↢ഭ⋭ޔ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓߪޔ㧰㧹㧭㨀ߩ⒖േᚻᲑޔᖚ⠪ߩ៝ㅍᚻ
Ბ╬ߦߟߡ㑐ଥ⋭ᐡ㧔ౝ㑑ᐭޔ㒐ⴡ⋭✚ޔോ⋭ᶖ㒐ᐡޔᶏᐡޔᢥㇱ⑼ቇ⋭╬㧕ޔㇺ
ᐭ⋵߮᳃㑆࿅ߣᔅⷐߥ⺞ᢛࠍⴕ߁ޕ
 㧰㧹㧭㨀ߩᵷ㆜రߩㇺᐭ⋵ߪޔᵷ㆜ߒߚ㧰㧹㧭㨀߳ߩࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬࠍน⢻ߥ㒢
ࠅⴕ߁ߎߣ߇ᦸ߹ߒޕ
ᣣᧄ⿒චሼ␠ޔ࿖┙∛㒮ᯏ᭴╬ߪޔෘ↢ഭ⋭ޔㇺᐭ⋵╬ߩⷐ⺧ߦᔕߓޔ㧰㧹㧭㨀
ᵴേߦ㑐ࠊࠆㅢାޔ⒖േᚻᲑޔක⮎ຠ↢ޔᵴᚻᲑ╬ߩ⏕ࠍน⢻ߥ▸࿐ߢⴕ߁ޕ
ෘ↢ഭ⋭ޔㇺᐭ⋵ޔ㧰㧹㧭㨀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࠴ࡓ╬ߪޔ㧰㧹㧭㨀ᵴേߦ㑐ࠊࠆ
ㅢାޔ⒖േᚻᲑޔක⮎ຠ↢ޔᵴᚻᲑ╬ߦ㑐ߒޔ㑐ଥᬺ⇇㧔ㅢା㑐ଥࡦޔ࠲ࡊࠦࡋޔ
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分担研究報告

「DMAT 研修のあり方についての研究」
研究分担者 阿南 英明
（藤沢市民病院救命救急センター 副センター長）
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平成23年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
「自然災害による広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究」
研究代表者 国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長 小井土雄一
分担研究報告書
「DMAT 研修のあり方についての研究」
分担研究者

阿南

英明

藤沢市民病院救命救急センター

副センター長

研究要旨
東日本大震災の経験から様々な知見が得られたので、様々な拠点において活動した統括 DMAT 登録者
や本部で活動した DMAT 研修インストラクターによる活動報告書の記載内容から活動上の問題点を抽
出した。問題点から日本 DMAT 隊員養成研修の変更を行うが、内容を分析した結果、①現行の研修内容
のまま誤解を生じないように強調点の変更など教育手法の変更で良いもの②講義資料などの文言、文章
の変更が必要なもの③様々な検討を経て研修プログラムの変更を視野に入れる必要があるものに分けら
れた。また各問題点に関して具体的な変更内容を提示した。

研究協力者

入など研修全体の時間割の更変が必要なもの

国立病院機構災害医療センター 近藤久禎

（レベル C）

国立病院機構災害医療センター 小早川義貴

３．項目ごとに具体的変更内容とさらに検討が必

藤沢市民病院救命救急センター 赤坂理

要な点を抽出する。

A．研究目的

C．研究結果

東日本大震災での DMAT 活動の経験から従来

１．重症度、緊急度の高い外傷患者が少なかった

の DMAT 研修での教育内容に関して変更または

ために「DMAT の需要が無い」と判断された現場

修正を加えるべき点を抽出する。また今後の養成

があった。

研修での教育プログラムの変更点とその方法を検

⇒レベル B 変更：急性期の DMAT 活動は重症度の

討する。

高い患者だけが診療対象でないことを明示する。
重症度・緊急度の高い患者の優先度が高いことは

B．研究方法（倫理面への配慮）

確かだが、こうした患者がいない場合、中等症、

１．東日本大震災時に被災地内及び被災地外の

軽症、慢性期患者にも柔軟に対応することが必要

様々な拠点において活動した統括 DMAT 登録者

であることを教育する。医療ニーズに対する供給

や本部で活動した DMAT 研修インストラクター

の不足が生じている急性期には救護所を巡回して

による活動報告書の記載内容から活動上の問題点

の情報収集やある程度の医療介入も重要であるこ

を抽出する。

とを示す。

２．抽出された各問題点の内容を必要な変更度合

２．避難所へ出向いた DMAT が“医療ニーズは無

いの大きさから3段階のいずれかのレベルに分類

い“と判断して引き揚げた事例があった。

する。

⇒レベル C 変更：急性期において他の医療支援チ

①現行のプログラムの中で強調点の変更や解釈
の変更修正でよいもの（レベル A）

ームが被災地内に到着して活動を展開するまで
は、DMAT が避難所での医療活動を実施すること

②現行のプログラムのまま講義資料の書き換え
や内容の変更が必要なもの（レベル B）

や、体制を構築することは必要である。どのよう
に避難所の評価を行うか、医療体制を構築するか、

③現行プログラムの削除や新規のプログラム導

後から到着する医療救護班に対して業務の引き継
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ぎを行うべきかについての講義、シミュレーショ

送した。岩手県花巻空港には136名が運ばれてきた

ンは新設する必要がある。

が120名が近隣医療機関へ搬送された。

３．DMAT の活動期間が12日間に渡り所謂2次隊、

⇒レベル A 変更：広域医療搬送対象患者が災害拠

3次隊の派遣に至った。

点病院で選択され、計画的な搬入が行われ、SCU

⇒レベル B 変更：1つの隊が現地へ到達するまで

搬入患者全員が自衛隊機による広域医療搬送対象

や撤収に要する移動時間を除く、実質的に現地に

者であるとは限らないという本震災の経験をシミ

滞在して活動する時間は48時間を目安とする。し

ュレーション・講義内で説明する。

かし、DMAT 全体の活動は災害の規模によっては

⇒レベル B 変更：広域医療搬送シミュレーション

長期化することがあり得ることを明示し、その際

や SCU 実習患者症例に広域医療搬送患者として

には2次隊3次隊の派遣を要請することができるこ

選定されていない症例を含めたり、SCU から近隣

とを示す。

医療機関への搬送の判断、実施内容を盛り込む。

⇒レベル C 変更：2次隊以降の派遣必要性の判断

６. 広域医療搬送19名中8名が地震災害に伴う外

基準や具体的要請方法に関してはさらに検討が必

因性疾患ではなく痙攣 、胆嚢炎・胆管炎、腸閉塞、

要である。また災害状況がある程度判明してくる

肺炎、糖尿病など内因性疾患であった。
（図1）

時期に出動し、1次隊からの情報が得られる可能性

広域医療搬送実績19名

のある2次隊3次隊は、その需要に応じて持参する
資器材に変更が必要であることも推測される。し

3月12日（day2）

かしその具体的内容に関しては検討が必要であ

①花巻空港⇒新千歳空港（4人）
②福島空港⇒羽田空港（3人）

り、新たな教育プログラムの検討が必要である。

3月13日(day3)

４．被災地域内の医療機関では建物の損傷に限ら

③花巻空港⇒羽田空港（6人）

ず、水、電気、ガス等のライフラインや食糧、医

3月14日(day4)

療資機材などの診療継続に関する物資供給が長期

④花巻空港⇒秋田空港（3人）

内因性疾患8名/19名
（13日、14日）
痙攣
胆嚢炎・胆管炎
腸閉塞
肺炎
糖尿病

3月15日(day5)

に滞った。そのため、診療継続が不可能と考えた

⑤花巻空港⇒秋田空港（3人）

医療機関からの入院患者の被災地外への移送が実
施され DMAT が多く関与した。
⇒レベル B 変更：病院支援や情報収集活動の一環

図１

広域医療搬送実施状況

として医療機関の安全性判断は現行プログラムに

⇒レベル A 変更：内因性疾患に関しては「その他」

存在する。このプログラムの中で長期的な診療継

と一括されており、シミュレーション教育や実習

続が困難と判断した場合に入院患者を他の医療機

時の患者症例にも含まれていないので、今回の震

関等へ移動させる「病院避難」の必要性も考慮す

災での内因性疾患患者の搬送事例を示し、内因性

るべき内容として明示する。

疾患や慢性疾患なども「その他」の項目として重

⇒レベル C 変更：実際に病院避難を実施する場合

要な対象病態であることを講義において教育す

には多くの車両、航空機を導入する必要があるう

る。

え、継続的な医療介入や受け入れ機関、行政、消

⇒レベル B 変更：講義資料や広域医療搬送カルテ

防、自衛隊との緻密な連携が不可欠である。これ

の「その他」の内容として重症内因性疾患など集

らを具現化した新たなシミュレーション教育は欠

中治療が必要な患者を想定していることを明示

かせない。

し、患者症例として取り上げる。

この業務に関する明確な記載や教育はなかった

７．DMAT１隊としての活動期間が終了すると撤

ので、新たに追加する必要がある。

収してしまい、医療の継続性が途絶えて困った地

５．岩手県花巻空港では広域医療搬送を対象とし

域が発生した。

た患者以外にも多くの傷病者が SCU へ搬入され

⇒レベル B 変更：活動拠点本部、調整本部など上

た。その結果 SCU から近隣の医療機関へ患者を搬

位本部や地域行政機関と綿密な連絡連携を行い、
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医療ニーズが存在する間は必ず業務の引き継ぎを

方法に関する講義を導入する。

して撤収するように教育が必要である。つまり、
DMAT が撤収する際の判断や条件を示し、引き継

D．考察
2005年の日本 DMAT 隊員養成研修（以降 DMAT

ぐべき相手を必ず指定して撤収することのルール
化を講義、シミュレーションに盛り込む。

研修）開始以来新潟県中越沖地震、岩手・宮城内

８．福島県内活動中の原発事故発生により DMAT

陸地震などの経験の集積に基づいて適宜 DMAT

の派遣や活動に抑制がかかった。

研修のプログラムや教育方法に変更を加えてき

⇒レベル B：自然災害に派遣していても、原子力

た。しかし東日本大震災は被災地域面積、被災者

関連施設、化学工場、生物研究施設などの被害を

数、経済的損失など、非常に大きい震災であった。

伴う可能性があり、従来から行ってきた「CSCA」

この中で実施された様々な DMAT 活動を通して

中の安全確保や安全判断の一環として適正に判断

創設時から目標としてきた活動に加え、予想外の

するべきことを強調する。

需要に応じた柔軟な活動も行われたに違いない。

９．SCU 活動を想定して多数の DMAT が自衛隊

DMAT の定義や創設意義として阪神淡路大震災

航空機で宮城県霞目駐屯地と岩手県花巻空港へ投

の教訓から重症の外傷患者に対する早期の介入と

入されたが、DMAT 所持の車両が無いため機動性

救命活動を重視してプログラムを策定し教育がな

が失われ十分な活動ができなかった。（図2）

されてきた。そのために重症度、緊急度の高い患
者以外は DMAT 活動の対象外であるかのような

空路参集82チーム/384名の隊員を東北地域へ投入

誤解をした隊員が一部いた可能性がある。しかし、

3月12日
北海道千歳⇒岩手花巻
3月16日（第3陣投入）
入間基地⇒花巻空港
（C‐1 5チーム24名）
（C-1 4チーム14名）
大阪伊丹⇒岩手花巻
①（C‐130 13チーム69名）
②（C‐130 13チーム69名）
③（C‐130 12チーム58名）
④（C‐130 11チーム55名）
福岡⇒百里⇒宮城霞目
① （C‐1 8チーム39名）
②（C‐1 8チーム43名）
③ （C‐1 8チーム39名）

災害発生直後に被災地に入っている機動性は
DMAT ならではの特性であり、この時期には他の
医療チームが現地にいない以上様々な医療ニーズ
に対応する必要がある。そのためには、どのよう
な医療ニーズがあるのかについて情報収集活動を
直ぐに開始することが重要である。そこで得られ
た情報に基づいて、緊急度の高い事象に対応する
ことから着手するだけの話であり、重症患者がい

図2 空路自衛隊機よって当方ク地方に入ったチーム

ないことが判明すれば次に必要な活動をするべき

⇒レベル C 変更：ロジスティックチームの運用詳

である。これはまさに多数傷病者発生の災害現場

細の検討結果（近藤分担研究）を待って新たにそ

でトリアージ概念と全く同様である。赤判定患者

の運用を伝達する講義を新設する。

を最優先で処置・搬送するが、赤がいなくなった

10．仙台医療センターに多くのチームが参集した

ら黄色さらに緑に対応するはずである。必ずしも

にもかかわらず待機時間が長く沿岸地域での実質

重症度・緊急度が高い患者だけを診療対象として

的活動開始に遅延をきたした。

いるわけではないことは明らかである。この概念

⇒レベル A 変更：DMAT として医療ニーズの把握

は DMAT にとって非常に重要な基本概念である

は重要であり、その情報を収集する活動を優先的

ことから講義資料などの文言として明確に表記す

に実施するべきことを講義中で強調する。

る改訂が必要である。同様に発災初期には医療需

11．本災害では初めて16機という多数のドクター

要の高まりに対して供給される医療資源が極端に

ヘリを投入して患者の情報収集、DMAT の被災地

不足しているので、DMAT が様々な需要に対応す

投入、患者搬送を実施した。ドクターヘリによっ

る意義大きい。必ずしも優先度が高いわけではな

て148名の患者が搬送された。

いが、避難所を巡って情報収集を行い、必要に応

⇒レベル C 変更：ドクターヘリの運用に関する基

じて避難所内の救護所設営や運営に関与すること

本指針案の検討（松本分担研究）を待って運用の

はあり得る。その際に大切なことは医療が継続さ
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れる体制を構築することである。必ず救護所運営

が重要である。現在 DMAT 隊員養成研修において

を委ねられるチームへの引き継ぎを実施する必要

広域災害時の病院支援の実施にあたり先ずは病院

があり、そのためには後続チームの派遣を上位本

での活動の安全評価実施を教育している。これに

部や行政機関と相談することが肝要であり、それ

加えてライフライン状況や資器材供給状況から病

こそがチーム撤収の条件となることを会得できる

院機能が今後維持できるか否かに関しての評価を

プログラム作成が必要である。

する内容を盛り込む変更が必要である。さらに、

「日本 DMAT 活動要領」の記載上では DMAT

実際に多くの入院患者の病院避難を実施するに

は概ね48から72時間の活動であると記されてい

は、多くの救急車両や航空機を導入するために行

る。しかし東日本大震災では10日間を超える長期

政機関や自衛隊、消防、警察など多くの調整が必

の DMAT 活動が行われた。この中で生じた問題は

要である。また安全な移送のために医療スタッフ

DMAT1チームの活動と DMAT 組織全体の活動期

をどの様に分配するかなど多くの課題を臨機応変

間の問題が混同されたことである。派遣元の都道

に解決しなくてはならない。そのための研修項目

府県や DMAT 指定医療機関が1隊目以降引き続き

を新たに設ける必要がある。

DMAT を派遣することを想定していなかった。発

本震災では史上初めての広域医療搬送が実施さ

災直後から4~5名の小さな単位で現地へ向かう

れた。SCU に指定された花巻空港では広域医療搬

DMAT の特性は、長期の活動には不向きであり、

送を目的として選定された患者に限らず、被災地

現地への移動や撤収にかかる移動時間を除くと実

から避難した様々な患者が搬入された。これは航

質的に現地で活動できる時間は48時間程度であ

空機の離発着基地を兼ねることになる SCU の宿

る。しかし大規模、広域災害では医療資機材や各

命とも言えることであり今後の大規模災害でも同

種医療救護班の十分な配置には時間がかかること

様の事態が生じることが予想される。従来は災害

は今回の震災でも明らかであるから DMAT 全体

拠点病院で選定された患者が搬送され、ほぼ全員

としての活動は長期化することは当然である。こ

が SCU から航空機で域外拠点へ遠距離搬送され

の様に1隊の活動期間の定義と DMAT 活動全体の

ることを前提に講義と実習を行ってきた。しかし

活動期間を分けて文言として表記する改訂をする

今後は様々な患者が搬送され SCU での診療を経

ことで今後の派遣を潤滑に実施できる体制を構築

て近隣の医療機関へ分散搬送することも考慮する

すべきである。その場合に2次隊、3次隊の派遣の

必要がある。こうした弾力的運用に関しては早々

必要性を誰がどのように判断し、どのように要請

に現行教育の中で変更していくことが可能である

するかという仕組みの検討が必要である。また時

と考える。また今回実施された19名の広域医療搬

間の経過や先遣隊の情報に基づいて2次隊3次隊は

送では8名が外傷などの外因性疾患ではなく痙

異なる資機材を持参する必要も想定される。今後

攣 、胆嚢炎・胆管炎、腸閉塞 、肺炎、糖尿病な

行政機関を含めた検討を経て新たなシミュレーシ

ど内因性疾患であった。従来は広域医療搬送疾患

ョン教育の導入によって意識を浸透させることが

適応疾患として体幹・四肢外傷、頭部外傷、圧挫

望まれる。

症候群、重度熱傷など外因性疾患を主たる対象疾

本震災では沿岸部でライフライン断絶や資器材

患として、講義や実習を行ってきた。病院避難に

供給遅延のため病院機能が廃絶し多くの入院患者

おいても多くの内科疾患や慢性疾患者が対象にな

生命維持が困難な状況が発生した。これを受けて

るので今後は外傷患者に限らず幅広く緊急治療や

多くの病院で入院患者を内陸地域へ移送すること

集中治療管理が必要な患者を適応に含めるように

が行われた。特に宮城県石巻市立病院は周囲が水

強調していく必要がある。

没し完全に孤立したため回転翼機を用いての大掛

本震災では多数の患者の広域医療搬送実施が予

かりな患者救出作戦と内陸部への移送するいわゆ

測され岩手県花巻空港と宮城県霞目駐屯地へ約80

る「病院避難」が実施された。この様に建物が健

チーム300名以上の DMAT 隊員が自衛隊機によっ

在でも病院機能を見極めることを意識づけること

て到着した。しかし実際には広域医療搬送患者数
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は少なくむしろ沿岸部での医療ニーズが高かっ

G．研究発表

た。しかし、航空機で現地入りしたチームには車

1.

両などの機動性が欠けていたために十分な活動が

なし

できなかった。現状の様に各チームに資器材、車

2.

両の調達を依存していてはこの問題は解決しな

＊ 東日本大震災活動経験に基づく DMAT 活動内

い。多くの DMAT が十分に幅広い活動ができるた

容、教育内容の修正必要項目の検証 ；第17回日

めには各チーム所属の業務調整員だけでなくロジ

本集団災害医学会総会・学術集会 口演

スティックチームとして大きく支援体制を検討す

2012.2.22 金沢

論文発表
学会発表

る必要がある。現在厚生労働省 DMAT 検討委員会
や近藤分担研究において検討中であるが、現状で

H．知的財産権の出願・登録状況

はその運営人員選定、組織の位置付け、補償、要

（予定を含む。）

請経路、費用支弁方法など不確定要素が多い。今

1. 特許取得 なし

後の検討結果を待って研修にも反映させることが

2. 実用新案登録

求められるであろう。同様に今後の検討を待つ必

3.

要があるものとしてドクターヘリの運用に関する
問題がある。本震災で16機のドクターヘリが運用
されたが、その要請経路や現地での運用指揮体制、
補償問題など未解決な問題が多い。松本分担研究
やドクターヘリに関する協議会の中で現在検討が
進んでいるのでその結果を今後研修に反映させる
ことになる。
この様に数多くの教訓を得て研修の内容、プロ
グラム変更を目指すことになるが、現行でも時間
的余裕の無い隊員養成研修の中で単純に内容を追
加することは困難が予想される。また既に研修を
修了した隊員への周知も必要なので、技能維持研
修の活用も視野に入れる必要がある。
E．結論
東日本大震災の経験から様々な問題点が指摘さ
れた。内容を分析する限り、現行の研修内容のま
ま誤解を生じないように強調点の変更など教育手
法の変更で良いもの、講義資料などの文言、文章
の変更が必要なもの、様々な検討を経て研修プロ
グラムの変更を視野に入れる必要があるものに分
けられた。この分析をもとに今後 DMAT 隊員養成
研修の変更を徐々に進めることが望まれる。
F．健康危険情報

なし
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その他

なし
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分担研究報告

「医療情報システムのあり方に関する研究」
研究分担者 中山 伸一
（兵庫県災害医療センター 副センター長）
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平成23年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
「自然災害による広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究」
研究代表者 国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長 小井土雄一
分担研究報告書
「医療情報システムのあり方に関する研究」
研究分担者

中山

伸一

兵庫県災害医療センター

副センター長

研究要旨
（目標）災害医療対応のコマンド体制確立に寄与すべく、EMIS（Emergency Medical Information System）
の活用方法ならびに今後の改善点への提言を行なう。特に今年度は、1.東日本大震災での EMIS の活用状
況の分析、2.自衛隊艦船に洋上 SCU を設置した訓練からの提言、3.EMIS と地方自治体独自の情報システ
ムとのリンクについて検討した。
（結果）
東日本大震災でも情報が混乱し、EMIS もインターネット回線の不通などの問題点はあったが、DMAT

１

の参集、活動に DMAT 管理モードが、広域医療搬送の実施に広域医療搬送患者管理システム（Medical Air
Transport Tracking System/MATT System）がおおいに役に立ち、有効に活用された。今後、DMAT 管理モ
ードを実践的作戦ツールとして進化させていくことが重要であり、まず DMAT 活動拠点本部の統括業務
を支援する機能の追加していくことを提言したい。
自衛隊艦船を洋上 SCU として機能させるには、自衛隊艦船上で EMIS にアクセスできることが不可欠

２

である。自衛隊の Security をいかに確保しつつ、EMIS を使うかという難問である。自衛隊の EMIS への
加入、あるいは中央防災情報システムと EMIS のリンクなどの対策が必要である。
全国で普及している EMIS と自治体独自の災害情報システムの間で相互に情報を交換できる仕組みの

３

導入は今後重要性が増すと考えられ、それにより異なる自治体間でも情報共有も可能となる。
（結語）これまでの EMIS のヴァージョンアップにより、災害発生時の DMAT 作戦ツールとして EMIS が
貢献できる範囲が拡大強化され、2011年の東日本大震災における DMAT 派遣や広域医療搬送でその効果的
活用がなされた。今後、より DMAT 本部活動の支援ツールへと進化させるべく、user oriented な技術的な
改良について本研究で提言したが、加えて、使う側への教育、全病院の EMIS 加入に取組むとともに、
Network Centric Operation の観点からも、情報共有が充分とはいえない内閣府、内閣官房、消防、自衛隊（防
衛省）などと EMIS 情報の共有化の推進や現在行われていない中央防災情報システムとのリンクあるいは
統合など、運用面で取組み可能なアプローチを推進すべきである。

研究協力者

A．研究目的

本間

正人 鳥取大学救命救急センター

災害医療対応のコマンド体制確立に寄与すべく、災

近藤

久禎 国立病院機構災害医療センター

害時の医療情報システムのあり方について EMIS

徳野

慎一 防衛医科大学校防衛医学

（Emergency Medical Information System）を中心に

庄野

聡

活用方法の検討ならびに今後の改善点への提言を

楠

孝司 国立病院機構西群馬病院

中田

正明 兵庫県災害医療センター

坂東
中込

自衛隊佐世保衛生隊 医官

淳 徳島県危機管理部機器管理政策課
悠

行なう。
そこで、本年度の具体的目標として、以下の項目
を掲げた。

相澤病院
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１： 昨年度の EMIS ヴァージョンアップによって、

いて、調査、意見交換を行う。

医療機関の被災状況に加えて、災害発生時の DMAT
作戦展開ツール（DMAT 活動の支援と情報共有が

C．研究結果

可能）としての機能が強化され、特に広域医療搬送

1.

目標１に関して、まず、特別研究の調査結果

患者管理システム（Medical Air Transport Tracking

において、

System/MATT System）の実用化により、被災地内

i) EMIS の医療機関の被災情報（緊急情報、

拠点病院から被災地外拠点病院までの患者情報の

詳細情報）の発信は、災害拠点病院を除いて

共有が可能となった。これまで、その検証はさまざ

充分とはいえなかったこと（図1）

まな訓練を利用して実施してきたが、昨年3月の東

ii) 全 国 の DMAT 派 遣 に おい て 、 EMIS の

日本大震災で初めて大々的にその活用がなされた。

DMAT 管理モードが活用され、のべ383チーム

情報が混乱・錯綜した中、EMIS がどのように活用

の DMAT が動員され、二次災害の発生なく活

されたのか、 その検証については、特別研究「東

動し得たこと（表１）

日本大震災急性期における医療対応と今後の災害

iii) 早期から被災地に入って活動した DMAT

急性期の医療提供体制に関する研究」で別途実施す

により、 3/11から3/22までの12日間に1,500を

ることとなった。そこで、本研究ではその報告・提

越す情報が EMIS-DMAT 管理モードの掲示版

言をもとに、EMIS を中心に災害時の医療情報シス

に upload され（表２）、情報が錯綜する中、役

テムの改善点・課題をより具体的に提言したい。

立った反面、不必要な投稿も多かったこと

２：自衛隊艦船を使って洋上 SCU を設営した場合

iv) 花巻空港において、16人の広域医療搬送患

の EMIS などの情報システムの課題を明らかにす

者を含む136人の患者に対して、MATT System

る。

による患者登録がなされ（表３）
、混乱する災

３：各都道府県においても独自の情報システムの改

害時の転送患者情報の正確な記録とその共有

良を行っていることから、EMIS と自治体災害時情

ならびに追跡を可能とすることが確認された

報共有システムとの連携・情報のやり取りについて

こと

可能性を探る。

の4項目が指摘された。

（倫理面への配慮）本研究では、倫理面への配慮を
特必要とする臨床実験、動物実験は実施しない。
B．研究方法
1) 東日本大震災における EMIS の活用状況（災害
モード、DMAT 管理モードならびに広域医療搬送
患者管理システム（MATT system）について、特別
研究「東日本大震災急性期における医療対応と今後
の災害急性期の医療提供体制に関する研究」で実施
した検証データをさらに分析、考察を加える。
2) 自衛隊艦船に DMAT が参集していわゆる洋上
SCU を設営し、広域医療搬送を行う訓練が、平成
23年度に沖縄県ならびに徳島県で行われた総合防
災訓練で試みに実施された。その時の情報共有がど
のように行えたのかを調査する。
本年は徳島県の協力を得て、EMIS と徳島県の災害
時情報共有システムとの連携するための課題につ
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図1．被災４県被災地内病院からの緊急時入力率

表１．EMIS-DMAT 管理： DMAT 活動状況モニターによる参集状況
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表２．EMIS-DMAT 管理：掲示版

表３．いわて花巻空港 SCU から新千歳空港経由で広域搬送した患者リスト（MATTS）

2. 平成23年度に沖縄県ならびに徳島県で行われた

リソースを有し、使用可能であるということ、陸上

総合防災訓練では、自衛隊艦船に DMAT が参集し

から離れた艦船上への DMAT の参集、搬送患者情

ていわゆる洋上 SCU を設営し、広域医療搬送を行

報の取得など、SCU の運営には EMIS が利用でき

う訓練が試みに実施された（図２）。

ることが不可欠であることが改めて確認された。

この結果、自衛隊艦船の洋上 SCU として豊富な
－268－

沖縄県での訓練では、輸送艦くにさき上に設置し

た SCU 本部と災害拠点病院で活動中の艦外 DMAT
間の情報交換に関して、EMIS を利用しようとした
が、沖縄県が EMIS に加入しておらず、かつインタ
ーネット接続可能な PC を準備することができず
EMIS の活用は実施できなかった。代替として、携
帯電話網を使用してのインターネット接続を自衛
隊の許可を得て行い、インターネットメールによっ
て情報交換をせざるを得なかった（図３）が、交換
できる情報量には明らかに差があり、利便性で難が
あった。徳島県の訓練では、艦上の PC1台に対して
EMIS 接続の使用と専属自衛官による入力・閲覧を

図２. 自衛艦くにさきへのヘリ搬送

許されたが、処理可能な情報量に限界があり、非常

（平成23年度沖縄県総合防災訓練）

にフラストレーションを生じた。

災害拠点病院からインターネットメールを介して
送られる患者事前情報を医療本部で把握

ＤＭＡＴロジと本部内での連携

災害拠点

艦内医療本部から統括 DMAT へ情報の提供
不足医療資材の請求
図３. 自衛艦くにさき SCU と災害拠点病院との情報共有（平成23年度沖縄県総合防災訓練）
3. 徳島県では、徳島大学の協力を得て、被災情報、

ことにより、EMIS の汎用性がより向上できると考

支援情報、ライフライン情報等を管理する災害時情

えられた。

報共有システムを独自に開発し、市町村での試運用

※XML（Extensible Markup Language）

をすでに開始している。 携帯電話を使った安否確

個々の目的に応じたマークアップ言語群を創るた

認システム（県職員、法人、学校などのグループで

めの汎用的に使うことができる仕様で、1998年に初

個人で登録可能）を搭載しているほか、災害対策本

版が勧告された。仕様が簡単かつ汎用性や柔軟性に

部や避難所の開設状況などが GPS 機能も使いなが

富んでいるため、現在では、インターネット上の各

ら表せるなどの特長を有する。すでに全国で普及し

サービス間でデータを相互利用する場合など、
広く

ている EMIS との相互に情報をやりとりできる仕

利用されている。

組みが今後のポイントである。これらの機能やデー
タが、たとえば XML 形式※などを使いながら EMIS

D．考察

と共有出来るような仕組みづくりを今後検討する

特別研究の調査結果について考察すると、
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結果1-i) の原因としては、被災地内医療機関が一般

DMAT による情報発信は、非常に有益であった反

電話や携帯電話がかかりにくい状況に加え、病院の

面、発信された膨大な情報から必要な情報の検索な

被災や電気をはじめとするライフラインの途絶な

いし整理において難があったことも事実である。今

どの影響下、
インターネット環境を確保できないこ

後、EMIS 掲示版運用上、発信のルールづくりとと

とが大きいと考えられる。その他の原因として、

もに、掲示版カテゴリーの再検討、発信された情報

EMIS に対する認識の欠如あるいは訓練の不足な

の検索方法の改良のほか、DMAT 派遣時には別途

どのほか、そもそも EMIS 参加自治体あるいは医療

掲示版情報の整理班を特別編成するなどの発想の

機関に制限があることも指摘したい。そうような自

転換も必要であろう。
以上のことを踏まえると、EMIS の DMAT 管理モ

治体では、EMIS 以外の方法により、行政の担当者
が病院の被災状況を調査することになっているが、

ードを実践的作戦ツールとして進化させていくこ

被災する病院は災害拠点病院とは限らないことか

とが求められ、まず DMAT 活動拠点本部の統括業

らも、全病院の EMIS 加入を厚生労働省は推進すべ

務を支援する機能を追加していくことが重要であ

きである。EMIS 導入がすべてを解決はしないが、

る。具体的な改良点あるいは追加機能について（表

導入しておれば、病院の被災状況の把握ははるかに

４）にまとめた。

容易になるし、情報が発信されない医療機関につい
一方、もともと重症外傷を中心とした広域医療搬

ても、そこを重点に調査をかければよいのであり、

送患者のトラッキングを目的として開発された

雲泥の差ではないだろうか？
一方、1-ii)、iii)から、DMAT 管理モードは DMAT

EMIS の MATT System であるが、東日本大震災で

への教育、研修が浸透し、１チームは4〜5人と小さ

はいわゆる内因性疾患を含む域内搬送患者に対し

い DMAT が集合して、全体で大きなチームとして

ても使用され、混乱する災害時の転送患者情報の正

組織的に活動する一助となってきていることが立

確な記録とその追跡を可能とした（表５）。

証された。ただし、掲示板による発災初期からの

・参集拠点毎にチームの連絡先一覧の表示を行う。（携帯電話（主・副）、衛星携帯電話（主・副）、メ
ールアドレス（主・副）等）
・参集拠点毎にチームの構成や資機材保有数の一覧表示を行う
活動状況モニター

・上記の各種一覧は、Web 画面以外にエクセルファイルで外部出力できるようにする
・本部では、モニター画面を参照しながら本部内のチームの資器材情報を調整するため、本部での
代行入力が必須である。よって、モニター上からもチーム情報を直接代行入力できるようにする
・モニター内の自身のチームについては、直接、活動状況入力・チーム登録ができる機能を設ける
・各本部での活動内容を把握できるよう、活動記録を登録・参照する機能を設ける。（登録形式は、

本部活動記録機能

Excel ファイルをアップロードする形を想定）
・本部一覧表示を設け、各本部単位で管理する
・連絡先一覧として、「携帯電話番号」の主副、「衛星携帯電話」の主副、「メールアドレス」の主副を
設ける

出動チーム登録

・登録内容の印刷機能を設ける
・資機材については、改訂予定であるため、改訂内容をシステムへ反映する
・緊急時に非 DMAT 隊員も”DMAT 補助要員”として登録できるようにする

活動状況入力率表示機能

・活動状況入力の入力率資料をシステム内で作成し、取得できるようにする
・県担当課、統括 DMAT が、管下の DMAT に対してメール送信できるようにする

派遣連絡メール送信

・送信先は、DMAT 指定医療機関単位に指定できるようにする
・統括 DMAT が本部内の隊員にメール送信できるよう、参集拠点ならびに本部単位などで指定でき
るようにする

表４. DMAT 活動支援のための EMIS 改良・追加機能（案）
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表５：花巻 SCU 経由で搬送された患者の概要とその転帰(preliminary study)
・氏名の入力形式を平仮名に統一
・搬送経路における移動手段の詳細化。主な例は以下の通り。
自動車：救急車、ドクターカー、その他
ヘリ：ドクターヘリ、消防防災ヘリ、警察ヘリ、自衛隊ヘリ、海保ヘリ、災害医療調査
ヘリ

広域医療搬送患者登録

・傷病名は改訂に合わせて変更する
・搬送経路における、域内病院、域外病院について、災害拠点病院以外でも選択可
能とする
・ 重複チェックは、あくまで警告とし、登録者の判断により登録可能とする
・搬送経路に関して、発、着だけでなく、時刻を表示する。
・搬送経路の発・着のステータス表示について、視覚的に分かりやすい表示を行う
広域医療搬送患者モニター

・一覧表に関して、搬送経路状態に基づいた並び替えを可能とする
・搬送経路上に「移動手段」を表示する
・検索項目として、患者の現在の場所もしくは通過した場所を検索できるようにする
・患者詳細表示は、複数の患者を同時に閲覧できるよう、別画面にて複数表示する

表６．EMIS-MATTS における改良・追加機能（案）
以上のように MATTS の記録と被災地内外の離

ところで、
２つの県総合防災訓練で明らかになっ

れた SCU 間での情報共有は、広域医療搬送のスム

た最大の問題点は、EMIS という情報ツールを自衛

ーズな遂行には不可欠であり、より使い易くするた

隊には導入されておらず、使用されていないこと、

めの改良点を（表６）にあげた。なお、広域医療搬

かつ自衛隊の Security をいかに確保しつつ、EMIS

送の検証や搬送後の予後調査などの学術的な応用、

を使うかという難問である。使用するインターネッ

搬送患者の家族への情報提供にも貢献可能である

ト回線やコンピューター（場合によっては人員）に

ことから、今後その用途の拡大について検討すべき

関して大幅な制限を受けてしまう現状が明らかと

であろう。

なった。自衛隊の EMIS への加入、あるいは中央防
災情報システムと EMIS のリンクなどの単純なア
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プローチで解決できるとは思わないが、
今後検討を

存共栄を図れることになる。これを発展させれば、

行うべき重要課題のひとつであることは間違いな

異なる自治体間でも情報共有が可能となる。他に

い。

も、これらの機能やデータが XML 形式などを使い
ながら EMIS と共有出来るような仕組みづくりを

また、徳島県での試みは先進的であるが、すでに

今後検討することにより、EMIS の汎用性がより向

全国で普及している EMIS との相互に情報をやり

上できると考えられた。今後、クリアすべき技術上

とりできる仕組みの導入（表７）が今後のポイント

あるいは Security の問題を 明らかにしていく必要

であり、自治体固有の災害対応システムといわば共

があると考えられた。

１）各災害拠点病院に関する情報入力
・県システムに入力 →データを EMIS に送信
２）DMAT 活動情報について
・EMIS に入力
→ 県システムはリンクを設け、EMIS を別ウィンドウで立ち上げる
・県外 DMAT 等への徳島県内被災情報の提供方法
→EMIS の中に各県のローカルシステムへのリンクを設け、県システムを別ウィンドウで立ち上げ
る
３）MATTS について
県システムと別ウィンドウで立ち上げる。DMAＴ活動に関する部分は、システムの独立性を維持
したまま、別ウィンドウによりそれぞれ活動ツールとして利用
表７．徳島県システムと EMIS 間の連携の形（案）
E．結論

報システムとのリンクあるいは統合など、運用面で

2011年の東日本大震災においても情報は大混乱
し、確実な情報共有の重要性を再認識させた。被災

取組み可能なアプローチをただちに推進すべきで
ある。

地外における関係者間の情報にも誤情報が多かっ
たが、その原因として電話の輻輳に加え、電話など

F．健康危険情報

音声による情報伝達の弱点（いわゆる伝言ゲーム）

特になし。

によるものが一因として考えられる。その意味から
EMIS を用いたテキストによる情報共有は音声に

G．研究発表

比較して誤りが少なく、Network Centric Operation

1. 論文発表

の考え方からも優れていることが再認識された。た

日本集団災害医学会雑誌に投稿予定

だし、EMIS を災害時に最大限に活用するには、イ

2. 学会発表

ンターネットデータ通信回線の確保が不可欠であ

中山伸一、小澤修一、松山重成、臼井章浩、上田泰

り、そのためには DMAT や災害拠点病院への

久、中山晴輝、当麻美樹、渡部広明、中田康城、渥

Satellite Communication 機器の配備推進が必須とな

美生弘、木村丘 「東日本大震災急性期における航

る。その他、本研究で提言した user oriented な EMIS

空医療搬送患者の分析」第39回日本救急医学会総会

の改良、全病院の EMIS 加入や 使う側への教育な

2011年10月18〜20日 東京

どをより徹底して取組むとともに、NCO の観点か

中山伸一、中田正明、松山重成、
小澤修一、鵜飼

らも、共有がもともと充分とはいえない内閣府、内

沢本圭吾、藤田

閣官房、消防、自衛隊（防衛省）などと EMIS 情報

樹、阿部 正、五月女隆男、渥美生弘、木村

の共有化の推進や現在行われていない中央防災情

「空港設置 SCU ならびに広域医療搬送の課題—い
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卓、

智、中田康城、渡部広明、当麻美
丘、

わて花巻空港 SCU 活動の経験から」第17回日本集
団災害医学会総会2012年2月21〜22日、金沢
中田正明、安藤和佳子、安部雅之、中山伸一、小澤
修一、鵜飼 卓 「東日本大震災における花巻空港
SCU ロジスティクス統括 活動報告」
第17回日本集団災害医学会総会 2012年2月21〜22
日、金沢
庄野

聡、藤野和浩、中山伸一 、佐々木秀章 、八

木正晴 、今西正憲

「海上自衛隊艦艇における

DMAT との協同災害医療活動とその課題」
第17回日本集団災害医学会総会 2012年2月21〜22
日、金沢
中込悠、中山伸一、中田敬司、近藤久禎、
楠孝司 「東日本大震災で EMIS 掲示版に何が起こ
ったのか？」

第17回日本集団災害医学会総会

2012年2月21〜22日、金沢
中込悠、中山伸一、中田敬司、近藤久禎、
楠孝司 「東日本大震災で EMIS 掲示版に何が起こ
ったのか？第２報」 第17回日本集団災害医学会総
会 2012年2月21〜22日、金沢

－273－

分担研究報告

「域内搬送、域外搬送に関わる研究」
研究分担者 松本 尚
（日本医科大学千葉北総病院 救命救急センター准教授）
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平成23年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
「自然災害による広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究」
研究代表者 国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長 小井土雄一
分担研究報告書
「域内搬送、域外搬送に関わる研究」
分担研究者

松本

尚

日本医科大学大学院侵襲生体管理学（救急医学）

准教授

研究要旨
東日本大震災での活動の検証から、ドクターヘリの災害時出動を可能にする運用上の根拠を確立するため
の「ドクターヘリの災害時運用に関わる要綱案」を作成した。被災地への参集は、以前の研究を踏まえ被
災地から300km 圏内のドクターヘリが一次参集し、それ以遠については DMAT の活動期間や被災地内のニ
ーズを考慮しつつ、地域の救急医療体制を維持しながら二次、三次参集ができるルールを策定する方針と
した。また、DMAT による“ドクターヘリ群”の自律的運用を確固たるものにするために、都道府県庁内
の「ヘリ運航調整会議」へのリエゾンの参画を含めて、“ドクターヘリ群”の指揮系統を再検討した。

B 研究方法

研究協力者
島田

二郎（福島県立医科大学）

平成23年度厚生労働科学特別研究事業「東日本

小井土雄一（災害医療センター）

大震災における医療対応と今後の災害急性期の医

中川

療提供体制に関する調査研究」、ならび日本航空医

中川
中野
本村
山内
横田

隆（愛知医科大学）
儀英（東海大学）

療学会「東日本大震災におけるドクターヘリの調

実（前橋赤十字病院）

査検討委員会報告書」で指摘された、ドクターヘ

友一（日本医科大学）

リの活用に関する課題を、DMAT の視点に立って

聡（東北大学）

精査した。

英己（朝日航洋株式会社）

さらに、東日本大震災でのドクターヘリの給油
状況について、各運航会社の協力得て調査を行っ

A 研究目的

た。

平成22年度の本分担研究では、域内・域外搬送
に関しては、すべての規模の地震災害に対応でき

C 研究成果

る搬送プランを持つことは現実的ではなく、
「災害

１．東日本大震災を通しての災害時のドクターヘ

規模や医療ニーズにあったプランを適宜選択でき

リ活用に関する課題の詳細については、
「東日本

る戦略をとる」ことを基本方針として、災害時に

大震災における医療対応と今後の災害急性期の

ドクターヘリを活用するための、ドクターヘリ運

医療提供体制に関する調査研究」での報告書に

用 DMAT の 役 割 と 所 在 、 CS （ Communication

譲る（資料1）
。

specialist: 運航管理者）の位置づけと所在について

２．DMAT によるドクターヘリ運用に関する基本

基本的なフレームを確定できた。

フレームについて

本年度は、東日本大震災における被災地内での

東日本大震災では、災害拠点病院であり、か

ドクターヘリの実活動を通して前年度の研究成果

つドクターヘリ基地病院であった福島県立医科

の妥当性を検証するとともに、震災後に指摘され

大学と、花巻空港 SCU の2ヶ所にドクターヘリ運

た災害時のドクターヘリの出動と運用についての

用 DMAT と CS が配置された。これは前年度本

制度的課題の解決策を検討した。

分担研究で想定していた運用方針に沿ったもの
であった。
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越えて提供することができた。

これら2ヶ所における運用においては、参集し
たドクターヘリを DMAT 自身の手で統制でき、
一定の成果を挙げることができた（資料1別表）。

D 考察
本年度当初の分担研究の目的は、

その一方で、情報集約のためのルールの不備、
ツールの脆弱性が露呈した。また、意図的では

１．これまでの研究結果を踏まえた、ドクターヘ

あれ、被災県庁内の災害対策本部にドクターヘ

リの迅速な参集に係わる制度設計と参集デザイ

リ活動に関わる担当者を設置していなかったこ

ンを提示する。

とが、事後の消防関係者等による検証会議の場

２．東日本大震災での経験から、ドクターヘリ運
用のための情報の収集・集約と指令についての

で批判の対象となった。
これを踏まえて、今後は、
「都道府県 DMAT 調

具体案を提示する。

整本部付け」で、
「他機関の航空機との運航調整

３．運航スタッフ（パイロット、整備士、CS）を

会議（ヘリ運航調整会議）
」への参画を目的とし

DMAT の支援組織として位置付けを確立するた

て、ドクターヘリ運用に関わるリエゾン（ドク

めの体制整備を行う。

ターヘリ運用 DMAT＋CS）を設置する方針とし

４．医療・救助・救出活動に対する被災地内での

た（資料2）。

給油の優先権付与について検討を継続する。

３．DMAT のドクターヘリ活用に関わる制度設計

５．域内・域外搬送における各部署、関係する本

について

部の役割を整理し、域内搬送の手順を明確化し、

①日本 DMAT 活動要領改正について、ドクター

搬送の手順をマニュアルとして提示する。

ヘリに関わる部分の改正案の検討を本分担研

というものであった。

究班で行い、平成23年度の改正案を提言した。
②災害時のドクターヘリの出動と運用について

しかしながら、東日本大震災でのドクターヘリ
出動を踏まえて、災害時のドクターヘリ活用につ

の制度的不備を解消するために、各都道府県

いての根本的、制度的課題が指摘されたことから、

向けに提示するための規定案を作成した（資

本年度の検討内容を修正せざるを得なかった。

料3）。

まず、東日本大震災での“ドクターヘリ群”の

４．被災地内におけるドクターヘリの給油状況に
ついて

活動については、平成15年度に DMAT によるドク
ターヘリ活用の検討を始めて以来のテーマであっ

東日本大震災の際に、被災地内にて運航会社

た「ドクターヘリを DMAT 自身の手で統制」する

の CS を中心として給油確保の状況を包括して

ことが達成でき、本分担研究が検討してきた

みると、次のことが確認された（資料4）
。

DMAT によるドクターヘリ運用の基本フレームの

①各空港において、ドクターヘリの災害時にお

妥当性、有効性が実証されたと評価してよい。

ける役割を説明し、給油の優先順位の決定権

一方で、被災県庁内に設置された「ヘリ運航調

者が理解した場合には、花巻空港など一部の

整会議」への積極的参画を行わなかったために、

空港において、優先的な取扱いを受けること

ドクターヘリの活動が正当に評価されていないこ

ができた。

とは反省しなければならない。これは、当初、
「ヘ

②陸上自衛隊霞目飛行場においては、官が民へ

リ運航調整会議」においてドクターヘリがヘリコ

燃料補給をする枠組みを調整することができ

プターの一元的運用の中に埋没し、その機動力を

た（実際に給油を受けた例はなかったが、自

発揮できなくなるおそれを回避し、DMAT 自律的

衛隊側が応じてくれたことは特筆に値する）。

統制を確立するために敢えて選択したものであっ

③民間運航会社の自助努力により、被災地外か

た。

らドラム缶を陸送することで、航空用燃料を

しかしながら、岩手・宮城内陸地震や今回の震

継続して被災地内のヘリ拠点に搬入すること

災、あるいはこれまでの9.1訓練の見学を通じ、こ

ができた。また、この一部を会社の枠組みを

の調整会議がヘリコプター全体の一元的運用を行
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い得るものではないこと、当面はそれを目的とし

要請を受けた基地病院の長の判断による出動も可

たものではないことが明らかとなったため、今後

能にしていること、④ドクターヘリの災害時の任

はドクターヘリ運用に関わるリエゾンを調整会議

務を規定していること、⑤運航会社との関係を規

に参画させることとした。その目的は、DMAT 活

定していること、などである（資料3参照）。
もちろん、この「ひな形」を都道府県に提示し、

動に関わる任務、医療用ヘリコプターとしての運
用は独立して行いつつ、航空機としての運航につ

要綱の整備を依頼した場合、当然、都道府県によ

いては全体の統制下に入り、その情報を共有する

って被災地参集についての考え方に「温度差」が

ことにある。もし、都道府県 DMAT 調整本部のス

生じることは否めない。しかし、DMAT としては

タッフがドクターヘリ運用に精通しているのであ

少なくとも運用上の根拠に基づいて参集したドク

れば、そのままリエゾンとして活動してもよい。

ターヘリを統制できることになり、今回の震災で

だたし、その場合であっても運航会社からの CS の

明らかとなった幾つかの懸念は払拭できるものと

参画は必須である。

思われる。ドクターヘリの災害時出動では常に多

さて、DMAT の活動に関する厚生労働科学研究

くの機数が確保できる保証はないため、災害急性

では、被災地内に参集したドクターヘリを DMAT

期に被災地に参集することのできたドクターヘリ

が運用することに関して、これまで特段の疑問を

を DMAT が最大限統制・活用することが現実的対

持つことなく検討を進めてきた。しかしながら、

応であると考えられた。

ドクターヘリ事業の制度を鑑みると、災害時のド

本分担研究班内の意見として、このような制度

クターヘリ出動の可否に関しては都道府県にその

が確立された場合であっても、DMAT 事務局（立

決定権があり、災害時出動の運用上の根拠が無い

川）がドクターヘリの被災地参集の最初の“スイッ

ままに DMAT による統制論だけが検討されてい

チ”を入れ（ドクターヘリ災害出動要請）、これらを

た。これは、過去の災害時ドクターヘリ出動後に

統制する体制が最も理想的であるとされた。また、

も指摘されていたが、解決のための作業が先送り

これまでの研究（平成19年度、20年度厚生労働科

されていたことは反省しなければならない。

学研究）により提案されている、被災地から300km

今回の震災では、DMAT 事務局からの要請を受

圏内のドクターヘリがまず参集することを原則と

け、多くのドクターヘリ基地病院が道府県庁との

する、いわゆる「300km ルール」は妥当であり、

調整を経て出動するという手順が取られていた。

それ以遠については DMAT の活動期間、被災地内

このため、出動までの意思決定の遅延、被災地派

のニーズを考慮しつつ、地域の救急医療体制を維

遣に関する補償、出動後の自道府県の救急医療体

持しながら二次参集、三次参集できるルールを策

制の補完などの問題が指摘された。その詳細は日

定すればよいとの概案が示された。

本航空医療学会「東日本大震災におけるドクター

なお、DMAT 撤収後、あるいは局地災害を含む

ヘリの調査検討委員会報告書」に記されていると

諸処に DMAT 本部が立ち上がるレベル以外の災害

おりである。

時のドクターヘリ運用については、地域の道府県

そこで、本分担研究では、全国的なドクターヘ

間での協定等に委ねるのがよいとの結論に至っ

リの災害時出動を可能にする運用上の根拠を確立

た。これについては、日本航空医療学会が「ドク

することを目標に、ドクターヘリの被災地参集に

ターヘリ連絡調整協議会」で検討を行う予定であ

関する要綱の「ひな形」
（「ドクターヘリの災害時

る。

運用に関わる要綱案」）を作成し、これを各都道
府県に提示することとした。

被災地内でのドクターヘリの活用を担保するた
めには、発災後直ちに給油システムを確立する必

この要綱案の骨子は、①ドクターヘリが被災地

要がある。東日本大震災では3通りの給油状況が確

域で運航することがあることを事前に確認してい

認できたが、これらの取組みはあくまでも現地レ

ること、②被災地の場所にかかわらず DMAT の活

ベルの「その場限り」のものであり、今後の大規

動支援として出動できること、③DMAT 事務局の

模災害発生時に確約されるルールではない。災害
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時の給油体制に関わる問題については、航空燃料

2) 松本

尚, 原

義明, 本村友一, 他2名: DMAT

の燃油税に係る法的・制度的問題が存在しており、

とドクターヘリ運用の課題と将来像. 第18回日

医療者のレベルでは単純に解決できる課題ではな

本航空医療学会 2011年11月 長崎.

いことから、関係省庁に問題点を認識してもらい、

3) 松本

尚, 原

義明, 本村友一, 他2名: 災害時

具体的な解決に向けた方策を検討しなければなら

のドクターヘリ運用と課題. 第30回日本蘇生学

ない。

会 2011年11月 福島.

ここまでの検討で、当初目的の1.については、被

4) 松本

尚, 小井土雄一: 災害時のドクターヘリ

災地参集の制度設計の足がかりを作ることができ

運 用 と 課 題 . 第 17 回 日 本 集 団 災 害 医 学 学 会

たが、具体的な参集デザインを提示するには至ら

2012年2月 金沢.

なかった。2.では、指揮系統がほぼ確定できたもの
の、情報の収集・集約と指令についてはそのツー

H 知的財産権の出願・登録状況

ルを含めて具体的検討ができなかった。3.では、
「ド
クターヘリの災害時運用に関わる要綱案」の中で
運航会社社員が DMAT と一体になって機能するこ
とを規定し、運航スタッフを DMAT の支援組織と
して位置付けるために、DMAT 事務局が彼らへの
DMAT に関する何らかの研修機会を設置する方針
となった。4.の給油の問題は次年度への継続課題と
なった。
E 結論
ドクターヘリの災害時出動を可能にする運用上
の根拠を確立するための「ドクターヘリの災害時
運用に関わる要綱案」を作成した。これを踏まえ
て、被災地への参集は被災地から300km 圏内のド
クターヘリが一次参集し、それ以遠については
DMAT の活動期間や被災地内のニーズを考慮しつ
つ、地域の救急医療体制を維持しながら二次、三
次参集ができるルールを策定する方針となった。
また、DMAT による“ドクターヘリ群”の自律的
運用を確固たるものにするためにも、被災都道府
県庁内の「ヘリ運航調整会議」へのリエゾンの参
画を含めた“ドクターヘリ群”の指揮系統を再検討
した。
F 健康危険情報
特になし
G 研究発表
1) Hisashi Matsumoto: Aeromedical Disaster Relief
Activities during the Great East Japan Earthquake.
AIRMED2011 2011.5 Brighton, UK.
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特になし

資料1

東日本大震災を通しての災害時のドクターヘリ活用に関する課題
平成23年度厚生労働科学特別研究事業
「東日本大震災における医療対応と今後の災害急性期の医療提供体制に関する調査研究」 より抜粋

1.
○

DMAT と連携したドクターヘリの活動について
被災地域以外からは 14 機のドクターヘリが被災地内に参集し、被災地域内では福島、青森、茨城、千葉
（南部）のドクターヘリが被災地内のドクターヘリとして活動した。このうち東北 3 県の医療搬送等に参画した
ドクターヘリは資料 1 に示す 15 機であり、その具体的活動内容は以下に示す通りであった。
①

被災地域内における医療搬送（病院間搬送）

②

被災地域内から被災地域外への医療搬送（病院間搬送）

③

広域医療搬送もしくは病院搬送のための、SCU への医療搬送

④

被災医療機関からの入院患者避難
下記の表では、①③を域内搬送、②を域外搬送、④を（石巻市立病院）、と記載

2.
○

抽出した問題点・課題について
震災後、ドクターヘリが災害時に出動するための共通したルールや指標となるものがないことが各所で指摘さ
れた。現行では、ドクターヘリを有する各道府県が個別に判断し対応しているだけである。今後、災害時のド
クターヘリ活動を円滑に行えるようにするためにも、何を根拠にドクターヘリが災害時に出動できるのかを明確
に規定しておく必要がある。

○

これまでの厚生労働科学研究や今回の震災では、DMAT が災害時に出動したドクターヘリを運用すること
を前提としてきたが、このことを規定するものは「日本 DMAT 活動要領」のみである。しかしながら、ドクターヘ
リを管理する道府県に対する「日本 DMAT 活動要領」の法的拘束力はほとんどなく、「DMAT がドクターヘ
リを災害時に使用すること ＝ ドクターヘリが災害時に出動すること」と考えるためには幾つかの規定が必要と
なる。例を挙げれば、群馬県では、「群馬県ドクターヘリ運用マニュアル」および「群馬 DMAT 運用計画」の
中で、災害時のドクターヘリ出動について定められている。

○

被災地への参集についてもルールがないために、例えば、久留米は 2 日をかけて被災地に入ったが、この間の
当該ドクターヘリの地域はどうするのか、遠方からの出動の割には被災地内でのニーズはあったか、などの問
題が指摘された。

○

被災地内でのドクターヘリの統制に関しては、情報の集約方法、伝達ツールの 2 面で問題があった。このため、
不必要な出動や一回の出動に多くの時間を割かなければならず、活動効率の悪さが指摘された。

○

被災県庁内の災害対策本部にドクターヘリ活動に関わる担当者が不在であったことが、事後の消防関係
者等による検証会議の場で批判の対象となった。

○

今回の震災では、運航会社はほとんど「ボランティア」的に活動に協力してくれたと言っても過言ではない。ド
クターヘリの災害時出動に関しては、現行の業務委託の範囲内では規定がなく、運航会社との合意形成が
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必要である。
○

今回の震災では、運航会社の機転により発災後早い時間帯に給油体制が整えられたことが奏効したが、
今後も同じことが期待できるわけではなく、恒常的な制度整備が必要である。

○

福島原発事故に関するドクターヘリの対応についての問題（例えば、避難区域内へのドクターヘリの進入な
ど）も指摘された。

（別表） 東日本大震災におけるドクターヘリの活動
活動内容
ドクターヘリ
（道府県）

搬送患者数

域内搬送

域外搬送

※

）

10

10

青森

2

2

福島

5

5

群馬

13

13

埼玉

6

6

30

27

1

1

18

18

愛知

6

6

岐阜

4

4

大阪

20

17

3

兵庫

5

1

4

山口

18

18

高知

3

3

福岡

7

7

148

138

北海道（北）

千葉（北）
長野
静岡（西）

合計

（石巻市立病院
2

3
3

27
16

17
16
7

10

88

※ 石巻市立病院からの避難搬送は域内搬送の一部とした
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資料2

被災地参集の“ドクターヘリ群”の統制モデル
（矢印は指揮系統）

DMAT 事務局（立川）
ドクターヘリ統合本部

都道府県庁内
DMAT 調整本部
ドクターヘリリエゾン+CS
(LDF)

DMAT 活動拠点本部
DMAT・SCU 本部
ドクターヘリ指令本部+CS
ドクターヘリ指令本部+CS
域内搬送
域外搬送
現場出動

広域医療搬送
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資料3

「ドクターヘリの災害時運用」に関わる要綱案

はじめに
この要綱案は、全国に展開されているドクターヘリが、災害時に自都道府県内外の被災地内や災害現場に
出動するためのルールを定めることを目的に作成された。
東日本大震災では全国のドクターヘリが被災地内に参集したが、このとき、DMAT 事務局からの要請を受
けた多くのドクターヘリ基地病院は、道府県庁との調整を経て出動するという手順を取らざるを得なかった。こ
のため、事後に出動までの意思決定の遅延、被災地派遣に関する補償、出動後の自道府県の補完など
の問題が指摘された。これゆえ、ドクターヘリを所有する都道府県は災害時のドクターヘリの出動に際して規
定しておくことが喫緊の課題とされた。
要綱案の概要としては、DMAT の活動の有無にかかわらずドクターヘリ自体が災害時に出動するための基
本的ルールを定めようとするものであるが、眼前の課題としてはドクターヘリと DMAT の関係を想定している。
したがって、「DMAT の派遣要請が行われる規模の災害時」を想定し、DMAT との関わりを中心に据えてい
る。その主な骨子は以下の通りである。
1.

ドクターヘリが被災地域で運航することがあることを事前に確認していること

2.

被災地の場所にかかわらず DMAT の活動支援として出動できること

3.

DMAT 事務局の要請を受けた基地病院の長の判断による出動も可能にしていること

4.

ドクターヘリの災害時の任務を規定していること

5.

運航会社との関係を規定していること

（災害時運用の事前手続き）
第A条 ドクターヘリ基地病院の長は、災害時におけるドクターヘリの活用に備え、ドクターヘリ運航会社と次の事項につい
て契約する。
(1) 知事からドクターヘリの派遣要請を受けたときは、ドクターヘリを被災地域で運航することがあること
(2) ドクターヘリ基地病院の長が、DMAT事務局の要請により、DMATの活動支援のためにドクターヘリを活用するこ
とが必要と認めた場合は、前項の要請を受けたものとみなすこと
(3) 前項の規定に基づきドクターヘリを被災地域で運航した場合は、ドクターヘリ基地病院の長は、速やかに知事に
報告すること。
(4) (1)(2)に基づく運航のため、操縦士、整備士及び運航管理者等（以下、「運航会社社員」という）を被災地域
へ派遣することがあること
(5) (1)から(4)に係る費用は病院が支弁すること
2 ドクターヘリ基地病院の長は、前項に定める事項について、予め知事の承認を得る。
3 ドクターヘリ基地病院の長は、第1項に定める契約を締結したときは、速やかに契約書の写しを知事に提出する。
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説明
第1項(1)
y

ここでいう「知事」とは、すべて、「ドクターヘリを有する、被災地ではない都道府県知事」を意味する。また、災害対
策基本法第74条第1項に基づき、他の都道府県知事からの応援要求に応える場合を含む。

y

ここでいう「災害時」とは、DMAT事務局本部が立ち上げられる規模の災害発生時、あるいは被災都道府県にお
いて災害対策本部の指揮下にDMAT都道府県調整本部が組織される時、などを想定している。このような災害
時にのみドクターヘリを出動させるか、それ以外の災害時でも出動させるかは各都道府県の判断に委ねる。

y

本案はDMATの活動支援を中心に考えているが、ドクターヘリの活用がDMATの活動期間より長く必要になる場
合、もしくはDMATの関与しない災害時活動支援についても定めておく必要がある。

第1項(2)
y

DMAT事務局の要請を受けた基地病院の長の判断による出動も可能とする規定を設ける。

第1項(3)
y

事後の報告をもって、知事がドクターヘリの派遣を要請したこととみなすことを明確にする。

第1項(4)
y

機材（ヘリ）及び運航会社社員を被災地へ派遣することを、運航会社に正式に了解してもらう。

第1項(5)
y

運航会社は基地病院との関係において運航し、その対価を得ることを明確にする。

第2項
y

最終的に費用を負担することとなる県に対し、機材（ヘリ）及び運航会社社員の被災地への派遣条件や派遣時
の金額について、あらかじめ承認を得る。

第3項
y

第2項の結果を県が確認する。

（出動要請）
第 B 条 ドクターヘリは、次に掲げる場合に災害時の運用として出動する。
(1) 自都道府県が被災地の場合に、都道府県災害対策本部からの要請を受けたとき
(2) 被災した都道府県知事からの応援要求に応えた自都道府県知事からの要請を受けたとき（第 A 条(2)も含
む。）
(3) 自都道府県の内外を問わず、DMAT の活動支援のために自都道府県知事からの要請を受けたとき

説明
第1項
y

自都道府県が被災地であるか否かを問わず、災害発生時に出動できることを明記。
(1) 災害対策本部の指示により災害対応として出動することを規定している。
(2) 自都道府県は被災しておらず、災害対策基本法第 74 条第 1 項に基づく他の都道府県からの出動要請
に応えることができることを規定している。
また、第 A 条で規定した、DMAT 事務局の要請を受けた基地病院の長の判断による出動も可能とする
規定が知事からの要請であるとみなすことについて再確認している。
(3) 被災地の場所にかかわらず DMAT の活動支援ができるように、知事からの要請に基づき災害対応として
出動できるように規定している。
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（災害時の指揮）
第 C 条 ドクターヘリが第 B 条第1項に基づき出動した場合は、自都道府県の災害対策本部若しくは知事の指揮下、
又は被災した都道府県の災害対策本部若しくは知事の指揮下において活動する。

2 DMAT の活動支援のために自都道府県知事からの要請により出動した場合は、ドクターヘリ及び運航会社社
員は、DMAT と一体となって機能する。
3 被災地における DMAT の活動領域が他の都道府県の被災地に拡大した場合は、ドクターヘリは第 2 項に基づ
き、DMAT と一体となって活動領域を拡大するものとする。この場合の情報は関係都道府県の災害対策本部
及び基地病院の長に伝えるものとする。
4 運航上の安全確保に関する運航会社の判断は、上記の指揮に含まれないものとする。

説明
第1項
y

災害時には、出動した当該都道府県の災害対策本部若しくは知事の指揮下において活動することを明記。

第2項
y

DMAT 活動支援のための出動時には、ドクターヘリと DMAT とが一体運用できることを規定する。

第3項
y

一体運用しているドクターヘリと DMAT は、初めに出動した被災都道府県の周辺の都道府県にも出動することが
できることを規定している。

第4項
y

現地における運航可否判断は、天候上の理由のみならず、2 次災害の恐れや被災地全般の状況を踏まえた上
で、運航会社が組織として下す場合がある。この場合、いかなる指揮もこの運航可否判断を覆すものではないこと
を明記する。

（災害時の任務）
第D条

ドクターヘリの災害時出動の主たる任務は以下の通りとする。

(1) 医師及び看護師等医療従事者の移動
(2) 重症患者の治療のための医療従事者の搬送及び患者の後方病院への搬送
(3) 医薬品等医療資器材の輸送などの後方支援
(4) DMAT の活動支援
①

DMAT の移動

②

域内・域外の患者の搬送等

③

広域医療搬送

④

医薬品等医療資器材の輸送などの後方支援

(5) 被災情報の収集
(6) その他、指揮者が必要と認める作業で、ドクターヘリに可能な作業
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説明
(4)
y

DMAT の活動支援に伴う業務を列記。

(6)
y

通常のドクターヘリの使用以外の対応も可能となるよう規定。

（搭乗する医師及び看護師）
第E条 ドクターヘリ基地病院の長は、災害時の運用として出動する場合において、平時からフライト・ドクター、フライト・ナ
ースとして従事し、かつDMAT隊員資格を有する者の搭乗に配慮するものとする。
説明
y

災害時対応には、単なる DMAT 隊員であって日常からフライト・ドクター、フライト・ナースとしての活動をしていない
医師、看護師の搭乗を避け、DMAT 隊員の資格を有するフライト・ドクター、フライト・ナースの搭乗が望ましいこと
を明記。

（補償）
第 F 条 ドクターヘリの災害時運用に伴う事故に対応するため、都道府県は、第 A 条に基づく手続きを確認したならば、
同条の契約に基づき派遣される者の傷害保険に加入する。
説明
y DMAT と同様に運航会社社員分も傷害保険に加入する。
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資料4

東日本大震災における給油の状況について

＜民間空港＞
① 花巻空港
y 飛行場内に給油車両は 2 台のみの配置で、1 台は自衛隊大型輸送機（C-1、C-130）対応のため、参集した
ドクターヘリへの対応は 1 台のみであった。
y 給油の順番付けは、燃料会社ではなく、岩手防災航空隊隊員により行われていた。
y 優先順位にあっては、当初、『ミッションを付与されている順番で行う』と断言されたが、ドクターヘリ群は『要請を
受けた段階で給油しているのでは遅い』ということを朝日航洋の CS が説明した。隊員の理解を得ることが出来、
ミッション終了後可能な限り早く給油してもらうこととなった。
y 給油車両 1 台であったため、給油渋滞を緩和する策として、岩手防災航空隊の協力を得てドラム缶の備蓄燃
料の貸し出しを受けられるよう調整し、実際にドラム給油を実施した
（注：災害調査ヘリ、ドクターヘリ機長が、航空隊員と顔見知りであったこともプラスに作用したと考える）。
② 山形空港、庄内空港
y 福島医大に配置された朝日航洋の CS が空港管理事務所へ連絡し、駐機場所の調整および給油を優先的に
受けられるよう調整した。
y 実際に優先的に取り扱ってもらった、と各機長から報告を受けている。
③ 福島空港
y 福島医大に配置された中日本航空の CS が空港管理事務所へ連絡し、給油を優先的に受けられるよう調整し
た。
y ドクターヘリは優先順位を与えられていたが、結局、順番待ち状態であり、給油まで長時間かかるため、ほとんど
利用しなかった。
＜自衛隊飛行場＞
④ 陸上自衛隊霞目飛行場
y 福島医大に配置された朝日航洋の CS が、霞目飛行場での給油もできるように調整していたが、使用実績はな
かった。
※ 自衛隊（国）がドクターヘリ（民間運航会社）に燃料補給することを承諾した、という点では特筆すべき事項
＜飛行場外離着陸場＞
⑤ 福島医大グランド（基地病院敷地内）
y

中日本航空が福島医大のへリポート備蓄燃料とは別に、燃料業者に発注し搬入したもの。

y

他社のドクターヘリにも供給した。

⑥ 宮城総合運動公園
y 宮城県防災航空隊が運動公園を管理。宮城県庁内の統括 DMAT の依頼を受け、同隊の協力を得て給油を
実施した。
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⑦ 角田場外
y 朝日航洋が災害調査ヘリのみならず、自社が運航する報道ヘリ、物輸ヘリ等の災害支援活動を実施するため
に、臨時で設置した前進基地（給油基地）。
y ピストン方式の陸送にて、ドラム燃料を次々と搬入した。
y 石巻での活動支援のため、他社のドクターヘリであっても給油できるよう朝日航洋の CS が調整。
y 他社のドクターヘリにも供給した。
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分担研究報告

「広域医療搬送に関わる研究」
研究分担者 本間 正人
（鳥取大学医学部器官制御外科学 救急災害医学分野 教授）
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平成23年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
「自然災害による広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究」
研究代表者 国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長 小井土雄一
分担研究報告書
「広域医療搬送に関わる研究」
研究分担者

本間

正人

（鳥取大学医学部器官制御外科学

救急災害医学分野

教授）

研究要旨
東日本大震災ではわが国で初めての広域医療搬送が行われた。東海地震対応計画を基本モデルとして
出発した広域医療搬送計画は、今回の東日本大震災の経験を受け、東海地震、東南海・南海地震や首
都直下地震に備え再検討すべき内容を明らかにし具体的解決策を提案することが本研究の目的であ
る。本年度の研究として、①「大災害時の搬送戦略の考察」においては、都道府県や地方公共団体が
定める地域防災計画には、段階的な搬送計画が必要であること、SCU の計画には、広域医療搬送を行
う SCU の機能と被災地内の現場救護所としての機能が必要であり、そのためには強力な指揮命令・
調整能力と移動手段とくにヘリコプターや陸路搬送のための救急車等の車両を調整する他機関との
連携能力が必要となる。②「広域医療搬送適応疾患、広域医療搬送トリアージ基準、不搬送基準の見
直しについて」は必要との意見も見られたが、意見の統一ができなかったため来年度以降の継続的な
検討事項とした。③「新しい SCU 組織のあり方について」は、新しい SCU の考え方に基づきドクヘ
リ拠点や新しい SCU 組織図の提案があった。④「新たな広域搬送戦略」として現在具体的な計画策
定が進められている東海地震、東南海・南海地震に対する広域医療搬送計画の「第二案」の提案があ
った。来年度は、さらに具体的な解決策を提案する計画である。

【研究協力者】

究」
（分担研究担当者 大友康裕）を先がけに、平

小井土 雄一（国立病院機構災害医療センター）

成17年からの厚生労働科学研究「災害時医療体制

小早川 義貴（国立病院機構災害医療センター）

の整備促進に関する研究」
（主任研究者 辺見弘）
、

近藤

久禎 （国立病院機構災害医療センター）

平成19年からの厚生労働科学研究「健康危機・大

中村

光伸 （前橋赤十字病院）

規模災害に対する初動期医療体制のあり方に関す

中山

伸一 （兵庫県災害医療センター）

る研究」
（主任研究者 辺見弘）において、省庁横

松本

尚

断的に広域医療搬送の諸課題について検討し広域

（日本医科大学千葉北総病院）

医療搬送の具体的計画について検討してきた。平
A. 研究目的と背景

成23年3月11日に発生した東日本大震災において、

阪神淡路大震災では「防ぎえた災害死」が問

わが国で初めての広域医療搬送が実行された。広

題となり、内閣府を中心に東海、東南海・南海、

域医療搬送の幹となる課題について整理する。

首都直下地震などの激甚広域災害に備えて、広域

今回、テーマとして取り上げた内容の背景は以下

医療搬送計画が策定された。厚生労働省は、平成

の通りである。

17年 DMAT 研修事業を開始し広域医療搬送に関わ

１）大災害時の搬送戦略の考察（本間研究分担者）

る要員の確保と教育を実施し、DMAT 活動要領等

広域医療搬送は、自衛隊機等を用いた遠隔搬送

において広域医療搬送の具体的な活動要領につい

が基本であった。今回の東日本大震災では、C1輸

て整備してきた。平成16年厚生労働科学研究「災

送機による搬送（花巻→千歳、花巻・福島→羽田、

害時における広域緊急医療のあり方に関する研

花巻→秋田）が実施された。また、消防防災ヘリ
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コプター(ヘリ)、自衛隊ヘリに加えドクターヘリな

院が被災したため搬送された。このほか、避難中

ど多くのヘリによる搬送も行われた。特に最近の

あるいは救助されてそのまま SCU に搬入されたも

ドクターヘリの整備はめざましく現在1広域連合

のもあった。従来の「広域医療搬送を行う SCU の

21道府県でドクターヘリ事業が実施されている

機能」と「被災地内の現場救護所としての機能」

が、今後も増加の計画がある。東日本大震災では

が花巻空港 SCU に求められた。この必要性に応え

16機のドクターヘリが活動した。ドクターヘリの

るため、柔軟に対応することにより有効な活動が

活動が災害発生早期より期待できることにより(1)

出来たと報告されている。
「被災地内の現場救護所

広域医療搬送が開始される以前の運用(2)従来は不

としての機能」に対応するためには、これらの患

搬送基準に合致するような重症患者の搬送(3)SCU

者を医療機関にドクターヘリや消防機関のヘリや

を経由しないで近隣の医療機関への直接搬送（い

救急車、自衛隊の車両やヘリで搬送する必要があ

わゆる「点から点へ」の搬送）等を含めた搬送戦

るため、搬送を統括する本部機能も必要となる。

略の検討が必要である。

これらの活動が可能になるような組織のあり方に

２）広域医療搬送の適応疾患と基準についての整

ついて検討した。
４）新たな広域搬送戦略（近藤研究協力者）

理（本間分担研究者）
阪神淡路大震災での防ぎえた災害死の検討を基

東南海・南海地震に対する応急対策活動要領が

に、広域医療搬送対象疾患ならびに東海地震を想

平成19年3月に中央防災会議より発出された。東南

定した患者適応基準（広域搬送トリアージ基準）

海・南海では地形的な要因より、搬送の主体が大

が策定されている。地震による家屋の倒壊等によ

型ヘリコプターCH47J、UH1,消防防災、ドクヘリ

り多発すると考えられる頭部外傷、胸腹部外傷、

等のヘリとなること、DMAT が被災地内に容易に

圧挫（クラッシュ）症候群、熱傷が広域医療搬送

到達できないことが想定される。東日本大震災で

対象疾患とされた。これらの基準の策定の前提と

は、海岸沿いが壊滅的状態であり、海岸から

して、発災から48時間以内に広域医療搬送が必要

50-100km 離れた内陸部の搬送拠点（花巻空港,霞の

となる患者数が600名と推定され、一方、民間航空

目駐屯地、福島空港）に多くはヘリで搬送され、

会社ヘリによる域内搬送、自衛隊機による域外へ

それらを拠点として重症者は C1輸送機で東京、北

の広域搬送能力が、当時は必ずしも十分ではない

海道、秋田に広域医療搬送され、より軽症者は近

との判断より適応疾患が限定的なものになった経

隣の医療機関に救急車あるいはヘリにて搬送され

緯がある。今回の東日本大震災では受傷機転の多

た。東日本大震災の知見を生かした DMAT 参集拠

くが地震による家屋の倒壊よりも津波災害であっ

点と投入方法、拠点空港を利用した SCU 活動、

たこと、外傷よりも低体温、おぼれによる肺炎等

CH47J を使用した中距離搬送など広域医療搬送の

の内科疾患、孤立した病院からの避難患者で、そ

具体的戦略について検討する。

の多くは術後患者、ICU 等の入院患者であった特
徴があり、従来考えられていた広域医療搬送の適

B. 研究方法

応疾患や重症度以外の搬送患者が結果としては多

１）DMAT 隊員養成研修会、DMAT 技能維持研修

かった。

会、DMAT 検討委員会作業部会、DMAT 検討委員

３）新しい SCU 組織のあり方について（小早川研

会等の機会を最大限に利用し、各問題点について

究協力者・中村研究協力者）

研究協力者より聴取し検討した。

東日本大震災の花巻空港 SCU 活動の報告による
と、これまでの広域医療搬送の想定とは異なり、

（倫理面への配慮）

被災地の災害拠点病院で広域医療搬送トリアージ

該当事項無し

を受けて搬入された患者は皆無であった。また、
これまで提唱されてきた広域医療搬送基準に当た

C. 研究結果・考察

らない軽症あるいは内因性疾患患者も入院中の病

１）大災害時の搬送戦略の考察（本間研究分担者）
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性疾患患者も入院中の病院の被災のため搬送さ

（資料１）
①都道府県が有する大災害時の搬送計画につい

れた。このほか、避難中あるいは救助されてそ

て

のまま SCU に搬入されたものもあった。従来の
「広域医療搬送を行う SCU の機能」と「被災地

都道府県や地方公共団体が定める地域防災計

内の現場救護所としての機能」が花巻空港 SCU

画には、段階的な搬送計画が必要である。
第一段階は、病院等のヘリポートや搬送拠点

に求められた。この形式を「花巻 SCU モデル」

から同じ都道府県内の医療機関への搬送であ

と呼ぶこととする。このモデルでは、
「広域医療

る。主にドクターヘリや消防防災ヘリが用いら

搬送を行う SCU の機能」と「被災地内の現場救

れる。陸路参集やドクターヘリで到着した統括

護所としての機能」のそれぞれの本部が必要で

DMAT が本部機能を担当する。第二段階は、事

あること、より軽症な患者を近隣の医療機関に

前に指定された広域搬送拠点へ SCU を開設し、

搬送するために移動手段と受け入れ病院を確保

主に陸路で参集した DMAT により SCU とその本

する必要があることから強力な指揮命令・調整

部が設置される。ドクターヘリや消防防災ヘリ

能力と移動手段とくにヘリコプターや陸路搬送

に加え自衛隊の中型（UH-1）、大型ヘリコプター

のための救急車等の車両を調整する他機関との

（CH47）を用いて、周辺の都道府県の医療機関

連携能力が必要となる。医療を行うマンパワー、

に近接するヘリポートや被災地外の都道府県に

診療のスペースと資機材の確保、移動手段の

設置された広域搬送拠点へ搬送する。ここまで

SCU への集中投入が必要である。「花巻 SCU モ

は被災都道府県が主体的に行う搬送である。さ

デル」では SCU を設置する空港の設備と場所が

らに患者数や重症度が対応能力を凌駕する（こ

重要である。つまり SCU から陸路搬送にて周辺

とが考えられる）場合は、被災都道府県が国に

に受け入れ能力を有する医療機関に搬送できる

要請して、第三段階の国が主体的に行う広域医

場所にありさらに滑走路や航空管制能力、十分

療搬送が実施される。搬送を担当する航空機と

な駐機スペースを有する空港が好ましい。

しては航空自衛隊が保有する固定翼輸送機
（C-1,C-130）や大型ヘリコプター（CH47）が想

２）広域医療搬送の適応疾患と基準についての整

定されており、千歳、仙台、羽田、伊丹、福岡

理（本間分担研究者）（資料２）

空港など日本全国の主要空港に設置された SCU

１．広域医療搬送の適応疾患と基準の策定の経緯

を経由して医療機関に搬送されることになる。

平成10年8月の中央防災会議の主事会議において、

このように、段階的に搬送戦略が実施されるこ

南関東地域で大規模な地震が発生した場合、広域

とが想定される。

的な医療搬送活動をどのように行うべきかについ

②SCU における現場救護所機能の付加について

て基本的な考え方の検討が行われていた。その後、

（いわゆる花巻 SCU モデルについて）

発生の切迫性が高いと考えられている東海地震対

これまでの広域医療搬送計画においては、東

策に関して、平成13年に中央防災会議に設置され

海地震対応の静岡県地域防災計画に準拠してお

た「東海地震対策専門調査会」から平成15年３月

り、重症患者はまず災害拠点病院あるいは救護

に東海地震の被害想定が公表され、この被害想定

病院に搬送されそこで安定化治療（処置）が行

に基づき、東海地震発生時の広域医療搬送につい

われた後に、
「広域医療搬送トリアージ基準」を

ての検討が本格的に内閣府（防災担当）などで開

満たす患者が SCU に域内搬送され、広域医療搬

始されるのと同時期に、厚生労働省医療技術評価

送が行う手順となっている。しかし、東日本大

総合研究事業の平成15年からの分担研究「災害時

震災花巻空港 SCU では、被災地の災害拠点病院

における広域緊急医療のあり方に関する研究（分

で広域医療搬送トリアージを受けて搬入された

担研究者

患者は皆無であり、これまで提唱されてきた広

ンター 大友康裕）
」において、広域医療搬送計画

域医療搬送基準に当たらない軽症あるいは内因

検討の中で生じていた広域搬送患者の適応疾患と
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独立行政法人国立病院機構災害医療セ

優先順位、航空機内での患者搬送環境・搬送設備

機能があったと考えられる。

などの課題について研究が行われた。東海地震に

１．SCU
本邦で初めての広域医療搬送が行われ、SCU と

おいては、①阪神淡路大震災と同様に胸腹部外傷、
頭部外傷、圧挫（クラッシュ）症候群、広範囲熱

して機能した。これまで想定されていた SCU は、

傷と集中治療が必要な患者であること②広域医療

国の広域医療搬送実施の決定に基づき、災害拠点

搬送が必要となると想定される患者数は24時間以

病院等に搬入され、広域医療搬送の適応と判断さ

内で400〜600人72時間以内ではさらに130〜180人

れた患者が収容される臨時医療施設であった。し

であり現行の自衛隊の搬送能力では限界があり優

かし花巻空港 SCU では、震災前から被災地内病院

先順位を設ける必要があること③被災地病院から

に入院していていた患者の他、現場からの直接搬

被災地内 SCU を経て、航空搬送され被災地外の医

入患者も存在し、患者集積場所および現場救護所

療機関に搬送されるまで長時間を要することが見

としての機能充実が必要であった。またこれまで

込まれること、従って搬送中に状態が悪化し死亡

被災地内の域内搬送の意味するものは、主には災

に至る可能性が高い患者を不搬送基準により除外

害拠点病院から SCU までの搬送であったが、花巻

する必要があること

空港 SCU では広域医療搬送適応以外の患者も搬入

以上のような経緯で広域医療搬送適応疾患、広

されたため、SCU 収容患者の一部に対しては SCU

域医療搬送トリアージ基準、不搬送基準が策定さ

近隣病院への域内搬送が行われた。域内搬送の実

れたので運用には注意が必要であり、DMAT 隊員

施は被災都道府県の役割であるが、花巻空港から

養成研修会、DMAT 技能維持研修会にて教育を徹

近隣病院への病院選定と域内搬送調整は SCU 域内

底することを提案する。

搬送部門が主体となった。

①被災地からの転院の基準、ドクターヘリの搬送

２．活動拠点本部
3月12日には最大64チームの DMAT が参集し潤

基準、被災地からの自衛隊や消防防災ヘリの搬
送基準として用いるべきではない。

沢な医療資源があったため、岩手県沿岸部への情

②SCU を現場救護所として使用する場合（今回の
花巻モデル）では SCU への搬送基準として使用

報収集や病院支援のため、ＤＭＡＴ派遣を行った。
３．ドクターヘリ拠点

すべきでない

ドクターヘリ指令本部が設置され、７機のドク

③被災地医療機関の転院基準として使用すべきで
ない

ターヘリの運用を行った。全国から被災県へ参集
したドクターヘリは福島県立医科大学または花巻

④地震災害で発生する外傷を想定した基準である

空港へ参集し、それぞれにドクターヘリ指令本部

ためそれ以外の災害（今回の津波災害）におい

が置かれた。花巻空港におかれたドクターヘリ指

てはそのまま基準を当てはめるのではなく患者

令本部は、通信や航空機の目視必要性の観点から、

の状況や搬送手段の確保状況等を総合的に勘案

SCU が展開した消防隊車庫の屋外に設置された。

して現場担当者の柔軟な対応を推奨する。

ドクターヘリ指令本部は SCU 本部の指揮下に入ら

なお、広域医療搬送適応疾患、広域医療搬送トリ

ない組織であった．ドクターヘリ指令本部は主に

アージ基準、不搬送基準の見直しについて必要と

SCU 本部と連携し域内搬送活動を行った。

の意見も見られたが、意見の統一ができなかった

②花巻空港を中心とした域内搬送
花巻空港 SCU への域内搬送のニーズの発信者

ため来年度以降の継続的な検討事項とする。

は、沿岸部病院、花巻空港 SCU（兼活動拠点本部）
３）新しい SCU 組織のあり方について（小早川研

から派遣された DMAT、自衛隊・消防などの他機

究協力者・中村研究協力者）（資料３）

関に大別される。一方、ニーズの受信者は岩手県

Ｉ．東日本大震災での活動より

DMAT 調整本部、花巻空港 SCU 本部（兼活動拠点

①花巻空港での組織

本部）であった。花巻空港ドクターヘリ指令本部

東日本大震災での花巻空港には、以下の３つの

では、花巻空港 SCU 本部（兼活動拠点本部）から
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の情報でドクターヘリの運航割り当て、運航管理

投入方法の検討、運航調整、病院選定を行ってい

を行った。消防防災機や自衛隊機による域内搬送

る。花巻空港でもドクターヘリ運航に係る CS（コ

の運航調整は岩手県庁で行われた。

ミュニケーション・スペシャリスト）の存在が業

花巻空港 SCU から近隣病院の搬送については、

務を円滑にしたが、今回の訓練においても域内搬

主に地元の DMAT と消防が担当した。花巻空港

送調整部門に CS を配置し、人員的には日常のドク

SCU に搬入された136名の患者のうち、120名が域

ターヘリ運航体制と同等であった。消防は SCU 訓

内搬送により近隣の病院に収容された。その搬送

練への参加数が少ないため、救急車による搬送班

手段は消防救急車によるもの118名、ドクターヘリ

として活動し、具体的な調整業務には携わらなか

によるもの２名であった。搬送手段は花巻空港

った。

SCU 本部で決定された。ドクターヘリ指令本部は

被災地内病院から SCU への域内搬送は、ドクタ

ドクターヘリの運航状況、運航可能エリア、使用

ーヘリ６機を用いて、現場１カ所と埼玉県内３病

できる航空機数等を随時 SCU 本部へ報告した。

院から予定していたが、台風の接近に伴い運航不

③花巻空港の組織図

能であった。このため、救急車で参集していた

以上をもとに描かれる東日本大震災における花

DMAT を急遽域内搬送班へ振り分け、３病院から

巻空港での組織図を図１に示す。花巻空港 SCU と

入間 SCU への搬送を陸送に切り替えた（現場１カ

花巻空港活動拠点は不可分であり、従来の SCU の

所は訓練の運営都合上、搬送を行わなかった）。SCU

組織図（図２）に加え、活動拠点本部機能および

への搬入患者は、これら３病院から搬入される患

病院支援機能が追加されたものとなる。また自衛

者の他、現場からの直接搬入患者を設定した。診

隊の SCU 本部は組織されなかった。

療部門では患者評価および安定化処置が行われた

花巻空港では SCU 診療部門から広域医療搬送の

後、広域医療搬送もしくは SCU 近隣病院への域内

ための航空機まで、
滑走路をはさみ約２km あった。

搬送が決定された。SCU 近隣病院への搬送となっ

これまでは自治体による搬送班がレスキューカー

た場合、域内搬送調整部門に搬送の調整依頼が入

等で患者搬送を行う計画であったが、今回、この

り、具体的な搬送手段決定、病院選定が行われた。

区間の患者搬送は地元消防車両、陸路参集 DMAT

ドクターヘリチームを中心とした域内搬送調整は

救急車の車両で行った。一方、ヘリによる SCU へ

陸送においても円滑に行われた。これはヘリが救

の域内搬送は、診療部門の入る空港消防隊車庫の

急車に置き換わったとしても、搬送調整の目的や

すぐ前にヘリが着陸し、地元消防団による担架搬

手法は基本的に同じであり、日常的にその業務を

送が主体となった。これらの空港内搬送の調整も

行っているドクターヘリチームはその調整に長け

域内搬送部門で行われた。

ているためと考えられた。又，訓練を行った埼玉
県内の医療チームが統括に参加することで，病院

Ⅱ．平成23年度広域医療搬送訓練より

選定等に関して円滑に行えた可能性が高いと思わ

平成23年9月1日に実施された広域医療搬送訓練

れた．

では埼玉県を被災地想定とし、航空自衛隊入間基
地で SCU 設置・運営訓練が行われた。
入間基地 SCU

Ⅲ．新しい SCU 組織のありかたの提言

は花巻空港 SCU 型の SCU 運用とした。SCU の域

東日本大震災と平成23年度広域医療搬送訓練か

内搬送部門とドクターヘリ指令本部を統合し、SCU

ら考えられる今後の SCU モデルについて述べる。

組織内に域内搬送調整部門を設置した。ここでは

花巻 SCU モデルは、現場救護所としての機能が付

現場・災害拠点病院から SCU までの域内搬送ニー

加され、現場からの直接搬入や SCU から近隣病院

ズの受信も行い、埼玉医科大学総合医療センター

への域内搬送を必要としたため、域内搬送部門の

と前橋赤十字病院が合同で域内搬送調整部門の統

強化が必要である。これまでの域内搬送部門では

括を行った。これら２病院はいずれもドクターヘ

主に都道府県の作成した域内搬送計画に基づき、

リ基地病院であり、日常的に現場への医療チーム

派遣人員の管理を行うことが主な業務であった。
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特に SCU から近隣病院への域内搬送は、病院選定

ける調整と現地対策本部の役割②初動体制の改善

や搬送手段等の決定に医療的配慮を加えながら、

と汎用性の高い広域医療搬送計画の立案③SCU 運

SCU 内で調整を行う必要がある。域内搬送調整部

用モデルの変更と具体的計画等への反映④域内搬

門には、SCU 近隣の医療状況に詳しい SCU 設置都

送の調整と複数都道府県にわたる場合の指揮命令

道府県の DMAT が必要とされる。

系統⑤広域医療搬送の資器材⑥広域医療搬送の新

花巻空港で運用される消防防災航空機、自衛隊
機の調整は県庁内で調整されたが、情報の錯綜か

たなニーズと海路の検討⑦DMAT 全体としてのロ
ジスティックサポートの充実、があげられる。

ら現場レベルでは円滑な運用が困難であった。こ

東日本大震災で実施した花巻空港 SCU モデルで

れは自衛隊 SCU 本部が存在しなかったことも一因

は①広域搬送拠点（SCU）を被害のほとんどない地

と考えられる。一方、直接的に調整を行うことが

域に設置②近隣に受入病院を確保③広域医療搬送

できたドクターヘリの運用は比較的円滑に行うこ

患者以外の全航空搬送患者を集約④域内搬送の綿

とができた。域内搬送の円滑な実施のためには、

密な調整は不必要⑤症状に応じて広域、域内の病

それぞれの航空機運用に関与できる消防および自

院への搬送⑥比較的長距離な域内搬送が実施され

衛隊のリエゾン要員を域内搬送調整部門に配置す

有効に機能したと考えられる。これを現行ある東

る必要がある。

海地震や東南海・南海地震対応計画の補助的な計

域内搬送調整部門を統括するものに望まれる条

画（第二案）として整備することを提案する。そ

件としては、地域の医療状況を把握しており、航

のためには、①被災地外（近傍）の空港における

空機の運航調整を日常的に行っているものである

SCU の設置計画②SCU 支援病院の指定③県境を超

ことがあげられる。必然的にドクターヘリチーム

える域内搬送計画の策定、が必要であり、搬送拠

と地元 DMAT のいずれか、もしくは合同で統括を

点（SCU）における域内搬送調整能力及び SCU へ

行うことになる。被災状況や SCU 規模、ドクター

の人員や資機材の集中投入、SCU からの多様な移

ヘリ駐機場確保の問題等で、必ずしもドクターヘ

動手段と受け入れ病院の確保が必要となる。

リ指令本部が SCU に設置されるとも限らない。そ
の場合はドクターヘリのリエゾン要員を域内搬送

Ｆ. 健康危険情報

調整部門へ配置することで円滑な域内搬送調整に

特になし

努めなくてはならない。

Ｇ．

以上から今後の SCU モデルとして、域内搬送部

研究発表

１．論文発表

門を域内搬送調整部門とし、SCU を中心とした域

１） 本間正人：災害発生時における応急医療：災

内搬送の一括管理と各機関との連携を強化したモ

害地での初期災害医療体制の確立と治療．五百

デルを提案する（図３）。なお基本的な組織図は従

旗頭

来と同様でよい。

ぎょうせい、2011, p152-155

花巻空港型 SCU は災害種類、疾病構造、SCU 立

真、室崎益輝編、災害対策全書2応急対応、

２） 本間正人：日本 DMAT．勝見

敦、小原真理

地条件、DMAT 参集数などに規定される SCU のひ

子編、災害救護、ヌーヴェルヒロカワ、2011,

とつの形態である。今後、このモデルによる実動

p158-165

訓練を重ね、脆弱性の検討と機能改善を図る必要

３） 日本集団災害医学会 DMAT テキスト編集委

があるとともに、花巻空港 SCU のように現場状況

員会：DMAT 標準テキスト、へるす出版、2011,

に応じた SCU 運用を行うしなやかさが求められ
る。

２．学会発表
１）近藤久禎、小早川義貴、大野龍男、森野一真、

４）新たな広域搬送戦略（近藤研究協力者）
（資料

阿南英明、中山伸一、本間正人、大友康裕、小

４）

井土雄一．DMAT の現状—日本大震災の対応と

今後の広域医療搬送のあり方として①中央にお
－298－

課題

；日本集団災害医学会,金沢,2012年2月
２）大友康裕、本間正人、辺見弘．DMAT がめざ
してきたものと今後の課題；日本集団災害医学
会,金沢,2012年2月
３）中山伸一、中田正明、松山重成、小澤修一、
鵜飼卓、沢本圭悟、藤田智、中田康城、渡部広
明、当麻美樹、阿部正、五月女隆男、渥美生弘、
木村丘．空港設置 SCU ならびに広域医療搬送の
課題ーいわて花巻空港 SCU 活動の経験から；日
本集団災害医学会,金沢，2012年2月
H. 知的財産権の出願・登録状況
該当無し
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分担研究報告

「トリアージ手法の見直しについての研究」
研究分担者 森野 一真
（山形県立救命救急センター診療部長）
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平成23年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
「自然災害による広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究」
研究代表者 国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長 小井土雄一
分担研究報告書
「トリアージ手法の見直しについての研究」
研究分担者

森野一真

山形県立救命救急センター

研究要旨
災害時の医療資源と傷病者（患者）との不均衡が生じる中、より多くの傷病者（患者）にいかに適切
な治療の機会を与えることができるかは重要な課題である。傷病者（患者）を治療の優先順位ごとの区分
に分類するトリアージは適切な治療の機会を与える方法の一つとされている。トリアージ区分 I（赤）は
最も速やかに治療に移行する必要があるが、現行のトリアージの方法やトリアージタッグのデザインは治
療への移行を必ずしも潤滑にはしていない。本年度の研究では東日本大震災で使用された区分 I（赤）の
トリアージタッグ124枚を分析した。現行のタッグには固有の ID が割り当てられていないため、同じ番号
が二人に割り当てられる、一人が複数の番号を割り当てられる、という現象が発生していた。治療の優先
順位の決定に必要な①時刻、②トリアージ実施者、③トリアージ区分、④分類理由、⑤付記の記入状況を
検討したところ、それぞれ①43.5％、②64.6％、③35.5％、④33.9％、⑤85.5％においてその情報取得がで
きなかった。治療が最優先とされる区分 I（赤）において速やかに治療が行われるためにはこれらの項目
は必須であり、特に分類理由や付記が明確になるようトリアージの方法やトリアージタッグのデザイン、
様式などを改訂すべきであると考えられた。

研究協力者
小林

道生 石巻赤十字病院救命救急センター

脆弱性、ID が割り当てられていない現行のトリア

高橋

邦治 石巻赤十字病院救命救急センター

ージタッグの固有性について指摘した。

真瀬

智彦 岩手県立中部病院脳神経外科

山野目辰味

本年度の研究はこれらの点をふまえ、東日本大

岩手県立大船渡病院救命救急センタ

震災で使用された区分 I（赤）のトリアージタッグ

ー

を分析した。

A 研究目的

B 研究対象と方法

災害医療は平時の医療とは異なった対応を求め

東日本大震災において3月11日から3月17日まで

られる。より多くの傷病者（患者）に可能な限り

の間に医療機関において使用された区分 I（赤）の

適切な医療を提供するため、医療資源を有効に活

トリアージタッグ124枚に関し、個人の同定に必要

用する必要がある。科学的なエビデンスは少ない

な項目として氏名、年齢、性別、住所、電話番号、

ものの、治療の優先順位の決定、すなわちトリア

次いで治療の優先順位決定に必要な項目として日

ージは災害医療の原則の一つとされている。しか

付、時刻、トリアージ実施者、トリアージ実施機

しながら、その方法とトリアージタッグには多く

関、トリアージ区分の色、トリアージ区分、分類

の課題が存在する。

理由、付記の各項目について記入状況ならびに得

昨年度の研究において本邦のトリアージの方法

られる情報の有用性について検討した。

において、一次トリアージ区分 I（赤）の中での診
療や搬送の順位を決める二次トリアージの機能の

また、現行のトリアージタッグの耐久性に関し、
同期間において使用された2593枚のトリアージタ

－309－

が未記入、誤記、解読不能のいずれかで、トリア

ッグのモギリ式の破損状況を検討した。

ージ色区分は14枚(11.3%)でモギリ式が用いられな
C 結果

いかまたは区分に誤り（図6）があった。

1. 使用場所

区分変更は20枚（16.1%）で、変更時刻は6枚

いずれも医療機関において使用されていたが、

（30.0%）、区分変更は8枚（40.0%）、変更理由は4

病院前において用いられた数は消防5、自衛隊1で

枚（20.0%）に記入され、区分色変更は7枚（35.0%）

あった。

になされていた。一方、変更時刻14枚（70.0%）、
区分変更12枚（60.0%）
、変更理由16枚（80.0%）に

2. トリアージタッグの種類

未記入であり、区分色変更は13枚（65.0%）でなさ

使用されていたトリアージタッグの種類は9種

れていなかった（表2）
。

で、様式は様々であった。

上記項目のうち未記入あるいは解読不能の割合
を表3に示す。

3. 個人の同定に必要な項目（表 1）

今回の検討において、検討したすべての項目が

トリアージタッグに記載する番号「No」は固有

記入かつ色区分がなされていたトリアージタッグ

のものは無かった。124枚のうち100枚に何らかの

は1枚（0.8%）であり、日時、トリアージ実施者、

番号が振られ、17枚は空白（図1）、消防により記

トリアージ区分、分類理由、トリアージの色区分

入されたものは4枚（図2）であった。このうち同

がなされたものが17枚（13.7%）であった。

じ番号が2名に割り当てられた例が1組（図3）、異
なる番号が同一人物に割り当てられていた例が9

5. モギリ式の破損状況
2593枚のうち破損は44枚に認めた。

組（図4）で、うち一組は氏名の誤りを伴っていた
（図5）。
氏名が不明であったのは5枚、誤記が2枚、残り

D 考察

の117枚は何らかの方法を用いに記入されていた。

トリアージの概念は限られた資源の迅速な分配

記入に用いた文字はカタカナ100枚、漢字17枚、仮

であり、その資源の意味するところは薬剤や資機

名2枚であった。今回の対象124枚のうち、93枚が

材を含む治療である。特にトリアージ区分 I（赤）

医療機関受診歴を有していた。

の傷病者（患者）は生理学的な異常を呈するかま

年齢は79枚(63.7%)、性別は98枚（79%）,住所は

たは解剖学的な異常が生命を脅かす場合が多いた

28枚（22.6%）
、電話番号は14枚（11.3%）に記入さ

め、治療の最優先群とされる。よって、トリアー

れており、年齢45 枚(36.3%)、性別26枚（21%）,

ジはトリアージ区分 I（赤）を見つけ出し、優先的

住所96枚（7.4%）、電話番号110枚（88.7%）は記入

に治療に移行すべく行われるべきである。
本邦のトリアージの方法は一次トリアージと二

無し、誤記、解読不能のいずれかであった。

次トリアージとからなるが、一次トリアージの結
果、区分 I（赤）と分類された傷病者（患者）群が

4. 治療の優先順位に必要な項目（表 1）
日付は90枚(72.6%)、時刻は70枚(56.5%)、トリア

生じるが、その群の中での治療の優先順位を決め

ージ実施者は44枚(35.5%)、トリアージ実施機関は9

る方法は今後解決すべき課題である。しかしなが

枚(7.3%)、トリアージ区分は80枚(64.5%)、分類理

ら、災害は課題の解決の前に現れるのであるから

由82枚(66.1%)、付記は18枚(14.5%)に記入されてお

少しでも可能なものから改善してゆくべきであろ

り、トリアージ色区分は110枚(88.7%)がモギリ式で

う。

表示されていた。一方、日付34枚(27.4%)、時刻54

今年度の本研究の結果から、主として二つの課

枚(43.5%)、トリアージ実施者80枚(64.6%)、トリア

題が明らかになった。一つは個人の同定であり、

ージ実施機関115枚(92.7%)、トリアージ区分44枚

もう一つは治療の優先順位の決定に必要な項目と

(35.5%)、分類理由42枚(33.9%)、付記106枚(85.5%)

その記入率である。
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我が国のトリアージタッグは固有番号 ID を持た

傷病者（患者）に薬剤や資機材を含む治療という

ず、同じ番号が2名に割り当てられた例が発生して

資源の分配を行うための一つの方法であり、適切

いる。医療機関においてはカルテが発生すれば病

な治療に繋がらなければ意味が無い。トリアージ

院における ID が発生するが、氏名や年齢などが必

区分を表示するトリアージタッグの固有番号化、

ずしも正確に把握できない病院前においては、混

そのデザインや様式を検討すべきである。

乱する中でのトリアージタッグの固有番号の重複
は混乱を助長するだけである。よって、トリアー

F 健康危険情報
特に無し

ジタッグの固有番号制度を設けるべきである。ま
た、異なる番号が同一人物に割り当てられていた
例が9組発生しており、トリアージタッグの固有番

G 研究発表

号の運用に関する検討が必要である。個人の同定

特に無し

には氏名、年齢、生年月日などが必要であるが、
今回の検討では住所や電話番号情報の取得が難し

H 知的財産権の出願・登録状況

いことが明らかになった。また、今回の対象124枚
のうち、93枚が医療機関受診歴を有しており、患
者情報の取得に影響を及ぼした可能性がある。
治療の優先順位の決定に必要な項目はトリアー
ジ区分、分類理由であり、経過観察や追跡のため
にはトリアージを行った日時、トリアージ実施者
とトリアージ実施機関を明確にする必要がある。
よってこれらの項目はトリアージタッグに記載さ
れなければならない。しかしながら、今回の検討
において、すべての項目が記入かつ色区分がなさ
れていたトリアージタッグは1枚（0.8%）であり、
日時、トリアージ実施者、トリアージ区分、分類
理由、トリアージの色区分がなされたものが17枚
（13.7%）という結果であった。トリアージの色区
分は実施率88.7%と比較的高くもぎるという行為
の容易性にあるものと思われた。一方、トリアー
ジタッグへの記入は時間を要するために多数傷病
者への対応において記入率が低下するものと推測
された。トリアージ区分 I（赤）患者は治療を最優
先すべき群であるが、区分 I（赤）の患者群の中で
の治療の優先順位の決定の具体的な方法は未だ決
まっていない。しかしながら少なくともトリアー
ジ実施や区分変更の時刻、トリアージ実施者、分
類理由や付記の記入は必須であり、混乱する中で
も記入ができるようなデザイン、様式を検討する
必要がある。
E 結論
トリアージは災害時の混乱の中で、より多くの
－311－

特になし

表１ トリアージ区分Ⅰ（赤）タッグ124枚の記入状況

情報取得
可能 (%)

不能 (%)

氏名

119 (94.4)

年齢

79 (63.7)

45 (36.3)

性別

98 (79.0)

26 (21.0)

住所

28 (22.6)

96 (77.4)

電話

14 (11.3)

110 (88.7)

日付

90 (72.6)

34 (27.4)

時刻

70 (56.5)

54 (43.5)

実施者

44 (35.5)

80 (64.6)

所属

9 ( 7.3)

色区分

7(

115

5.6)

( 92.7)

110 (88.7)

14 (11.3)

区分

80 (64.5)

44 (35.5)

分類理由

82 (66.1)

42 (33.9)

付記

18 (14.5)

106 (85.5)

表2 区分変更20枚の記入状況

情報あり (%)

情報無し (%)

変更時刻

6 (30.0)

14 (70.0)

色区分変更

7 (35.0)

13 (65.0)

区分変更

8 (40.0)

12 (60.0)

分類理由

4 (20.0)

16 (80.0)

表3 トリアージ区分Ⅰ（赤）タッグ124枚の記入状況（2）

記入なし (%)

誤りまたは解読不能 (%)

氏名

5(

4.0)

2 ( 1.6)

年齢

41 (33.1)

4 ( 3.2)

性別

24 (19.4)

2 ( 1.6)

住所

91 (73.4)

5 ( 4.0)

電話

110 (88.7)

0 ( 0.0)

日付

33 (26.6)

1 ( 0.8)

時刻

52 (41.9)

2 ( 1.6)

実施者

71 (57.3)

9 ( 7.3)

114 (91.9)

1 ( 0.8)

1 ( 0.8)

13 (10.5)

区分

33 (26.6)

11 ( 8.9)

分類理由

42 (33.9)

0 ( 0.0)

106 (85.5)

0 ( 0.0)

所属
色区分

付記
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図1 氏名等の記入の無い例
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図2 消防のトリアージタッグ例
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図3 同一番号が2名に割り当てられた例
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図4 同一人物に異なる番号が割り当てられた例

－316－

図5 トリアージ区分の誤り（正しい区分は II 黄）
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分担研究報告

「災害拠点病院における情報整理ツールの開発についての研究」
研究分担者 定光 大海
（国立病院機構大阪医療センター 救命救急センター診療部長）
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平成23年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
「自然災害による広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究」
研究代表者 国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長 小井土雄一
分担研究報告書
「災害拠点病院における情報整理ツールの開発についての研究」
研究分担者

定光

大海

国立病院機構大阪医療センター

救命救急センター診療部長

研究要旨
現場から広域（転院）搬送に至る過程で患者情報がとぎれないための受け入れ病院（災害拠点病院）で
標準的に利用可能な初期診療録作成を目的に地震災害時の外傷診療を想定した災害診療録を作成し、実際
の災害訓練で使用実態を検証した。2年間の災害訓練で事前の概略的オリエンテーションのみとゾーン毎及
び個人指導を組み込んだ徹底したオリエンテーションを行った場合の診療録使用実態比較した。その結果、
訓練前の説明を徹底することで、記載頻度は高くなった。ただし、一般医師や看護師による外傷初期評価
の記録は約60％にとどまり、時間的制約や外傷診療・災害訓練の経験不足は災害時の診療録記載すなわち
患者情報の伝達に不具合をきたす可能性が示唆された。この結果は2012年1月23日に行われた日本救急医学
会主催の「災害時診療録のあり方に関する合同委員会」で報告した。同合同委員会は今後診療情報管理学
会に移行し、標準的災害診療録作成に向けて継続検討されることになったが、本分担研究の結果も踏まえ
て、同委員会で今後進められる診療録作成に係ることで災害拠点病院における情報整理ツールの開発につ
なげたい。

Ａ．研究目的
災害発生時、被災地内の災害拠点病院は重症者

院）で利用する初期診療録を想定し、

を中心に多数の傷病者を一旦引き受け入れること

DMAT、救急（外傷）専門医だけでなく一般医師・

になる。さらに自施設の対応能力、傷病者の緊急

看護師の利用を考慮した、チェック方式で対応や

性や重症度に応じて近隣施設への傷病者搬送、さ

処置の誘導も組み込んだ診療録記載方法を組み入

らに被災地外への広域搬送などの判断が求められ

れた。

る。多数傷病者へ対応するため外傷診療に不慣れ

２．災害訓練で利用実態を検証
地震を想定した災害訓練（2010、2011年度訓練）

な医療従事者も支援に加わる。そのため傷病者情
報を簡便かつ確実に伝達するためのツールが不可

で、

欠になる。平成22年度に EMIS や広域搬送用カル

2010：事前の概略的オリエンテーションのみ

テにも連結可能な簡便かつ確実な情報伝達ツール

2011：オリエンテーションの徹底（ゾーン毎、

として災害拠点病院において使用可能な診療録を

個人指導）

試作し、平成23年及び24年の1月に災害訓練で使用

を行い、参加者の診療録使用実態と訓練前の説明

した。本年度はその使用実態を検証することで自

会での指導の効果を検証した。

作災害カルテの課題や問題点等を明らかにして実
用性のある診療録の作成を目指す。

Ｃ．研究結果
診療録使用者数（模擬被災者のうちトリアージ

Ｂ．研究方法

で赤タッグと黄タッグをつけられた重症および中

１．使用に耐える災害診療録の作成

等症）は2010年度及び2011年度においてそれぞれ

現場から広域（転院）搬送に至る過程で患者情
報がとぎれないための受け入れ病院（災害拠点病

79、94例で、このうち診療録を利用した例は、そ
れぞれ66例（84％）
、94例（100％）であった（表）
。
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さらに診療項目である生理学的徴候（Ａ：気道、

診療録の作成にも参加する。

Ｂ：呼吸、Ｃ：循環）で記載ありと判断された例

Ｆ，Ｇ、Ｈ なし

は、それぞれ
2010年度：A

23例（35％）、B

13例（20％）、

補遺

C21例（32％）、
2011年度：A 60例（64％）、B 55例（59％）

災害時の診療録のあり方に関する合同委員会

C48例（51％）

は、一般社団法人日本集団災害医学会、日本診療

であった（図１，2）。

情報管理学会・社団法人 日本病院会、一般社団
法人日本救急医学会の三部会合同の委員会で、平

表 災害診療録使用件数と記載の頻度

成24年1月23日の開催された。本研究班との関係
上、救急医学会の代表として小井土先生が、さら

診療録
総数

に集団災害医学会推薦の形で日本赤十字社医療セ

診療項目*記載例

ンター丸山先生及び国立病院機構大作家医療セン

2010

79

66（84％）

ター定光がコアメンバーとして参加した。今後、

2011

94

94（100％）

事務局を診療情報管理学会に移行して、関連する
多くの職種、診療科を包括した災害時の標準的診

*初期評価（生理学的評価）

療録作成に向けた作業が始まる。
Ｄ．考察
救急（外傷）専門医でなくても記載可能な初期
評価フロー図を加え、外傷を想定した災害時診療
録を作成した。さらにトリアージタッグや広域搬
送用診療録と連動できることを目指した。そのう
えで一般医師および看護師による診療録記載の実
態を検証した。
本結果から、訓練前の説明を徹底することで、
診療録記載頻度が上がったが、時間的制約や外傷
診療あるいは災害訓練の経験不足は災害という非

図１

常時に傷病者の身体所見を十分に把握できず、診
療録の記載も漏れることにつながることが示唆さ
れた。また、自由記載欄を主体とする通常の診療

災害カルテ記載例

％

録フォーマットだけでは、重要項目の漏れが多く、

ｎ=66
ｎ=94

災害初期の外傷傷病者の臨床経過を把握する情報
管理ツールになり難いことが示唆された。
Ｅ．結論
今回の結果をさらに詳細に検証し、災害拠点病
院における情報整理ツールとしての今標準的診療
録作成につなげる。また、日本救急医学会、日本
集団災害医学会、および診療情報管理学会が主催
することになった災害時の診療録のあり方に関す
る合同委員会で検討される全国統一的な災害時の
－322－

初期評価（気道；A、呼吸；B、循環；C）
図2 災害訓練時のカルテ記載の頻度

分担研究報告

「局地災害対応、消防との連携についての研究」
研究分担者 大友 康裕
（東京医科歯科大学大学院 救急災害医学分野 教授）
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平成23年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
「自然災害による広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究」
研究代表者 国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長 小井土雄一
分担研究報告書
「局地災害対応、消防との連携についての研究」
研究分担者

大友康裕

（東京医科歯科大学大学院

救急災害医学分野

教授）

研究要旨
従来、わが国では「災害現場での医療はゼロである」とされてきたが、DMAT の体制が全国的に整備さ
れつつあり、災害現場から医療を提供することが可能になった。DMAT に対する全国標準的な研修が提供
されている一方、消防職員や警察職員は、職務としての災害現場活動は訓練を受けているものの、彼らを
対象とした標準的な多数傷病者対応研修は存在しない。災害現場では、消防・警察などの緊急対応機関と
DMAT が有機的に連携して活動することが求められることから、本分担研究では、消防・警察職員を対象
として、多数傷病者対応に関する医療対応の標準化されたトレーニングコースの開発・実施に着手した。
その結果 「多数傷病者対応標準化トレーニングプログラム」であるＭＣＬＳ(Mass Casualty Life Support)
コースを開発した。全国で試行コースを実施し、コースでの教授内容・教授方法は、ほぼ確定した。平成
23年8月より正式コースの開催を開始し、今後、このコースをどのように全国の消防職員へ普及していくか
が次の課題である。

【研究協力者】

題である。本分担研究の目的は、局地災害時現場

本間

医療を改めて整理し、消防及び DMAT の役割およ

正人

鳥取大学

小井土 雄一 国立病院機構災害医療センター

びその連携のあり方について明確な指針を提示す

近藤

久禎

国立病院機構災害医療センター

ることである。

森野

一真

山形県立救命救急センター

勝見

敦

【B.研究方法】

武蔵野赤十字病院

災害現場医療活動に関する研修として、DMAT
に対しては全国標準の隊員養成研修が厚生労働省

【A.研究目的】
従来、わが国では「災害現場での医療はゼロで

から提供されている。一方、消防職員や警察職員

ある」とされ、このため「防ぎえた災害死」が多

は、職務としての災害現場活動の訓練は受けてい

発することが危惧されてきた。現在、ようやく災

るものの、彼らを対象とした災害現場医療に関す

害現場で医療を提供するための専門的医療チーム

る研修は存在しない。前述したように、災害現場

である DMAT の体制が全国的に整備されつつあ

では、消防・警察などの緊急対応機関と DMAT が

り、災害現場から医療を提供することが可能な状

有機的に連携して活動することが求められている

況となりつつある。しかしながら、これまで国内

ことから、本分担研究では、消防・警察職員を対

の災害現場において、中心となってきた活躍して

象として、
「多数傷病者対応に関する医療対応の標

きた救助隊、救急隊の持っている災害現場活動要

準化されたトレーニングコース（ＭＣＬＳ; Mass

領は、救急救命士に認められている範囲内での医

Casualty Life Support）コース」の開発・実施に着

療行為を前提としたものであり、災害現場から医

手した。全国で試行コースを実施し、コースでの

療を開始することを前提としてものとなっていな

教授内容・教授方法を確定した。

い。今後、DMAT が災害現場でその能力を発揮す
るためには、消防といかに連携するかが大きな課
－325－

改善を図った。2010年から2012年にかけて16回の

【C.研究結果】
全国で試行コースを実施し、毎回コース終了時
に検討・討議を行い、それを基づき内容の改定・

試行コース、2回の体験コースを開催し、コースで
の教授内容・教授方法は、ほぼ確定した。

コース開催
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平成23年8月より正式コースの開催を開始した。

臨時増刊 (3) 28-30, 2010.

今年度末で、正式コース19回開催を含み受講修了

○・阿南英明、大友康裕、他. DMAT 隊員養成研

者数は合計1212名に上る。

修の改訂と技能維持研修創設に関する検討報告.
日臨救急医誌2009; 13: 498-504.
○・大友康裕. 北川喜巳. 災害時における医療と消

【E.結論】
局地災害時現場医療を標準的に教育することを

防の連携の重要性について. 自治体危機管理研究

目的とした「多数傷病者対応標準化トレーニング

6:133-144, 2010.

プログラム」開発し、全国的にコース展開を開始

○・大友康裕. DMAT(Disaster Medical Assistance

した。

Team: 災害派遣医療チーム)の体制整備とその波
及効果. 公衆衛生 74: 1010-1013, 2010.

【F.健康危険情報】

・大友康裕、北川喜巳. 災害時における医療と消

特になし

防の連携の重要性について. 自治体危機管理研究
6:133-144, 2010.
2. 学会発表等

【G.研究発表】
○・Yanagawa Y, Otomo Y, et al. Medical Evacuation
of Patients to other Hospitals due to the Fukushima I

・Otomo Y. IATSIC / JSACS Main Session; Why we

Nuclear Accidents. Prehosp Disaster Med. 2011 in

need acute care surgery in Japan. INTERNATIONAL

press.

SURGICAL WEEK/ISW2011. Yokohama, 2011/09/

○・Shoko T, Otomo Y, et al. The next day of the

01.

disaster – a report from a Japanese disaster medical

・Otomo Y. Invited lecture; Trauma System in Japan.

assistance team. BMJ blogs. http://blogs.bmj. com/

The 3rd National Yang-Ming University Hospital

bmj/2011/07/05/tomohisa-shoko-yasuhiro-otomo-and-

International Symposium 2011. Taipei, 2011/07/30.

atsushi-shiraishi-the-next-day-of-the-disaster-a-report-

○・Otomo Y. Invited lecture; The huge Tsunami

from-a-japanese-disaster-medical-assistance-team/

disaster － How the Japan DMAT stood against －.

・Morishita K, Otomo Y, et al. Encapsulating

6th Asian Conference for Emegency Medicine.

Peritoneal Sclerosis Complicated by an Intra-

Bangkok, 2011/07/06.

abdominal Abscess. Am J Kidney Dis. 2011, 58:

○・Otomo Y. Invited lecture; The huge Tsunami

325-8.

disaster － How the Japan DMAT stood against －.

・Shoko T, Otomo Y, et al. Effect of Pre-existing

12th European Congress of Trauma and Emergency

Medical Conditions on In-Hospital Mortality: Analysis

Surgery. Milan. 2011/04/29.

of 20,257 Trauma Patients in Japan. J Am Coll Surg.

○・Otomo Y. Invited lecture; Natural disasters –

2010, 211: 338-46.

Earthquake, big fire, flooding. The 31st Conference of

・Morishita K, Otomo Y, et al. Multiple abdominal

the Korean Society of Critical Care Medicine. Seoul,

granuloma caused by spilled gallstones with imaging

2011/04/23.

findings that mimic malignancy. Am J Surg 199, e23–

・Otomo Y, et al. Surgical Outcomes of Severe Hepatic

e24, 2010

Injury Cases. Bologna, 1st World Congress of World

○・阿南英明、大友康裕、他. 全国調査をもとに

Society of Emergency Surgery. 2010/07/01.

した日本 DMAT 隊員養成研修の今後の実施方針

○ ・ Otomo Y., Symposium 2 DMAT ； Japanese

に関する検討. 日本集団災害医学会誌 16: 43-47,

Government’s Wide-area Medical Transportation Plan

2011.

for Wide-area Devastating Earthquake Disaster. 10th

・大友康裕. 外傷外科医養成のための症例数の検

Asia Pacific Conference on Disaster Medicine,

討─外傷センター設置の必要性─. 日外会誌 111

2010/08/27.
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○ ・ Otomo Y., 国 際 学 術 交 流 委 員 会 Workshop

必要性―, 第110回日本外科学会定期学術集会,

｢ International Meeting of Emergent-Rescue for

2010/04/08.

Dialysis Patients in Disasters｣ Management of crush

・大友康裕. シンポジウム 2「外傷センター整備

syndrome

earthquakes--Japanese

のあり方」日本版外傷センター整備に必要なもの

government's wide-area medical transportation plan

とは─米国外傷センターに学ぶ─, 第24回日本外

for domestic disasters and JICA's disaster medical

傷学会, 2010/05/28.

relief team with advanced functions for international

○・大友康裕. 特別講演「地震災害時の緊急血液

disasters. 2010/06/18.

透析」─国際緊急援助隊の血液浄化を含む機能拡

・Shoko T、Otomo Y. et.al. Influence of pre-existing

充 ─ . 第 10 回 高 知 急 性 血 液 浄 化 研 究 会 .

co-morbidities on trauma mortality. An analysis of

2010/07/10.

20257 trauma victims in Japan. 11th European

○・大友康裕. 特別講演「災害現場における DMAT

Congress

と関係各機関との連携・活動」. 第3回岩手県立病

in

of

large

Trauma

scale

and

Emergency

Surgery.

2010/05/17.

院医学会 災害医療分科会. 2010/07/24.

・Otomo Y. Introduction of our residency program for

○・大友康裕. 日本救急撮影技師認定機構主催

acute care surgeon. 11th European Congress of

救急撮影講習会. 特別講演「災害時の放射線診療
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わが国の災害医療の新

CBRNE テ ロ 現 場 対 応 に つ い て ─

ラム（Mass Casualty Life Support: MCLS）
」開発の
経緯と今後のコース展開. 第16回日本集団災害医
学会. 2011/02/12.
○・庄古知久, 大友康裕, 他. パネルディスカッシ
ョン3「わが国の災害医療教育、研修コースの現状
と課題」NDLS コースの日本における展開と米国
災害教育のめざすところ. 第16回日本集団災害医
学会. 2011/02/12.
【H.知的財産権の出願・登録状況】
１．特許取得
特になし
２．実用新案登録
特になし
３．その他
特になし
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平成23年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
「自然災害による広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究」
研究代表者 国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長 小井土雄一
「東日本大震災における消防と医療の連携活動と課題」
研究協力者

小井土雄一

（国立病院機構災害医療センター）

研究要旨
東日本大震災においては、甚大な被害に対して、消防も医療もこれまでにない人員を投入し広範な活動
を行った。その中で、如何なる消防と医療の連携が行われたのか、またどのような課題が残ったのかを検
証した。これまで検討されてきた消防と医療の連携の提言を参考にし、東日本大震災に関する実態調査（総
務省消防庁）と照らし合わせ、今後の課題を抽出した。今回の震災においては、岩手県、宮城県、福島県
において、県の災害対策本部に予め決められていた統括 DMAT 登録者あるいは県の災害医療コーディネー
ターが入り、消防、自衛隊等と連携した。しかし、2次医療圏では通信インフラ破壊等により情報共有がで
きず、十分な連携活動が出来なかった。被災地の消防署と病院レベルにおいても、通信インフラ破壊によ
り情報共有が困難であり、患者の受け入れ、後方搬送とも支障をきたした。今後は、複数の連絡手段を事
前計画の中に取り込んでいく必要がある。被災地への出動に関しては、東京 DMAT が東京消防庁緊急消防
援助隊と同時に出動したが、緊急消防援助隊と活動を共にしたことにより、安全確保およびロジステック
サポートを受け、被災地内で連携した医療救護活動を実施できた。今回の震災では、基本的には、消防と
医療の連携に関する提言が活かされたと考える。しかしながら、多くの課題も抽出された。1) 予想以上の
通信インフラの被災によって、消防本部⇔病院⇔現場の情報共有が難しかった。今後は消防本部と医療機
関との連絡体制(EMIS 衛星電話、MCA 無線、防災無線等)を更に強固なものにする必要がある。また通信
不通時には、事前の連絡なしに災害拠点病院等へ搬送する計画等を事前に構築する必要がある。2) 今回の
震災では少数だが特定行為支持を得られなかったケースもあった。今後は具体的な指示を得られるような
体制を作ることはもとより、指示が得られなかった場合のルール作りが必要である。3) 緊急消防援助隊と
ともに被災地に同時に出動する医療チームは限られていたため、現場での連携活動は限られた。今後は緊
急消防援助隊と同時に出動する DMAT を増やすことは元より、自己完結型の DMAT との連携を図る必要
があると思われる。

【研究協力者】

部会が行った東日本大震災に関する実態調査1)を

近藤

久禎 災害医療センター

参考に、実際に行われた消防と医療の連携につき

小早川義貴 災害医療センター

検証し、あわせて、平成20年度「災害時における
消防と医療の連携に関する検討会」提言と照らし
合わせ、その実効性を検証し、今後の課題を抽出

【A.研究目的】
東日本大震災において、如何なる消防と医療の

した。

連携が行われたか、またどのような課題が残った
のかを検証する。
【B.研究方法】
方法としては、救急業務のあり方に関する検討
会（座長 山本保博）のワーキンググループであ
る災害時における救急業務のあり方に関する作業
－333－

（図１）

（表１）

災害時における消防と医療の連携については平
成18年から検討が行われ、平成20年度には消防機

今回の震災においては、県庁レベルでは、予め

関および DMAT 等が大規模災害時に派遣された

決 め ら れ て い た 統 括 DMAT が 県 対 策 本 部 の

場合の消防と医療の連携について以下の提言がな

DMAT 調整本部に入り、消防との連携・情報共有

された（表１）。すなわち、1) 災害対策本部等に

が行われた（図２）。しかし、市町村レベル（二次

おける連携体制をつくり、情報の共有体制を確立

医療圏）での、連携は不十分であった（図３）
。

する。2) 調整本部・支援本部において現場活動方
針、搬送方針等の活動方針を決定する。3) 被災地

（図２）

内における救急救命士への特定行為に関する指
示、トリアージの方法につき指示体制を調整する。
4) 被災地（災害現場）への出動した DMAT と消
防の連携。5) 安全管理は、消防機関と連携した場
合は、消防機関の指揮下において行う。6) 情報共
有体制の確保のため消防機関の情報連絡体制を有
効に活用する。これらの提言を参考にし、3.11に
関する実態調査と照らし合わせ、今後の課題を抽
出した。
【C.研究結果】
まず、災害対策本部等における連携体制では、
都道府県災害対策本部レベル、市町村災害対策本
部レベルのそれぞれで、連携・情報共有すること
が提案されており、拠点病院においては消防の情
報伝達員が置かれることが提案されている（図
１）。
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（図３）

（図５）

すなわち、県庁レベルでは、グッドであったが、
二次医療圏、あるいは県境を越えたミッションで
は、ノーグッドであったということになる。
その理由として、今回の震災では、参集拠点レ
ベルでは、DMAT 活動拠点本部を立ち上げたので、
消防との連携が可能であったが、2次医療圏レベル
では DMAT 活動拠点本部を立てることが事が出
来なかったため、連携も出来なかったといことに
なる。今後は2次医療圏レベルにも活動拠点本部を

図５は文献1から引用

設置し、消防との連携をとる必要がある（図４）
。
病院への搬送連絡ができなかった場合の搬送方

（図４）

法を聞いたところ、主な回答は、医療機関への直
接搬送（連絡なし）
、搬送先の特定、消防本部の無
線活用、医療機関に消防本部職員を配置であった。
うまくいったところの例をあげると、石巻赤十字
病院では救急救命士2名が24時間病院に派遣され、
救急車の受け入れ、後方搬送の調整を行った。ま
た県立宮古病院では消防無線を病院に設置するこ
とにより消防本部との連絡体制を構築した。今後
は、このような方法も災害時には有用であるため、
情報共有体制の確保では、通信インフラ破壊に
より情報共有が困難であり、患者の受け入れ、後

事前計画の中に取り込んでいく必要があると思わ
れる。

方搬送とも支障をきたした。また特定行為指示に

次に、EMIS を運営している DMAT 事務局とし

関しても支障があったことが実態調査で明らかに

ては、残念な結果でしたが、緊消隊436消防本部に、

なっている（表２）
。

搬入先の情報を入手する際に、どのような手段を
とったか聞いたところ、地元消防本部が作成した

（表２）

リストが41.7％で、EMIS を利用したのは、わずか
0.9％のみであった（図６）。消防関係者への EMIS
の普及の必要性がある。
（図６）

図５は、3.11に係る救急活動を行った469本部に
対し、平時に使用している通信手段途絶時の病院
への搬送連絡の可否について尋ねたところ、途絶
していた時があった消防本部は73.8％であった。

図６は文献1から引用

通信途絶時があった346本部の病院選定の状況を
特定行為指示に関する消防本部への実態調査で

みると、搬送連絡ができなかった事例がある本部
１）

は204本部（43.5％）であった 。

は、医師の指示がとれなかったため、特定行為の
－335－

実施が困難であった事例があったと回答した本部

【E.結論】

は14（3％）であった（図７）。通信途絶時におけ

今回の震災では、消防と医療の連携に関する提

る特定行為のあり方について方針を定めておく必

言が活かされたと考える。しかしながら、多くの

要がある。

課題も抽出された。
1) 県レベルだけでなく2次医療圏レベルでの

対応案としては、案①医師の具体的指示が得ら
れない場合は病院への搬送を優先する。案②3・11

本部連携を強化する必要がある。
2) 予想以上の通信インフラの被災によって、

同様の大規模な災害では、平成23年3月17日通知に
準じた活動を行う等の案がある。

消防と医療の情報共有が難しく、患者受け

（図７）

入れ可否の状況、後方搬送に支障が生じた。
今後は消防本部と医療機関との連絡体制(衛
星電話、EMIS、MCA 無線、防災無線等)を
更に強固なものにする必要がある。また通
信不通時には、事前の連絡なしに災害拠点
病院等へ搬送する計画等を事前に構築する
必要があると考える。
3)

今回の震災では少数だが特定行為支持を
得られなかったケースもあった。今後は具
体的な指示を得られるような体制を作るこ
とはもとより、指示が得られなかった場合
のルール作りが必要である。

4)

図７は文献1から引用

緊急消防援助隊とともに被災地に同時に
出動する医療チームは限られていたため、

被災地への出動に関しては、東京 DMAT が東京

現場での連携活動は限られた。今後は緊消

消防庁緊急消防援助隊と同時に出動した。1次隊10

隊と同行する DMAT を増やすことは元よ

チーム、2次隊2チーム計12チームが気仙沼（宮城

り、自己完結型の DMAT との連携も図る必

県）で活動した。活動内容はヘリ搬送された傷病

要があると思われる。

者のトリアージ、ヘリ搬送支援等を行った。緊急
消防援助隊と活動を共にしたことにより、安全確

参考文献

保およびロジステックサポートを受け、被災地内

１）平成23年度

で連携した医療救護活動を実施した（図８）。
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分担研究報告

「CSM 研修の開発に関する研究 —東日本大震災における
USAR/CSM 活動の分析— 」
研究分担者 井上 潤一
（国立病院機構災害医療センター 救命救急センター部長）
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平成23年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
「自然災害による広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究」
研究代表者 国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長 小井土雄一
分担研究報告書
「CSM 研修の開発に関する研究 —東日本大震災における USAR/CSM 活動の分析—」
分担研究者

井上

潤一（国立病院機構災害医療センター救命救急センター）

研究要旨
東 日 本 大 震 災 に お い て 行 わ れ た 救 助 と 医 療 が 連 携 し た 都 市 型 捜 索 救 助 活 動 Urban Search and
Rescue(USAR)について調査し、瓦礫の下の医療 Confined Space Medicine(CSM)の安全かつ効果的な普及に
向けた課題を検討した。被災3県（岩手、宮城、福島）では、宮城県仙台市近郊で津波浸水地域の捜索救助
活動に計１０チームの DMAT が対応した。同3県で CSM は調査した範囲内では確認できなかった。それ以
外の地域では東京都で大型小売店舗の立体駐車場スロープが崩落し車両3台が下敷きとなり2名が閉じ込め
られ26時間にわたり CSM が展開され1名を生存救出した。海外から被災地内に派遣された18の USAR チー
ムにおいて CSM を要するような活動は行われなかった。過去の事例と同様、津波災害対しては本来の
USAR 機能が発揮できる場面は少なかったが、高い自己完結性や総合的な捜索救助能力の面から被災地に
投入されるべき戦力の一つであることに変わりはなく、円滑な受け入れ体制を確立すべきである。今回確
認できた CSM は東京での1例のみであったが、発生した場合は長時間にわたり多大なリソースの投入が不
可欠なことが改めて明らかとなった。今後予想される直下型地震では CSM を必要とする現場が多数発生
する可能性が高く、再度その対応戦略を検討すべきである。
A. 研究目的

および若林区での捜索活動に帯同したもので、国

東日本大震災において行われた都市型捜索救助

立病院機構仙台医療センターの DMAT 拠点本部

活動 Urban Search and Rescue(USAR)について調査

に消防側から派遣要請が入り、待機する DMAT が

し、今後の震災において安全かつ効果的に CSM

出動した。現場では消防の指揮下に入り、同行し

を実施するための方策を検討した。

ながら発見された方に対しトリアージを行った。
いずれの現場においても CSM を要するような症

B. 研究方法

例は見られず、すべて黒タッグ相当となった。現

東日本大震災で被災3県に派遣された厚生労働

場は津波直後ということもあり、寒さや膝上に達

省 DMAT のうち捜索救助活動に帯同したチーム

する水たまりや汚泥、多数の瓦礫に加え、遺体も

ならびに東京都で CSM を行った東京 DMAT の隊

多く、さらには余震に伴う度々の津波警報など、

員と消防隊員に対する聞き取り調査を行った。海

肉体的にも精神的にも苛酷な活動であった。

外からの救助チームの活動については外務省と各
チームのホームページ掲載情報を収集した。

活動した隊員からは
・

このような捜索活動に帯同する形の活動は初
めてでありどのように対応すべきか難しかっ

C. 研究結果

た

１．被災3県で DMAT が消防隊と連携した活動

・

今回の震災で被災３県において消防隊が行う捜
索救助活動になんらかの形で連携した DMAT は

消防側から適切なサポートにより活動するこ
とができた

・

救出や搬送ができない遺体に対し、どのよう

計10隊であった。いずれも３月１２日から１３日

に対応すべきか（黒タグを付けるのか、死亡

にかけて津波被害にあった宮城県仙台市宮城野区

宣告をするのか）、判断に迷った

－339－

・
・

遺体対応が多く、活動後の「心のケア」が必

ぎに患者家族に説明。その後6時10分右大腿解放。

要と思われた

8 時 41 分 右 下 腿 出 血 あ り Combat Application

現状の資機材は相当の重量あるため、徒歩移

Tourniquet® (C-A-T®) にて緊縛。10時30分頃より

動を想定した資機材の選定が必要である

意識レベル低下、橈骨動脈触知不能。その後車両

といったコメントが寄せられた。

が挟まれているスロープの下側からアプローチを
行い、スロープ床面と車両を下側から突破する形

２．東京都町田市で行われた東京 DMAT による

で挟まれている下肢を解放救出する作戦へと転

CSM

換。14時24分頃より不穏状態となり末梢静脈路自

今回の震災で行われた唯一の CSM は東京で発

己抜去したため再確保。16時過ぎ、ついに左足も

生した。本件の時系列を含めた詳細な資料はこの

解放。発生から26時間後の3月12日16時45分に救出

現場で医療側の統括リーダーを務められた日本医

された。進入は断続的に計13回に及んだ。救出時

科大学多摩永山病院救命救急センター二宮宣文セ

の バ イ タ ル は 意 識 JCSI-1 、 血 圧 測 定 不 能 、

ンター長よりご提供いただいた（資料１）。3月11

HR78/min、RR20/min。入院時 Hb7.5g/dl, Ht22.2%,

日14時56分、
「スーパー外壁が崩落し傷病者多数発

pH7.102, BE-19.6, K6.4, CPK78781, BUN31.6,

生」との119番通報が入り、日本医科大学多摩永山

Cre1.56。入院後ただちに両下肢切断（AK）を含

病院ドクターカーが現場出動。現場は2階建て店舗

む集中治療を開始したが、第2病日に多臓器不全で

併設立体駐車場の地上から2階に上がるスロープ

亡くなられた。

に上階のスロープが約60ｍにわたり崩落し、内部

対応した DMAT の人員は、医師4、看護師4，病

に車両3台が巻き込まれていた。16時30分から東京

院付き救急救命士1の合計9名であった。活動中の

DMAT 対応に切り替わり、日本医大多摩永山

人員交代はなく、交替で休息を取って対応した。

DMAT と東京医大八王子医療センターDMAT が対

スロープ外の現場指揮本部に統括役の医師1名、ス

応。うち1台のワゴン車両の運転席と助手席の2名

ロープ手前の前進指揮所（緊急退避時の待機地点）

が脱出不能となり、運転席側の要救助者は大腿部

に医師2名を配置し、救命士がロジステックサポー

を H 鋼で完全に挟圧されていた（助手席の方は死

ト、看護師は記録と現場に到着した家族対応にあ

亡）
。現場はもともと約30度の傾斜をもつスロープ

たった。

であるうえに崩壊した影響で建物側に60度程傾い

活動中に使用した輸液と薬剤は、細胞外液（ソ

ており内部に展張されたロープに掴まらなければ

ルラクト）5000ml を始めとして、サリンヘス

足場の確保も困難な状況であった。車両は助手席

900ml、5%アルブミン250ml、O 型濃厚赤血球2単

側に向かい左へ斜めに圧壊しており、最も高い箇

位、及びカルチコール、メイロン、プリンペラン

所でも約80cm 程度の高さしかなく、要救助者には

の薬剤であった。

後部ハッチバックドアからのみ辛うじてアプロー
チ可能であった。上半身は挟まれておらず、救助

消防隊はハイパーレスキュー隊を含む延べ55
隊、222名が出動した。

隊員の初回接触時の観察では意識清明、撓骨動脈

活動中は現場滞在時間を出来るだけ短縮するよ

触知可能であった。余震が頻繁に発生し、そのた

うプランニングを徹底し、DMAT 連携隊（DMAT

びに全員退避—安全確認—再進入、ということを繰

所属病院の直近で予め指定されている消防ポンプ

り返さざるを得ず、活動は困難を極めた。また夜

隊）の無線を介し活動状況や要救助者の状態を継

間の気温は3度まで下がり、要救助者・救助者双方

続的にモニターしたとのことであった。救助隊と

に厳しい環境となった。

のコミュニケーションやがれき内部での活動も、

最初に医師が要救助者に接触したのは16時01

ドクターカー活動で慣れていたため落ち着いて行

分。19時23分静脈路確保し輸液開始。その後活動

うことができた。

難航。12時間経過しても救出のメドが立たないた

要救助者とは、

め、医療側としては下肢切断も考慮し、翌朝5時過

－処置をする際にどんな処置をするか説明した
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－家族がきていることを話した

ような活動は発生しなかった。また現場活動で

－余震で離れるときは、すぐ戻ってくることを

は消防の指揮下に入るという原則が徹底されて
いたことも円滑な連携の一因となった。

伝えた

一方、これまでは脱線車両や転落地点という

－訴えを聞いた
など、コミニュケーションを緊密にし、要救助者

“定点”に対する活動であったのに対し、今回

の不安感を軽減するように努めた。

は津波に浸水した広いエリアという“面”を移
動しながらの活動であったため、統括 DMAT と
の通信確保の方法や、移動中の余震による津波

３．海外からの救助チームの活動
海外から派遣された救助隊は、発災翌日12日の

の危険をどのように伝えるか、といった課題が

韓国隊を皮切りに計18カ国にのぼり、おもに宮城

明らかとなった。また危険度の高い活動への派

県と岩手県で活動した（資料２）
。

遣判断をどのようなプロセスで決定するか、と
いった点も今後検討が必要である。

いずれの隊も捜索活動が主であり、生存救出や
CSM の実施はなかった。また原発事故の影響で早

活動した隊員からのコメントにあるように、
今回の震災では発見はしたが救出や搬送できな

期に帰国せざるを得なかったチームもあった。

い遺体への対応というこれまでにはなかった事
D. 考察

態が発生した。死亡判断をするか、そもそも死
亡判断できるのか、トリアージタグを付けるか、

今回の震災被害は大部分が津波災害によるもの
であった。3県で発生した死者の死因の92％は溺死

付けるとすればカテゴリーはどうするか、とい

によるものであり、圧死・損壊死は4％以下であっ

った事項について、DMAT 内部で検討し基本指

た（資料３）
。そのため、USAR/CSM が必要とさ

針を示すことが必要である。

れた現場は非常に少なかったが、行われた個々の

また結果的にではあるが生存救出がなかった

活動自体は極めて困難なものであった。とく東京

ことから考えると、リスクの高い捜索活動に

のケースは CSM が日常の事故災害ではなく余震

DMAT が帯同する意義や効果について、あらた

が続く震災下に行われた初めてのものとなった。

めて慎重に検討する必要があろう。消防隊員に

また阪神淡路大震災以来16年ぶりに海外の USAR

は安心感や死亡判断などの医学的担保を与えら

チームを受け入れることになった。得られた教訓

れるかもしれないが、却って活動の負担になっ

と課題について検討する。

たりリスクを増すことになっていないか、また
DMAT 側にも長時間の移動や遺体に曝露する機

１）DMAT が救助活動に同行する場合

会が増えるなど、必要以上に身体的疲労や精神

これまで捜索救助活動に DMAT が同行した

的ストレスが増すことがないかなどを総合的に

事例は、H20年の岩手宮城内陸地震において崖

検討していくことが必要である。

から転落したバスに対する捜索救助事例があっ
た。この際は崩落の続く山道を往復６時間近く

２）震災時の CSM

歩いたり、消防無線も交信不能になるという孤

今回の東京 DMAT の活動は、わが国で初めて

立状態で活動せざるを得ないなど安全管理に多

震災下に行われた CSM となった。余震と二次

くの課題が認められた。これを受け養成研修等

崩落の危険がある非常に困難な現場であった

の機会に現場活動における安全の重要性をより

が、消防と医療が見事に連携し救出することが

徹底するようにしたことと、DMAT の普及によ

できた。ここでは成功の要因と課題について考

り消防側にも DMAT に対する安全確保の意識

察する。

付けがされるようになった。その結果、今回の

成功の要因として、医療側のチームリーダー

震災では DMAT 側・消防側とも安全に対する高

がわが国でも屈指の災害現場経験を有する医師

い意識を有したため、不用意に危険に晒される

だったことから安全を最優先に広い視野で的確
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な状況判断に基づいた活動ができたこと、また

られたかは不明であるが、運用する側には活動

その他のメンバーも日頃からドクターカーで豊

中の糧食の補給を含めた様々な配慮が必要であ

富な現場活動経験を有していたため現場対応に

る。

習熟していたこと、そしてなにより高いチーム

安全管理に関しては、消防側は安全管理隊や

ワークで活動できたことなどが考えられる。反

進入管理隊を設け安全確保を図ったこと、クレ

対にこれだけの経験をもつ人員が揃わなけれ

ーン車のつり上げにより２次崩落防止措置を講

ば、例えば現場経験が全くない DMAT だったと

じたこと、DMAT 側は適切な PPE（個人防護具）

したら、果たしてここまで高いレベルの活動が

を装着していたこと、余震時に緊急脱出するた

可能であったかは難しいところである。

めのシミュレーションを繰り返し行なっていた

クラッシュ症候群に対しては、輸液、輸血、

こと、十分なプランニングで現場滞在時間を必

保温、モニター管理、薬剤投与など考えうる限

要最小限にするようにしたこと、等、お互いに

り最善の治療が行われたといえよう。しかしこ

最大限の対策と配慮を講じていた。ただこれら

れらをもってしても結果的に救命が困難であっ

を持ってしても今回の現場の危険度はこれまで

たことは、この病態がいかに治療の難しいもの

の想定をはるかに超えるものであり、隊長によ

であるかを如実に示している。

っては医師のがれき内部への進入を許可しなか

今回医療側から現場切断の提案がなされてい

った可能性も考えられる。隊員からも「100%安

るが、要救助者が進行性に消耗していく場合や、

全と言い切れる根拠がない場所で活動してよい

救出の見込みが立たずそこに長時間いること自

のか非常に悩んだ」という声も聞かれている。

体が非常に危険な場合は、現場切断を現実的な

今後は今回の事例を安全確保の究極の対象と考

選択肢のひとつとして想定することも必要であ

え、DMAT の瓦礫内での活動の是非について再

る。DMAT 内部で、決定までのプロセス、必要

検討しなければならない。個人的には要救助者

な準備、切断の方法、切断後の対応について詳

への処置は基本的に救急救命士が行い、それを

細に検討していきたい。

医師が管理指導するスタイルが望ましいと考え

がれき内で使用する医療機器については、加

る。その際、がれきの内の様子を外部から映像

温下に急速輸液の可能な手のひらサイズの輸液

モニターで観察できるようなシステムがあれば

ポンプ(Zoll 社 Power Infuser®日本未承認)の導

さらに効果的に対応できると思われる。

入、低体温症を防ぎ積極的加温ができる体温管
理装置やがれき外から映像も含めモニタリング

３）海外からの USAR

できる患者モニターの開発が安全管理の面から

阪神淡路大震災では、受け入れ体制が整わな

も必要である。また現場で血液ガス分析ができ

かった結果、到着までに発災後48時間以上経過

ればより正確な管理と治療が可能となるが、昨

していたり、混乱した被災地自治体に受入れ準

年市販された携帯型血液ガス分析装置（アーリ

備の負荷がかかったという課題が挙げられてい

アメディカル社エポック®）は従来品で必要で

た。その後16年が経過し、今回の津波災害では

あった試薬（カートリッジ）の冷蔵保管が不要

一時混乱はあったものの、結果的には発災12時

で測定手技自体も簡便化されており、現場で実

間後から計18チームが活動することができた。

際に使用できる可能性が高い製品である。

必ずしも USAR チームが有効に機能したとは言

今回26時間の活動をほぼ１チームで行った

えない面もあるが、
“世界は日本の見捨てていな

が、疲労や安全性の面からは、可能であれば複

い“というメッセージ性や被災者への精神的な

数のチームで交代しながら活動することが望ま

励ましの意味で意義はあったと思われる。ただ

しい。事実消防側は期間中2ないし3交代で活動

今回も受け入れるかどうかで混乱が生じたり、

していた。今回の派遣元である東京都福祉健康

受け入れ自治体側の負担を指摘する声があっ

局と DMAT の間でどのような支援体制が講じ

た。しかし高い能力と自己完結性を有する
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USAR チームを震災時に利用しない手はない。

受検し、
三段階の評価のうち最高難度である「ヘ

大規模災害時に国際的な救援を受け入れること

ビー」チームの認定を受けた。この評価は、建

は、震災の直前に発生したニュージランド地震

造物倒壊現場における高い救助 能力、2つの異

（死者185人に対し、USAR チーム7カ国）でも

なる現場において24時間の救助活動を10日間継

みられたように世界的な流れとなっている。今

続する能力・体制等が認められるチームに対し

後は受け入れることを前提に、国内で有効に機

て与えられるものである。現在 JDR 救助チーム

能させるにはどうすべきかを前向きに検討すべ

医療班には医師25名、看護師20名が登録されて

きであろう。国際支援は INSARAG(後述)のガイ

おりその多くは DMAT 隊員でもあることから、

ドラインに沿って行われるが、そのノウハウを

研修会等を JDR と共催することで情報や認識

持つ JICA/国際緊急援助隊事務局が災害対策基

の共有を計っていくことも重要である。

本法の指定公共機関に指定されていないため、
円滑なコーディネーションが困難となっている

５）総括

面もあり、早期の改善が求められる（資料４）
。

今回の震災への対応から、捜索救助活動に
DMAT が要請される機会は今後も増えることが

４ ） INSARAG(International Search and Rescue

予想されるが、基本的には現場救護所や病院支

Advisory Group:国際捜索救助諮問機関)につい

援といった多数傷病者への対応が優先されなけ

て

ればならない。CSM については大量の消防力と
1988年にアルメニアを襲った大地震(通称ス

人的資源、そして時間という3つの要素が必要で

ピタク地震)が発生後、日本を含めた世界各国が

あることが改めて明らかとなった。したがって

救助チームを派遣したが、すでに救助活動のニ

被災地内のリソースによる対応には限界があ

ーズはなくなり、当事国のアルメニアが求めて

り、被災地外はもちろんのこと海外からの支援

いないにもかかわらず、続々と各国からの救助

も含めて対応する体制を作ることが必要であ

チームが押しかけるという事態が発生した。そ

る。昨年度の研究では特別高度救助隊を有する

の結果、災害援助活動の展開全体が滞ることを

政令指定市の DMAT を中心に合同でより実践

招いた。この教訓を生かし、1991年に各国救助

的な研修を行うことを検討してきたが、内陸部

チームが連携し合って、より効率的に活動でき

の震災で崩落倒壊等が多発することを考えた場

るよう、国連人道問題調整事務所(UNOCHA)が

合は、より多くの DMAT を CSM に対応できる

中 心 と な っ て 調 整 す る シ ス テ ム INSARAG

ようにしておくことが必要である。そのために

(International Search and Rescue Advisory Group:

は養成研修会においても現在の CSM 体験に加

国際捜索救助諮問機関) が作られた。INSARAG

え、今回の事例提示やシミュレーション、起震

の目的は、国際 USAR チーム間の情報交換と連

車を用いた余震想定下での訓練等の内容を加え

携、捜索救助の方法とシステムの標準化を通じ

ていく必要があろう。一方、今回の東京の事例

て救助活動の効率を高めることである。ガイド

のように、非常に危険かつ困難な現場に医師や

ラインの整備、訓練の実施、災害後のレビュー

DMAT 隊員が進入することの是非を一律に決め

会議や、定期的な地域別会合などを開催してい

ることは難しい。ただ基本的な方向として医師

る。日本も積極的に参加しており筆者も医療ワ

の指示下であれば救急救命士が静脈路確保や薬

ーキンググループの一員として現場診療のガイ

剤投与を行えるようにしていくことがまず必要

ドライン作成等に加わっている（資料５，６，

であり、そのような周辺環境を整備したうえで

７）。

初めて、医師の進入の是非が検討されるべきで

2010年3月、我が国の国際緊急援助隊(JDR)救
助チームは、各国の救助チームの能力を評価す
る IEC(INSARAG External Classification)検定を
－343－

あろう。
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ࠆޕ
 ࿖ㅪੱ㗴ዪ &*# ߩ⹏ଔ ෳ⠨ޟ6JG)TGCV*CPUJKP#YCLK -QDG 'CTVJSWCMGKP,CRCP*&ޠ# 
٤࠴ࡓߩ⚿ᚑࠬ࠲ࡦࡃࠗ
㔡ἴ⊒↢ᤨ㑆ᣣඦ೨ᤨಽޔ㔡߇ᚭࠍⷅߞߚߣ߈ࠫ࠶࠾ࠣޔᮡḰᤨߢߪޔ
ᣣඦᓟᤨಽޔߪߢࡉࡀࡘࠫޔඦᓟᤨಽߪߢ࡛ࠢࡘ࠾ޔᣣඦᓟᤨಽߢࠆޕ
ᖱႎㅢାඦᓟᤨಽ*&ߩࡉࡀࡘࠫޔ#ᢇេ⺞ᢛಽዪ 4%$ ߩࠕࠫࠕᄥᐔᵗࡕ࠾࠲ࡦࠣᜂᒰ⠪
߇᧲ޔ੩ߩ✕ᕆㅪ⛊వߦ㔚ࠍ⹜ߺߚ߇ޔㅢߓߥ߆ߞߚޕਥછᜂᒰ⠪ߪ࿖㓙⿒චሼ␠ߣ⿒ᣂ␠ߦ㔚ߒߚ
ߣߎࠈޔᣣᧄ⿒චሼ␠ߪޔᆌᆂᯏ㑐߆ࠄߩᢇេࠍ᳞ߡߥߎߣࠍ⍮ࠄߐࠇߚޕᣣᧄᐭ߽ޔᣣᧄ⿒චሼ
␠߽ޔᣣᧄ࿖㓙✕ᕆេഥ㓌߆ࠄߩᡰេࠍⷐ⺧ߒߥ߆ߞߚޕ
ኻᔕඦ೨ᤨಽ᧲ޔ੩ߩ࿖⋭ ߩ࿖ㅢ⋭ ߩ㒐ἴዪߦㅪ⛊ޕᐭߪޔᔅⷐߥ߽ߩࠍᛠី
ߔࠆߚߦࠕࠬࡔࡦ࠻ࡒ࠶࡚ࠪࡦࠍㅍߞߚߎߣߦࠄߐޔᢇេ࠴ࡓ߇േຬߐࠇߡࠆߩߢޔᶏᄖ߆ࠄ
ᚭߦะߌߚ5#4࠴ࡓߩᵷ㆜ߪᔅⷐߥߎߣࠍ๔ߍࠄࠇߚޕ
࠴ࡓ✬ᚑᣣඦᓟᤨඨ᧲ޔ੩ߩࠬࠗࠬᄢ㙚ߪޔߩᝡ⚝›ߩੱޔ㓌ຬߢ᭴ᚑߒޔ
ᤨ㑆એౝߦᚭߦ⌕ߢ߈ࠆ5#4࠴ࡓߩᵷ㆜ࠍ↳ߒߚ ⷐ⺧ߦᔕ߃ߡ ޕඦᓟᤨߦߪࠬࡦࡈޔ
ᄢ㙚߇ߩੱޔ㓌ຬߣᝡ⚝›ߦⵝࠍ߃ߡᵷ㆜ߔࠆߎߣࠍ↳ߒߚޔ߽࡞ࠛࠬࠗߣࠕࠪࡠޕหᣣޔ
․ߥᝡ⚝ᢇេ࠴ࡓߩᵷ㆜ࠍ↳ߒߚޕᣣߦߪࡐࠟࡦࠪޔࠟࡦࡂޔ࠷ࠗ࠼ޔࠕࠚࠫ࡞ࠕޔ
࡞߽↳ߒߚޕวࠊߖߡࠞ࿖߇5#4࠴ࡓߩᵷ㆜ࠍ↳ߒߚޕ
㒐ἴ⸘↹ᣣߩᄕᣇߦߪ᧲੩ߩෂᯏኻᔕߩ㑐ଥᯏ㑐߽ޔㅢߩᷙੂ߇ᢇഥᵴേࠍᅹߍߡࠆේ࿃
ߢޔኾ㐷⊛ߥ5#4࠴ࡓ߇ਇ⿷ߢߪߥߎߣࠍߪߞ߈ࠅߣ⼂ߒߚޕ࿖㓙5#4࠴ࡓ߆ࠄߩ↳ߒࠍฃߌ
ߚߎߣߪ᧲ޔ੩ㇺᔃㇱ߿᧲ᶏ㔡ߢߪߥ߆ߞߚߎߣ߆ࠄޔዋߒ㛳߈ߛߞߚ✕ޕᕆ⸘↹ߩᜂᒰ⠪ߪ᧲ޔ੩ߢ
㔡߇⊒↢ߒߚ႐วߩᶏᄖ߆ࠄߩኻᔕ ⥄࿖᳃߇ዬߒߡࠆ࿖߆ࠄߪߊߒ߽ޔ⇇⚻ᷣߦᓇ㗀ࠍ߷ߔ႐ว
ߥߤ ߪᗐቯߒߡߚ߇ߩ߆߶ޔၞߩἴኂߢߪᗐቯᄖߛߞߚޔߚ߹ޕరߩ5#4࠴ࡓ߽࿖㓙5#4࠴
ࡓߦଐ㗬ߔࠆߎߣߪ⠨߃ߡߥ߆ߞߚޕᓐࠄ߇ᦸࠎߢߚߩߪޔᚭߦ⌕ߔࠆߣහᐳߦరߩᝡ⚝ᢇេ
࠴ࡓᜰើ♽⛔ߦᓥ߁ߎߣߩߢ߈ࠆᣣᧄߩᝡ⚝ᢇេ࠴ࡓࠍߐࠄߦേຬߔࠆߎߣߛߞߚޕ
٤

࿖㓙5#4࠴ࡓߩ⊓႐

 ࿖ ᧲੩ߩ┙႐᧲੩ߢߪޔ࿖㓙5#4࠴ࡓࠍዉߔࠆߎߣ߇ᡰេߦߥࠆߣᒝߊਥᒛߒᆎࠆੱߚߜ߇
ߡ߈ߚޕᣣᧄߦߪޔᝡ⚝›߇ࠊߕ߆ߒ߆ߥߎߣ߆ࠄޔ0(#ߪߚߞߥ⇣̌ޔᛛⴚ̍ࠍ߽ߟࠬࠗࠬ࠴ࡓ
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ࠍᝡ⚝ߦฃߌࠇࠆߎߣࠍߚ৻ޕᣇࠬࠗࠬޔᄢ㙚߆ࠄޔᐲޘછോߩ㊀ⷐὐ߿ޔෂ㒾ⷐ⚛ߦߟߡ
วࠊߖ߇ߞߚ ޕ࿖㓙5#4࠴ࡓ߇ޔ㔡ߥߤߦࠃࠆᑪ‛ߩ፣უߢᱫߒߚ႐วߪߤ߁ߥࠆ߆! 
 ⥄ᴦ ᚭߩᶖ㒐ᜰើቭߎߩᢿࠍ੍᷹ߒߡߥ߆ߞߚޕ࿖㓙5#4࠴ࡓߩฃߌࠇߣߥࠆߣޔ
⸘ߥḰ߇ᔅⷐߦߥࠆޕㅢ⸶․ޔߥㅢᚻᲑޔኋᴱ႐ᚲߩ⏕ߥߤޕᢇេ႐ߢߪޔㆇ༡ࡌࠬࠍ⸳༡ߔ
ࠆ႐ᚲ߽ߥ߆ߞߚޕᓐࠄߪ⥄ޔಽߚߜߩᜰើਅߢޔහᐳߦᬺ߇ߢ߈ࠆ࿖ౝߩ5#4ߩേຬࠍᦸࠎߢߚޕ

ᝡᩏᵴേ㐿ᆎࠬࠗࠬᝡ⚝›ߩ࠴ࡓࠍฃߌࠇࠆߎߣߦ߹ߞߚߪࡓ࠴ߩࠬࠗࠬޕᣣ
ᤨ ᣣᧄᤨ㑆ᤨ ߦ࠴ࡘ࠶ࡅࠍ⊒ߒޔ㑐࿖㓙ⓨ᷼ߦᣣߩඦ೨ᤨಽߦ⌕ߦߜߛߚޕ
ࡋࠦࡊ࠲ߢᚭߦ㘧߮ޔరߩᶖ㒐ᢇេᜰ⠪߆ࠄ⁁ᴫߦߟߡߩ◲නߥ⺑ࠍฃߌᦨޔೋߩᢇេ
႐ߦ⌕ߒߚߩߪᣣᤨಽߛߞߚ 㔡߆ࠄᤨ㑆ᓟ ߩੱޕㅢ⸶ߣ᧲੩߆ࠄ᧪ߚᐭ
㑐ଥ⠪߇ߡߒߣ࠲ࡀࠖ࠺ࠦߩࡓ࠴ࠬࠗࠬޔࠍߒߚޕᚭ᧲ޔ੩ޔᄢ㒋ޔᾢᧄߩᶖ㒐࿅߇ࠬࠗ
ࠬ࠴ࡓߩᝡ⚝࠴ࡓߣ৻✜ߦࠬࠠࡘᵴേࠍⴕߞߚޕ
หߓߊᣣߩᄕᣇ᧲ޔ੩ߩࡈࡦࠬᄢ㙚߽ౣ߮⥄ޔ࿖ߩ5#4࠴ࡓߩᵷ㆜ࠍ↳ߒߚߢੱޕ᭴ᚑ
ߔࠆ࠴ࡓ߇↪ߔࠆਸ਼ࠅ‛ߩᚻ㈩ߣචಽߥㅢ⸶ࠍ⏕ߢ߈ࠆ߆ߣ߁ὐߢ➅ࠅߒㅪ⛊߇ߞߚޕ
ᣣඦᓟߒ↳ޔࠍฃߌࠇࠆߎߣߦ߹ߞߚޕᐶ⋵⼊߇ࡈࡦࠬ5#4࠴ࡓߩరฃߌࠇవߣߥ
ߞߚޔߪࡓ࠴ࠬࡦࡈޕ㑐࿖㓙ⓨ᷼ߦᣣߩඦ೨ᤨಽޔᱜඦߦ⌕ߒߚޕ
٤

ᝡᩏᢇេᵴേߩ႐

ࠬࠗࠬ࠴ࡓߪߕ߹ޔᝡ⚝႐ߩ․ᓽߦߟߡࡉࡈࠖࡦࠣࠍฃߌߚ߇ߤࠎߣ߶ޕ፣უߒߚᧁㅧኅደߢޔ
㔡ߦࠃߞߡੑᰴἴኂߩᕟࠇ߇ࠆߎߣߥߤޕታ㓙ߩᝡ⚝႐ߦ᩺ౝߐࠇߡᓐࠄߪೋߡ⚻ߢ߹ࠇߎޔ㛎ߩ
ߥᝡ⚝႐ߢࠆߎߣࠍ⼂ߒߚޕ
ࠬࠗࠬߩ࠴ࡓߪޔ⌕ߒߚᣣޔᔀᄛߒߡߊߣਥᒛߒߚޕᣣᧄߩࠬࠠࡘ㓌ߪޔㆡಾߥᾖߥߒߢ
ߊߣ߁ෂ㒾ᕈޔ㔡ߦࠃࠆ፣უߩน⢻ᕈࠆߥ߆߮ࠃ߅ޔ5#4㓌ຬߩੑᰴἴኂߦࠃࠆᱫ்߽ㆱߌࠆᔅⷐ
ᕈࠍᜰ៰ߒߚޕ
ੱߩࡔࠠࠪࠦੱ↵ᕈߩ5#4࠴ࡓ߽ᣣߦᚭߦ᧪ߚޕ⌕ߣหᤨߦޔᓐࠄߪߦߢߔޔ࿖㓙
5#4࠴ࡓߪ߽߁ᔅⷐߥߎߣߦ᳇ઃߚޔߢߎߘޕᓐࠄߪߩ߆߶ޔᢇេᬺߦࡏࡦ࠹ࠖࠕߣߒߡෳട
ߔࠆᗧᕁࠍߒߚޕᓐࠄߪޔᐶ⋵ᐡߦ⊓㍳ߐࠇ ࠍࠠࠟޔઃߌߚࠅޔ፣უߒߚኅ߆ࠄή்ߩᚲ‛
ࠍ࿁ߒߚࠅߣߞߚេഥࠍߒߚߩࠄࠇߎޕេഥߪޔഥߌࠍᔅⷐߣߒߡߚ㜞㦂⠪ߦࠃߞߡޔ᱑ㄫߐࠇߚޕ

 ౝ㑑ᐭߦࠃࠆ⸃⺑ ෳ⠨ޟ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴᢎ⸠ᖱႎ⾗ᢱ㓸 ޠ
٤ฃߌࠇฃߌࠇ߇ᢛࠊߥ߆ߞߚߎߣߢޔᡰេฃߌࠇߪᢙᣣᓟߣߥߞߚޕ
㔡ἴᒰᣣࠃࠅ⻉ᄖ࿖߆ࠄߩᡰេ↳ߒࠇ߇⋧ᰴߛޕᣣ߹ߢߦࠞ࿖ၞߣ࿖㓙ᯏ㑐߆ࠄ
ߩ↳ߒࠇ߇ࠅࠞޔ࿖ၞ ᣣ ߩᡰេࠍฃߌࠇߚޕ
ᐭ㕖Ᏹἴኂኻ╷ᧄㇱߦᄖോ⋭ߪߞߡ߅ࠄߕޔᡰេฃߩ⓹ญ್ᢿ߽ਇ⏕ߛߞߚߚޔ㔡ἴ
⋥ᓟߩᡰេฃߩ್ᢿߦߪᤨ㑆ࠍⷐߒߚޕ
㔡ἴ⠉ᣣߩ㑑⼏ߦ߅ߡ⻉ޔᄖ࿖߆ࠄߩᡰេࠍⓍᭂ⊛ߦฃߌࠇࠆߎߣ߇ࠄࠇߚޕ
٤

ᶏᄖ߆ࠄߩᡰេฃߌࠇߪޔߢߩኻᔕ⽶ᜂࠍჇ߿ߔߣ߁㕙߽ߞߚޕ

ᶏᄖᢇഥ㓌ߣߒߡߪࠬࠗࠬޔἴኂᢇഥ㓌 `ᣣ ࠬࡦࡈޔἴኂᢇഥ․㓌 `ᣣ ࠗޔ
ࠡࠬ࿖㓙ᢇഥ㓌 0)1`ޔᣣ ߥߤ߇ᵴേߒߚޕᶏᄖᢇഥ㓌ߦࠃࠆᝡ⚝ߩ⚿ᨐޔㆮ߇⊒ߐ
ࠇߚ߇↢ޔሽ⠪ߩᢇߦߪ⥋ࠄߥ߆ߞߚޕ
ᷙੂߒߚⵍἴߩ⥄ᴦ╬ߦฃḰߩ⽶⩄߇߆߆ߞߚߎߣ߆ࠄޔߩ⁁ᴫߦ㈩ᘦߒߥᡰេฃߦ
ߪ㗴߇ߞߚߣߩᜰ៰߽ࠆޕ
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ੱ⊛ⵍኂߦ㑐ߔࠆ⊒ᣇᴺ߇⏕ቯᢙ⊒ߛߞߚߚᶏᄖߦኻߒߡᰴⵍߣޘኂ⠪߇Ⴧ߃ߡߊߣ߁⺋
⸃ࠍਈ߃ޔᒰೋߪᝡ⚝ᢇഥᵴേߩᡰេਇⷐߣߒߡߚฦ࿖ᐭߩ⼂߇ᄌൻߒߚߣߩᜰ៰߽ࠆޕ

ᄢ㔡ἴߩᢎ⸠ࠍ〯߹߃ߚข⚵ߺ
㒋᷆〝ᄢ㔡ἴߩ⺖㗴ߦ߅ߡޔᰴߩࠃ߁ߦߥࠆޕ
ᶏᄖ߆ࠄߩฃߦ㑐ߔࠆ࿖ᣇ࿅╬㑐ଥᯏ㑐ߩᓎഀಽᜂ߿⾌↪⽶ᜂޕ
ⵍἴၞߦ߅ߌࠆᶏᄖ߆ࠄߩᡰេⷐຬߩᵴേᡰេ ኋᴱ⒖േߩ⏕ޔㅢ⸶╬ ޕ
ᶏᄖߦኻߔࠆㆡಾߥᖱႎឭଏ ⵍኂᖱႎⵍޔἴၞߩ࠾࠭╬ ޕ
ߎࠇ߹ߢߩฦᣇ㕙߆ࠄߩᜰ៰ࠍ〯߹߃ߡޔᐭᯏ㑐ޔᣇ⥄ᴦߪᶏᄖᡰេߩฃߌࠇߦ㑐ߔࠆข⚵ߺࠍ
ⴕߞߚޕ
 ౝ㑑ᐭߣ㑐ㅪ⋭ᐡ ᄖോ⋭✚ޔോ⋭ 
㒋᷆〝ᄢ㔡ἴߩᢎ⸠ࠍ〯߹߃ޟޔ㒐ἴၮᧄ⸘↹ୃߩޠᱜߦᒰߚߞߡޔᶏᄖ߆ࠄߩᡰេߩฃߌࠇߦߟ
ߡޔᰴߩࠃ߁ߦቯߚ ޕෳ⠨ޟ㒐ἴၮᧄ⸘↹ޠਛᄩ㒐ἴળ⼏ޟޔධ㑐᧲ၞ⋥ਅߩ㔡ኻ╷ߦ㑐ߔࠆ
ᄢ✁✚┨╙ޠว⊛ߥἴኂኻᔕ⢻ജߩะޔਛᄩ㒐ἴળ⼏ޔ࿖ᐡ㒐ἴዪ㔡ἴኻ╷⺖ޔᐔᚑᐕ
ᣣᡷቯ 
٤

ᶏᄖ߆ࠄߩᡰេฃࠇߩޟᣇ㊎ޠ

࿖㓙ൻޔᖱႎൻ߇ㅴዷߒߡࠆ⁁ᴫߩਅޔᄢⷙᮨ㔡ἴᤨߦߪᄖ࿖߆ࠄߩੱ⊛⊛‛ޔᡰេߩ↳ߒࠇ߇ᄙ
ᢙነߖࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߅ࠅޔ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴߩᢎ⸠ࠍ〯߹߃ޔ㒐ἴၮᧄ⸘↹ߦ߅ߡޔᶏᄖ߆ࠄߩ
ᡰេฃࠇߦ㑐ߔࠆⷙቯࠍ⋓ࠅㄟߣߣ߽ߦޔ㑐ଥ⋭ᐡㅪ⛊ળ⼏ߦ߅ߡޔฃࠇߩน⢻ᕈߩࠆಽ㊁
߮ኻᔕ⋭ᐡߣኻᔕᣇ㊎ޔฃࠇߦ㑐ߔࠆᚻ⛯߈ߩᵹࠇߥߤߦߟߡ↳วߖࠍⴕޔߩᢛࠍ࿑ߞߡࠆޕ

ධ㑐᧲ၞߪޔᚒ߇࿖ߩ㚂ㇺᯏ⢻ࠍߪߓ␠ળ⚻ᷣᵴേߦ㑐ߔࠆ⻉ᯏ⢻߿ੱญ߇⪺ߒߊ㓸ⓍߔࠆᏒⴝ
߇ᐢ▸࿐ߦᐢ߇ߞߡࠆߎߣ߆ࠄޔᄢⷙᮨ㔡߇⊒↢ߒߚ႐วߩⵍኂߪઁߩၞ߿࿖᳃↢ᵴߩߺߥࠄߕޔ
⇇⊛ߦᵄߔࠆߥߤᭂߡ↟ᄢߥᓇ㗀ࠍ߷ߔߣߣ߽ߦޔᄙߊߩᄖ࿖ੱࠍߔࠆߣ߁␠ળⅣႺߩ․ᱶᕈ
߆ࠄޔᶏᄖ߆ࠄߩᡰេ↳ߒࠇ߇㓸ਛߔࠆߎߣ߇੍ᗐߐࠇࠆޔߚߩߎޕ࿖ߪޔᶏᄖ߆ࠄߩᡰេฃࠇߦ
㑐ߔࠆ㑐ଥ⋭ᐡ↳ߒวࠊߖ╬ࠍ〯߹߃ޔㆡಾ߆ߟㄦㅦߥኻᔕߦദࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
٤

ᶏᄖ߆ࠄߩᡰេฃࠇߩޟᚻ⛯߈ޠ

ᄖ࡞࠻ߦߡᶏᄖ߆ࠄᡰេߩ↳ߒࠇ߇ߞߚ႐วߦߪޔᄖോ⋭ߪ✕ᕆἴኂኻ╷ᧄㇱߦኻߒޔᡰេߩ
⒳㘃ⷙޔᮨޔౝኈޔ⌕੍ቯᣣᤨޔ႐ᚲ╬ࠍㅢႎߔࠆޕ
✕ᕆἴኂኻ╷ᧄㇱߪޔᄖോ⋭߆ࠄߩㅪ⛊ࠍฃߌⵍޔἴᣇ࿅߮㑐ଥ⋭ᐡߦ࠾࠭╬ࠍᾖળߒޔ
ᡰេฃࠇߩน⢻ᕈࠍᬌ⸛ߔࠆޕ
✕ᕆἴኂኻ╷ᧄㇱ߇ᡰេߩฃࠇࠍቯߒߚ႐วߓ߆ࠄޔቯߚኻᔕᣇ㊎ߦၮߠߡฃࠇ⸘↹ࠍ
ᚑߒޔ㑐ଥ⋭ᐡⵍޔἴᣇ࿅ߦฃࠇ⸘↹ࠍឭ␜ߔࠆߣߣ߽ߦޔᄖോ⋭ࠍㅢߓࠇߒ↳ޔ࿖ߦኻߒޔ
ฃࠇ⸘↹ࠍㅢႎߔࠆߩߘޕᓟޔ㑐ଥ⋭ᐡߪฃࠇ⸘↹ߦၮߠ߈ᡰេࠍฃࠇࠆޕ
✕ᕆἴኂኻ╷ᧄㇱ߇ᡰេࠍฃߌࠇߥߣቯߒߚ႐วޔ㑐ଥ⋭ᐡⵍޔἴᣇ࿅ߦฃߌࠇߥ
ᣦㅪ⛊ߔࠆߣߣ߽ߦޔᄖോ⋭ࠍㅢߓࠇߒ↳ޔ࿖ߦኻߒޔฃߌࠇߥᣦㅢႎߔࠆޕ
٤ౝ㑑ᐭߦࠃࠆᶏᄖ߆ࠄߩᡰេߩฃࠇᵴേ ෳ⠨ޟౝ㑑ᐭ㒐ἴᬺോ⸘↹✬╙ޠ㔡ἴኻ╷✬╙┨ἴኂ
੍㒐╙▵ㄦㅦ߆ߟṖߥἴኂᔕᕆኻ╷ޔἴኂᓳᣥᓳ⥝߳ߩ߃ޔᐔᚑᐕ 
╷⛔ቭ 㒐ἴᜂᒰ ߪޔἴኂᤨߦ߅ߌࠆᶏᄖ߆ࠄߩᡰេߩฃࠇߩนุߩ್ᢿޔฃࠇߩታᣉ߇Ṗ
ߦⴕࠊࠇࠆࠃ߁ޔ㑐ଥ⋭ᐡߣදജߒߡޔᶏᄖߩᡰេᯏ㑐ߦߟߡޔහᐳߦ⌕߇น⢻ߢࠆ߆ⵍޔἴ╬
ߦㆊᄢߥ⽶ᜂࠍ߆ߌߐߖߥ⥄Ꮖቢ⚿ဳߢࠆ߆╬ࠍ⺞ᩏߒߩߘޔᖱႎߩ⫾Ⓧࠍ࿑ࠆޔߚ߹ޕ㑐ଥ⋭ᐡߣ
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දജߒߡᶏᄖ߆ࠄߩᡰេߩฃࠇน⢻ᕈߩࠆಽ㊁ߦߟߡᬌ⸛ߒߩߘޔኻᔕᣇ㊎ࠍࠄ߆ߓቯߡ߅
ߊߣߣ߽ߦޔᶏᄖ߆ࠄߩᡰេࠍฃߌࠇࠆ႐วߦᔅⷐߥ⻉ᚻ⛯ߦߟߡߓ߆ࠄޔቯߡ߅ߊޕ
=ฃ᧦ઙ?හᐳߦ⌕߇น⢻⥄ޔᏆቢ⚿ဳޕ
=࿖ౝᯏ㑐?ฃࠇน⢻ᕈߩࠆಽ㊁ޔฃߌࠇࠆ႐วߦᔅⷐߥ⻉ᚻ⛯
٤ᄖോ⋭ߩข⚵ߺ ෳ⠨ޟᄖോ⋭㒐ἴᬺോ⸘↹✬╙ޠἴኂ৻⥸ߦଥࠆ㒐ἴᬺോ⸘↹┨╙ޔἴኂᔕᕆኻ╷
߮ἴኂᓳᣥޔᶏᄖ߆ࠄߩᡰេฃޔᐔᚑᐕ 
╙᧦㑐ଥߔࠆฦዪㇱ╬ߩ㐳ߪ⻉ޔᄖ࿖ޔ࿖㓙ᯏ㑐╬߆ࠄᡰេߩ↳ࠇ߇ࠆ႐วߦߪߩߘޔ⒳㘃ⷙޔᮨޔ
ౝኈޔ⌕੍ቯᣣᤨޔ႐ᚲ╬ࠍ㑐ଥᯏ㑐ߦㅢႎߔࠆޕᣣ☨ァ߆ࠄߩᡰេߩ↳ࠇ߇ࠆ႐ว߽ߚ߹ޔห
᭽ߣߔࠆ ޕ㑐ଥߔࠆฦዪㇱ╬ߩ㐳ߪޔ㑐ଥᯏ㑐ߣද⼏ߩޔᡰេߩฃࠇߩ⻌ุ߮ฃߌࠇࠆ႐วߩ
ᡰេౝኈࠍㅦ߿߆ߦ⻉ᄖ࿖ޔ࿖㓙ᯏ㑐╬ߪᣣ☨ァߦㅢႎߔࠆ ޕ㑐ଥߔࠆฦዪㇱ╬ߩ㐳ߪޔ㑐ଥᯏ㑐
ߣද⼏ߩޔᶏᄖࠃࠅᡰេࠍฃߌࠆᔅⷐ߇ࠆߣࠆ႐วߦߪߩࠇ↳ޔήߦ߆߆ࠊࠄߕ⻉ޔᄖ࿖ޔ
࿖㓙ᯏ㑐╬ߦදജޔេഥ╬ࠍⷐ⺧ߔࠆޕᣣ☨ァߦදജޔេഥ╬ࠍⷐ⺧ߔࠆ႐ว߽ߚ߹ޔห᭽ߣߔࠆޕ
㑐ଥߔࠆฦዪㇱ╬ߩ㐳ߪ⻉ޔᄖ࿖ޔ࿖㓙ᯏ㑐╬߆ࠄߩᡰេⷐຬߪ‛⾗ߩฃߌࠇ߇Ṗߦታᣉߐࠇࠆࠃ߁
ᔅⷐߥភ⟎ࠍߣࠆߣߣ߽ߦޔ㑐ଥᯏ㑐ߦදജࠍⷐ⺧ߔࠆޕᣣ☨ァ߆ࠄߩᡰេⷐຬߪ‛⾗ฃߦߟߡ߽ޔ
߹ߚห᭽ߣߔࠆޕ
٤✚ോ⋭ߩข⚵ߺ ෳ⠨ޟᶖ㒐ᐡ㒐ἴᬺോ⸘↹✬╙ޠ㒐ἴߦ㑐ߒߣࠆߴ߈ភ⟎ ၮᧄኻ╷✬ ┨╙ޔἴ
ኂᔕᕆኻ╷╙▵ἴኂᔕᕆኻ╷ߩታᣉޔᶏᄖ߆ࠄߩᡰេ߳ߩኻᔕޔᐔᚑᐕ ᐭᧄㇱ߇ฃࠇࠍ
ቯߒߚᶏᄖ߆ࠄᡰេߦߟߡⵍޔἴᣇ࿅ߦㅪ⛊ࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦޔᔅⷐߦᔕߓߘߩṖߥฃࠇߩ
ߚߩភ⟎ࠍ⻠ߓࠆޕ

㒋ᄢ㔡ἴ߆ࠄᐕࠍ⚻ߡଐὼߣߒߚ㗴ὐ
ޟἴኂኻ╷ၮᧄᴺޔߪߢޠ࿖ޔㇺᐭ⋵ޔᏒ↸ߥߤߩᯏ㑐ߩ⽿ോ߇ⷙቯߐࠇߡࠆޔ߆߶ߩߎޕᜰቯ
ⴕᯏ㑐ޔᜰቯᯏ㑐ߩ⽿ോ߽ⷙቯߐࠇߡࠆޕ
ߥ߅ޔἴኂኻ╷ၮᧄᴺߦ߅ߡⴕ┙⁛ޔᴺੱޔนᴺੱ․ޔᱶᴺੱ߮᳃㑆ળ␠ߩਛߢޔౝ㑑✚ℂᄢ
⤿߇ᜰቯߔࠆ߽ߩࠍᜰቯᯏ㑐ߣ⟎ߠߌޔἴኂኻ╷ߦଥࠆฦ⒳ߩ⽿ോࠍ⺖ߒߡࠆޕᐕ
ߢߩᯏ㑐߇ᜰቯᯏ㑐ߣߒߡᜰቯߐࠇߡࠆ߇ߩߎޔᜰቯߩਛߦ⁛┙ⴕᴺੱ࿖㓙දജᯏ᭴ ,+%#
ߪ߹ࠇߡߥޕ
৻ᣇޔᶏᄖ߆ࠄߩੱ⊛‛⾗ᡰេߩฃߌࠇߪޔ+05#4#)࡞࡞ߦೣߞߡⴕࠊࠇࠆߎޕ
ߩ+05#4#)࡞࡞ࠍᾫ⍮ߒߡࠆߩߪ,+%#ߢࠆޔߒ߆ߒޕἴኂኻ╷ၮᧄᴺޔ,+%#ߪߩ⽿ോ߽ߥޔ
⸒឵߃ࠇ߫ߩᮭ㒢ࠍᜬߚߥߩߢޔᶏᄖᡰេߩฃߌࠇߦ㑐ߒߡޕࠆߓ↢߇ࡑࡦࠫޔ
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#453'7+4'&


 #%,)306/&

 %1. &$# .7?2;876.7= 9;.<.7=< =1. &$# 6.-2, @2=1 *7 *;;*B 8/ .=12,*5
,>5=>;*5*7-.7?2;876.7=*5,2;,>6<=*7,.<@12,1,8>5-1*?.*7*-?.;<.*//.,=
@1.79;8?2-2709*=2.7=,*;.

 %12< -8,>6.7= *26< =8 8>=527. ,87<2-.;*=287< <9.,2/2, =8 =1. 9;8?2<287 8/
6.-2,*5,*;.27*7*><=.;..7?2;876.7=<9.,2/2,*55B,87/27.-<9*,.

 =2< *,,.9=.-=1*= =1.1.*5=1,*;. 9;8?2-.; @255*-1.;. =8,5272,*5 9;*,=2,.< *<
<=29>5*=.-27=1.2;186.,8>7=;B8;27=1.2;/;*6.@8;48/,869.=.7,.*7-*<
08?.;7.-+B=1.2;9;8/.<<287*5,8-.8/,87->,=*7-<,89.8/9;*,=2,.*7-@255
875B-2?.;=/;86=12<27.A,.9=287*5,2;,>6<=*7,.<@1.;.*52/.2<>7-.;=1;.*=

 (125.=1.27-2?2->*5E<;.<987<2+252=B;.0*;-270=1.2;<,89. 8/9;*,=2,.;.6*27<
27 />55 .//.,= =12< -8,>6.7= <.;?.< =8 9;8?2-. 0>2-*7,. *< 18@ <=*7-*;-
*,,.9=.-9;*,=2,.6*B7..-=8+.*-*9=.-=8*,,8668-*=.=1..7?2;876.7=
27@12,12=2<+.270*9952.-

 =2<;.,866.7-.-=1*=.?*5>*=2878/=1.?2,=26,866.7,.*<<887*<,87=*,=
1*<+..7.<=*+52<1.-

 = 2< ;.,866.7-.- =1*= =;.*=6.7= +.027 *< <887 *< =1. 9*=2.7= ,*7 +.
*,,.<<.-

 6+&+/)3+/%+1-'4

< * 0>2-270 9;27,295. 9;28; =8 9.;/8;6270 *7B ,5272,*5 6*7*0.6.7= ,87<2-.; =1.
/8558@270

 2<,><<270 *,=287 95*7< @2=1 ,855.*0>.< =.*6 6*7*0.;< 8; 8=1.;
9;8/.<<287*5<@1.7,87<2-.;270-.?2*=287/;86<=*7-*;-9;*,=2<.
 $..42700>2-*7,./;86!$!*7-8;/8;<.7<2=2?.27=.;?.7=287<.0
*69>=*=2878;-2<6.6+.;6.7=
 <4B8>;<.5/=1./8558@2704.B:>.<=287<
 8B8>8;-87E=B8>
 8B8>1*?.=1.6*7-*=.=89;8?2-.,5272,*56*7*0.6.7=
 <2=<*/.=8-8<8,87<2-.;D<.5/=.*69*=2.7=
99;8?.-+B $#$=..;270;8>9.+;>*;B 
8,>6.7='.;<287  
*=.*7>*;B  
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 (1*=2<=1.524.5B8>=,86./8558@270B8>;27=.7-.-*,=287<
 8 B8> 1*?. =1. ;.:>2;.- ;.<8>;,.< *?*25*+5. @2=127 =1. =.*6
=1.@2-.;&$#,866>72=B*7-/;86=1.58,*527/;*<=;>,=>;.
 <=1.;.*7B.=12,*5,87<2-.;*=287<.?2-.7=
 < =1.;. *7B ,>5=>;*5 ,87<2-.;*=287< +8=1 /8; =1. =.*6 *7- =1.
?2,=26.?2-.7=
 *7B8>8;,*7E=B8>
 8B8>1*?.=1.;.:>2;.-*7-,87=27>*5*,,.<<=8=1.9*=2.7=
 <=1.;.:>2;.-,5272,*527=.;?.7=287@2=127B8>;<,89.8/9;*,=2,.
*7-,869.=.7,B/;*6.@8;4
 8 B8> 1*?. =1. ;.:>2;.- ;.<8>;,.< *?*25*+5. @2=127 =1. =.*6
=1.@2-.;&$#,866>72=B*7-/;86=1.58,*527/;*<=;>,=>;.
 (255B8>8;@87E=B8>
 (1*=2<=1.9*=2.7=<=;2*0.<=*=><
 8@ 5870 @255 2= =*4. =8 *,12.?. B8>; 8+3.,=2?. *7- @1*=
26952,*=287<@255=1*=1*?.87=1.=26.=8.A=;2,*=287
 8.< =1. +.7./2= 8/ B8>; 27=.7-.- *,=287 8>=@.201 =1.
/8;.<..*+5.;2<4=8<.5/=.*6*7-9*=2.7=
 8@=8
 (1*=2<=1.<*/.<=89=287
 (1*=2<=1.5.*<=27?*<2?.89=287
 (1*=2<=1.5.*<=;.<8>;,.27=.7<2?.89=287
 87<2-.; =1. 26952,*=287< 8/ B8>; 27=.;?.7=287< 87 9*=2.7=
.0;.<<
 87<2-.; =1. 26952,*=287< /8; 8708270 6*7*0.6.7= ->;270 *7-
/8558@270.A=;2,*=287
 87<2-.; =1. ><. 8/ =.,172,*5 <.*;,1 *7- ;.<,>. .:>296.7= =8
*<<2<= @2=1 9*=2.7= *<<.<<6.7= *7- .?*5>*=287 .0 ><. 8/
<.*;,1 ,*6.;* =8 ?2<>*52<. 9*;=< 8/ 9*=2.7=E< +8-B 8+<,>;.- +B
;>++5.


 +38#:#/&3'#5*+/)0/4+&'3#5+0/4

 87<2-.;=1.68<=<>2=*+5.89=287/8;6*7*0270=1.*2;@*B+*<.-87=1.02?.7
,2;,>6<=*7,.<
 )8> 6*B 78= +. *+5. =8 *,12.?. * -./272=2?. *2;@*B .0 27=>+*=287 <8
,87<2-.;><27068;.+*<2,6*78.>?;.<*7-*2;@*B-.?2,.<.0<>9;*058==2,
*2;@*B-.?2,.*<*7*5=.;7*=2?.
 87<2-.; @1.=1.; B8>; ,18<.7 6.=18- ,*7 +. <*/.5B <><=*27.- /8; =1.
->;*=2878/=1..A=;2,*=287
 87<2-.;=1*=B8>6*B875B1*?.=.698;*;B*,,.<<=8=1.9*=2.7=
 )8>6*B78=+.*+5.=86*4.><.8/5*=.;*598<2=287
 87<2-.; 1*7-1.5-6*7>*5 <>,=287 -.?2,.< 8?.; 6.,1*72,*5 -.?2,.<*< =1.B
*;.0.7.;*55B68;.98;=*+5.*7--87E=;.:>2;.*>A252*;B98@.;
 87<2-.; 1*?270 *,,.<< =8 <6*5598;=*+5. +*==.;B 89.;*=.- 6872=8;270
.:>296.7=.0$9! 7-%2-*5! 
99;8?.-+B $#$=..;270;8>9.+;>*;B 
8,>6.7='.;<287  
*=.*7>*;B  
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87<2-.; =1*= B8> 6*B 78= 1*?. *,,.<< =8 *78=1.; 9*2; 8/ 1*7-< ->. =8
;.<=;2,=.-9*=2.7=*,,.<<
)8>; -.,2<287 =8 *<<2<= @2=1 ?.7=25*=8;B <>998;= @255 +. 27/5>.7,.- +B B8>;
*+252=B=8*,,.<<=1.*2;@*B
87<2-.;=1*=B8>6*B78=+.*+5.=89;8?2-.=1.;.:>2;.-?.7=25*=8;B<>998;=
?2* B8>; ,18<.7 =.,172:>. .0 6*27=*27270 *7 *-.:>*=. <.*5 @2=1 * '
*7-=1.;./8;.B8>6*B1*?.=8;.<8;==8*7*5=.;7*=2?.*2;@*B=.,172:>..0
<>9;*058==2,*2;@*B-.?2,.
87<2-.;=1.;2<4<?.;<><=1.+.7./2=<;.0*;-270-;>0*<<2<=.-27=>+*=287
87<2-.; =1. ->;*=287 8/ =1. @185. .A=;2,*=287 9;8,.<< @1.7 6*7*0270 =1.
*2;@*B@2=1;./.;.7,.=8
 (1.=1.;B8>1*?.*-.:>*=.<>9952.<8/6.-2,27.=84..9=1.9*=2.7=27
=1.-.<2;.-,5272,*5<=*=..0<.-*=.-8;*7*.<=1.=2<.-
 %1./.*<2+252=B8/6*7>*5?.7=25*=287.0'
/ B8> ,87<2-.; 9.;/8;6270 *7 .6.;0.7,B ,;2,8=1B;82-8=86B * $.55-270.;
=.,172:>.2<9;./.;*+5.8?.;*<>;02,*5*2;@*B
.-2,*5!AB0.787<2-.;*=287<27&$#
 87<2-.; =1. -*70.;< 8/ 8AB0.7 -.52?.;B 27 * ,87/27.- <9*,. ->;270
;.<,>.89.;*=287<->.=8
 "8=.7=2*5/2;.;2<4
 "8=.7=2*5.A958<287;2<4
 87<2-.;=1.787*?*25*+252=B8/8AB0.7->.=8
 ?2*=287 =;*7<98;= ;.<=;2,=287< @1.7 -.958B270 =8 =1. *//.,=.-
,8>7=;B
 #./255270;.<=;2,=287<5262=.-*?*25*+252=B27=1.*//.,=.-,8>7=;B
 #.0>5*=8;27,869*=2+252=B
 %1. ><. 8/ 8AB0.7 2< 524.5B =8 +. =1. .A,.9=287 ;*=1.; =1*7 =1.
78;6
 87<2-.; =1. ><. 8/ *7 8AB0.7 ,87,.7=;*=8; *< *7 *5=.;7*=2?.
<8>;,.8/8AB0.7
.,1*72,*5?.7=25*=28727&$#
 %12<,*9*+252=B.A,..-<=1..A9.,=.-62726>6;.:>2;.6.7=<
 / * =.*6 .5.,=< =8 27,5>-. * 6.,1*72,*5 ?.7=25*=8; 27 2=< .:>296.7=
,*,1.,87<2-.;=1./8558@270
 $.5.,=*2;-;2?.76.,1*72,*5?.7=25*=8;<@2=1+>25=27,869;.<<8;
 87<2-.;><270=1.5.*<==.,1785802,*55B*-?*7,.-*5=.;7*=2?.<
  &$# =.*6 -.958B270 @2=1 * 6.,1*72,*5 ?.7=25*=8; <18>5-
-.?.589 * $=*7-*;- !9.;*=270 ";8,.->;. $!" *7- 5272,*5
";*,=2,.>2-.527."/8;2=<><.@2=127=1.=.*6


 +3%6-#5+0/0/4+&'3#5+0/4

  5>2-*7*0.6.7=

 5>2-*-6272<=;*=287;8>=.<

99;8?.-+B $#$=..;270;8>9.+;>*;B 
8,>6.7='.;<287  
*=.*7>*;B  
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 87<2-.;=1./8558@2706.=18-<8/?.78><*,,.<<
 ".;291.;*5
 7=;*8<<.8><
 '.78><,>=-8@7
 .7=;*5 ,87<2-.; =1. ;2<4< *<<8,2*=.- @2=1 ,.7=;*5 ?.78><
*,,.<<@2=127*,87/27.-<9*,.
 /27=;*?.78><*,,.<<2<78=98<<2+5.,87<2-.;*5=.;7*=2?.;8>=.<8//5>2-
*-6272<=;*=287
 !;80*<=;2,
 *<80*<=;2,
 #.,=*5
 $>+,>=*7.8><
 7=;*9.;2=87.*5
 5>2-?85>6.
 87<2-.;;*=.*7-=262708/*-6272<=;*=287
 '85>6.;.95*,.6.7=*<;.:>2;.-
 5>2-58*-2709;28;=8;.68?*58/,869;.<<2?.58*-
 *27=.7*7,.*-6272<=;*=287
 87<2-.;=1.*?*25*+5./5>2-;.<8>;,.<
 87<2-.;=1.*+252=B=86872=8;1*.68-B7*62,<=*=><*7-/5>2-8>=9>=27
;.5*=287=8/5>2-*-6272<=.;.-
 &;27*=287
 7/8;6 9*=2.7= =8 =.55 B8> @1.7 =1.B 7..- =8 >;27*=. 2/
98<<2+5.
 7,8>;*0.9*=2.7==8>;27*=.
 *4.78=.8/=26.<9*=2.7=>;27*=.<
 !+<.;?.,858>;8/>;27.2/98<<2+5.
 = 2< 78= 0.7.;*55B *-?2<*+5. =8 *==.69= +5*--.;
,*=1.=.;2C*=287@2=127*,87/27.-<9*,.<*7*5=.;7*=2?.
,87<2-.;=1.><.8/*,87-86,*=1.=.;
 7=;*?.78><5>2-=B9.
 /*?*25*+5.,87<2-.;/5>2-<=1*=*;..2=1.;58@8;/;..8/98=*<<2>6*7-
8;5*,=*=.279*=2.7=<<><9.,=.-8/1*?270,;><1<B7-;86.
 ";./.;*+5B><.2<8=872,<85>=287<
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1. INTRODUCTION
1. The following clinical guideline has been developed by the INSARAG Medical
Working Group (MWG) which consists of medical professionals actively
involved in the urban search and rescue discipline. The MWG is comprised of
representatives from 15 countries and organisations drawn from the three
INSARAG regional groups.
2. This clinical guideline outlines a recommended approach to crush syndrome in
the austere environment of collapse structure response. As such it is to be
considered as a consensus statement by members of the MWG based on
current medical literature and experience; it is not intended to be a prescriptive
medical protocol. In addition it must be understood that these guidelines have
been developed for application in an environment which may be complicated by
factors such as:
a. Hazards to rescuers and patients e.g., secondary collapse; hazardous
material;
b. Limited access to entrapped patient;
c. Limitations of medical and rescue equipment within the confined space;
d. Prolonged extrication and evacuation of patient;
e. Delayed access to definitive care.
2. DEFINITION
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1. Crush Injury: Entrapment of parts of the body due to a compressive force that
results in physical injury and or ischaemic injury to the muscle of the affected
area, most commonly discussed in the context of collapsed structure
incidents.

If significant muscle mass is involved, it can lead to crush

syndrome following release of the compressive force.
2. Crush Syndrome: A potentially life-threatening, systemic condition that can
occur after release of a compressive force that has been applied to a muscle
mass. The factors that lead to the development crush syndrome include:
a. Degree of compressive force;
b. Amount of muscle mass involved;
c. Duration of compression.
3.   

    

or from an external source.
4. The onset of crush syndrome occurs following reperfusion of injured muscle
when the compressive force is released. This may result in acute and or
delayed-onset clinical sequelae.
5. The three primary acute pathophysiological concerns are:


Hypovolaemia which may result in shock;



Electrolyte imbalances including hyperkalaemia which may result in acute
cardiac dysrhythmias;



Metabolic acidosis which may result in shock.

6. Delayed-onset pathophysiological concerns include:


Renal failure;



Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS);



Coagulopathy;
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Severe sepsis.

7. Delayed medical care and or inappropriate rescue management e.g.,
uncontrolled rapid removal of the compressive force before initiation of
medical care e.g.; fluid administration, may result in rapid clinical deterioration
and death of the patient.
3. CLINICAL PRESENTATION
1. All patients entrapped within a structural collapse environment should be
considered to have some element of crush syndrome until proven otherwise.
Rescuers and medical personnel should maintain a high index of suspicion of
the potential for crush syndrome taking into account the following:


There may be no obvious physical       
vital signs may initially be normal;



Physical signs, when present, may include:


Mottled or blistered skin;



Oedema;
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Reddish-brown urine;



Absent or diminished pulses in affected limbs;



General signs of shock;

Symptoms:


Dysaesthesia (e.g.; paraesthesia; hypoaesthesia; hyperaesthesia);



Anaesthesia;



Pain:


Presence and level of pain may not reflect the level of severity
of injury;




May be exacerbated on movement/release;

Paralysis or paresis of the affected limbs.

2. Note: Crush syndrome may be incorrectly diagnosed as a spinal cord injury.
This is an important differential diagnosis to make as the treatment regimes
differ significantly. If in any doubt, treat as for crush syndrome whilst
protecting the spine until spinal injury can be excluded.
3. Hyperkalaemia should be anticipated in crush injury. It should be identified
and managed as early as possible. See Section 4.2.2 below.
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4. MANAGEMENT STRATEGY
1. For the general approach to patient treatment in the confined space
environment see 01 MWG_Provision of Medical Care in an Austere
Environment Specifically in a Confined Space_ISG Approved Feb 2011. If
relevant, see also 05 MWG_Amputations and Dismemberment_ISG Approved
Feb 2011.

4.1.


General Management
It is imperative that the rescue team recognise the dangers of not treating the
patient prior to release of the compressive force;



The method and timing of the removal of the compressive force should be
closely coordinated between the rescue technicians and the medical
personnel.



Removal of the compressive force should not be delayed as the severity of
crush syndrome and compartment syndrome is proportional to the duration
the area is crushed for;



The method and route out of the rubble pile should be prepared prior to the
removal of the compressive force;



The required extrication equipment should be immediately available;



Method of transport should be established early;



Receiving healthcare facility should be identified as soon as possible.

4.1.2 Medical Management


Entrapped patients may appear stable whilst the compressive force is in
place;

Approval by INSARAG Steering Group - February 2012
Document Version 1.1
Date: February 2012

－366－





MEDICAL GUIDANCE NOTE
Anticipate what medical equipment and medicines may be required to treat
the patient and ensure that these are immediately available prior to removal of
the compressive force.

4.1.2.1

Fluid Management in Crush Syndrome

Important Considerations:
1. Currently there is no strong scientific evidence to support any single definitive
fluid regime for the collapsed structure environment.
2. However, fluid administration remains the cornerstone of therapy for the
medical management of crush syndrome and establishing adequate
intravenous access and providing fluid is therefore of critical importance.
3. In the USAR environment, fluid loading of the patient is recommended as one
of the most important actions prior to release of any compressive force.
4. The USAR environment usually precludes an ability to definitively monitor
haemodynamic, electrolyte and metabolic status of the patient.
5. Special consideration should be given to the administration of lower rates and
doses of fluid administration which may apply to:
a. Those with lower muscle mass:
i. Paediatrics;
ii. Elderly;
iii. Chronically malnourished;
b. Patient with known co-morbid conditions e.g.; heart failure.
Fluid Administration
1. Fluid administration routes:
a. Consider the following methods of venous access:
i. Peripheral;
ii. Intraosseous (IO);
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iii. Venous cutdown;
iv. Central (least desirable, consider the risks associated with
central venous access within a confined space);
b. If intravenous (IV) access is not possible, consider alternative routes of
fluid administration recognising their limited effectiveness (poor
absorption) and potential side effects e.g., regurgitation:
i. Orogastric;
ii. Nasogastric;
iii. Rectal;
iv. Subcutaneous (avoid administration in crushed area);
2. Intravenous Fluid type:
a. Preferably use warm, isotonic, potassium free solutions.
3. Fluid volume:
a. Fluid administration is not simply aimed at replacing what is lost. There
are multiple reasons for fluid administration during various stages of
the extrication:
i. Volume replacement as required to achieve haemodynamic
stability;
ii. Fluid

loading

to

compensate

for

the

sequestration

of

intravascular fluid into the interstitial space;
iii. To maintain adequate renal perfusion and prevention of renal
damage. This may require the use of volumes of fluids that may
exceed volumes usually administered to a trauma patient.
iv. To address maintenance fluid requirements.
b. Volume:
i. There is no strong scientific evidence to support any particular
dose of administration. However, the literature supports the use
of high volume fluids during extrication.
ii. Many authors recommend 1 to 1.5 litres per hour for the adult
patient until hydration status can be verified.
iii. This may be augmented by intravenous fluid boluses.
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iv. The principles of damage control resuscitation (e.g.; permissive
hypotension) may not necessarily apply.
4. Other General recommendations:
a. Insulate fluids in cold environments;
b. Use pressure infuser devices in conjunction with rate control devices to
aid with fluid administration. The confined space environment often
precludes being able to place the intravenous fluid container above the
level of the patients heart thereby preventing fluid flow or resulting in
blood back flow up the administration set. Do not delay fluid
administration waiting for equipment as manually squeezing the bag is
an effective interim measure;
c. Ensure IV sites are adequately secured;
d. Use IV extension tubing to facilitate easier administration of fluid and
medication;
e. Use two sites of intravenous access, if possible;
f. Adhere to sterile procedures as far as possible;
g. Monitoring haemodynamic status using urinary output can be difficult to
assess in the USAR environment, however:
i. Encourage patient to urinate into a container if possible if they
feel the need;
ii. Make note of times patient urinates;
iii. Observe the colour and estimate the volume, if possible;
iv. It is not generally advisable to attempt bladder catheterization
within a confined space. As an alternative consider the use of a
condom catheter in a male patient.
v. Be aware of the patient with a full bladder who is no longer
producing urine i.e. a single collection of urine is not always a
reliable confirmation of ongoing renal function.
4.1.2.2

Medications
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Important Considerations:
1. As crush syndrome is associated with acute renal failure, medications with
known nephrotoxic effects must be avoided if at all possible e.g.; non-steroidal
anti-inflammatory drugs (NSAIDs).
2. Patients presenting with possible acute renal failure may accumulate
excessive doses of an administered drug due to inability of urinary excretion
leading to toxicity.
Recommendations
1. The medical literature and USAR experience support the early administration
of the following medications:
a. Sodium Bicarbonate 8.4% (e.g.; 50 ml IV in an average adult patient)
prior to removal of the compressive force. Although there is no strong
scientific evidence to support additional bolus doses, this may be
considered in a prolonged extrication. Subsequent slow intravenous
infusion may assist with alkaline diuresis which is thought to aid renal
protection.
b. Analgesia: Appropriate and adequate analgesia is not only important
for patient comfort, it may assist with patient extrication. Selection of
analgesic may be influenced by the scope of practice, duration of
action, renal elimination, effect on the haemodynamic profile and need
for airway support.
c. Antibiotics: preferably broad spectrum (including anaerobes)
intravenous or intramuscular in non-damaged tissue; avoid nephrotoxic
antibiotics.
d. Medications for the treatment of hyperkalaemia may include:
i. Sodium Bicarbonate 8.4%;
ii. Calcium 10% (in the presence of ECG changes indicative of
hyperkalaemia);
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MEDICAL GUIDANCE NOTE
iii. Beta-2 agonist;
iv. Intravenous dextrose and insulin;
v. Polystyrene sulfonate or resonium calcium (when practical and if
prolonged transfer to tertiary care is expected).
Notes:


Mannitol 20%: May be considered once ongoing urinary production and
output has been verified. Note: Mannitol is contraindicated in anuric states.



Although the use of allopurinol has been described in patients with non-crush
syndrome rhabdomyolysis, its use in crush syndrome is not described.



Acetazolamide has also been recommended for treatment, however its use in
the confined space environment is restricted due to the inability to measure
blood chemistry.



Furosemide has unfavorable heamodynamic side effects. Furthermore, it
causes acidification of the urine which counteracts attempts to alkalinize the
urine through the administration of sodium bicarbonate. Therefore it use in
this environment is strongly discouraged.



Suxamethonium chloride is contra-indicated due to its exacerbation of
hyperkalaemia.

4.1.2.3

Tourniquets

1. There is currently no scientific evidence to support the use of tourniquets in
the prevention of crush syndrome following release of the compressive force.
2. The use of tourniquets should be reserved for otherwise uncontrollable lifethreatening haemorrhage. Tourniquets used in this environment should be
appropriately designed for arterial occlusion.
4.2

Post-release of the compressive force
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MEDICAL GUIDANCE NOTE
1. During and immediately following removal of the compressive force,
reassess         apidly deteriorate.
2. Coordinate the extrication and evacuation with the rescue team as per preplanned strategy.
3. Continuously monitor the ECG for signs of acute hyperkalaemia as soon
as practical.
4. Continuously monitor the patients hemodynamic status.
4.3

Compartment Syndrome

Following the release of the compressive force, patients may develop a compartment
syndrome. Current evidence in the medical literature discourages the use of
fasciotomies in the field environment due to the high rates of sepsis and bleeding
complications, which may be life-threatening. The literature supports the use of
mannitol as a non-surgical approach to reducing intracompartmental pressures.
5. REFERENCES
1. Jagodzinski NA, Weerasinghe C, Porter K. Crush injuries and crush syndrome
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「日本赤十字社との連携に関する研究」
研究分担者 勝見 敦
（武蔵野赤十字病院救命救急センター 副センター長）
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平成23年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
「自然災害による広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究」
研究代表者 国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長 小井土雄一
分担研究報告書
「日本赤十字社との連携に関する研究」
研究分担者

勝見

敦

武蔵野赤十字病院救命救急センター第2救急部長

研究要旨
平成23年3月11日に発生した東日本大震災での超急性期における日本赤十字社（以下、日赤）医療救護活
動について調査し、日赤と DMAT との連携に関する問題点、課題を報告する。日赤は DMAT、救護班とし
て迅速に出動し被災地において活動した。平成23年3月11日には DMAT として22班、救護班として33班、
計55班が出動。3月12日は DMAT9班、救護班29班が出動している。2日間で DMAT31班、救護班62班、計
93班の医療救護班（1.01班/全日赤病院）が出動した。全国92日赤病院のうち3月11日12日の2日間で DMAT
派遣した病院は28病院であった。2日間で DMAT、救護班の両方を派遣した病院は46％（13病院）であっ
た。3月11日に出動した55班の活動内容については、DMAT22班の活動内容（場所）は25活動で病院が64％
（16班）、SCU16％（４班）、巡回診療12％（3班）
、救護所活動8％（2班）であった（複数活動あり）
。救護
班33班の活動内容（場所）は37活動で病院が35％（13班）、救護所、巡回活動がそれぞれ30％（11班）、SCU
での活動5％（2班）であった。被災地において DMAT で活動していたが、DMAT 活動でのニーズがないと
判断し救護班に切り替えたチームもあった。DMAT から救護班に切り替わる場合の取り決めが必要であり、
DMAT 調整本部と十分協議の上、決定することが重要である。情報としては、日赤は EMIS による情報収
集とともに、DMAT への情報提供することにより、効率的な DMAT と救護班の役割分担につながる。日赤
の救護活動において早期からの医療救護所の展開は中長期的医療活動を見据えた場合、不可欠な戦略であ
る。超急性期に被災地域に必要とされている医療を有効に提供するためには被災地で活動する DMAT、あ
るいは救護班の共通の情報や災害医療の知識・認識が不可欠である。超急性期に活動する救護班のレベル
アップを目的とした日赤 DMAT 研修会を軸に超急性期災害医療に関する教育、研修による人材育成が必須
である。

研究協力者
高桑 大介

武蔵野赤十字病院

内藤万砂文

長岡赤十字病院救命救急センター

中野 実

前橋赤十字病院救命救急センター

丸山 嘉一

日赤医療センター

Ａ．研究目的

年度本研究は平成平成23年3月11日に発生した東

日赤は全国92病院に救護班（495班）
、救護車両、

日本大震災での超急性期における日本赤十字社

無線局などの災害時医療資源を有している。また、

（以下、日赤）医療救護活動について調査し、日

日赤においては日本 DMAT 隊員養成研修を受講

赤と DMAT との連携に関する問題点、課題を報告

し日本 DMAT 隊員として登録者は773名、124チー

する。

ム、DMAT 指定医療機関は60施設に及ぶ。日赤と
DMAT が連携し活動することは、我が国の災害医

Ｂ．研究方法

療の対応能力向上につながるものである。平成23
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調査項目は日赤医療救護班の出動状況、DMAT

派遣状況、活動内容について調査。東日本大震災

概して１個班の医療救護班が出動したことにな

に関する日本赤十字社（本社、各都道府県支部、

る。

各赤十字病院）活動記録集、ホームページに記載

・救護班、DMAT 派遣要請の相違について

された活動記録からデータ収集し、これらのデー
タをもとに聞き取り調査を行った。

広域災害時の日赤救護班派遣の基本的な要請経
路は、被災地日赤支部→被災地支部のブロック（全
国を6ブロックに分割）代表支部・日赤本社→被災

Ｃ．研究結果

地外各ブロック代表日赤支部→非被災地各都道府

[医療救護班の出動状況]

県日赤支部→管下の病院（救護班）となっている。

平成23年3月11日には DMAT として22班、救護

日赤救護の実施主体は都道府県にある日赤支部

班として33班、計55班が出動。3月12日は DMAT9

長が実施する（日本赤十字社救護規則第９条）こ

班、救護班29班が出動している。2日間で DMAT31

とになっており、日赤の DMAT はあくまでも救護

班、救護班62班、計93班の医療救護班が出動した

班としての位置づけである。

（図１）。

しかしながら、DMAT は厚生労働省からの広域

[DMAT 派遣状況]

災害救急医療情報システム（EMIS）の一斉送信で

全国の92の日赤病院で3月11日12日の2日間で

派遣要請を行うことより、日赤救護班の要請経路

DMAT 派遣した病院は28病院であった。2日間で

とは異なるが、派遣要請があった場合には、都道

DMAT、救護班の両方を派遣した病院は46％（13

府県日赤支部長の包括的派遣指示とみなし所属病

病院）であった。うち3病院は DMAT を2班派遣し

院長の判断で派遣許可ができる（平成21年1月23

た。（図２）

日日赤事業局長通知）ことになっている。

[DMAT 活動と救護班活動]

東日本大震災においては、甚大な被害状況がテ

3月11日に出動した55班の活動内容（場所）

レビなどを通じ明らかであったため、被災地県各

については、DMAT として活動した22班（25活動）

日赤支部、第一ブロック（北海道・東北）代表支

は病院が64％（16班）、SCU16％（４班）、巡回診

部である日赤宮城県支部からの要請の前に全国の

療12％（3班）
、救護所活動8％（2班）であった（複

救護班派遣準備および出動が実施されている。第

数活動あり）
。
（病院での活動には参集待機も含ま

一ブロック代表支部である宮城県日赤支部（建物

れる。
）

等）自体が被災し機能が発揮できなかったため、

救護班として活動した33班
（37活動）は病院が35％

日赤本社が非被災地県のブロック代表支部・支部

（13班）、救護所、巡回活動がそれぞれ30％（11

へ救護班の派遣指示をした。

班）、SCU での活動5％（2班）であった。（図３）

DMAT を有する日赤病院は60施設であるが

日赤の救護班活動における医療救護所は、病院前

DMAT を派遣した病院は28施設で46.7％であっ

医療救護所（石巻赤十字病院前）
、避難所医療救護

た。うち3病院が DMAT を2班派遣しており、13

所（宮城県仙台市、岩沼市、石巻市など）、被災地

病院（46％）が DMAT、救護班の両医療救護班を

内拠点医療救護所（岩手県陸前高田市、釜石市な

出動させている。

ど）として各地で設置・展開された。

・被災地での救護班、DMAT 指揮命令系統の相違
について
被災地県における活動調整（指揮命令）は日赤

Ｄ．考察

救護班は被災地県日赤支部であり、DMAT は被災

・医療救護班の出動について
日赤は全国92病院に495班の救護班（平成23年3

地県庁内に設置される DMAT 都道府県調整本部

月31日現在）
、日赤の日本 DMAT 隊員登録者数は

によってその活動が調整されることになってい

773名、60病院が DMAT 指定医療機関である。3

た。被災地において DMAT で活動していたが、役

月11日、12日の2日間で93班の医療救護班（1.01班

割がないと判断し救護班に切り替えた DMAT も

/病院）が出動している。全国の92赤十字病院から

あった（31班中5班）。

－382－

DMAT から救護班に切り替わる場合には、

・日赤は EMIS による情報収集とともに、DMAT

DMAT 調整本部と十分協議の上、決定することが

への情報提供することにより、効率的な DMAT

大切である。また、活動している被災地県日赤支

と救護班の役割分担につながる。

部、所属する日赤支部、病院へ連絡することなど

・中長期的医療活動を見据えた早期からの救護所

の取り決めが必要である。

の設置は救護班活動において重要な戦略であ

・被災地に医療救護所を早期に展開する意義

る。

超急性期には被災地の医療支援では病院支援が

・超急性期災害医療に関する教育、研修による人
材育成が重要である。

最優先されるべきであることは言うまでもない
が、東日本大震災は津波による被害が甚大であっ
た。これは阪神・淡路大震災、新潟県中越地震な

Ｆ．健康危険情報

どから考えられる傷病者などの被害想定は大きく

特になし

異なるものであった。病院、行政機関などの津波
被害による機能停止は地域医療の回復を停滞させ

Ｇ．研究発表

た。このような状況においては、初動救護班によ

１. 論文発表

る医療救護所の展開する意義は重要なことである

１．勝見敦：赤十字の医療救護活動から得られた
もの.医学のあゆみ2011;23(11):1099-1105

と考える。石巻赤十字病院では病院前救護所が設
置され、数押し寄せる中等症、軽症患者対応をし

２．勝見敦：東日本大震災が私たちにもたらした

て病院の医療需要の負荷軽減に役立った。また、

ものとは.勝見敦/小原真理子編

医療・行政の被害が甚大であった陸前高田市、釜

ーヴェルヒロカワ

災害救護

ヌ

東京2012. p2-7

石市などでの医療救護所（被災地内活動拠点医療

２. 学会発表

救護所）

１．勝見敦：東日本大震災での日赤救護班活動―
医療活動から考えたこと－ 医療セクター評議

設置は、超急性期から長期的な医療活動拠点と
なった。また、岩手県消防学校にはミニ SCU とし

会

て救護所展開が実施された。日赤の救護班として

町

も DMAT 活動などの超急性期のおける医療救護

平成22年6月11日

神奈川県足柄下郡箱根

２．勝見敦:震災時に求められた地域連携とは－医

活動を理解しておく必要がある。

療救護活動から考えたこと－

・日赤 DMAT 研修会の継続

携シンポジウム

日赤においては超急性期で活動する救護班のレ

武蔵野市地域連

平成23年7月23日東京都武蔵

野市

ベルアップを目的とした日赤 DMAT 研修会が開

３．勝見敦:東日本大震災から「地域防災と災害拠

催している。超急性期に被災地域に必要とされて

点病院の連携」を考える ワークショップ V 東

いる医療を有効に提供するためには被災地で活動

日本大震災の被災地における支援活動の経験知

する DMAT、あるいは救護班の共通の情報や災害

と地域防災活動の課題 日本災害看護学会第13

医療の知識・認識が不可欠である。そのためには、

回年次大会

DMAT 以外の救護班への超急性期災害医療を学ぶ

たま市

ための教育体制の強化、整備が重要であると考え

平成23年9月9-10日

埼玉県さい

４．勝見敦: 東日本大震災での日本赤十字社医療

る。

救護活動を考える

シンポジウム

第39回日本救急医学会学総会・学術集会平成
23年10月18－20日

Ｅ．結論
・東日本大震災で日赤医療救護活動について調査

東京都新宿区

５．勝見敦:日赤災害医療戦略を持ち合わせること

した。

の重要性－日赤初動救護班は各被災地にて自力

・日赤は DMAT として、あるいは救護班として迅
速に医療救護班を出動させた。

で活動した－シンポジウム第47回日本赤十字社
医学総会 成23年10月21日

－383－

福井県福井市

６．勝見敦:東日本大震災救護活動報告 －私たち
が被災者のために成し遂げたこと－ 東日本大
震災第2ブロック救護活動検証会
月15日

平成23年11

新潟県長岡市

７．丸山嘉一：東日本大震災での医療救護活動に
おける問題点 第17回日本集団災害医学会学術
総会

平成24年2月21－22日 石川県金沢市

８．高桑大介、勝見敦、田中真人、富田博樹：釜
石鈴子広場日赤拠点のおける後方支援の経験か
らのロジステックステーションを考える 第17
回日本集団災害医学会学術総会
21－22日

平成24年2月

石川県金沢市

９．内藤万砂文、江部克也、小林和紀：被災地の
医療コーデイネターシステムをどうするか？第
17回日本集団災害医学会学術総会

平成24年2

月21－22日 石川県金沢市
10．勝見敦、高桑大介、内藤万砂文、中野実、丸
山嘉一、田中眞人、木村尚文:初動から慢性期ま
で継続した地域医療を提供するために－東日本
大震災における日赤医療救護支援について―
第17回日本集団災害医学会学術総会 平成24年
2月21－22日

石川県金沢市

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
なし
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分担研究報告

「日本医師会との連携に関する研究」
研究分担者 石原 哲
（白鬚橋病院 院長）
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平成23年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
「自然災害による広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究」
研究代表者 国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長 小井土雄一
分担研究報告書
「日本医師会との連携に関する研究」
分担研究者

石

原

哲

白鬚橋病院

院長

研究要旨
平成23年3月11日、14時46分、三陸沖を震源とする国内観測史上最大のＭ9.0の地震「東日本大震災」が
発生し、多くの死者・行方不明者が出た。その後、福島原発の事故も重なり、１年経過した現在でも被害
が甚大でため、十分な復興が進んでいないのが現状である。
今回の研究では、日本の新たな災害医療体制である DMAT が各自治体において発足され、活動を開始し
ている状況であり、今後の活動を考えると日本医師会との連携を図ることが新たな災害医療体制の確立に
繋がると考えられるため、研究主題として報告を行うこととした。
これまでこの課題を主題に報告してきたが、日本医師会は DMAT などの新たな災害医療体制に鑑み、平
成20年2月「救急災害医療対策委員会」を新たに立上げ、日本医師会としての役割や災害医療体制のあり方
の再構築を目的に検討を行ってきた。今回の大災害において、日本医師会は、JMAT として活動し大きな
成果を挙げた。この実績については、平成24年3月、東日本大震災の対応や活動を基に「救急災害医療対策
委員会報告書」として取りまとめられている。
今回の研究報告は、今回の震災も含めこれまで災害現場に日本医師会医療救護班が出動して経験して得
た教訓や課題を基に、「救急災害医療対策委員会報告」を再考したので報告する。

Ａ. 研究目的

上で特に必要であることに着目し検討や検証を行

これまでの研究課題として検討し報告してきた

い、次に派遣される「JMAT」チームがより有効的

日本医師会による「JMAT」は平成23年3月11日に発

かつ効率的、
安全と安心をもって活動できる体制の

生した「東日本大震災」の発生を受け出動して活動

構築を目的とした。

を開始した。
今回の「JMAT」派遣は万全の組織や体制下での

Ｂ. 研究方法

派遣ではなかったが、平成23年7月15日現在1,395チ

災害発生時に現場でどの様な活動を実施したら

ーム、その後の医療対応を受け継いだ「JMATⅡ」

効率的かつ効果的な成果に繋がり一人でも多くの

は平成24年2月16日現在407チームが活動を行い、被

人命救助に繋がるか、この課題について過去に発生

災地で大きな役割と活動を実施し、多大な貢献を果

した新潟中越地震、
能登半島地震、新潟中越沖地震、

たしたと各界から多くの評価を受けている。

岩手・宮城内陸地震、さらに東日本大震災といち早

今回の「東日本大震災」発生を受けて、東京都医

く被災地に出向き、
地元医師会とともに活動した経

師会、全日本病院協会が「JMAT」チームを被災地

験と日本医師会より報告された「救急災害医療対策

へ派遣するための司令塔として、
先行して発生直後

委員会」報告を基に、災害発生初動期からの医療活

に災害現場に出向いた東京 DMAT チームからの情

動の検討や検証を行い、特に日本医師会と DMAT

報や被災地からの要請などの情報を基に、全国から

の連携を研究主題として、今後、災害医療体制や医

の派遣調整を行った。

師会の活動をどのように構築したら円滑な活動が

この経験や情報をもとに、今回の「救急災害医療

実施できるかを検討した。

対策委員会報告書」の内容を勘案し、今後活動する
－393－

医療機関とその連携の目指すべき方向は
「①災害急

Ｃ. 研究結果
日本医師会は平成24年3月「救急災害医療対策委

性期において必要な医療が確保される体制」「②急

員会報告書」を発表した。この報告では、日本医師

性期を脱した後も住民の健康が確保される体制」と

会と JMAT 活動の今後の活動の内容について、Ⅰ．

示されている。このことから、急性期の DMAT 活

総論として今回の「東日本大震災」の教訓や災害医

動から JMAT にどのように引き継ぎ、医療を継続

療の現状と今後の取組み、JMAT と DMAT の連携

するかが今後の課題となる。国、自治体および医師

など、Ⅱ．各論として日本医師会や都道府県医師会

会の連携が被災地での活動に必要となるが、これか

などの役割とチーム編成や派遣など、Ⅲ．研修とし

らの課題については平時における体制整備が重要

て研修プログラム案や医師会員すべてを対象とし

となる。

た災害医療研修、及びⅣ．災害に備えた医師会の体
制とからで構成されている。報告内容は今回の「東

Ｄ. 考察

日本大震災」に JMAT が出動し活躍され、活動内

日本医師会による「救急災害医療対策委員会」報

容の経験や検証が教訓として反映された報告書と

告は、今回の東日本大震災の発生後の JMAT の活

なっていて、災害発生時の急性期を担当する JMAT

動を検証した上で、
今後の体制整備について報告さ

とその後の医療を支援する JMATⅡを災害現場の

れている。これまで災害時の医療救護活動は国や地

ニーズに合わせ創設したことが記載されている。

方自治体が中心となり活動してきた。しかし、日本

災害時の被災地では急性期は最も医療支援が必

医師会は我が国最大の NGO であり、災害はいつど

要とされるが、発生からある程度の日数が経過す

こで発生するかわからず、
これまでの国や自治体に

と、精神や感染症などを主とする保健活動が中心と

よる災害医療対策はもとより、日本医師会のこの大

なってくる。しかし、東日本大震災のような甚大な

組織で構成される会員相互の協力体制や自助共助

被害を受けた被災地では簡単に医療や保健活動を

の災害医療体制が確立されることは、これまでにな

再開できなく、支援が必要となる。今回の JMATⅡ

い体制の確立となり国民全体の安心安全の確保に

の活動内容については、これまでは、被災地外の自

繋がるものである。
現在の災害医療体制は基本的に

治体が、精神保健や感染症などを担う保健所班を編

は地方自治体が作成する「地域防災計画」が基本に

成し医療支援を行ってきた活動であるが、今回は被

計画され、この計画で医師会は「指定公共機関」と

災地で必要とするチーム数を派遣をすることが困

して計画に位置付けられている。
今回の日本医師会

難であったため、JMATⅡが支援することとなっ

の報告を具現化して、この新体制を災害現場で

た。このような被災地や派遣する自治体の状況に鑑

DMAT や JMAT などの医療班が効果的かつ効率的

み、日本医師会が JMATⅡを編成し活動できたこと

に活動させるためには、国、地方自治体および日本

は、実災害に即応した対応が十分に図れる体制整備

医師会の組織間の連携が大きな課題となる。阪神・

に繋がったと評価できる。しかし、被災地の状況や

淡路大震災を教訓に新たな災害医療体制として

要望・要請を的確に把握し、有効的かつ効率的な対

DMAT が創設され、特に今回の東日本大震災では

応を図るためには被災地でのコーディネターが重

多くの DMAT チームが活動して社会的にも多大な

要となり今後の課題である。東京都では既に災害時

貢献として評価を受けている。平成17年の DMAT

のコーディネター制度を開始したところであるが、

の創設当時から見ると、活動実績からチーム編成、

災害はいつどこで発生するかわからないため、今

医療、組織、及び補償内容とさまざまな機関や分野

後、早急に他の道府県においても取組む課題であ

で検証、検討、改善及び研究が重ねられて現在の体

り、日本医師会も道府県医師会及び郡市医師会が積

制が構築されてきた。この研究報告では日本医師会

極的に取組みに参画できるような体制を整備する

と DMAT の連携を主題に研究、検討、考察を重ね、

必要がある。また、DMAT と JMAT の連携につい

日本医師会による医療チームの創設を報告してき

ては報告書でも記載されているが、厚生労働省の医

たが、日本医師会では今回の「東日本大震災」での

政局指導課長通知で「災害時における医療」として

活動を検証し「救急災害医療対策委員会報告」を発
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表した。この報告から今後大震災が発生した場合に

24年3月

は日本医師会も積極的に活動を開始し活躍するも

(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20120307_41.p

のと評価できる。

df)

日本医師会

しかし、災害現場での連携について細部を検証、
検討してみると報告書にもあるが国や地方自治体、

Ｇ. 研究発表

医師会と医療系の連携は積極的に構築していくと

なし

しているが、これまでの被災地での活動をから、特
に救出救助を担う警察、消防機関、自衛隊が主とな
って対策本部が立ち上がり各機関と連携して活動
しているのが実態である。
医療救護班による急性期
の活動は、まさにこの連携が必要であり、チームが
安全に活動することを補完することにもなり、
平時
から各機関との連携調整を行い、
体制整備を構築す
るべきである。このためには、日本医師会が国の関
係機関に積極的に働きかけ、都道府県医師会や郡市
地区医師会が関係機関と平時から災害時の活動体
制の構築を図り、訓練などを積極的に実施すること
が、国民の生活の安心安全に繋がるものである。こ
の警察、消防、自衛隊の３機関は組織力や機動力が
あり、
災害現場での活動はこの機関中心に実施され
てきた。DMAT 創設以来連携が進み関係機関と連
携した話し合いや訓練が実施されてきているが、地
域や郡市医師会などの個別の対策などになると組
織的に連携が進んでない状況である。
今後、日本医師会として災害医療体制に取り組ん
でいく際に、
組織間での上層部での取り組みを進め
る際に、地方での取り組みが有効的・効率的に推進
できるような配慮が必要であるとともに、都道府県
医師会や郡市医師会にも積極的に情報伝達し、
取組
みを進めるよう通達し指導実施すべきである。
平成
17年の東京 DMAT 創設から始まり、国による日本
DMAT の活動も開始され災害医療の大きな変革が
進む中、この研究で日本医師会との連携を主題に研
究報告を行ってきた。この連携の中心課題に JMAT
創設を報告し、実際に今回の東日本大震災において
出動し活躍できたことは成果として評価できるが、
今後の検証がまだまだ必要であり、この取組みが地
震国日本の国民の安心安全に繋がることを報告す
るとともに、
自らも今後の取組みに積極的に取組む
こととする。
参考資料

救急災害医療対策委員会報告書

平成
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救急災害医療対策委員会

分担研究報告

「国立病院機構との連携に関する研究」
研究分担者 高橋 毅
（国立病院機構熊本医療センター 救命救急部長）

－397－
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平成23年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
「自然災害による広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究」
研究代表者 国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長 小井土雄一
分担研究報告書
「国立病院機構との連携に関する研究」
研究分担者

高橋

毅

国立病院機構熊本医療センター

救命救急部長

研究要旨
国立病院機構は全国に143の病院を有しており、その中に、救命救急センター18カ所、災害拠点病院19
カ所、DMAT 隊保有病院24カ所、DMAT 隊数49チーム、DMAT 隊員数435名を有している。さらには、DMAT
後の亜急性期の医療班も多数有しており、広域医療搬送の受入機関としても災害時には最も頼りになる大
きな組織を作り上げ、現在も成長を続けている。
しかしながら、国立病院機構防災業務計画には、これらの手の内を効率よく采配するための機構本部機
能（災害対策本部）に関する具体的な記述がなく、改訂のための作業に着手した。
また機構各病院においては、災害時に必要な人材の確保・養成・維持を行うために、平時には救急医療
に力を注ぎ、人的・財政的に医療力を蓄えて行く必要がある。

Ａ．研究目的

また、広域医療搬送の受入機関としても31病院

国立病院機構は、救命救急センター18カ所、災
害拠点病院19カ所、DMAT 隊保有病院24カ所、

で被災患者11835名を受入や人工呼吸器を利用す
る在宅医療患者の停電時の緊急受入を行った。

DMAT 隊数49チーム、DMAT 隊員数435名を有し
ており、さらには、DMAT 後の亜急性期の医療班

Ｂ．研究方法

も多数有しており、広域医療搬送の受入機関とし

国立病院機構は独自の防災業務計画を有してお

ても災害時には最も頼りになる日本最大の災害医

り、災害時のマニュアルとなっているが、DMAT

療支援組織であることは間違いない。

を織り込んだ内容に改訂するための検討を行う。

一方、機構は全国に143の病院を有しているが、

また、有事に備えて、常に人員と設備を充実させ

旧療養所も多く、いわゆる災害弱者である。つま

ておくことには問題点も多い。その医療力を平時

り、支援者組織であり被支援者組織でもある。

には救急医療に提供し、有事に救急医療を災害医

災害時に国立病院機構が最大限に国民に貢献で
きるように災害時医療支援体制を確立する必要が

療へ転換できる効率の良い体制を如何に構築する
か検討する。

ある。国立病院機構の初動医療体制（災害初期医
療支援体制、広域搬送受入体制、災害後期医療支

Ｃ．研究結果

援体制）を確立するためには、国立病院機構災害

１．災害医療ネットワークが中心となり防災業務

医療ネットワークを充実させることが必要であ
る。

計画の改訂案を作成した。
２．国立病院総合医学会に合わせて、第２回機構

今回の東日本大災害の際は、21病院より DMAT

ＤＭＡＴ研修を開催した。

34班（160名）、その後の医療班を69病院より122

３．国立病院機構の救急・災害医療の充実に向け

班（600名）
、心のケアチームを9病院より62班（250

て救命救急センター長協議会を核する支援体

名）、その他、76病院より450名の医師と看護師を

制を構築した。。

被災病院や救護所へ派遣した。この中には、福島

４．救命救急センター長協議会に災害医療委員会
（小井土雄一委員長）を設置。機構内の災害

県への被爆スクリーニングも含まれる。
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医療体制の充実に向けて、訓練、調査、支援、
研究、提言を行った。
５．政策医療として機構が取り組んでいる、重症
心身障害、神経・筋難病患者を、災害時には
いかに支援するのかシミュレーションを行っ
て検討する必要を提言した。
６．災害時に必要となる、遠隔医療技術について
研究開発を行った。
Ｄ．考察
この研究班での研究した内容を国立病院機構本
部へ適時提言を行い、協力して最良の体制を構築
して行くことが期待される。
Ｅ．結論
国立病院機構は災害時において初動期医療から
その後の医療まで効果的な医療を提供する必要が
ある。

今後はこの機能を向上させるため、国立

病院機構本部、災害医療センター、救命救急セン
ター長協議会が中心となり機構病院143施設によ
る災害医療体制を確立しなければならない。
Ｆ．健康危険情報
なし
Ｇ．研究発表
1. 論文発表
なし
2. 学会発表
なし
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
1.

特許取得

なし
2.

実用新案登録

なし
3.

その他

なし
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分担研究報告

「急性期医療体制の総合戦略の展望に関する研究」
研究分担者 山田 憲彦
（防衛省航空幕僚監部 首席衛生官）
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平成23年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
「自然災害による広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究」
研究代表者 国立病院機構災害医療センター 臨床研究部長 小井土雄一
分担研究報告書
「急性期医療体制の総合戦略の展望に関する研究」
研究分担者

山田

憲彦

防衛省航空幕僚監部

首席衛生官

研究要旨
東日本大震災は、災害時の医療支援ニーズの多様性を改めて浮かび上がらせた。一方、我が国の DMAT
は、阪神・淡路大震災時に明瞭になった、外傷患者の preventable deaths の軽減に特化して整備したため、
諸外国の DMAT と比べると、機能・自己完結的可動期間等に相当な違いがある。災害急性期の多様なニー
ズに的確に応えるためには、ニーズの総括的整理のもとに、①現行の病院単位 DMAT の本格的な National
Team 編制の検討、②DMAT 以外のリソース（他科専門家等）を動員する体制の検討が必要である。
A．研究目的

については成果が認められるものの、広域対応時

急性期医療を担うべき主体の明確化

のチーム編制や派遣単位についての検討は、不十
分なままである。

B．研究方法

米国のナショナル・レベルの DMAT は、派遣態

我が国の DMAT 整備の経緯に関する文献・資料の

様や交代要員の確保等を視野に入れた編制（⇒州

検索と整理

レベルの確実な即応性の担保、2週間程度の自己完
結性、しかし展開は遅い。
）をとり、チーム数とし

C．研究結果

ては、全米で50程度であり、派遣単位は州である。

１．東日本大震災で浮かび上がった課題群

（1チームの登録要員数は、100名前後と見られ

詳細は他の研究に譲るが、項目としては、以

る。）
一方我が国の DMAT は、編制も派遣活動も病院

下の2項目に大別可能である。
(1) 比較的長期間の救急医療対応

単位で実施されている。チーム数こそ1000チーム

(2) 慢性重症患者の治療中断への対応

を誇るが、1チーム4名で、諸外国の感覚で評価す

２．我が国の DMAT の特異性：

ると、災害医療の訓練を受けた救護班のレベルに

平成13年度厚生科学特別研究「日本における

とどまる。DMAT として国レベルで組織化されて

災害時派遣医療チーム（DMAT）の標準化に関

いるのは、要員の養成にとどまっているのが現状

する研究」によると、DMAT と従来の医療救護

である。

班との重要な違いは、以下の2点である。
DE．考察・結論

(1) 編制規模：

災害急性期の多様な医療ニーズ、特に国家レベ

従来の救護班は3～4人／チーム、DMAT は目
的や計画により柔軟に変化。

ルでリソースを動員をすべきニーズを明確に整理

(2) 行動単位：

する事が、前提的に必要である。
このニーズの中で、①救急医療リソースを動員

従来の救護班は病院単位で派遣行動、DMAT
は集結し大部隊として行動可能。

して対応すべきニーズと、
②その他のリソース（神

我が国の DMAT の現状は、いずれの項目につい

経難病等の各科専門家等）を動員すべきニーズに

ても、従来の医療救護班のレベルに概ね留まって

整理する必要がある。

いる。現在の DMAT は、教育訓練や装備の標準化
－403－

その上で、組織編成上は医療救護班レベルにと

どまっている現行の DMAT が、①のニーズに対応
できるように、改めて本格的な National Team の絵
姿を早急に検討する必要がある。
②の課題については、東日本大震災の医療状況
の総括が進む事に依存しており、現状では十分な
考察ができていない。
F．健康危険情報
（分担研究報告書には記入せずに、総括
研究報告書にまとめて記入）
G．研究発表
1. 論文発表
2. 学会発表
平成23年度防衛医学セミナーシンポジウム
（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入）
H．知的財産権の出願・登録状況
（予定を含む。）
1.

特許取得

2.

実用新案登録

3. その他
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