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大量死傷者事件（MCI）の現場に最初に到達するプロのレスポンダーは、複雑で圧倒的に困難な情況に直面する。十分に調
整が行き届いた対応であっても、プロのレスポンダーが同時に負傷者全員を処置できない可能性もあり、トリアージを行っ
て被害者の優先順位を付けなければならない。
そのギャップを埋めるために、自発的なボランティアが勇敢に声を上げることがしばしばあるが、その勇気と決意は、既に
混乱して困難な情況の複雑さを増すことが多い。最近の大量死傷者事件で、ボランティアに、様々な方法で支援する意図が
あることがわかった。事件の対応で追加支援を得ることは、人命救助に役立つ可能性がある。しかし、プロのレスポンダー
の現行の方針や訓練では、一般人を巻き込み、助けを借りることを奨励はしていない。

IPR（Initial Professional Responder）を、「事件現場に最初に到着した、専門の訓練を受け法律的にも認められたレスポンダー」
と定義する。通常は、警察か消防署、または救急医療機関に所属する。複雑な事件現場に到着すると、IPR は、すぐにボラ
ンティアや被害者の注目を集め、頼るべき正当な責任者、専門家として認識される。
これは、IPR チームにとってかなりのストレスとなる。IPR チームは非常に困難な状況下で、指揮をとり、意思決定を行い、
情報提供することが期待される。IPR が意思決定を行って事件現場を効果的に管理できるよう、混乱に秩序をもたらすシン
プルで直接的な方法が必要である。
ボランティアによる援助の価値が認識されて、ボランティアの訓練と活用を目的とした様々な取り組みが始まり、簡単で効
果的な医療技術が開発され活動が組織された。その中には「Stop the Bleed（出血を止めろ）」「Be the Help（助けになろう）」
「Until Help Arrives　( 助けが来るまで )」などがある。
プロのレスポンダーに実施される現行の訓練は、現場から自発的なボランティアやバイスタンダーを立ち退かせ、大量死傷
者事件の対応の複雑さと責任を軽減することに焦点を置いている。このアプローチでは自発的ボランティアの現実を認識し
ておらず、IPR チームはボランティアの提供する技術や潜在的な支援を活用することができない。ボランティアは、テロ事
件から自動車事故、大量避難など様々な緊急事態の初期対応において重要である。これらの事件では、プロのレスポンダー
は「誰が助けになるか」を理解する必要がある。

ボランティアを活用するためのプロトコル
ハーバード大学のNPLI チーム（National Preparedness Leadership Initiative 危機的な状況におけるリーダーシップを研究）
は、緊急事態におけるボランティアの問題を研究した。彼らは IPR チームが「自発的なボランティア」の能力と支援を、う
まく管理し活用するための簡単なプロトコルを学び訓練されれば、良好な成果を上げられると確信している。成果とは、大
量死傷者事件や他の緊急事態での死傷者を減らし、犠牲者をもっと早く避難させ、現場管理をより効果的に行うことである。
この取り組みの成功の は、プロのレスポンダーがボランティアに関する知識を身につけ、効果的に支援を調整するプロト
コルを開発し、そのトレーニングを支援することである。
ボランティアは様々な理由から現場で手助けをするが、その動機に関係なく、技術、能力や意欲に大きな違いがある。「自
発的ボランティア」（SV）は、IPR チームが到着した時点ですでに何らかの手助けをしている。 「意欲的なボランティア」
（WV）は近くにいるかもしれないが、参加する機会を待っている。現場には支援できない、あるいはその意図がない人々も
おり、彼らは「バイスタンダー」に分類される。彼らもプロトコルを使って対処でき、意欲的なボランティアの効果を最大
化し、受動的な傍観者の影響を軽減することができる。 （図 1を参照）

ご意見や問い合わせはこちらまで。
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プロトコルの記憶と実装を容易にするために、段階を描写する暗記テクニックとして「SCAN」を作った。
•Safety( 安全性 )：　ボランティアを活用して、安全か？
•Call for assistance( 援助を求める )：　「誰か手伝えますか？」
•Assign tasks and duties( タスクと業務を割り当てる )
•Network( ネットワーク )：　情報を伝え更新して、人々に状況を知らせる

10 月 2日 ~4 日
＠東京ビッグサイト
危機管理産業展 (RISCON)

展示会参加情報：

●

重度の熱中症の冷却
ポーラースキン

アイスシート アイスパック

身体を覆い、腋窩・鼠径部を冷やす。
0℃以下でも凍らない、
「アークティックアクア」
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プロのレスポンダー、ボランティア、被害者、そして一般人の安全が第一に重要である。危険物が介在する事件の危険区
域付近や、依然として暴力行為が活発な現場だ。このような場合はプロのレスポンダーでさえ、リスクを考慮し、事態が
さらに悪化しないように適切な行動を取る必要がある。現場がボランティアにとって十分に安全になったら、IPR チーム
は直ぐに意欲的なボランティアを活用し、既に犠牲者の援助を行っている自発的なボランティアを支援することを考える
べきだ。
援助を求める簡単な呼びかけ（例えば、「誰か手伝えますか？」）はおそらく、かなりの量の追加のサポートを引き出すだろう。
これまでの研究が示すように、70％以上の場合、ボランティアは誰かに頼まれなくても、介入して援助を行っている。
さらに一連の簡単な質問をすることで、ボランティアの分類が始まる。一旦分類ができると、ボランティアのグループに
それぞれ、スキルと能力に適したタスクを割り当てることができる。 「ボランティアトリアージ」という用語は、ボランティ
アを評価してタスクを割り当てる際の簡単な手順を描写するために作られた。
NPLI チームの調査は、大量死傷者事件の初期段階で最も必要なタスクを特定した。ボランティアには状況や事件に応じて、
様々なタスクを割り当てることができる。簡単に説明するために、ボランティアのスキルと能力に基づいて、タスクを大
まかに医療支援、現場の安全、一般的な現場サポートの 3つのタイプに分類した。（図 2と図 3で、ボランティアトリアー
ジのプロトコルの概要を示す。次頁）
ボランティアに割り当てることができるタスクは以下のように、多種多様である。現場の安全と出入りの管理、出血の制
御（例えば、ターニケットの装着）、負傷者の避難、備品や装置を届ける、新たな危険や脅威の出現を見張る、記録を取る、
交通整理、写真撮影や現場の記録（例えば群衆や車両）、および捜索の手伝いなどがある。
訓練されたレスポンダーの組織に任せた方がよい作業もある。それには証拠の収集、潜在的に有害な廃棄物の除去、容疑
者の拘束、その他の技術的に困難な作業が含まれる。

ボランティアを管理しているプロのレスポンダーは、情報、励まし、援助を与えるために、ボランティアとのネットワー
クを保ちコミュニケーションを継続しなければならない。これは、状況認識の共有を生む。犠牲者とボランティアはこれ
によって何が起こっているかをある程度理解でき、結果として危機対応がより効果的に進み、彼らが受ける心理・感情的
な負担も軽減される可能性がある。
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バイスタンダー
・助ける気がない
・関わりになりたくない
・見物はしたいかもしれない
・誤って ( 救急 ) 対応を妨げる可能性がある

自発的な
ボランティア

意欲のある
ボランティア

自ら行動を起こす：現場で既に何か手助けをしている
何らかの訓練や経験がある可能性が高い(例えば応急処置、
職場の安全）
他のボランティアを動かし監督することに慣れている可能
性がある。

・
・

・

最初は助けないが、頼んで指示すれば手伝う-働きかけが
必要
現場に引かれてくることが多く、だれか責任者の指示を
期待している。
高いレベルの社会的な責任感と成熟度を示す

・

・

・

Bystander

Spontaneous
Volunteer(SV)

Willing
Volunteer(WV)

図 1 ボランティアの分類
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図 2 ボランティアトリアージ

現場の評価と安全確保が終わったら、
現場を回ってどのボランティアが
最も助けになりそうか、「トリアージ
プロセス」での特定を開始する。

傍観者を安全な場所に移動
させることで、業務の妨害
や証拠の破壊を防ぎ、被害者 
や傍観者への心理的な害を
軽減する。

図 3の医療以外のサポートを参照

何らかの医療訓練を受けた
ボランティア
避難その他の義務遂行の
サポートができるボランティア
筆記係など、現場の業務支援が
できるボランティア

・

・

・

「意欲ある
ボランティア」
のトリアージを
開始する

誰か手伝えますか？
傍観者

安全な場所へ移
動して下さい。

「何か他の方法で
手伝えますか？」

医療訓練を受け
ていますか？

医療トリアージ係に
配属／応急手当開始

YES

YES

YES

NO

NO

NO

図 3 医療以外のサポート

「何か他の方法で
手伝えますか？」

現場の安全確保を
手伝って下さい

現場の業務を
手伝ってください

安全な場所に移動し
てください

YES YES

NO

現場の安全確保には、
交通 /出入りの制御、照明、
騒音の制御、または安全に関連
した情報の提供（例「それに触
れないで下さい」）が含まれる。

業務の手伝いには、
筆記係、記録係、捜し物、
手作業、物流などが
含まれる。
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