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FOREWORD

序

⽂

全⽶の病院は⽇々様々な形での業務上および財務上の困難に直⾯し続けている。それが
外部要因（地震、⽕災、洪⽔など）によるものであれ、内部要因（院内の設備系の不具合、
⼦供の誘拐、職場での暴⼒など）によるものであれ、病院は緊急事態に対応するために時
間と貴重な資源を投資して、適切な緊急対応計画の準備とスタッフの⼗分な対応訓練を確
保できるように努⼒を続けている。⻄部の原野⽕災、ミズーリ州のジョプリンを襲ったハ
リケーン、ジョンズ・ホプキンス⼤学病院での銃撃、ハリケーン・サンディなどの例は、
緊急事態がどこでもいつでも起こり得るものであり、病院はそれに対する準備を事前に整
えておかなければならないことを⽰している。
病院インシデントコマンドシステム（Hospital Incident Command System, HICS）は、
1980 年代後半の導⼊以来、⽶国および世界中の病院における緊急事態管理の重要な基盤と
なっている。インシデントマネジメントシステムを緊急事態への対応時だけでなく、⽇常
業務、事前に計画されたイベント、⾮緊急の状況においても使⽤することの意義は経験的
に明らかにされ続けている。
これまでの版と同様に、今回（2014 年）の改訂も病院における緊急事態への事前準備の
ニーズに唯⼀の解答を与えようとするものではない。しかし、このガイドブックと付随す
る資料は、保健医療施設における準備を向上させるために重要な役割を果たすことが可能
であり、またあらゆる規模と役割を持つ病院の ̶ 病院単独での、あるいは地域の保健医
療および緊急事態管理に関わるコミュニティの⼀員としての ̶ 緊急事態への事前準備と
対応能⼒を向上させるために必要なツールを提供しうると我々は確信している。
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ABOUT THIS GUIDEBOOK

本ガイドブックについて
2006 年に病院インシデントコマンドシステム（Hospital Incident Command System,
HICS）の改訂版を発刊して以来、訓練活動や実際に発⽣した緊急事態への対応において、
⾮常に多くの病院がこのガイドブックと付随するツールから恩恵を受けてきた。
今回（2014 年）の改訂版は、規模、場所、機能にかかわらず、すべての病院のニーズに
こたえるように拡張されている。さらに、リハビリテーションセンターや救急診療所
（urgent care centers, 訳注：重症でない緊急疾患を予約なしで診療する外来診療所）な
どの異なるタイプの保健医療施設をサポートできるようにも努めた。病院が HICS の考え⽅
とツールを採⽤することによって、インシデントコマンドシステム（Incident Command
System, ICS）およびその共通の⽤語、緊急事態対応の考え⽅（レスポンス）、⼿続きを
包含する、国家事態管理システム（National Incident Management System, NIMS）と
より密接に連携することができる。
2006 年の改訂版ガイドブックと同様に、HICS の主な受益者は、引き続き、病院の医師、
看護師、管理者など危機対応の役割を担う者すべてである。本ガイドラインの情報は、病
院が地域において協働すべきパートナー（公安部⾨、地⽅保健局、緊急事態管理部⾨など）
や緊急事態管理を学ぶ学⽣にとっても、保健医療システムにおける緊急対応の問題点や健
康被害を⽣じるような様々なイベントにおけるインシデントコマンドの実践やツールを理
解するのに役⽴つだろう。
今回（2014 年）の改訂では 2006 年の改訂と異なり、デザインや内容に⼤きな変更は加
えていない。しかし、実際に発⽣した緊急事態から学んだ教訓は取り⼊れられている。そ
れらの教訓は、2009-10 年の全国 HICS 調査、2011 年の HICS 全国関係者サミット、及
び HICS ⼆次レビューグループのメンバーが提⽰した事例から得られたものである。そして
この HICS ⼆次レビューグループは、再度、今回の改定の草稿を評価し、提案されたすべて
の変更点に関してコメントと提⾔を提供してくれた。
今回の改訂は以下のような修正を⾏っている：
● インシデントマネジメントの⽀援を⾏うために派遣され、展開した州または連邦政府
の⼈員など、病院以外の対応チームとの混同を避けるため、「インシデントマネジメ
ントチーム」という名称を「病院インシデントマネジメントチーム（Hospital Incident
Management Team, HIMT）」に変更した。
● 対応期間中の患者家族のニーズへの対処を⽬的として、実⾏部⾨の下位に患者家族⽀
援担当部署を追加した。
● 保健医療スタッフおよび医師の家族へのサポートを提供することによるスタッフ⽀
援を⽬的として、ロジスティクス部⾨の⽀援担当部署に、職員家族対応班⻑を設置し
た。
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● 新規のより実際的なツールの導⼊を含め、インシデント⾏動計画をより重視した内容
とした。
● 病院での使いやすさを改善するために、インシデント計画指針（Incident Planning
Guides, IPGs）とインシデント対応指針（Incident Response Guides, IRGs）のフ
ォーマット変更、ならびに統合または拡張を⾏った。
● HICS 書式は、連邦緊急事態管理庁（Federal Emergency Management Agency,
FEMA）で使⽤される書式とより整合性のとれたものに改訂した。さらに、インシデ
ント⾏動計画（IAP）簡略版、HICS 書式 200: IAP 表紙、および HICS 書式 221: 撤
収点検表の３つを、病院で使⽤可能な HICS 書式として新たに追加した。
● 時間外および⼩規模・地⽅病院における HICS の実践について記載した新たな章を追
加した。
本ガイドブックは、これまでの改訂版と同様に、病院の事前準備や対応についての完璧
な 教 科 書 と し て 書 か れ た も の で は な い し 、 緊 急 オ ペ レ ー シ ョ ン 計 画 （ Emergency
Operations Plan, EOP）ととらえるべきものでもない。願わくば、これまでより読みやす
い形式で書かれた簡潔で明確な記載内容が読者にとって有⽤であり、また、この改訂版が、
より幅広い病院や保健医療機関にとってより適切な内容になっていることが期待される。
HICS ツールは Microsoft Word と PDF 形式で提供されており、⼀般的なトレーニングお
よび訓練での使⽤をサポートしているが、⼀⽅で個々の組織や連合体においてカスタマイ
ズすることを推奨している。
このガイドブックと付随する HICS ツールは、
「living document（成⻑しつつある⽂書）」
であると認識していただきたい。病院がこれらの新しい資料を導⼊した場合、間違いなく
新たなベストプラクティス（成功事例）や教訓が得られるだろう。その結果、HICS の推奨
項⽬は進化し、次の HICS 最新版へとつながるのである。
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第1章
病院インシデントコマンドシステムの
紹介
⽬ 的
● 病院インシデントコマンドシステム（HICS）とは何かを明らかにすること。
● HICS と国家事態管理システム（NIMS）の要素であるインシデントコマンドシステム
（ICS）との関係を確認すること。
● HICS の沿⾰を説明すること。
● HICS の７つの基本要素を詳しく説明すること。
● HICS を⽤いる５つのメリットを挙げること。

1.1 HICS とは？
病院インシデントコマンドシステム（Hospital Incident Command System, HICS）は、
インシデントマネジメントシステムの１つであり、あらゆる病院において、脅威となる事
象や予定されたイベント、緊急事態をマネジメントするために⽤いられる。
HICS はシステムとしてきわめて有⽤である。インシデントマネジメントのための組織体
制を提供するだけでなく、組織体制のプランニング、構築、および修正のプロセスを⽰し
てくれる。また、あらゆるインシデントや予定されたイベントに対して HICS を⽤いて対応
することにより、⼤規模なインシデントの発⽣時に必要となるスキルの向上と維持にもつ
ながる。

1.2 インシデントコマンドシステム（ICS）との関係
HICS は、国家事態管理システム（National Incident Management System, NIMS）の
要素であるインシデントコマンドシステム（Incident Command System, ICS）と同じ原
則に基づいており、これを保健医療の分野に適応させたものである。HICS の資料に⽰され
た原則は、すべてのミッション領域（フェーズ）（予防、保護、被害軽減、対応、および
復旧）およびすべてのハザード（All hazards）に適⽤される。
ICS と同様に、HICS はフレキシブルで拡張性が⾼く、様々な状況に適応可能なシステム
であり、病院の規模、所在地、患者の重症度、患者数、またはハザードの種類に関わらず、
あらゆる病院で使⽤可能である。HICS は状況のニーズに応じて拡⼤または縮⼩して⽤いら
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れる。HICS を使⽤することで、病院は全国的に認められたシステムを採⽤することになる。
これにより、院内での優れたインシデントマネジメントの推進とコミュニティの緊急対応
パートナーとの連携強化につながる。なお、HICS の資料の開発・作成は連邦政府からの資
⾦を使⽤して⾏われた。

1.3 HICS の歴史
1980 年代後半、病院においてもインシデントコマンドシステム（ICS）の原則に基づい
たインシデントマネジメントシステムを採⽤することで、メリットが得られるだろうと認
識されるようになった。HICS は導⼊以降、直近の 2006 年の改訂（HICS Ⅳ）に⾄るまで、
３回にわたり改訂が⾏われてきた。この間の重要な進化的変化の⼀つとして、HICS が病院
だけでなく、その他の医療施設においても⼗分に適⽤できると認識されるようになったこ
とが挙げられる。全⽶および諸外国の病院で 25 年近くにわたり使⽤されてきたなかで、
HICS の改訂の過程では、訓練および実際のインシデントに使⽤された際の教訓を捕捉し取
り⼊れた。この HICS 2014 は、これらの教訓、そして HICS を使⽤した⼈々の実体験の集
⼤成であるといえる。

1.4 HICS の構成要素
HICS は、インシデントマネジメントのための適応性の⾼いシステムを提供する。これま
で、⼤⼩様々な規模の公的および⺠間セクターでの適⽤を通して、必須の要素の価値が繰
り返し証明されてきた。HICS の成功は、この必須の要素に基づいている。
HICS では、インシデント対応の標準フォーマットを設けていて、それは効果的であるだ
けでなく、対応にあたる他の機関の関係者もただちに認識できるものである。このことは、
災害時にコミュニティの複数の緊急対応パートナー間の調整が必要となり、異なるシステ
ム間のニュアンスを理解する時間がない場合には、きわめて有⽤である。

1.5 HICS の特徴
HICS は包括的なオールハザード対応のインシデントマネジメント戦略であり、以下のよ
うな特徴がある。
● 病院の緊急事態管理システムの１つのモデルであり、⽶国だけでなく国際的にも使⽤
されている。
● 緊急時だけでなく⾮緊急のインシデントやイベントにおいても同様に使⽤可能であ
る。HICS を緊急事態のマネジメントシステムとしてのみ認識している病院もあるよ
うだが、HICS は、そのモジュール化されたデザインと⾼いフレキシビリティから、
⾮緊急のインシデントやイベント（医療施設内での患者の移動、病院スタッフへの薬
剤の調剤、毎年のインフルエンザ予防接種プログラム、あるいは病院やコミュニティ
の⼤規模なイベントを開催する場合など）のマネジメントにも適している。
4
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● （HICS 内の）職位の割り当ては、拡張性の原則に則り、インシデントの範囲と規模
によってのみ決定される。この原則は緊急時において重要な意味を持つ。緊急時、ス
タッフは様々な職位に割り当てられるが、⼀度、その職位がインシデント対応におい
て不要となれば、各⾃の通常業務に復帰することになる。
● 以下の 7 つの基本要素に基づいている。
1）推奨される統制範囲のもとでの確実予測可能な指揮系統
2）優先⾏動のチェックリストを含む職位およびチームの業務についての説明責任
3）組織間のコミュニケーションを推進するための共通⽤語
4）普遍的な適⽤性を有し、あらゆる規模の病院の計画策定および対応のニーズに対処す
るフレキシブルで拡張性の⾼いインシデントマネジメントシステム
5）⾮緊急のインシデントやイベントに対する計画の策定およびマネジメントを可能にす
る、モジュール化されたデザインと適応性
6）病院がコミュニティの危機管理対応パートナーと⼀体となり、インシデントコマンド
システムの原則を⽤いることに関して、国家事態管理システム（NIMS）および認証
機関からのガイダンスの要件
7）「⽬標管理（Management by Objectives, MBO）」、すなわち、直⾯する問題を評
価し、問題解決のための計画を明確にした上で実⾏し、必要な資源を割り当てること
HICS は、⽇常の組織のデザインに取って代わると意図されたものではない。HICS の組
織体制は病院の⽇常の管理体制と⼀致しない場合が多い。しかし、このやり⽅はインシデ
ント対応の⽬的にかなったものであり、役割や職位の混乱の軽減にもつながる。
HICS ガイドブックは、病院の緊急オペレーション計画（Emergency Operations Plan,
EOP）の代⽤となるものではない。病院はそれぞれに固有の特性を有するため、特殊な状
況や脅威事象シナリオに向けた明確な機能を記した付随資料と詳細かつオールハザード対
応の緊急事態管理計画が必要である。このガイドブックに記載された情報を緊急事態管理
計画の策定に使⽤してもよい。（第 2 章 2.4.1 「オールハザードの緊急オペレーション計
画」 を参照）。
HICS を個々の病院の状況に合った形で適⽤するためには、病院スタッフが HICS の概念
に習熟し、それを活⽤する能⼒を育成するための教育とトレーニングが必要である。HICS
は⼀度習得すれば、あらゆるインシデントをマネジメントするうえで、使いやすいフレー
ムワークとして活⽤できる。

1.6 HICS を使⽤することの利点
HICS を使⽤する利点として、以下の 5 つが挙げられる。
1）緊急事態に対する効率的かつ調整のとれた対応
2 ） コ ミ ュ ニ テ ィ の 緊 急 対 応 パ ー ト ナ ー と の 多 機 関 調 整 シ ス テ ム （ Multi-Agency
Coordination System, MACS）における切れ⽬のない統合
3）国家事態管理システム（NIMS）との整合性
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4）事前準備および緊急対応に対する連邦政府の助成との整合性
5）認証制度との整合性

1.6.1 緊急事態に対する効率的かつ調整のとれた対応
病院では⽇々重要な業務が⾏われているが、災害発⽣時には、しばしば最初に被災者を
受け⼊れるものとして機能する。院内、院外に関わらずインシデントによって病院に影響
が⽣じた場合に、病院が効果的に対応する能⼒を有していることは、患者、来院者および
スタッフの安全、ならびに保健医療サービスの継続および／または再開のためにもっとも
重要である。
インシデント発⽣時に病院がもっとも適切に機能できるかどうかは、他の緊急事態管理
対応機関（例：救急医療サービス[EMS]、消防、警察、地⽅保健局、および緊急事態管理局）
との効果的な調整をはじめ、多くの要因に依存する。HICS を実践することにより、病院は
これらの緊急対応パートナーと「同じ⾔語を話す」ことが可能になり、より効果的なコミ
ュニケーションと調整が可能になる。
災害は、病院にとってのいわゆる「通常業務」のマネジメントモデルでは対応できない
場合が多い。インシデントにより発⽣する追加の患者診療の需要以外にも、複数の院内の
オペレーションおよび業務プロセスにも影響が⽣じる恐れがある。災害は同時に複数の領
域に影響を及ぼし、個々の被災領域をマネジメントするためには異なった活動が必要にな
る。そのため、通常業務のマネジメントプロセスでは不適切である可能性もある。このよ
うな状況においても、HICS を実践することで、これらの複雑な状況により発⽣した追加需
要を整理し、秩序のとれた対応が可能となる。
HICS を導⼊し使⽤することで、病院は緊急事態により効率的に対応できるようになり、
他の緊急対応機関ともうまく調整できるようになる。また、コミュニティの緊急対応の取
り組みにおける病院の役割が強化され、院内だけでなく、コミュニティの緊急対応パート
ナーとの効率的で調整のとれた活動によって、患者は直接の恩恵を得ることになる。

1.6.2 多機関調整システム（MACS）
多機関調整システム（MACS）とは、施設、設備、⼈員、⼿続き、およびコミュニケーシ
ョンをひとまとめにして共通システムとして統合したものであり、各機関の資源の調整と
緊急オペレーションの⽀援を責務とする。MACS は、インシデントでの優先づけ、重要資
源の配分、コミュニケーションシステムの統合、および情報調整を⽀援するための構造を
有する。MACS は、システムを構成するすべての要素との間に関係を構築し、インシデン
トに対応する機関および組織を⽀援する。

1.6.3 国家事態管理システム（NIMS）との整合性
国家事態管理システム（NIMS）は、⽣命および財産の損失ならびに環境へ悪影響を減じ
るために、あらゆるレベルの政府機関、⾮政府機関および⺠間セクターがシームレスに協
働し、原因、規模、地域や複雑性にかかわらず、すべてのハザードに関連するインシデン
トをマネジメントすることができるよう管理するための、系統的でプロアクティブなアプ
ローチである。NIMS は国家事前準備システム（National Preparedness System, NPS）
6
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にとって不可⽋な基盤であり、5 つの国家の計画枠組すべての⽀援のもとで、インシデント
マネジメントおよびオペレーションの共通アプローチを提供する。2006 年に連邦緊急事態
管理庁（Federal Emergency Management Agency, FEMA）の国家統合センターは、⽶
国保健福祉省（U.S. Department of Health and Human Services, HHS）と HICS ワー
キンググループとの協働作業で、病院と保健医療システムのための 14 項⽬の NIMS 要件を
⽰した。要件の１つは次の通りである。
「NIMS で定義されている ICS の組織体制、原則および⼿続きに従って、すべての緊急
事態、事前に計画された訓練、および事前に計画された（繰り返し開催される／特別な）
イベントをマネジメントすること。ICS の実⾏にあたっては、インシデント⾏動計画と共通
コミュニケーション計画を⾸尾⼀貫して適⽤しなければならない。」
HICS では、企画部⾨が管轄する情報共有と情報収集・分析が重視される。これにより状
況認識能⼒をもっともよく維持でき、それに従って院内および周辺コミュニティとで新た
に発⽣するイベントに対応することが可能になる。NIMS 情報・調査業務ガイダンスおよび
現場オペレーション指針（2013 年 10 ⽉）（Appendix I「参考資料：国家レベルの参考⽂
書」を参照）は、企画担当者にとって有⽤な資料である。

1.6.4 連邦政府からの事前準備および対応に対する助成基準との整合性
連邦の事前準備および対応に対する助成、契約、または業務協定を受ける病院は、所定
の活動（訳注：NIMS により定められた 17 項⽬の活動のこと）を実施し、国家事態管理シ
ステム（NIMS）に準拠した取り組みを⾏わなければならない。2011 年、⽶国保健福祉省
（HHS）の防災・災害対応次官補局（ASPR）により保健医療機関のための NIMS の実施指
針が発⾏された。インシデントコマンドシステム（ICS）の項には以下の記載がある。
「ICS の組織体制、原則、プロセス、および⼿続きを⾸尾⼀貫して適⽤し、すべての緊急
事態、訓練、および事前に計画された（繰り返し開催される／特別な）イベントをマネジ
メントすること」、そして「必要に応じて、NIMS の概念と原則（例、ICS）を保健医療機
関が関係するすべてのトレーニングと訓練において推進し、統合すること。」

1.6.5 認証制度との整合性
⼤部分の認証機関（例：The Joint Commission）は、緊急事態管理プログラム、緊急オ
ペレーション計画（EOP）、および標準化されたインシデント対応システムを、認証要件
に含めている。したがって、HICS は、包括的な病院緊急事態管理プログラムを提供すると
いう認証要件を満たす重要なツールでもあり、HICS の導⼊により認証適合を取得しやすく
なる可能性がある。

tentative version (July 2016), HICS Japan
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第２章
緊急事態管理プログラム
⽬ 的
● 病院の緊急事態管理プログラムについて説明すること。
● 病院の緊急オペレーション計画（EOP）および EOP と HICS との関係について説明す
ること。
● ハザード脆弱性分析（HVA）およびインシデントに対する計画策定における HVA の
重要性を確認すること。
● 外部パートナーと病院との調整の重要性について説明すること。
● 緊急時の保健医療サービスの拡張に向けたコミュニティの戦略について説明するこ
と。

2.1 緊急事態管理プログラム
病院の緊急事態管理プログラムは緊急事態管理の 4 つのフェーズ（被害軽減、事前準備、
対応、復旧）と関連した多くの重要要素により構成される。
包括的な緊急事態管理プログラムの策定は、次に挙げる資料などを参照して⾏うとよい。
保健医療システムのための緊急事態管理の原則と実践（第 2 版）、国家事態管理システム
（National Incident Management System, NIMS）、国家対応枠組（National Response
Framework, NRF）、全⽶防⽕協会（National Fire Protection Association, NPFA）1600：
災害・緊急事態マネジメントおよび事業継続プログラムの基準-2013 年版、国⼟安全保障
⼤統領指令（Homeland Security Presidential Directive, HSPD）5、⼤統領政策指令
（Presidential Policy Directive, PPD） 8：国家事前準備、業務継続指針に関する回報１
（Continuity Guidance Circular 1, CGC1）：⾮連邦政府のための業務継続指針（2013
年 7 ⽉）。上記の他、緊急事態管理プログラムの策定にあたっては、適切な州・地⽅・⾮
政府の規制基準や認証基準についても考慮するべきである。
Appendix I「参考資料」に、包括的な緊急事態管理プログラムの策定に有⽤なリソース
や参考資料のリストが掲載されている。企画担当者を⼿引きする有⽤な資料としてはアメ
リカ合衆国退役軍⼈省が開発した緊急事態管理プログラムガイドブックがある。このガイ
ドブックには病院の緊急事態管理プログラムの策定、維持、評価に必要な 9 段階のプロセ
スが⽰されている。9 段階のプロセスは以下の通り：
● 緊急事態管理プログラム責任者を指名する；
● 緊急事態管理委員会を設置する；

tentative version (July 2016), HICS Japan

9

2 – EMERGENCY MANAGEMENT PROGRAM
● オールハザード対応の緊急オペレーション計画（EOP）を策定する；
● ハザード脆弱性分析（HVA）を実施する；
● 個々のインシデントに対応した指針を策定する；
● 外部組織と調整する；
● 主要スタッフのトレーニングを⾏う；
● 緊急オペレーション計画（EOP）を使⽤した訓練を実施する；
● プログラムの振り返り・評価を実施し、改善に向けたプロセスを計画、実⾏する

2.2 緊急事態管理プログラム責任者
緊急事態管理プログラム責任者として有能でモチベーションの⾼い⼈物を指名すること
が重要である。緊急事態管理プログラム責任者は、関連する⽅針や⼿順の策定、緊急オペ
レーション計画（EOP）および関連する添付資料の策定および改訂、トレーニングおよび
訓練のプランニングおよび実施、事後報告書（After Action Reports, AAR）、是正措置、
および改善計画（Improvement Plans, IP）の準備などの病院における事前準備の取り組
みを推進する。この他、緊急事態管理プログラム責任者は、地⽅、地域、州レベルでの様々
な事前準備会議で病院の利益代表者としての役割も担う。
緊急事態管理プログラム責任者に求められる資質としては、公式・⾮公式な緊急事態管
理のトレーニング、教育、経験、インシデントコマンドシステム（ICS）、国家事態管理シ
ステム、および HICS についての実務上の知識、病院業務についての理解、地⽅、地域、お
よび州の保健医療システムのデザインや緊急応対⼿順に精通していることなどが挙げられ
る。保健医療分野の緊急事態管理責任者のための上級資格や認定プログラムも現在利⽤可
能であり、認定緊急事態管理責任者（CEM）、病院緊急事態管理責任者認定（CHEM）、
認定保健医療緊急事態管理専⾨家（CHEP）などの認定資格がある。

2.3 緊急事態管理委員会
緊急事態管理委員会には、スタッフ医師、主要部⾨や職務上のユニットの臨床・⾮臨床
の代表者、管理責任者などの、多分野からの代表者委員により構成される。緊急事態管理
委員会が、独⽴した運営組織として機能している病院もあれば、別の委員会（診療環境委
員会、災害委員会、または安全委員会など）の下部委員会となっている病院もある。緊急
事態管理委員会は、議事録、規制/認定要件、トレーニングの記録、事後報告書（AAR）な
どの、病院の備えに関連した⽂書の管理蓄積組織としての役割を担う。
委員⻑には、病院の⽅針や内規に従って、有能でモチベーションの⾼い⼈を選任するべ
きである。 緊急事態管理委員会は定期的に会議を開催し、年間⽬標を設定し、⽬標達成の
ための優先事項や作業計画を定めるべきである。会議ごとに議事録を公開し、病院の全職
員に対して委員会の活動内容、および緊急事態管理プログラムや緊急オペレーション計画
（EOP）の変更があれば、これについて広く通知するべきである。
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必要に応じて下部委員会を設置し、緊急事態管理委員会により確認された特定のプロジ
ェクトの実施、あるいはトレーニングおよび訓練の計画を⾏う。下部委員会の委員には、
緊急事態管理委員会の委員、あるいは特定のプロジェクトの内容について専⾨的知識を有
する病院またはコミュニティの⼈々が含まれることもある。
⽶国保健福祉省の国家保健医療事前準備プログラムの最重要事項はヘルスケア連合体の
設⽴である。緊急事態管理委員会の活動に地⽅当局（救急医療サービス[EMS]、消防、警察、
地⽅保健局、緊急事態管理局など）にもかかわってもらうことが有⽤である。この協⼒的
なアプローチによって、緊急に対応の調整を要する事態が発⽣する前に、各⾃の役割や責
任が明確になり、他の緊急対応機関との個⼈的なネットワークの構築が促進される。
緊急事態管理委員会は以下の活動に精⼒を集中するべきである。
● 包括的でオールハザード対応の緊急事態管理プログラムを策定し毎年改訂する。
● コミュニティのパートナーと連携して、ハザード脆弱性分析（Hazard Vulnerability
Analysis, HVA）を毎年実施する。
● 年次のハザード脆弱性分析（HVA）で確認されたハザードのみならず、トレーニング
や訓練、実際のインシデント対応から学んだ教訓に基づいて EOP および標準的なオ
ペレーション⼿順を策定および改訂する。
● 病院の業務継続計画または事業継続計画（COOP または BCP）を策定して病院業務の
継続に備える。
● すべての従業員および医療スタッフがインシデント対応における⾃らの役割や責任
を理解できるよう、保健医療機関としての認定要件および規制ガイドラインに準拠し
たトレーニングを確実に受講させる。
緊急事態管理委員会は教育やトレーニングのニーズを把握し、教育やトレーニングの年
次プログラムを作成すべきである。プログラムは、個々のハザードに特有な役割および責
任だけでなく、オールハザード対応を重視した内容にすべきである。スタッフは、コミュ
ニティの緊急事態対応における病院の役割、イベント発⽣時の各⾃の明確な役割、および
インシデント対応中や復旧期の患者やスタッフ、家族をサポートするために利⽤可能な資
源について、明確に理解しておく必要がある。このことは、年次のオリエンテーションや
更新研修、オンラインのトレーニングプログラム、安全フェア、スタッフミーティング、
およびその他の情報普及の⽅法などを通して達成される。
緊急事態管理委員会委員⻑は、病院の最⾼執⾏責任者（CEO）と上級役員に対して、緊
急事態管理委員会の活動、課題、プログラムの成果、対応計画の変更点、および委員会の
効果的な業務遂⾏に必要な追加資源や追加⽀援について定期的に報告するべきである。病
院が⼤規模な保健医療システムの⼀部である場合は、適切な企業管理者に対しても、病院
の緊急事態への事前準備活動について定期的に概要を説明するべきである。
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2.4 計画策定（プランニング）
計画策定は緊急事態への事前準備のための基礎であり、明確な⽬的を達成するための戦
略的、実務的、戦術的アプローチを構築するための系統的なプロセスとして役⽴つ。計画
策定は病院が特定した脅威、ハザードおよびリスクに基づいて実施されるが、計画策定を
⾏うことで、病院のインシデントマネジメント能⼒の現状と望ましい⽔準を確認すること
にもなる。計画策定はすべてのハザード（オールハザード）および 5 つのミッション領域
（訳注：予防、保護、被害軽減、対応、および復旧のこと）すべてに適⽤される。計画策
定において考慮すべき主要事項として以下が挙げられる：
● 計画策定には、病院の幹部スタッフおよび病院の利害関係者（ステークホルダー）が
必ずかかわるようにする。効果的な計画策定にあたっては確実に、関連するすべての
ステークホルダー、団体および相互⽀援組織が代表され、計画策定のプロセスに関与
するようにする。もっとも現実的で完成度の⾼い計画は、病院の様々な部⾨、⽀援施
設の代表、および必要に応じて重要な部分で貢献可能であり、かつ/または、計画を実
施する役割を担うことができるコミュニティの代表者からなるような多彩な計画策
定チームによって作成される。
● 計画策定にあたっては、計画策定プロセス中の脅威、ハザードおよびその他のリスク
についても認識する必要がある。緊急事態の原因は多岐にわたるが、その影響の多く
は同じようなパターンをとる。計画策定担当者はあらゆるタイプのハザードや脅威に
対して個別に計画をたてるのではなく、基本計画のなかで共通の作戦⾏動上の機能に
取り組めばよい。例えば、2006 年版の 院外および院内のシナリオ、インシデント計
画指針（Incident Planning Guides, IPGs）、およびインシデント対応指針（Incident
Response Guides, IRGs）は、作戦⾏動上の機能が類似していることから必要に応じ
て集約した。（第 6 章 74 ページの表 2、表 3 を参照 ）すべての脅威およびハザー
ドに対する計画策定を⾏うことで、緊急時の機能に取り組むにあたって、計画策定は
共通のタスクとタスク遂⾏の責任者を特定することが可能になる。
● 計画策定はミッションおよび望ましいアウトカムを同定する特定の⽬標や⽬的に焦
点を当てて⾏うべきである。計画策定の⽬標や⽬的を明確に定義することにより、計
画策定のプロセスにかかわる複数のグループおよび活動の統⼀された取り組みと⽬
的の⼀貫性が可能になる。
● 計画策定は従来のインシデントと⾮常に⼤きな被害をもたらす⼤災害の両⽅に柔軟
に対応できるものである必要がある。拡張可能な計画策定の解決策は、この解決策の
訓練を受けたオペレーション担当者が理解し、適切に実⾏できる可能性が⾼い。企画
担当者は、様々なタイプや規模のシナリオに対して実践することで、主要な計画要素
が⼗分にフレキシブルなものであるかどうかを試すことができる。
● 計画策定は事前準備を強化するための重要要素の１つである。事前準備は活動の継続
的なサイクルである。リスク評価、対応能⼒の構築、対応能⼒の検証（訓練、評価、
事後の教訓などを通して）、計画、⽅針、およびその他の⽀持⽅針の⾒直しや改訂な
どと連携した計画策定は、事前準備を強化し、レジリエンスを構築する上での重要要
素の⼀つとなる。
12
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2.4.1 オールハザード対応の緊急オペレーション計画（Emergency Operations
Plan, EOP）
緊急オペレーション計画（EOP）は、脅威やハザード、その他のインシデントに対して、
病院がどのように対応し、復旧するかについて記載したものである。取り組むべき重要事
項には下記が含まれる：
● インシデントの認知
● 警戒態勢および通知
● EOP（緊急オペレーション計画）発動の引き⾦
● EOP（緊急オペレーション計画）発動、関連する⽅針および⼿続きの実施、撤収とシ
ステム復旧の権限
● マネジメントと計画策定
● 状況認識
● 緊急時とその前後における部⾨・組織・スタッフの役割と責任
● コミュニケーション（院内および対外的）
● スタッフ配置
● スタッフ認証
● ボランティアの調整
● 保健医療のオペレーション
● 患者のマネジメント
● 死者のマネジメント
● 除染
● ロジスティクス（包括⽀援）
● 財務および緊急時出資の認可
● 資源のマネジメント（相互扶助を含む）
● 寄付のマネジメント（要求の有無にかかわらず）
● インフラのマネジメント（建物、⼟地、ライフライン、被害状況評価）
● 避難
● 安全と警備
● 外部機関との調整
病院の EOP は、国家事態管理システム（NIMS）および最近改訂された国家対応枠組（NRF、
2013）をはじめとする、地⽅、種族、地域、州および国の計画と整合性を保っていること
が重要である。
連邦緊急事態管理庁（FEMA）策定の包括的事前準備指針（CPG） 101: 「緊急オペレ
ーション計画の策定および維持」（2010 年 11 ⽉）（Appendix I：「参考資料：国家レベ
ルの参考⽂献」を参照）は、企画担当者にとって有⽤な参考資料である。

2.6 ハザード脆弱性分析（Hazard Vulnerability Analysis, HVA）
年次のハザード脆弱性分析（HVA）で病院が直⾯する重要な内外のハザードを確認し、
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今度はそれを緊急オペレーション計画（EOP）の添付⽂書に含まれる、ハザードごと、ま
たはインシデントごとのガイダンス⽂書に反映させる。HICS のインシデント計画指針
（IPGs）およびインシデント対応指針（IRGs）は、適切にカスタマイズされた対応のため
の付録⽂書構築の出発点となる。（Appendix E「インシデント計画指針」および Appendix
F「インシデント対応指針」参照）
⼀般に、HVA の⾒直しは緊急事態管理委員会によって⾏われる。病院の HVA 実施を⽀援
する多くのツールが利⽤可能だが、病院のニーズにもっとも適った HVA ツールを選ぶには
ある程度の調査が必要となる。
HVA のプロセスでは 2 つの⼤きな要素を考慮する。
● 確率（probability）はイベントが発⽣する可能性を意味する。それは、イベントの頻
度のレトロスペクティブな評価により計算されるか、あるいはリスク因⼦のプロスペ
クティブな推定によって予測される。
● インパクトとは、脅威により惹起された被害の重⼤性のことであり、⼈々の⽣活、事
業の運営・基盤、および環境への影響が含まれるべきものである。
リスクは、個々の脅威の種類に応じた確率とインパクトの間の相互作⽤の計算されたス
コアである。確率に着⽬した脅威軽減の活動（例：発電機の定期点検により停電の可能性
を減らすこと）や重⼤性に着⽬した脅威軽減の活動（例：重い収納棚を壁に固定し地震に
よる傷害を減らすこと）を実施することにより、リスクを軽減できる可能性がある。
HVA は少なくとも年に 1 回、あるいは、（例えば訓練後）病院の診療業務やサービスを
⼤きく変更する必要がある場合や新たな脅威が確認された場合にはより速やかに⾒直すべ
きである。HVA の変更点は、年次の災害訓練で検証される優先度の⾼い脅威に対するイン
シデントごとの対応計画とともに、EOP の最新版に反映されるべきである。
それに関連するプロセスで、病院が利⽤可能または参加できるものの⼀つに、より⼤き
なコミュニティのレベル（通常は⼤都市圏や州のレベル）で⾏われている脅威・ハザード
の同定とリスク評価（Threat and Hazard Identification and Risk Assessment, THIRA）
がある。THIRA のプロセスは、コミュニティが想定内および想定外のリスクに取り組むう
えで必要な、対応能⼒の⽬標および資源として必要なものを特定するうえで有⽤である。
THIRA に関する情報は脅威・ハザードの同定およびリスク評価ガイド；包括的事前準備ガ
イド 201、第 2 版（2013 年 8 ⽉）に記載されている（Appendix I:「参考資料：国家レベ
ルの参考⽂献」を参照）。病院の HVA とコミュニティが直⾯する脆弱性との相互の関連に
ついても考慮するべきである。これは、地域緊急事態企画委員会やヘルスケア連合によっ
て検討される場合もある。コミュニティ内の脅威および計画策定の取り組みについて統合
的に⾒直しを⾏うことで、戦略的な協⼒体制が推進され、限られた資源の価値と効果を最
⼤限に活⽤できるようになる。
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2.7 インシデント計画指針（Incident Planning Guides, IPGs）およびイン
シデント対応指針（Incident Response Guides, IRGs）の評価
⼀連のインシデント計画指針（IPGs）とインシデント対応指針（IRGs）は、病院の既存
の計画の評価や必要な計画の作成を⽀援するものとして作成されている（Appendix E：「イ
ンシデント計画指針」、および Appendix F：「インシデント対応指針」を参照）。IPGs
には⼀般的な病院が経験しうるいくつかのシナリオが含まれており、これらのシナリオに
対する推奨される対応⾏動が⽰されている。
どの IPG にも⼆つの要素がある。第⼀に、脅威のインパクトを定義するシナリオが提⽰
される。第⼆に、これに続いて、インシデントの被害軽減、事前準備、対応、復旧の各フ
ェーズで必要とされる⾏動を喚起する質問リストが記載されている。
どの IRG も⼀般に 4 つの時間軸、すなわち、緊急対応（0〜2 時間）、中間対応（2〜12
時間）、⻑期対応（12 時間以上）および撤収・システム復旧に対応した構成となっている。
これらの指針は、緊急事態管理委員会によって、病院の固有の状況との関連の点で評価
されるべきである。 IPGs と IRGs の⽬的は、新規のインシデント別計画の追加、または、
既存のインシデント別計画の評価および修正を促すことによって、⼀般的な緊急事態に備
えることである。 IPGs と IRGs の詳細な説明は第 6 章 6.1「インシデント計画指針および
インシデント対応指針の使⽤」、IPGs と IRGs のカスタマイズの詳細については第 3 章 3.2
「HICS ツールの⾒直しとカスタマイズ」を参照のこと。

2.8 外部パートナーとの調整
病院の代表者は、地域の救急医療サービス（EMS）、消防、警察、公衆衛⽣および⾏動
保健（メンタルヘルス）の担当部⾨、他地域の医療機関、ヘルスケア連合コーディネータ
ー、およびその他の公的、私的組織からの緊急事態管理の仲間達と積極的に会うべきであ
る。コミュニティの医療および保健対応計画ならびに病院の対応パートナーの役割と活動
内容についての根本的な理解なしには、病院が効果的に計画、トレーニングあるいは対応
を実施することはできない。情報、対応のガイダンス、および資源管理の⽀援を、誰に、
いつ求めるべきかを⽰した明確なガイダンスについて、緊急事態の発⽣前に熟知しておく
必要がある。
保健医療コミュニティのなかには情報共有や病院間の対応の調整を円滑に⾏うために、
担当責任者が指名されている場合もある。この取り組みには⼀般に、地域の保健局や救急
医療サービス局との協⼒が不可⽋である。他のコミュニティでは、地域病院調整センター
（Regional Hospital Coordination Center, RHCC）（2.8.1「地域病院調整センターおよ
びその他の連合」を参照）またはそれに相当する組織を活⽤し、情報共有および資源への
アクセスと利⽤の最適化をはかるべく、公共安全担当官と協⼒して、病院対応の調整にお
いて積極的な役割を果たしている。
保健医療対応のキャパシティが問題になる場合、病院が議論の中⼼となることが多いが、
コミュニティにおける保健医療は、病院、クリニック、救急診療所（urgent care centers、
tentative version (July 2016), HICS Japan
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訳注：重症でない緊急疾患を予約なしで診療する外来診療所）、独⽴の外来外科センター、
診療所、救急搬送事業者、療養施設、⽼⼈ホーム、在宅医療機関、ホスピスなどのネット
ワークによって提供される。すべての保健医療パートナーが共同の計画策定、トレーニン
グ、および訓練に参加するべきことを認識することが重要である。このような活動に参加
することで、認識されている役割と責任、利⽤可能な資源と資源の限界、患者搬送などの
対応能⼒が明確に把握できるようになる。さらに、保健医療パートナーが効果的に調整を
⾏うことで、重要な保健医療システムの構成要素である各組織が、インシデント対応にお
いて、複雑な問題としてでなはく、有効な解決策の⼀部として機能するようになる。
それぞれのコミュニティの保健医療パートナーは、個々のニーズおよび全体のニーズに
特化した計画策定とトレーニングの課題について議論し、合同訓練を実施するべく定期的
に会議を開催するべきである。計画および⼿順のみならず⽤語をどうすれば標準化できる
か、また、限りある資源をどのようして共有できるかなどについても議論する必要がある。
効果的な計画策定が、コミュニティ内および近隣のコミュニティの病院との間での緊急
時の⽀援協定の締結につながることも多い。病院間の相互扶助協定や了解覚書（MOU）は、
災害発⽣前に策定し、署名契約しておくべきである。協定では、⽀援要請、資源の共有、
ボランティアの承認、患者搬送の開始、償還のメカニズムの確認などのプロセスに取り組
むべきである。標準的な備品や資機材を共同購⼊することで、コスト削減を実現し、共通
資源の共有能⼒を⾼めている病院もある。緊急⽀援協定の締結にあたっては、その他の保
健医療施設（⽼⼈ホームやプライマリケアセンターなど）を含めることについても検討す
るべきである。

2.8.1 地域病院調整センター（RHCC）およびその他の連合
災害時の病院の情報共有や医療関連資源のマネジメントの調整を⽬的として地域レベル
のアプローチを構築するコミュニティが増加している。このようなアプローチは地域病院
調整センター（RHCC）などの名称で呼ばれ、訓練された職員（多くの場合は、上級ないし
は中間レベルの病院職員、または地⽅・州の病院協会の管理者）が配属され、指定病院内
の設備が整った場所（通常は、病院指揮本部（Hospital Command Center, HCC）、独⽴
した⺠間施設、あるいは地域緊急オペレーションセンター（Emergency Operations
Center, EOC）以外の場所）を拠点としてオペレーションが実施される。

2.8.2 消防および救急医療サービス（EMS）
消防署、救急搬送事業者、航空医療サービス、および統括する救急医療サービス（EMS）
局などはすべて、災害時に重要な役割を担うとともに、病院とのやり取りをする機会も多
い。
消防署は以下のいずれか、ないしはすべてのサービスを提供する：⼀次救命処置（Basic
Life Support, BLS）および/または⼆次救命処置（Advanced Life Support, ALS）；救急
搬送；危険物（HazMat）対応；および捜索と救助。
⺠間および⾃治体の救急搬送事業者は以下のサービスを提供する：911 番要請に対する
BLS および/または ALS サービスまたは搬送、施設間搬送そして予定されたイベント、危険
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物（HazMat）が関与するイベント、捜索・救助イベントなどに備えた待機サービス。
EMS 運営団体はプレホスピタルでの救急医療技⼠（EMT）や救急救命⼠（パラメディッ
ク）に医学的指⽰を出し、オペレーションを実施するエリアの免許交付、監査、承認・同
意などの救急⾞による活動のシステムの管理を担っている。EMS の管理は病院前と病院内
の救急サービス間のやり取りまで含み、多くのコミュニティでは、この団体が計画策定や
⼤規模災害時の災害コーディネーター・マネージャーとなる。
病院は利⽤可能な航空搬送サービス（回転翼および固定翼）について精通しているべき
である。航空搬送員、患者、設備・資材の輸送に関する多くの要求の調整に関して計画策
定において配慮するべきである。病院は様々な⼤きさの航空機に対応した着陸エリアの要
件を理解し、悪天候（低い雲⾼、強⾵、氷結など）の場合は利⽤状況に影響が及ぶ可能性
があることを認識しておくべきである。
緊急時、EMS は多くの被災者を治療のために病院に搬送することが求められる。情報共
有の⼿段はすべての関係者に確実に周知し、信頼性が⾼く、⼗分な量が確保でき、相互利
⽤が可能なもの（共通の無線周波数を⽤いるなど）でなくてはならない。
病院は、実際に⾏われるトリアージ、応急処置および患者搬送のみならず対応コードや
専⾨⽤語を含む地域の集団災害対応計画に精通していなければならない。EMS の職員は早
い段階で通知することの重要性を理解し、トリアージや除染をどこで実施するかなど、病
院の緊急オペレーション計画（EOP）の発動に影響を与える可能性のある状況情報の提供
の重要性を理解しておくべきである。病院は、公共安全関連部局で使⽤されるインシデン
トコマンドシステム（ICS）をよく理解するともに、誰が関係機関との効果的なコミュニケ
ーションを確⽴し維持する責任者となるかについて知っておくべきである。
効果的な現場のマネジメントは、病院が即決できて、現場の指揮本部に送り返すことが
できる情報にある程度依存する。この情報には以下のものを含む：
● 傷病者の重症度に応じた使⽤可能な救急部の病床数（重症度の分類の例として SALT
（Sort, Assess, Lifesaving Interventions, Treatment/Transport） 法トリアージ
̶⾚：緊急、⻩⾊：準緊急、緑：⾮緊急、⿊：死亡、灰：医療資源によって救命が困
難なもの̶、または START（Simple Triage and Rapid Treatment）法トリアージ
カテゴリ̶⾚：緊急、⻩：準緊急、緑：軽傷、⿊：死亡̶などがある）
● 除染可能な患者数や、化学毒性の情報など。
インシデント発⽣時に EMS による効果的な患者の振り分けを⾏うためには、EMS は受け
⼊れ施設で対応可能な傷病者の重症度および⼈数に関する情報を知らされていなければな
らない。計画策定では、訓練された除染チームの補充など、いずれかの組織からどのよう
な補充⼈員を提供できるのか、現場と傷病者を受け⼊れる病院との間で、対応の現状に関
する情報をどのようにして逐次共有するのか、などの課題についても扱うべきである．患
者搬送やスタッフや機材の補強の可能性に加えて、病院⾃体が⽕災や避難を要する状況な
どのインシデントの現場になった場合にも、EMS および消防当局が対応にあたる。このよ
うな対応に備えた計画も相互協⼒のもとで策定し、定期的に訓練しておくべきである。
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2.8.3 警察
病院は⼀般的に地元の警察機関と良好な関係をもっており、とくに警察や治安部隊が常
駐する病院では良好な関係を保っている。平時から良好な関係を構築していることで、災
害時においても効果的なコミュニケーションが⾏われ、対応能⼒とニーズの相互理解が確
保される。計画策定においては、地域および州の警察機関からどのようなセキュリティ関
連の補充が可能か、病院のインシデントオペレーションへの警察官の参⼊（対応の意思決
定を含む）、群衆⾏動のコントロールに対する取り組みのルール、証拠保管の連続性の実
施⼿順および従うべき職務上の報告責務（除染された患者情報など）などについて扱うべ
きである。コミュニティによっては、緊急事態時にただちに使⽤できるように、病院が施
設の⾒取り図を警察や消防と共有しているところもある。もう⼀つのアプローチとしては、
施設の地図、設計図、彼等が使⽤できるドア、エレベーターの鍵およびカードキーなどを
収納した「⾮常⽤バッグ」を戦略的に配備し、地元の警察に周知しておく⽅法もある。理
想的には、正式な協定を結び、定期的に訓練を⾏うべきである。消防や EMS の場合と同様
に、病院は地元の警察が使⽤するインシデントコマンドシステム（ICS）をよく理解すると
もに、誰が関係機関との効果的なコミュニケーションを確⽴し維持する責任者となるかに
ついて知っておくべきである。

2.8.4 地⽅保健局
感染症専⾨医、感染対策の専⾨家、または検査部⻑などの⼀部の病院スタッフは、地⽅
および/または州の保健局と定期的にコミュニケーションをとっているが、病院と保健局の
関係は災害対応時にきわめて重要なものとなる（例：感染症患者の症例定義、飲料⽔煮沸
命令（Boil Water Orders）、呼吸器感染予防指針、検査診断など）。各機関の代表者が定
期的に集まり、役割と責任を明確にし、対応のニーズについて議論するとともに、公衆の
健康と福祉の利益のために、保健医療システムを可能な限り迅速で実効性の⾼いものとし
て維持するための計画や⼿続きを策定することが重要である。
多くのコミュニティでは、地⽅保健局または救急医療サービス局が医療予備隊（Medical
Reserve Corps, MRC）の運営のリーダーシップを担っている。MRC は危機に際し医療⽀
援が可能なボランティアの保健医療従事者で構成されている。これらの⼈々は特定のトレ
ーニングを受け、⾝分証明バッジを貰って、災害時には、避難所、院外の代替医療施設お
よび代替診療場所（Alternate Care Sites, ACS）、医薬品配布場所、および、場合によっ
ては、様々な病院に⽀援を⾏うために配備される。
ボランティア医療従事者の事前登録緊急システム（Emergency System for Advance
Registration of Volunteer Health Professionals, ESAR-VHP）は⼤規模な緊急事態が発
⽣した場合の医療専⾨家の登録、資格認定、派遣のためのガイドラインと基準を策定・実
⾏する連邦政府のプログラムである。ESAR-VHP の基準は全⽶のすべての州および準州に
義務づけられており、これにより、医療専⾨家の利⽤・共同利⽤のための国家レベルの州
間および州内システムの強化が可能となる。各州はボランティアの医療専⾨家を登録し、
免許を確認して、これらのボランティア医療専⾨家の緊急時資格レベル（Emergency
Credential Level, ECL）を決めるシステムを維持している。
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2.8.5 監察医務局または検死局
災害時に多くの死者が発⽣した際には、地⽅および/または州の多数死者発⽣計画が発動
されることがある。これらの計画は、監察医または検死官、公共安全、地⽅保健局、地元
の諸資源（例：葬儀場、葬儀業者）、および病院管理者などの共同の取り組みによって、
インシデントに先⽴って策定されるべきである。病院は地⽅の計画を熟知し、死亡者のマ
ネジメントの⼿順（多数の死者への対応、宗教的および⽂化的配慮、⾝元の確認と追跡、
死者の家族のサポートなど）が、確実に計画に定められた実施⼿順と整合性がとれ、監察
医務局または検死局および警察と調整がとれたものとなるようにするべきである。

2.8.6 ⾏動保健（メンタルヘルス）の専⾨家
災害の⼼理的インパクトは、病院スタッフやコミュニティの対応者を含む被災コミュニ
ティの様々な部分にわたって急性期および⻑期の両⽅の影響をもたらす。病院は、熟練し
たスタッフや、必要に応じて外部の専⾨家をも利⽤して、この問題に対する包括的な対応
計画を作成する必要がある。本計画は政府および地⽅保健局のプログラムと、可能な限り
調和が保たれたものでなければならない。特別な⽀援が必要な⼈たちを含め⼩児及び成⼈
グループに対して⽀援が必要となる。スタッフの重症外傷や殉死の際も、当該スタッフの
家族と病院のその他のスタッフの両⽅に対して幅広い⾏動保健（メンタルヘルス）サポー
トが求められる。
効果的な計画では、病院スタッフとその家族だけでなく、患者と患者家族に対する短期
的および⻑期的なメンタルヘルス⽀援および信仰を含めた⼼のケアを提供することに対応
するべきである。このプロセスを⽀援するため、PsySTART という⼼理的トリアージプロ
グラムがいくつかの病院で運⽤されている。さらに⾔えば、インシデントマネジメントの
担当者や実際にケア⾏う⾏動保健（メンタルヘルス）の専⾨家にも必要な⾏動保健（メン
タルヘルス）⽀援が利⽤できるような状況を作っておくべきである。

2.8.7 地⽅緊急事態管理局（Emergency Management Agency, EMA）
地⽅緊急事態管理局（EMA）はもう⼀つの重要な緊急対応パートナーである。地⽅ EMA
はコミュニティのあらゆるハザードに対する事前準備の取り組みの調整の第⼀義的な責任
を有するので、病院の事前準備の責任者は地⽅緊急事態管理事務局の担当者と親しくなっ
ておき、緊急時の EMA のオペレーションについて精通しておくべきである。地⽅ EMA は
イベントに直接対応する初動対応者/受け⼊れ担当者をサポートする管轄の緊急オペレーシ
ョンセンター（EOC）を⽴ち上げてスタッフを配置する。
⼀般に地⽅ EMA は、政府担当者が地域の⾮常事態宣⾔を発令すること、また既存の資源
および相互⽀援協定の枠を超えた対応⽀援を要請することのみならず、州や連邦政府の緊
急宣⾔を要請することをも勧めている。これらの宣⾔が出されることで、地⽅レベルで必
要な援助や調整が実施され、利⽤可能な基⾦を正式に使⽤可能となる。また、宣⾔により、
必要な対応指針が提供され、政府の⽇常業務の指⽰通りの変更を可能にし、財務マネジメ
ント業務をサポートし、フレキシブルな患者診療業務が可能となる。重要なことは、病院
が地⽅、州および国の⾮常事態宣⾔が意味するところや、かかる宣⾔が FEMA の援助要請
や対応に伴う費⽤の償還の申請を含め、病院の対応や復旧活動に及ぼすインパクトを理解
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することである。地⽅ EMA およびその他の対応機関との事前の計画策定により、情報共有、
資源要請および援助や補償の獲得のための最善の⽅法を決めやすくなる

2.8.8 地域緊急オペレーションセンター（Emergency Operations Center, EOC）
地域緊急オペレーションセンター（EOC）は地⽅緊急事態管理局（EMA）によって調整
され、緊急時の⽀援提供と援助の調整の拠点としての機能を担う。
地域 EOC のオペレーションは、国家事態管理システム（NIMS）に定められたインシデ
ントコマンドシステム（ICS）の標準形式に基づいて体系化される。地域 EOC の主要な機
能としては、指揮、実⾏、企画、ロジスティクス、および財務・管理がある。ただし⼀部
のコミュニティでは地⽅ EOC は緊急⽀援業務（Emergency Support Functions, ESF）ま
たは両者を組み合わせた体制をとる場合もある。重要なのは、各病院が緊急対応時に使⽤
される作業⼿順や意思決定のプロセスとともに、その地⽅の EOC の体制に精通しているこ
とである。
病院は緊急オペレーション計画（EOP）のなかで、必要に応じて資源を獲得するために
地域の EOC を通して⽀援を要請するメカニズムについて明記するべきである。通常の業務
によっては情報や資源のニーズが満たされないとき、病院は地域の⽅針と⼿順に従って、
地域の指定された代表者と連絡をとるべきである。ある州ではコミュニティの特定の医療
および保健コーディネーターが、またある州では地⽅の EMA がこの代表者となる。いった
ん地域の EOC が⽴ち上がり、オペレーションが開始されると、通常、病院は実⾏部⾨の医
療保健担当部署または緊急⽀援業務 第 8 項̶公衆衛⽣・医療サービス担当部署に対して資
源を要請する。ただし地域病院調整センター（RHCC）（あるいはそれに準じた組織）が地
域 EOC と調整してこの役割を担っている場合は、RHCC に対して要請する。
地域 EOC からの情報および要請のやり取りに加えて、病院は病院の状況報告書と病院イ
ンシデント⾏動計画（IAPs）（第 7 章「インシデント⾏動計画の策定」参照）の提出を⾒
越して対処するべきである。病院の IAP は、オペレーション期間の病院のインシデント⽬
標、予測しうる障害、必要な資源について記載された⽂書である。この情報は地域の状況
意識を改善させ、病院を含むすべての対応機関にとって、より良い共通作戦状況図が構築
される。病院の IAP は、管轄区域の IAP と異なることに注意すべきである。その管轄区域
の IAP は、緊急時のインパクトを軽減する法的責任を有する政府機関によって設置される
現場指揮所（Incident Command Post, ICP）で作成される。

2.8.9 州緊急オペレーションセンター（EOC）
地域 EOC に加え、緊急対応活動を⽀援するために、いくつかの市町村にまたがった地⽅
および/または州の EOC が⽴ち上がることもある。州 EOC は知事または指名された者の指
⽰によって、被災した１つまたは複数のコミュニティが必要な情報および援助を受け取れ
るように活動を始める。州が州に上がってくる要請に対応できない場合は、それらの要請
は、他の州および/または連邦政府に転送される。

20

tentative version (July 2016), HICS Japan

2 – EMERGENCY MANAGEMENT PROGRAM

2.8.10 州対応チーム
いくつかの州では、被災した地⽅コミュニティを⽀援するために、様々な臨床・⾮臨床
の専⾨家からなる専⾨チーム（strike team）を組織し派遣に向けて準備している。これら
のチームは⼀般に要請から 12〜48 時間後に到着する。彼等に割り当てられた任務は、ス
タッフの補充を求める病院や、インシデントに対応して設置される特別な保健医療提供場
所などで活動することである。外部から⼊ってくる対応チームのためのロジスティックス
⽀援（住居、⾷事など）は、事前に地域緊急オペレーションセンター（EOC）によって調
整されるべきである。
病院は緊急オペレーション計画（EOP）の中で、地域 EOC を通じて必要に応じてこれら
のチームや資源を獲得するための⽀援を要請するメカニズムについて明記するべきである。

2.8.11 連邦対応チーム
連邦政府は州知事の要請によって派遣可能な、多くの特別なチームを創設している。被
災したコミュニティにおいて確認された、あるいは予測されるニーズに対して地⽅および
州の医療資源が不⾜して対応できない場合に、これらのチームは被災したコミュニティの
援助を⾏うことができる。チームには以下のようなものがある。
● 災害医療⽀援チーム（Disaster Medical Assistance Teams, DMAT）：初期診療お
よびクリティカルケアが可能な医療専⾨家とコメディカルで構成されたチーム。
● 災害遺族・遺体対応チーム（Disaster Mortuary Operational Response Teams,
DMORT）：監察医、病理医、および葬儀業者により構成され、監察医や検死官を補
助し遺体の復元、確認および処理を⾏うために訓練・整備されたチーム。
● 国家動物対応チーム（National Veterinary Response Team, NVRT）：獣医、動物
看護師、動物薬剤師、およびその他動物ケアの専⾨家により構成され、動物の医療お
よび公衆衛⽣⽀援を提供するために訓練・整備されたチーム。
現場に到着すると（通常は 24〜48 時間以内）、病院職員の補充要員として、あるいは、
地⽅の保健医療システムをサポートするために設置された外部の施設で活動する。計画策
定では、外部からの⽀援要員の到着後、これらの⼈員を効果的に統合し、さらに適切なオ
リエンテーション、資格と病院特権の付与、監督、患者の割り当てを⾏う必要性について
取り組むべきである。これらのスタッフが必要とする住居、移動、および業務と関連のな
いその他の⽀援は、地域緊急オペレーションセンター（EOC）によって調整されるべきで
ある。
病院は緊急オペレーション計画（EOP）の中で、地域 EOC を通して必要に応じてこれら
連邦政府からの派遣チームや他の資源を獲得するための⽀援を要請するメカニズムについ
て明記するべきである。

2.8.12 ⽶国⾚⼗字社（American Red Cross, ARC）
⽶国⾚⼗字社（ARC）は議会で認められた⾮政府組織（NGO）であり、平時と戦時にお
いて国内外で救助活動を⾏うシステムを構築している。ARC は、必要とする⼈々に対して、
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⾎液製剤、⾷糧、⽔、⾐類、避難場所など、様々な災害関連のサービスを提供する。病院
は地⽅および州の ARC ⽀部の災害対応能⼒をよく理解し、必要に応じてこれらの資源をど
のように活⽤、統合するかについて対策を講じるべきである。

2.8.13 印刷およびテレビ媒体
インシデント発⽣以前から、マスコミ関係者と良好な関係を築いておくことは最優先事
項とするべきである。マスコミはインシデントに関する情報を報道し、⼀般市⺠の教育お
よびリスクコミュニケーションに関する情報をインシデント対応のコミュニティに代わっ
て提供するうえで、重要な役割を果たす。⼀般市⺠に広く伝わる情報は、混乱や怒り、⼀
般市⺠の信頼の喪失を避けるために、⼗分に調整され、タイムリーにかつ正確に伝えられ
なければならない。
インシデントが持続している間、病院の広報責任者（Public Information Officer, PIO）
またはその役割を指名された者は、他の公式の情報源と密に連携し「多くの声で⼀つのメ
ッセージ」を伝えるようにしなければならない。これを達成するために、情報の収集、準
備、および⼀般市⺠への発信を⾏う合同情報システム（Joint Information System, JIS）
が整備され、合同情報センター（Joint Information Center, JIC）として知られる、物理
的に存在するかまたはバーチャルな作業現場により運⽤されるべきである。PIO の最⾼責
任者は、JIS の範囲内で⾏動し、整理、統合、調整されたメッセージを作成し伝達するため
に機関間の連携を推進し、ステークホルダーと意思決定者の⽀援⾏う。JIS には⼀般市⺠へ
の情報提供に⽤いる計画、プロトコルおよび体制も含まれる。 JIC が設置された場合は、
適任の病院の代表者を指名し JIC の活動に参加するべきである。JIC に物理的に出向するか、
バーチャルで参加するかにかかわらず、病院の代表者は、協同して⾏うリスクコミュニケ
ーションおよび⼀般市⺠への教育の取り組みを⾏うための統合プロセスの⼀員として機能
するべきである。
計画策定のプロセスの⼀環として、病院は（独⾃に、ないしは地域の担当官との協働グ
ループとして）、より蓋然性の⾼いインシデントに対するリスクコミュニケーションのメ
ッセージのための指針を事前に作成しておくべきで、必要なときにそのメッセージをいつ
でも使⽤できるように準備しておく。特定の企画会議や訓練にメディアを招待することで、
効果的なコミュニケーションや緊急時のあらゆる関係機関の役割および責任についての共
通理解が推進される。

2.8.14 ソーシャルメディア
近年、病院が Twitter、Facebook、YouTube、Instagram などのソーシャルメディアサ
イトをモニタリングし、良い⾯も悪い⾯をも含めたインシデント関連の情報を評価すると
いうことがますます増えてきている。病院の広報責任者（PIO）は、ソーシャルメディアを、
当該病院の職員向けだけでなく、⼀般市⺠に向けての（合同情報センターと協⼒して）情
報を広める⼿段として利⽤することもある。
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2.9 緊急時の保健医療サービスの拡⼤に向けたコミュニティ戦略
災害時には、傷病者や被災者は直近の医療施設に援助を求める可能性がある。ところが、
多くのケースでは、この医療施設は病院ではない。診療所、（病院の⼀部ではなく）独⽴
した救急センター、救急診療所および地域の⼀般診療所でも病気や外傷の患者の診療を⾏
う場合があるため、診療時間が延⻑または短縮されたなかで診療業務が遂⾏できるよう備
えておくべきである。しかし、重要なことは、トリアージと搬送を実施して重症外傷患者
が治療および状態の安定化が可能な病院で診療され、⽐較的緊急性の低い外傷患者や通常
診療が必要な患者は、上記のような代替となる施設に適切に振り分けられることである。
⼀般市⺠の信頼は⼀般市⺠に明瞭に伝えられた診療システム、公正、公平に⾏われるシ
ステムによって⽀えられる。保健医療施設間のコミュニケーションは地⽅保健局または救
急医療サービス（EMS）局によって調整されることが最も多いが、地域によってはヘルス
ケア連合の対応活動の⼀部として⾏われることもある。
災害の種類や規模によるが、地⽅や州、連邦の関係当局は、特殊な患者診療センターお
よび/または家族援助のセンターの設置、および/または、特定の病院のスタッフサポートの
提供により、地⽅・地域の保健医療システムの対応能⼒の強化を⾏うこともある。
これには以下のものが含まれる：
現場から離れた場所の施設統合
● 多数の患者が救急部⾨に押し寄せないようにすることを意図して設置される
● 患者の状態の評価と基本的な診療に限定する
● 家族再会サービスの提供
● ⾏動保健（メンタルヘルス）サービスの提供
● 病院ないしは企業のパートナーを配置する
代替診療場所（ACS）
● プライマリーケアの補助的な提供場所として設置される
● 多数の患者が救急部⾨に押し寄せないようにするために設置される
● トリアージと応急処置の機能を有し、病院への搬送を要する患者の⼀時的な待機場所
として機能できる
● 通常は、医療従事者、ボランティア医療従事者の事前登録緊急システム（ESAR-VHP）、
医療予備隊（MRC）のメンバー、ないしは地域、州、連邦からの対応チームおよび連
邦政府により組織されたボランティアが配置される
スクリーニング施設
● ⼀次トリアージを実施し、更なる評価および医療の必要性を決定する
● 通常は、元の病院から離れた場所に設置するが、その病院の敷地内に設置してもよい
● 病院職員、地⽅保健局、EMS、ESAR-VHP、および MRC のメンバーが配置される
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家族⽀援センター（Family Assistance Center, FAC）
● 家族・友⼈に対して被災者および死者についての情報、ならびに⾏動保健（メンタル
ヘルス）サポートを提供する
● インシデントの現場付近に設置される。病院および監察医務局または検死局と密接に
連携し、傷病者および死者についての情報を⼊⼿する
● 代替診療場所（ACS）や病院での評価を必要とするような医学的に問題のある患者を
確認するために、医療⽀援の待機が求められることもある
● 地⽅および州の関連当局または⾮政府組織（例：宗教的奉仕活動団体）の協⼒のもと、
⽶国⾚⼗字社（ARC）や、地⽅保健局（地⽅の⽅針と⼿続きによる）の担当者によっ
て調整され、スタッフが配置される。
集団予防薬・ワクチンの集配拠点
● 公衆衛⽣上の緊急事態が発⽣した場合に、リスクコミュニケーションや⼀般市⺠に向
けた情報に加えて、医薬品およびワクチンを配布する
● ⾷料や⽔の集配拠点場所としても使⽤される
● 病院によって運営され、病院の患者や職員に医薬品を配布する閉鎖型 POD と、⼀般
市⺠に対して医薬品を配布する開放型 POD がある
● 通常、地域の他の関係機関および団体の援助を受けて、地⽅保健局によって調整され
る
● ⽬標達成されるまでは、24 時間体制で運営される
● コミュニティの規模に応じて、複数の場所で運営されることもある
● 更なる評価や医療が必要な被災者を病院に搬送する場合もある
連邦政府の医療ステーション（Federal Medical Station , FMS）
● 短期間、プライマリーケアおよび「病院相当の」診療を提供する
● インシデントにより被害を受けたコミュニティの保健医療システムへの⼀時的な援
助を提供する
● 公衆衛⽣局⼠官部隊や連邦のボランティアなどの連邦政府の保健医療スタッフが配
置される
国家災害医療システム（National Disaster Medical System, NDMS）
● ⽶国保健福祉省（HHS）の 1 部⾨である
● 地⽅・州の保健医療システムが急激な医療ニーズの増加に対応できなくなった場合
や、機能不全となった場合（例：病院内の浸⽔）に、⼊院が必要な傷病者の受け⼊れ
を名乗り出た病院の調整を⾏う
● 傷病者搬送の調整は、地⽅および州の緊急オペレーションセンター（EOC）および/
または地域病院調整センター（RHCC）またはそれに相当する組織との協⼒のもとで
遂⾏される
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第3章
HICS の運⽤
⽬ 的
● HICS を運⽤するうえで必要なステップについて説明する
● HICS の実践をサポートするために提供されるツール（関連資料）について説明する
● トレーニングと訓練のために推奨されるアプローチについて説明する
● 病院が、指揮本部、統合指揮本部、地⽅や州の緊急オペレーションセンター（EOC）
を通じて、コミュニティの緊急対応パートナーとどのようにして⼀体となって⾏動す
るかを説明する
● 緊急時に病院がどのようにして企業ヘルスケアシステムと⼀体となって⾏動するか
を説明する

3.1 HICS ツールの⾒直しの責任者または委員会の指定
HICS の導⼊の第⼀段階として、病院は、病院のミッション、規模、および年次のハザー
ド脆弱性分析（HVA）で特定されたリスクをふまえて HICS の資料の⾒直しを⾏う責任者
または委員会を指定する。ほとんどの場合、この取り組みは緊急事態管理委員会の監督の
下で緊急事態管理プログラム責任者が主導して⾏うことになる（第 2 章 2.2「緊急事態管
理プログラム責任者」および 2.3「緊急事態管理委員会」を参照）。

3.2 HICS ツールの⾒直しとカスタマイズ
本 HICS ガイドブックの内容に加えて、病院の HICS 導⼊を⽀援するツールが多数作成さ
れている。HICS は多くの領域で成果が実証されている標準化されたインシデントマネジメ
ントシステムに基づいている。個々の HICS ツールの⾒直しは、このことを理解したうえで、
慎重によく考えて⾏わなければならない。病院のミッションや資源の状況に合わせた軽微
な修正は許容されるが、⼤幅に変更する場合は注意を要する。⼀般に認められているイン
シデントコマンドシステム（ICS）の原則から⼤きく乖離してしまうと、他の緊急対応パー
トナーから共通のシステムとして認識されず、⼤規模災害時に不可⽋な（多機関の）調整
に悪影響を及ぼすおそれがある。
カスタマイズの例としては、HICS ツールに病院ロゴを配置したうえで印刷すること、電
⼦的なデータ収集のためにカスタマイズした⽂書をイントラネット上の所定の場所に掲⽰
すること、インシデント対応の際に⽤いる主要な書式にあらかじめ必要事項を⼊⼒してお
くこと、ジョブアクションシート（Job Action Sheets, JAS）、インシデント計画指針（IPGs）、
tentative version (July 2016), HICS Japan
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インシデント対応指針（IRGs）に病院固有の情報を追加することなどが挙げられる。
HICS ツールには以下のものがある：
病院インシデントマネジメントチーム（Hospital Incident Management Team,
HIMT）組織図：この組織図は HIMT の各職位と職位間の相互関係を⽰したものである。
この組織図の情報は全員が閲覧できるようにプロジェクターや壁に貼り付けるなどして病
院指揮本部（HCC）内に掲⽰しておく。HICS は柔軟で、規模を変更できるシステムなので、
実際に⽴ち上がる職位は緊急事態の性質や範囲によって様々である。本部指揮者の⽴ち上
げのみで⼗分な場合もあれば、⼤規模災害では多くの職位の⽴ち上げが必要となることも
ある。（第 4 章 34 ページの図 1 および Appendix C「病院インシデントマネジメントチー
ム」を参照）
HICS の資料として、⽴ち上げられた HIMT 職位に対して担当者の⽒名を速やかに⼊⼒で
きるように病院が選べる３種類のバージョンが⽤意されている。ひとつは、各 HIMT 職位
に名前の⼊⼒が可能な Adobe Acrobat で⼊⼒可能な PDF 形式の HIMT 組織図、２つ⽬は
同じ機能で Microsoft Word 形式の組織図、３つ⽬は Microsoft Visio Drawing の組織図で
ある。
病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）候補者リスト：このリストは個々の HIMT
職位に適した（病院の通常業務における）管理部⾨あるいは診療部⾨の役職の候補を⽰し
たものである。（第 4 章 35 ページの表１および Appendix D「HICS における指揮本部ス
タッフおよび部⾨スタッフの候補」を参照）
インシデント計画指針（IPGs）およびインシデント対応指針（IRGs）：この２つの指
針は、他の病院のベストプラクティス（成功事例）や実際のインシデントの経験に基づい
た考察を加えることで、個々の病院における計画の改善を⼿助けするものである。各指針
に掲載されているシナリオは網羅的なものではない。したがって、個々の病院はハザード
脆弱性分析（HVA）の結果に基づいて IPGs と IRGs を策定・修正する必要がある。
ジョブアクションシート（Job Action Sheets, JAS）：病院インシデントマネジメン
トチーム（HIMT）の各メンバーのための個々の職位のガイダンスであり、個々の職位の責
任、誰に対して報告するかの関係、必要書類、連続する危機対応の時間枠に応じてとるべ
き⾏動のステップについて記載されている。（Appendix G「ジョブアクションシート」を
参照）
HICS 書式：インシデントコマンドシステム（ICS）で⽤いられる書式を病院環境で使⽤
するために修正したものである。HICS 書式は、インシデントの記録、資源追跡管理、安全
情報、経費の徴収、その他病院指揮本部（HCC）内の重要な活動のガイダンスとして⽤い
られる。（Appendix H: 「HICS 書式」を参照）

3.3 おもな要件
HICS を病院オペレーションに組み込むために、以下のステップが必要である。
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● 病院内で相応の⽴場（職位）にあり尊敬される者を、計画に従って HICS を導⼊する
にあたっての責任者に任命する。
● 病院⻑（最⾼執⾏責任者, Chief Executive Officer, CEO）およびその他の上級管理者
のサポートを得る。
● 病院管理者とスタッフの双⽅にとり HICS 導⼊が最優先事項とするべきであるという
認識を促す。
● 緊急事態管理と HICS 活動の⽀援に必要な財源と予算を提供する。
● 国家標準に適合したトレーニングの要件およびトレーニングで求められる能⼒を確
⽴する。
● 病院がコミュニティレベルの対応と⼀体となって取り組むことを推進する。
● 病院の緊急オペレーション計画（EOP）のトレーニングに加えて、HICS のトレーニ
ングを実施する。

3.4 トレーニング
HICS の資料の⾒直しを⾏い、病院での使⽤を認められたら、次の段階では、病院の幹部
職員および病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）に指名される可能性のある職員
のトレーニングを⾏う。トレーニングは伝統的な座学、コンピュータを利⽤した学習、そ
して/または、対話型机上訓練などの形式で実施される。⻑期に及ぶインシデントやスタッ
フの異動も考慮して、HICS の HIMT の主要職位に対しては最低 3 名をトレーニングするこ
とが⼀般的に推奨される。
病院スタッフのトレーニングの要件は、医療機関のための国家事態管理システム（NIMS）
のコンプライアンス指針に合わせて決定するべきである。トレーニングの記録を保管し、
トレーニングのベンチマークの達成を⽬指して進むことが重要である。病院は、事前準備
と対応に対する連邦政府の助成⾦の受理に関連した NIMS 要件についても⼗分に把握して
おくべきである。さらに、連邦政府の助成⾦を受ける前に NIMS 要件をよく理解し、病院
のトレーニングが NIMS 要件に適合していることを確認しておくべきである。
州のガイドラインと HIMT の指定状況にもよるが、病院職員に⼀般に推奨される NIMS
のコースには以下のものがある。
● IS-100.b インシデントコマンドシステム（ICS）序論、または IS-100.HC.b 医療機
関/病院に対するインシデントコマンドシステム（ICS100）序論
● IS-200.b ICS 単⼀資源と初動インシデント、または IS200.HCa ICS を医療機関に
適⽤したもの
● IS-700.a NIMS：序論
● IS-800.b 国家対応フレームワーク：序論
上記のオンラインコースを補完するものとして、連邦緊急事態管理局（FEMA）の緊急事
tentative version (July 2016), HICS Japan
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態管理研修所（Emergency Management Institute, EMI）と国内準備センター（Center for
Domestic Preparedness, CDP）のノーブル訓練センターが、地⽅開催のコースやそれぞ
れのキャンパスでのレジデント・プログラムを通じて他のインシデントコマンドやヘルス
ケアに関連した緊急事態管理のコースを提供している。
州は医療従事者を対象に座学やウェブトレーニングを提供する。したがって、病院の緊
急事態プログラムマネジャー（EPM）は地⽅または州の緊急事態管理局（EMA）からの情
報をチェックしてこれらのコースに関する情報の詳細を把握しておくべきである。
連邦や州による教育コースの他にも、コミュニティでは様々なコースが提供されること
もある。たとえば、⼀つの病院または複数の病院の連合体（コンソーシアム）が１⽇また
は何⽇かの座学コースを開催することがある。この他にも、委託業者による特定のカリキ
ュラムに関する講習や地⽅/州の災害カンファランスが開催される場合がある。緊急事態へ
の備え（事前準備）に関するより⾼いレベルの講義を希望する病院関係者に向けて、地⽅
の⼤学が提供する学内またはウェブ上のトレーニングコースが利⽤可能なこともある。
緊急事態管理に関する病院の教育プログラムには、認定制の訓練の要件に適合したセミ
ナーや机上訓練を含むべきである。従業員のオリエンーションや再訓練の際にも、緊急事
態への備え（事前準備）の重要性について触れるべきである。病院が⾏っている事前準備
活動や緊急事態発⽣時の個々の役割、個⼈および家族の事前準備計画の重要性について
個々の従業員に理解してもらうために、⼗分な時間を割り当てなければならない。
病院スタッフがコースやクラスを修了した際には、⾃⼰評価を実施しするとともに、参
加を奨励するインセンティブとして⽣涯医学教育（Continuing Medical Education, CME）
や⽣涯教育単位（Continuing Education Units, CEU）のクレジットを提供できるように、
できる限り配慮すべきである。すべての病院職員、なかでもインシデント発⽣時に対応に
あたる役割を担うことが予想される職員については、正確なトレーニング修了記録を保管
しておくべきである。個々の職員が修了したトレーニングや教育のクレジットは病院中枢
部で管理すべきである。
教育の結果、緊急オペレーション計画（EOP）や HICS 資料の改訂につながる場合もある。
HIMT 組織図で役割を割り当てられている病院職員は教育プログラムにかかわるべきであ
る。最低 3 名をそれぞれの職位に位置づけ、彼等がその役割で実施する任務に備えて適切
なトレーニングプログラムに参加するよう努めるべきである。
まず、トレーニングを実施して指定された職員に各⾃の役割と責任を理解させ、その後
は様々なタイプの演習を通じて、HICS の組織のなかで任務を遂⾏できるよう、より的確か
つ集中的なトレーニングの機会を提供するべきである。演習はハザード脆弱性分析（HVA）
に基づいた妥当なシナリオを⽤いて実施するべきである。

3.5 訓

練

訓練は、過去の訓練、ドリル、または実際の緊急対応で明らかになった修正計画や⽋点
などを勘案した具体的な⽬的に基づいて⾏われるべきである。国家安全保障訓練・評価プ
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ログラム（Homeland Security Exercise and Evaluation Program, HSEEP）は利⽤可能
な⽅法の⼀例である。HSEEP は、訓練の計画、開発、実施および評価の標準化された取り
組み⽅である。HSEEP を利⽤することで、リスクの少ない環境下で、計画および対応能⼒
の検証と評価、改善するべきギャップや領域の確認、ならびに認証や規制のガイドライン
との適合が可能になる。
HSEEP のウェブサイトには、HSEEP に適合した各病院の計画策定をサポートするための
テンプレートなどの有⽤な情報やツールが掲載されている。HSEEP のツールキットには、
連邦政府による訓練関係の助成⾦要件を満たすのに有⽤な、訓練計画の⽴案、実施、およ
び評価について説明した資料などが含まれている。HSEEP のウェブサイトから⼊⼿可能な
資料のなかには、標準化されたアプローチにより訓練の⽬標設定や評価を⾏うためのツー
ルも含まれている。事後報告書（AAR）や改善計画（IP）は、訓練のパフォーマンスや流
れ、課題の包括的かつ実践的なサマリーとして⽤いられ、これらをもとに推奨される修正
対応を完全なものとすることができる。HSEEP を⽤いることで、各種認証機関および規制
についての緊急事態管理ガイダンス⽂書と整合性がとれたものになる。

3.6 コミュニティの緊急対応パートナーとの統合
緊急事態のマネジメントを⾏う権限は、通常、そのインシデントに関連した管轄の権限
を有する複数の⾏政機関にある。このことが、⼀つのインシデントに複数の機関が関与す
る場合（例：消防と警察）や、インシデントが管轄領域の境界をまたぐ場合（例：複数の
市や地域、郡、州がかかわる場合）に、オペレーションの対応体制を統合する⼿段として、
国家事態管理システム（NIMS）のインシデントコマンドシステム（ICS）を採⽤すること
となったのである。ICS は政府の対応機関の間では公認された標準的慣⾏となっているので、
病院がコミュニティのパートナーと調整するにあたっては、HICS が ICS と整合性を保ち続
けることが重要である。
どのような緊急事態においても、⼈命救助がオペレーション上最優先される。現場の初
動対応スタッフ（例：救急医療サービス[EMS]、消防および危険物[HazMat]処理班）、病
院、そしてその他の保健医療施設は、コミュニティの緊急対応システムにうまく統合でき
るよう準備しておかなければならない。病院がコミュニティの緊急対応体制のなかで協調
して機能するための⼿順（地域の⽅針と⼿続きに従って）を、あらかじめ定めておくこと
が重要である。

3.6.1 外部組織のインシデントコマンドシステム（ICS）と HICS の統合
多くの場合、病院が単独でインシデント対応を⾏うことはない。しかし各施設は、イン
シデント発⽣から数時間、場合によっては数⽇にわたって、援助に頼らずにマネジメント
できるように備えておくべきである。そのような時には、診療サービスの縮⼩、資材や資
源の配給、病院の全⾯退避の⼀部を⾏うことがある。利⽤のしやすさ、およびインシデン
トの性質や範囲により、様々な機関がある程度までインシデント対応にかかわることにな
る。病院は、可能であれば、コミュニティ全体のインシデントコマンド体制などのコミュ
ニティレベルの対応に、早い段階で統合するべきである。コミュニティの事前準備会議や
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トレーニング、訓練に⽇頃から⼀緒に参加することにより、統合の過程はより良いものに
なるであろう。このような会合等は、役割と責任、インシデントマネジメントの原則、資
源の配分、および効果的なコミュニケーションと情報共有活動に関する相互理解の基礎と
なる。
状況によっては、⼀つの機関だけでインシデント全体のマネジメントを⾏う場合もある。
たとえば多重⾃動⾞事故の現場では、消防局が担当機関となり、他の対応機関は全体の対
応の⽀援を⾏う。また刑務所での暴動の場合、事態が終息し秩序が戻るまでは警察官が担
当する。病院がインシデントに巻き込まれた場合は、地⽅や州の緊急事態管理局（EMA）
を含む緊急対応パートナーとの事前の計画策定に基づいて、コミュニティの緊急事態対応
体制に統合しなくてはならない。選択されるアプローチは、コミュニティの緊急対応体制
および緊急事態の性質と規模に関連する様々な要因によって異なり、さらに地⽅の⽅針と
⼿続きによっても異なる。以下に事例を紹介する。
1）インシデントが病院内に限定され、⾏政機関がまだ現場指揮所（Incident Command
Post, ICP）を設置していない、あるいは、緊急オペレーションセンター（EOC）を
まだ⽴ち上げていない場合 ̶ 緊急オペレーション計画（EOP）に⽭盾しない権限を
有する主要な機関として、緊急事態に対応する。マネジメントの必要性に応じて、病
院指揮センター（HCC）、本部指揮者、および病院インシデントマネジメントチーム
（HIMT）の特定の職位を⽴ち上げる。インシデントおよび病院の状況に関する情報
は、関係法令や地域の⽅針と⼿続きで決められているように、コミュニティの他の関
係機関（救急医療サービス（EMS）、消防、警察、地⽅保健局、地⽅緊急事態管理局
（EMA）、そして他の病院など）と共有すべきである。
2）インシデントが病院内、病院外のいずれかの要因で発⽣し、⾏政機関が現場指揮所
（ICP）を設置、あるいは、緊急オペレーションセンター（EOC）を⽴ち上げた場合
̶上述のように病院はその緊急オペレーション計画（EOP）に即した対応を⾏い、現
場指揮所（ICP）または地⽅の緊急オペレーションセンター（EOC）を通してコミュ
ニティの関係機関と協⼒するべきである。オプションとして以下が考えられる。
● 病院の機関代表者を現場指揮所（ICP）に派遣する。
● 病院から管轄区域の緊急オペレーションセンター（EOC）に機関代表者を派遣する。
● 病院から管轄区域の EOC のオペレーション部⾨に代表者を派遣する。
それがもっとも必要なときに、混乱を回避し、協⼒体制を強化するために、病院は「○
○病院本部指揮者」あるいは、「○○病院インシデント対応計画」などのタイトルを検討
するべきである。他の保健医療施設でも同様である。
⼤規模災害は、とくに⼈⼝密集地域では多くの病院を巻き込み、広範な被害をもたらす。
病院がコミュニティの緊急対応体制とどのように連携していくか（すなわち、その地⽅の
⽅針と⼿続きに則って）を事前に決めておくことは重要である。そのような状況下では、
病院の連合（coalitions）/共同体（consortia）/協会（associations）を代表する個⼈がコ
ミュニティの緊急対応体制に参加することが望ましい。そのような代表者は、状況や必要
資源に関する双⽅向性のパイプ役として活動するであろう。（すなわち、多くの病院指揮
本部（HCC）と現場指揮所（ICP）の、あるいは、管轄区域の緊急オペレーションセンター
30

tentative version (July 2016), HICS Japan

3 – OPERATIONALIZING HICS
（EOC）との繋ぎ役として役⽴つ。）

3.6.2 統合指揮本部
緊急事態に同じ管轄区域から法的権限を有する多数の機関や、異なる管轄区域からの多
数の機関が関与する場合、国家事態管理システム（NIMS）は、関係機関が密接に協⼒でき
るように統合指揮本部体制の設置を明記している。統合指揮本部の設置によって各機関の
権限、責務、説明責任に影響が⽣じることはなく、統⼀された調整の仕組みがもたらされ
る。インシデントが発⽣し、HICS を発動した場合、病院は管轄区域の指揮本部、または統
合指揮本部と連携するべきである。
現場での調整を担当する機関は、通常インシデントの発⽣場所付近に現場指揮所（ICP）
を設置する。インシデントに対応する機関が複数ある場合は、おそらくこれらの機関によ
り現場指揮所に統合指揮本部体制が設置されることになるであろう。インシデントによっ
てはさらなるサポートや調整が必要になるが、そのような場合は、おそらく管轄地区の緊
急オペレーションセンター（EOC）が⽴ち上がり、統合指揮本部を使って現場レベルの対
応をサポートすることになるであろう。

3.7 企業ヘルスケアシステムとの統合
北⽶にある約 6,000 の病院の 50％近くが企業ヘルスケアシステムに属している。そのた
め、企業ヘルスケアシステムの病院には、幅広い種類の資源へのアクセス、標準化された
⽅針と⼿続き、財政的なサポートなど、いくつかのメリットがある。
企業ヘルスケアシステムの傘下の病院は、企業システム内の当該管理部⾨と連携して、
計画策定や対応に関する活動を⾏うべきである。この活動は、各病院および関連機関の代
表者で構成され、ヘルスケアシステム全体をカバーする緊急事態管理委員会（EMC）の⽀
援のもとで実施されることもある。緊急事態管理委員会は定期的に開催され、各種計画や
⼿続き、訓練、戦略、⽋点、教育およびトレーニングについて議論するべきである。
⼤規模な企業ヘルスケアシステムの傘下の医療機関には以下の事項が求められる。
● システム全体のハザード脆弱性分析（HVA）や企業の緊急オペレーション計画（EOP）、
企業の資源⽬録の作成などの企業主導の緊急準備活動への参加
● 各病院の緊急事態管理担当者と企業幹部との会議への出席
● 個々の病院の病院指揮本部（HCC）のオペレーションと、企業のインシデントマネジ
メントチーム体制およびそのヘルスケアシステム指揮本部との統合のあり⽅につい
ての理解
● インシデント発⽣通知、状況報告、および、インシデント発⽣中と発⽣後の必要資源
についての企業幹部との連絡に関する標準化された⽅針と⼿続きの遵守
● 傘下の病院がそれぞれの⼿順や計画を検証し改善できるような、連携した机上訓練、
機能訓練、およびフルスケール訓練
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第4章
病院インシデントマネジメントチーム
の概要
⽬ 的
● 病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の構造と役割を説明する
● HICS の実践におけるその他の 5 つの重要事項を説明する
・指揮系統と指揮権の統⼀
・HIMT の特定
・HIMT の奥⾏き
・ジョブアクションシート（JAS）
・部⾨レベルのリーダーシップ

4.1 病院インシデントマネジメントチーム （Hospital Incident Management Team, HIMT）
HIMT の全体像を 34 ページの図 1 に⽰す。5 つの主要なマネジメント部⾨（指揮本部、
実⾏、企画、ロジスティクス、財務・管理）と、関連する係、班）および技術専⾨家が⽰
されている。個々の状況の範囲と規模、および役割を担う訓練された⼈員が確保できるか
どうかを評価したうえでのみ、職位が割り当てられる。
35 ページの表 1 と Appendix D「HICS 本部および部⾨スタッフの候補者」に、HIMT
の職位に適した候補者となりうる病院組織体制上の役職を⽰す。実際は、イベント特有の
ニーズと、インシデント⽬標の達成状況によって、もっともふさわしい候補者を選択する
ので、ここで挙げられた職位はあくまで提案である。

4.1.1 効率的な指揮権の委譲
HICS では、追加⼈員が到着し指揮本部の業務が共有できるようになった場合、あるいは
シフト交代時に最初に指揮者の職位にあった者が、より経験のある者と交代することを認
めており、効率的な指揮権の委譲が可能になっている。指揮権の委譲は引き継ぎミーティ
ングで始まり、そこでは前任者が後任者に対して、現状、対応活動、利⽤可能な資源、病
院を⽀援する外部機関の役割について申し送りをする。健康、医療および安全上の問題点
にも議論を向け、政治的な配慮や事業継続能⼒についても、当⾯の問題に関連があれば、
議論される。指揮権の委譲が完了したら、適切な⽂書を作成して、必要に応じてスタッフ
に広く周知する。⼤切なことは、本部指揮者が、それぞれ配属された指揮本部スタッフ・
tentative version (July 2016), HICS Japan

33

4 - HOSPITAL INCIDENT MANAGEMENT TEAM
部⾨スタッフが必ず対応に関する問題と⽬的について適切に申し送りを受けるようにする
ことである。この内容は、インシデント⾏動計画 （Incident Action Plan, IAP）（HICS
書式 201、202、203、204 および 215A）と個々のスタッフの活動記録（HICS 書式 214）
の両⽅に明確に記載されるべきである。

図1

34

病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）
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表1

HIMT の各職位の候補者

HIMT の職位

病院における役職名

本部指揮者








病院管理者・オンコールの管理者
看護管理者
業務執⾏責任者（COO）
医療部⾨責任者
看護部⾨責任者
最⾼執⾏責任者（CEO）

広報責任者








病院広報担当部⾨⻑
マーケティング責任者
患者広報担当
病院管理者・オンコールの管理者
安全管理者
主任技術者

安全責任者











安全管理責任者
警備部⾨⻑
施設管理技術者
危機管理コーディネーター
放射線担当部⾨⻑
雇⽤者健康管理者
感染制御担当者
リスクマネジメント担当者
産業衛⽣管理者

渉外責任者







最⾼執⾏責任者（CEO）
危機管理コーディネーター
リスクマネジメント担当者
情報担当責任者
地域広報担当者

医療・技術専⾨家




















産業衛⽣管理者
感染症専⾨家
感染制御担当者
疫学者
スタッフ管理者
⼩児科責任者
Radiation Safety Officer
核医学担当者
保健物理学者
構造技術者
外来診療部⾨責任者
外傷診療部⾨⻑
⼀次医療責任者
⾏動保健（メンタルヘルス）責任者
顧問法律家
リスクマネジメント担当者
中毒管理責任者
情報技術・情報サービス責任者
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HIMT の職位

病院における役職名

実⾏部⾨⻑







執⾏責任者
医療部⾨責任者
看護部⾨責任者
看護管理者
危機管理コーディネーター

企画部⾨⻑










戦略的プランニング担当者
管理部⾨⻑代理
⼈事責任者
看護責任者
看護部⾨責任者
看護管理者
施設管理責任者代理
危機管理コーディネーター

ロジスティクス部⾨⻑








調達責任者
⽀援サービス責任者
供給責任者
執⾏責任者
施設管理責任者
倉庫管理責任者

財務・管理部⾨⻑








財務責任者
財務責任者代理
業務部⾨⻑代理
管理部⾨⻑代理
経理担当会計監査担当者
情報管理責任者

4.2 本部指揮
4.2.1 本部指揮者
本部指揮者（Incident Commander, IC）は、HICS において常に⽴ち上げられる唯⼀の
職位である。IC は、病院内のインシデントのマネジメントに責任をもつ。本部指揮者は病
院指揮本部（HCC）においてすべての活動の指揮をとり、オペレーション期間を設定し、
インシデント⾏動計画（IAP）で⽰されている⽬的に対処するために戦略と優先事項を⽴案
する。

4.2.2 指揮本部スタッフ
本部指揮者は、業務⽀援を⾏うその他の指揮本部スタッフを指名する。
● 広報責任者（Public Information Officer, PIO）は、院外・院内で共有される情
報の調整を責務とする。広報責任者は、内部の職員とメディアや他の外部組織・外部
機関などを含む院外のステークホルダーとの間の情報の橋渡し役となる。
● 渉外責任者は、インシデント対応中、病院をサポートする外部機関に対する主要窓⼝
となる。場合により、渉外責任者は病院指揮本部（HCC）に配属され、渉外副責任者
またはアシスタント（または機関代表者）が病院を代表して現場指揮所（ICP）や地
36
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域の緊急オペレーションセンター（EOC）に配属されることがある。
● 安全責任者は、病院の対応オペレーションを監視し、危険な⾏動を把握し、修正する。
また、配属されたすべての職員の安全を確保するための対策を⾏う。
● 医療・技術専⾨家は、感染症、法的問題、リスクマネジメント、医療倫理などの分野
の専⾨家であり、必要な⾒識および助⾔の HIMT スタッフへの提供が求められること
がある。医療・技術専⾨家は必要に応じて HICS のあらゆる部⾨に配属される。

4.2.3 部⾨スタッフ・部⾨
イベントに応じて、その他の部⾨スタッフの職位（例：実⾏部⾨⻑、企画部⾨⻑、ロジ
スティクス部⾨⻑、財務・管理部⾨⻑）が、法的権限を有する本部指揮者によって⽴ち上
げられる。適任で、部⾨⻑として務めるよう任命された者は、簡潔に指⽰を受け、HIMT 組
織図（Appendix C：「病院インシデントマネジメントチーム」参照）に⽒名が記載され、
病院の緊急オペレーション計画に従って、指名されたことが公表される。必要があれば副
部⾨⻑を指名し、部⾨⻑の特定の業務の補佐や、病院指揮本部（HCC）に部⾨⻑が不在の
場合の代理として活動してもらう。

4.3 実⾏部⾨
実⾏部⾨はすべてのインシデントに対する戦術的活動をマネジメントし、インシデント
⾏動計画（IAP）を実⾏する。実⾏部⾨は、インシデントへの対応にただちに必要となる資
源のマネジメントと調整の役割を担うため、通常、４つの部⾨のなかでもっとも規模が⼤
きい。図 2 に実⾏部⾨における権限と責任の概要を⽰す。
係（Branch）と班（Unit）は、管理しやすい統制範囲を維持し、組織のマネジメントを
効率化するために、必要に応じて設定される。⽴ち上げられる職位の数は状況のニーズ、
および適任のスタッフの有無によって決まる。
医療、施設、セキュリティ、危険物、事業継続、患者家族⽀援の各担当係が実⾏部⾨に
設置される。その理由は、それぞれの分野が提供するサービスが、単に⽇々、ルーチンで
提供されるロジスティクスの⽀援ではなく、⽬の前のインシデントという厳しい状況下で
患者ケアを⾏うという使命を⽀援するために不可⽋なものだからである。たとえば、施設
担当係の施設（技術）要員はインシデントで⽣じる病院の設備系のニーズに備えている。
セキュリティ要員は治安を維持し、情報技術要員と事業継続要員は、院内の様々な部⾨で
共有される情報と記録を保持するために、コンピュータシステムを使⽤可能な状態に維持
している。院内における緊急事態（例：⼩児の誘拐、⽔不⾜、コンピュータシステムの停
⽌）が発⽣した場合、これらのうちのひとつ、または複数の係が、病院業務を正常に復す
るのに必須の要素となる。
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図2

実⾏部⾨における権限と責任の分担

待機拠点管理者はロジスティクス部⾨と緊密に連携し、何が必要とされているかを把握
し、要求された物品が確実に、可能な限り迅速に正しい場所へ搬送されるようにする。次
にロジスティクス部⾨は、緊急オペレーション計画（EOP）に沿って、そして/または待機
拠点管理者の依頼を受けて、必要物品を調達し、待機拠点へ届ける。待機物品の数が⾮常
に多い場合や別の場所に保管しなければならない場合には、チームリーダーが配属され、
待機を要するそれぞれのタイプのアセット（貴重な物品や要員）を調整する（例：⼈員待
機拠点チームリーダー、⾞両待機拠点チームリーダー、設備・資材待機拠点チームリーダ
ー、医薬品待機拠点チームリーダー）。
実⾏部⾨⻑または医療担当係⻑は、具体的なミッションの⽬標達成に向けて、資源の割
り当ての必要性を決定する責任がある。HICS では、単⼀資源、タスクフォース、専⾨チー
ムの展開と監督指⽰を⾒込んでいる。ひとたび⽬標を達成したら、そのチームは新しい任
務を割り当てられるか、または解散となる。上記の資源の例を挙げる：

38
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● 単⼀資源（Single Resource）：⼀台のストレッチャー、⼀台の薬品医療カート、
⼀⼈の看護師などの、単⼀の物資や要員。
● タスクフォース（Task Force）: 集められた類似の資源の組み合わせで（例：集中
治療室（ICU）でのトレーニングを受けた看護師（RNs）、ICU 技師、ICU station
secretary ICU 事務職員など）、1 名のリーダーの指⽰のもとで特定の任務が与えら
れるチーム。
● 専⾨チーム （Strike Team）：同じ職種の資源のまとまり（例：7 名の ICU 看護師）
で、1 名のリーダーの指⽰のもとに任務を遂⾏する。

4.3.1 患者診療業務
医療担当係は、すでに院内にいる患者のみならず、被災傷病者やインシデントとは関係
なく来院した患者をも診療する責任がある。
被災者診療班⻑は病院の救急部⾨に設置されることが多いが、病院敷地内の他の場所で
⾏われているトリアージや治療活動の調整を⾏う職員を追加指名することができる。これ
らの活動は病院の緊急オペレーション計画（EOP）に従って⾏われる。（例：immediate
（緊急）、 delayed（準緊急）、minor（軽傷）の各治療エリアのように、トリアージカ
テゴリに従って被災者を分散する）
来院した患者は迅速な診療のために、それぞれの治療エリアにただちにトリアージされ
なければならない。トリアージが実施される場合は、トリアージ班⻑による治療優先順位
（トリアージカテゴリ）を患者のタグまたはバンドにはっきりと表⽰するべきである
（4.3.7「その他の係のオプション」参照）。診療の遅れを防ぎ、かつ、患者の追跡を容易
にするため、患者登録班は、迅速で確実な登録のプロセスを実施するべきである。インシ
デントが安定化し、スタッフに余裕がある場合は、平時の登録プロセスを再開できる。
危険物（HazMat）に汚染された患者が⾃家⽤⾞などで前触れなしに来院することも少な
くない。そのような場合には、彼等が院内に⼊ることを許される前に、適切なトレーニン
グを受け、防護具を着⽤した職員（4.3.4「危険物担当係」参照）が出迎え、標準化され、
⼀般に⾏われている⽅法で除染を⾏うべきである。このような状況下では、除染前または
除染中に実施する治療⾏為は救命処置のみとし、危険な汚染物質によるスタッフおよび他
の患者の不要な曝露を避けるための除染を完全に終えた後で、根本的な治療を病院に収容
してから⾏うべきである。
医療担当係はまた、⼊院サービス（⼊院班）、外来サービス（外来班）、⾏動保健（メ
ンタルヘルス）（精神衛⽣班）、診療⽀援サービス（診療⽀援班）、患者登録サービス（患
者登録班）の調整も⾏う。
医療部⾨の責任者はロジスティクス担当係と協⼒して、確実に必要な⼈員、設備、医薬
品、資材の要望が出され（待機拠点管理者が⽴ち上がっている場合は、そこを通じて）、
それらが必要な場所に配られるようにする。必要な資源の補給が不⾜している場合は慎重
に判断することが極めて重要である。このような困難な状況に対処する際は、病院指揮本
部（HCC）の指揮部⾨から事前に策定された計画に基づいて指⽰が出される。外部の資源
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が必要な場合は、渉外責任者から、地域の緊急オペレーションセンター（EOP）を通じて
要望が出される。
提供される医療は保健医療システム全体のなかで可能な限り統⼀されているべきである。
この点に関しては、地⽅保健局または救急医療サービス局（または地域病院調整センター
などの調整機関）から、地区の病院に向けた指⽰が出される。

4.3.2 インフラストラクチャー業務
病院施設のオペレーション全体を維持することは、患者の医療ニーズを満たし、スタッ
フを保護するための活動を⽀えることになる。施設のオペレーションの維持についての主
要担当係は、実⾏部⾨の施設担当係である。施設の通常のオペレーション能⼒の維持管理
には、電⼒と照明（電源班）、上⽔と下⽔（上下⽔道班）、暖房、換気、空調管理（空調
（HVAC）班）、医療⽤ガス（医療⽤ガス班）、そして建物・⽤地（建造物班）が含まれる。
この係は、オペレーション能⼒を維持、また、可能であれば拡⼤していくとともにユーテ
ィリティー供給の不具合を⾒つけて修理することを責務とする。設備や部品の⼊⼿や外部
業者の⼿配は、ロジスティクス部⾨の⽀援担当係と連携して⾏う。
事業オペレーションの維持および情報技術設備のサポートや修理は、ロジスティクス部
⾨サービス担当係の情報機器班⻑からのロジスティクス⾯でのサポートのもとで、事業継
続担当係がマネジメントする（4.3.5「事業継続業務」参照）。

4.3.3 セキュリティ業務
セキュリティ担当係は患者、スタッフ、および病院のセキュリティに関するあらゆる活
動を調整する。インシデント発⽣後早い段階で考慮するべき活動が多数挙げられる。
● アクセスの安全確保および制限
● セキュリティスタッフの補充
● 交通整理
● 個⼈の所持品の管理
● 証拠収集および証拠の受け渡し記録の管理への配慮
アクセスの安全確保および制限
インシデントにはそれぞれに固有のセキュリティ関連の問題がある。病院が有害なイベ
ントの⼆次標的あるいは⼀次標的となることについては、これまで⼗分に検討されてこな
かった。病院は受動的セキュリティアプローチ（訳注：防犯センサー等のセキュリティシ
ステムなど）に出資する余裕はない。職場における暴⼒、犯罪、潜在的なテロリストの脅
威などは、病院が強固なセキュリティ計画を持つべき理由である。銃関連のインシデント
などの病院内暴⼒事件のような⾼まる脅威を察知し、軽減するためには、包括的な計画策
定とトレーニングが必要である。
イベント発⽣早期に、本部指揮者が病院幹部とセキュリティ担当係⻑と協⼒して、アク
セス制限を決定しなければならない。もしアクセスを制限するのならば、緊急オペレーシ
ョン計画（EOP）に従って、その決定は迅速に実⾏に移するべきである。必要に応じて地
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域の警察の⽀援を依頼するべきである。アクセス制限の実施についてスタッフおよび⼀般
市⺠に対してアナウンスした後、歩⾏者と⾞両の別のルートを通る交通の整理のために職
員を配置する。標識を掲⽰し、出⼊⼝は⼿動あるいは⾃動で施錠する（出⼊管理班）。理
想的には、施錠された出⼊⼝は、出⼊⼝を塞がれないように、また、確実に許可のない者
が出⼊りしないよう監視するべきである。
出⼊⼝の内外に扉を閉鎖している旨の標識（必要に応じて複数の⾔語で）をできるだけ
速やかに掲⽰するべきである（場合によっては、⼊構者向けの迂回路を掲⽰する）。こう
した標識は、迅速に掲⽰するために、前もって作成し出⼊⼝の近くに保管しておくとよい。
⽣命安全⼯学の専⾨家と「障害を持つアメリカ⼈法」のプランニングと対応の要件に詳し
い適切な代表者の協⼒を得て、⽕災など病院内の緊急事態の場合に⼗分な避難経路を確保
しておくことが重要である。
以下のような、より⾼度な監視⼿順が必要となることもある。
● 不審な荷物の検査
● スタッフを含む⼀⼈⼀⼈の通⾏⼈が適切な⾝分証を着⽤していることの確認など、チ
ェックポイントにおける厳重な検査
● とくに除染の部分が⽴ち上がっている場合、患者来院地点に適切な防護具を着⽤した
職員を配置する（群集管理班）
特定の区域（例：救急部⾨、薬局、管理部⾨、病院指揮本部（HCC））ではとくにセキ
ュリティを強化するべきである。セキュリティ上の懸念、危険な状況、あるいはスタッフ
の増員が不要などの理由により、これら特定の区域へ⽴ち⼊るスタッフを制限するための
措置が必要となる場合もある。
現場から離れているスタッフは、インシデント対応時に病院の⾝分証を所持していると
は限らないため、セキュリティスタッフは最新の雇⽤者名簿を⽤意し、⼀時⾝分証をすぐ
に発⾏できるようにしておくべきである。病院幹部は、勤務時間外でも⾝分証を携⾏する
ようにスタッフに指⽰を出しておくとよい。⾝分証を所持していれば、警察によって封鎖
された場所を通⾏するのにも役⽴つ。
セキュリティスタッフの補充
インシデントの種類や持続期間によっては、勤務中のセキュリティスタッフを⽀援する
補助要員が必要になることがある。こうした必要が⽣じた場合、⾃宅にいる職員を呼び出
したり、任務を限定してセキュリティスタッフではない職員を再配属したり、地域の警察
に⽀援を依頼することができる（警察担当班）。計画策定においては、警察による⽀援が
可能になる時期（タイミング）および、警察を病院のオペレーションと HICS に組み込む⽅
法について検討するべきである。警察が展開する場合の配置、適切な対応⼿続き、病院オ
ペレーションに参加する際の約束事項、警察側が必要とするサポート（例：個⼈防護具（PPE）
や電話アクセスなど）も企画会議の場で議論しておくとよい。スタッフ不⾜を補う⽅法と
して、地域の警察に依頼する以外にも、地域または全国的に展開する⺠間の警備会社との
間で、訓練された要員を緊急事態時に派遣してもらうよう不測の事態の為の契約を結ぶこ
とも考慮するべきである。企業ヘルスケアシステムの傘下の病院であれば、他の病院から
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セキュリティの⽀援を受けることもできる。補助スタッフの配置、監督、⽀援、償還など
についても計画策定の際に検討しておかなければならない。
交通管理
状況によっては、被災者が家族や友⼈に付き添われて、⾃家⽤⾞または救急⾞で来院す
ることもある。また、ある時点で報道機関が病院に来て、屋外でのインタビューや「⽣中
継」のための特別な駐⾞スペースを要求することもある。救急医療サービス（EMS）およ
びその他の緊急⾞両が出⼊りしやすいように交通の流れの修正が必要になる場合もある。
救急部⾨の前は除染のために割り当てられた区域と併せて交通の妨げにならないように空
けておくべきである。すべての駐⾞可能な区域を開放し、ゲート管理システムや料⾦徴収
の中⽌についても検討するべきである。
化学物質等で汚染された可能性のある⾞両を含む放置⾞両のような状況についても、そ
れら放置⾞両を救急部やその他の重要な場所の周りから撤去する⽅法も含めて、計画策定
の際に検討しておくべきである。病院のセキュリティ担当係は、地元の警察が診療中の傷
病者の⾞両情報（ナンバー、⾞種、駐⾞場所）を要求してくることも想定しておくべきで
ある。
時間とともに、納⼊業者やサービス提供者などに対して、特別な査察警備、通常とは異
なった代わりの交通路の提⽰、あるいはキャンセルが必要となることもある。これらの⾏
動の影響は軽視するべきではなく、慎重なプランニングと調整が求められる。
個⼈所持品の管理
⽇々、ルーチンで⾏っている患者所持品の管理⽅法の修正が必要となることもある。多
数の患者が来院する状況では、迅速で正確な所持品の⽬録作成と保管は困難である。汚染
された患者の所持品は、交差汚染を防ぐために特別な配慮を要するし、また、故意のイン
シデントの場合は、証拠保管の連続性を確保するための特別な配慮も必要になる。したが
って、インシデント計画は包括的で、傷病者の所持品の安全性とともに、いつ、どのよう
にして所持品を正当な所有者に返却するかを判断するプロセスについても記載する必要が
ある（セキュリティ担当係）。
証拠収集と証拠保管の連続性への配慮
犯罪が疑われるインシデントでは、緊急オペレーション計画（EOP）に明らかにされて
いるように特定の証拠収集の⽅針と証拠保管連鎖⼿順に従わねばならない。これらの⼿順
は、患者の所持品の扱いから検査検体の梱包と搬送に⾄るまで、あらゆることに対処する
ものとする。⼿続きを策定する際には、それらが慣例に⽭盾しないことを確認するために、
地元の警察と検察当局に助⾔を求めるべきである。インシデントが継続している間、セキ
ュリティ担当係がどの⼿続きを適⽤するべきかを確認し、その⽅法についての分かりやす
い指⽰を広く知り渡らせることが重要である。

4.3.4 危険物（HazMat）担当係
危険物（HazMat）の放出がある（病院内または病院外で）ような状況においては、本部
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指揮者は緊急オペレーション計画（EOP）に基づき、危険物担当係を⽴ち上げることも可
能である。危険物担当係は、危険物の同定（保管・モニタリング班）、汚染の拡がりへの
対応（流出対応班）、傷病者の除染（被災者除染班）、設備と病院の除染（施設・設備除
染班）に対処する⼈員および設備を有する。
対応にあたるすべてのスタッフはトレーニングを受け、適切な個⼈防護具（PPE）を使⽤
でき、適切に除染を⾏えるべきである。⽅法についてトレーニングを受け、使⽤できるよ
うにしておく。さらに除染区域は、ただちに設置可能で、傷病者対応の必要性に適した広
さと動線が得られる場所を指定することが重要である。指定されたスタッフは歩⾏可能な
患者、歩⾏不可能な患者、特殊な対応を必要とする患者の除染⽅法について精通している
べきである。除染区域あるいはその他の病院内汚染箇所からの汚染⽔の処理および汚染箇
所の原状復帰についても、あらかじめ合意を得ておくべきである。除染チームの職員に対
しては適切な医療モニタリングを⾏い個⼈ごとに診療記録を作成し、提出して、その内容
について、労働安全衛⽣庁（OSHA）および/または州および連邦機関のガイダンスに従っ
て医師の評価を受けるべきである。（Appendix I「参考⽂献；危険物放出を伴う集団災害
における病院での被害者受け⼊れに関する OSHA ベストプラクティス」参照）

4.3.5 事業継続業務
事業継続担当係の業務は、被害を受けた病院の機能、事業部⾨、区域の重要な事業機能
を維持、修復、または補強を⽀援し、インシデント⾏動計画に⽰された復旧⽬標および復
旧戦略を達成することにある。事業継続担当係は以下の業務を⾏う：
● 情報システム・運⽤班⻑と診療継続班⻑を通じて、院内の情報システムと情報技術の
効果的かつ効率的なオペレーションを確実に継続するようにする。
● 記録管理班⻑を通じて、事業の記録（診療録や購買契約書など）などの、復旧に不可
⽋な資源の⼊⼿およびアクセスを⽀援する。
● 代替の事業オペレーションサイトへの必要な移転や再配置を⾏って、施設担当係とセ
キュリティ担当係を⽀援する。
● ロジスティクス部⾨コミュニケーション班⻑、情報機器班⻑および、被害を受けた区
域と連携し、事業機能を拡⼤、および/または復旧し、技術的要件を⾒直す。
● ロジスティクス部⾨の情報機器班⻑のロジスティックス⽀援のもとに、情報技術（IT）
の設備を維持・修復を⾏う。
● 他の係および被害を受けた係における通常の業務への復旧および再開を⽀援する。

4.3.6 患者家族⽀援担当係
多数の患者を受け⼊れている場合には、患者の家族のニーズへの対応を⽀援するために、
患者家族⽀援担当係を⽴ち上げる。家族への⽀援は、⽀援を要する家族の⼈数に⾒合う広
さの、安全な場所で⾏うべきである。家族⽤の軽⾷などを⾷事班⻑から提供してもらい、
家族のための電話が使⽤できるようにコミュニケーション班⻑に調整してもらうべきであ
る。社会福祉班⻑は、患者家族の⾏動保健（メンタルヘルス）に関するニーズおよび他の
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⼀般的な要⽀援事項に対処する。家族再会班⻑は、病院の患者追跡プログラム（企画部⾨
の患者管理者と協⼒する）や、コミュニティの傷病者位置確認システム（渉外責任者また
はほかの担当者と協⼒する）を活⽤して、家族が配偶者などや友⼈の場所を⾒つけるため
の⽀援を率先して⾏う。

4.3.7 その他の係のオプション
通常は院内の緊急事態による特殊な状況が発⽣した場合には、オペレーション関連の係
の新たな設置が必要となることがある。たとえば、⽕災、⻯巻、暴⾵雪などの場合には、
病院からの避難や⼀時的な屋内退避が必要になることもある。このような場合、本部指揮
者は適任者を係⻑に指名する。その係の名称は業務内容にふさわしいものとするべきであ
る（例：避難担当係、屋内退避担当係）。係⻑は、必要に応じてその係内の他の職位のリ
ーダーと協⼒して、ミッションの⽬標の達成を⽬指するべく、状況に応じたそれぞれの対
応活動の指揮をとる。

4.4 企画部⾨
企画部⾨は、インシデントオペレーションと割り当てられた資源に関するインフォ―メ
ーションと出来事に関する重要な情報を、収集し、評価し、広く発信して、さらに、企画
会議を開催して、それぞれのオペレーション期間のインシデント⾏動計画（IAP）を作成す
る。企画部⾨が効果的に機能することは、本部指揮者およびその他の部⾨スタッフが重要
な戦略的意思決定を⾏ううえで必要な情報の⼊⼿に直接の影響を及ぼす。企画部⾨には 4
つの主要な班があり、それぞれ班⻑が指揮をとる（図 3）。
資源把握班⻑は、院内の様々な場所で使われている⼈的、物的資源の状況を追跡する。
必要があればこれを⽀援するために、⼈的、物的資源追跡マネジャーが指名配属される。
状況把握班⻑は、患者の⾜取りの追跡（患者追跡マネジャー）や病床利⽤状況の把握（病
床管理者）に関する情報を含む病院内外のイベントに基づく最新の状況の記録および維持
管理を責務とする（例：情報ディスプレイ）。これらの管理者は、その時点で患者がどこ
にいるのか、収容可能な病床がどのくらいあるのかという情報をアップデートし、渉外責
任者を経由して、病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）、地域の緊急オペレーシ
ョンセンター（EOC）や他の適切な外部機関がその情報を使えるようにする。メディア（TV、
ラジオ、および新聞などの印刷メディア）をモニタリングすることによって状況を把握す
ることも可能であり、これは他の⼈員が配属されていない限り、状況把握班⻑が⾏う。重
要な情報はトラッキングボード、チャートパッド、またはコンピューターソフトウェアプ
ログラムを⽤いて表⽰することができる。
⽂書班⻑は、本部指揮者または緊急オペレーション計画（EOP）の指⽰のもとにインシ
デント⾏動計画（IAP）およびその他の関連⽂書を作成し、それを保管する。
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図3

企画部⾨における権限と責任の分担

撤収班⻑は、撤収活動（例：撤収計画）を策定し、本部指揮者の承認を得たうえで指定
された指揮本部スタッフにその計画を⽰し、ひとたび計画が実⾏されたら必要に応じて修
正することを責務とする。HICS 書式 221：撤収点検表を撤収活動の⼀環として、本部指
揮者の指⽰によって使⽤することができる。HICS 書式 221 は、本部指揮者より指定され
た病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の職員に配布され、それから撤収班⻑の
もとに届けられる。その情報は撤収計画に組み⼊れられ、企画部⾨⻑の承認を得たうえで、
指揮本部スタッフに配布される。書類の保管は⽂書班⻑が⾏う。（第 5 章 5.12「撤収」参
照）
計 画 担 当 者 に 有 ⽤ な 資 料 と し て 、 国 家 事 態 管 理 シ ス テ ム （ NIMS ） Intelligence/
Investigation Function Guidance and Field Operations Guide（2013 年 10 ⽉）がある。
（Appendix I「参考資料：国家レベルの参考⽂書）参照）

4.4.1 ⽂書作成
インシデント関連の情報は明確に⽂書化されるべきである。これらの情報の出所は、イ
ンシデントの現場、地域の緊急オペレーションセンター（EOP）、その他の外部機関また
は院内のオペレーション区域、病院指揮本部（HCC）、などである。⽂書作成の指揮をと
るのは企画部⾨であるが、⽂書班⻑は、病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の
すべてのメンバーによる⽂書作成の取り組みへの⽀援を必要としている。
インシデントが継続している間はさまざまな⽂書作成の⽅法が⽤いられる。⼿書きでの
⽂書作成が情報を記録する上での主要な⽅法となる。ジョブアクションシート（JAS）は、
⾏動がとられた⽇時を記録するようにデザインされている。HICS 書式 213：⼀般連絡票
は、HCC の内部で重要な情報を共有するために⽤いられるとともに、病院の他の区域でも
使⽤されるべきである。HICS 書式 213 を規則に従ってきちんとで使うことで、確実にメ
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ッセージが受信され、その結果としての活動内容が⽂書化される。どんな活動でも、実⾏
した場合は、メッセージの発信者にその旨を伝える。あらゆる HIMT の職位には、それぞ
れの問題、活動、その結果の経時的記録を HICS 書式 214：活動記録を⽤いて記録してお
くことが課されている。HIMT の職位経験した者によると、ポータブル録⾳機器に⼝述で情
報を記録し、あとから振り返って情報を記述することも有⽤であるとのことである。
実際の情報の記録は、紙を⽤いたハードコピーか、電⼦的な⽂書、データベース、また
は表計算プログラムを⽤いたソフトコピーである。電⼦的な⽂書作成の利点としては、読
みやすく、他の場所へ迅速に情報を転送することができ、保管が便利であることなどが挙
げられる。病院での使⽤に特化した情報マネジメントプログラムを開発した緊急事態管理
ソフトウェアのベンダーもある。
ミーティングでは、ビデオ会議⽤ソフトウェアと録⾳機器を使⽤することで、参加して
いない者も、何が話題になったかが視聴でき、インシデントに関連した情報を記録するこ
とができる。
書

式
HICS では緊急事態管理をより簡単に実践しやすくするために特定の書式を使⽤する。そ

れぞれの書式は、インシデントが継続している間、病院が記録、保管するべき様々な種類
の情報の把握を⽀援することを意図して作成されている。
書式には主に２つのタイプがある：
● 連邦緊急事態管理庁（FEMA）は、緊急事態に対応する者が使⽤し、継続使⽤するた
めの、標準化されたインシデントコマンドシステム（ICS）書式⼀式を作成している。
この FEMA の ICS 書式の多くは、保健医療の環境で使われるように修正を加えられて
いる。
● 病院で使⽤するための特別な書式も作成されており、HICS に組み込まれている。
収集・記録された情報の例を以下に⽰す：
● 実際のインシデントについて収集された情報の詳細（例：⽕災、航空事故、病気のま
ん延）（HICS 201：インシデント概況）
● 組織および担当係の配置と任務（HICS 203：組織・⼈員配置⼀覧, HICS 204：任務
⼀覧）
● 遭遇した重要な問題、および実施されたインシデントコマンド活動（HICS 202：イ
ンシデント⽬標、HICS 213：⼀般連絡票、HICS 214：活動記録）
● 遭遇した安全上の問題、および/またはその取り組み（HICS 215A：インシデント⾏
動計画（IAP）安全分析）
● 患者の所在（HICS 254：被災者・傷病者台帳）
● 患者の避難状況の追跡（HICS 255：院外避難患者台帳マスター、HICS 260：院外避
難患者台帳）
● 負傷者・死亡者の情報（HICS 254：被災者・傷病者台帳、HICS 259：病院傷病者・
死者数報告）
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● ⼿元の資源および補充の依頼（HICS 256：調達概要報告、HICS 257：物資会計管理
記録）
● 資源⼀覧（HICS 258：病院設備・サービス関係機関等⼀覧）
● 個⼈の勤務時間および責任（HICS 252：部⾨別活動時間記録、HICS 253：ボランテ
ィア登録台帳）
● 連絡先の⼀覧表（院内および外部との）（HICS 205A：連絡先⼀覧）
● 設備の状態（HICS 251：施設システム状況報告）
● 撤収（HICS 221：撤収点検表）
すべての書式には、書式の⽬的の説明、および誰がどのように作成するかということが
記載されている。⼀部の書式は意思決定の時系列が反映されるようにデザインされている
ものもあるが、⼀⽅、情報の報告および資源の依頼のために⽤いる書式もある。書式を完
成作成したら、指⽰に従って複製し、配布する。
⽂書の記録、保管
企画部⾨には、⼀般に、⽂書の記録、保管の⽬的で、すべてのインシデントマネジメン
トに関する情報の完全なファイルを保持する責任がある。
企画部⾨（⽂書班⻑）は、将来それらを参照できるように、病院のインシデント⾏動計
画（IAP）の記録とその他のインシデントマネジメントの書式を保持する責任がある。
外部機関との情報共有
地域の緊急オペレーションセンター（EOC）、または保健医療システムの指揮本部は、
病院に対して、指定した時点での病院の状況報告およびインシデント⾏動計画（IAP）の提
出を依頼することがある。この情報は、コミュニティの緊急対応の担当者が、病院が直⾯
する問題、および将来どのような⽀援が必要になるのかをよく理解するうえで役に⽴つ。
患者データや、資源の利⽤可能性（例：⼈員、設備・資材、医薬品）、対応に要する費⽤
など、その他の情報も、地域および/または州の EOC から要求される場合もある。
地域と州の EOC が共有する情報を、特別に設計した緊急対応ソフトウェアプログラムで
送信するコミュニティもあるが、ファックスや電⼦メール、電話連絡を⽤いるコミュニテ
ィもある。病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）に配属された職員はが、想定さ
れる情報報告の頻度・スケジュール、報告⽅法、および万⼀、技術的な問題が発⽣した場
合に⽤いられる現場にある予備の情報システムについて習熟していることが重要である。

4.5 ロジスティクス部⾨
ロジスティクス部⾨は、インシデントにおけるあらゆる⽀援のニーズに備えることを責
務とする。これには、他病院、企業内のパートナー、地域の緊急オペレーションセンター
（EOC）、地域病院調整センター（RHCC）ないしそれに相当する機関への要請のみならず、
通常および⾮常時の調達ルートを⽤いて、院内外の出所からの資源調達が含まれる。病院
内の係からの資源要請は、緊急オペレーション計画（EOP）に要約されている発注⼿順に
従って、ロジスティック部⾨に報告されるべきである。外部に資源を要請する場合は、病
tentative version (July 2016), HICS Japan
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院側はニーズを明確に⽰さなければならないが、どのような⽅法でそのニーズが満たされ
るのかを確認しようとするべきではない。これは EOC または RHCC（ないしそれに相当す
る機関）が決定する。この他、病院は外部への資源要請の⽅法（例：電⼦的（オンライン）、
ファックス、電話）について熟知していなければならない。
ロジスティクス部⾨は、状況によっては、２つの係に分割することができる（図 4）。サ
ービス担当係は、コミュニケーションの⽀援（コミュニケーション班）、情報技術・情報
サービスの資源のニーズ（情報機器班）、および患者とスタッフの⾷事サービス（⾷事班）
を担当する。⽀援担当係は、必要な資材の調達（資材班）、院内院外の輸送の調整（輸送
班）、追加⼈員の調達および認証（⼈材班）、職員の健康および⾏動保健（メンタルヘル
ス）（職員健康管理班）、そして職員の家族のケア（職員家族対応班）を担当する。

図4
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4.6 財務・管理部⾨
財務・管理部⾨は職員の勤務時間の調整（時間管理班）、物品の発注および契約の開始
（調達班）、⼈員関連の⽀払いおよび労働者の報酬の調整（補償班）、および、対応と復
旧に要した費⽤と請求書の⽀払い状況の追跡（コスト管理班）を⾏う。図 5 に財務・管理
部⾨内の各班の権限と任務の概要を⽰す。
連邦緊急事態管理庁（FEMA）は、⾮常事態宣⾔の出された事例での緊急対応に関しては、
FEMA の償還ガイドラインに従い項⽬を特定して、病院に費⽤を償還することができる。し
たがって緊急対応に要した費⽤はインシデント発⽣の時点から記録し、説明できるように
しなければならない。認められる費⽤には、修理・交換・改築などに要した費⽤のみなら
ず職員の超過勤務⼿当、収益活動の損失分が含まれる。⽇々の経理報告の要件は、州政府
および連邦政府の担当者によって変更され、新たな要件が⽰される可能性が⾼い。
期待される通りの報告書を作成できるように、州政府および連邦政府が求める報告書の
様式をインシデントの発⽣前からよく理解しておくべきである。償還⾦を獲得するために
はどのような州および連邦の財務援助⽂書を作成すればいいのか、計画策定の段階で確認
しておくべきである。患者診療の費⽤だけでなく、納⼊業者への⽀払い、相互⽀援にかか
わる報償、そして個⼈からの請求に関しても追跡するべきである。被害を受けた施設内の、
被害を受けたあるいは破損した設備や被害を受けた施設内の場所を写真やビデオで記録し
ておくことで、経済的⽀援を受けるのに有益なサポート情報となる。

図5

財務・管理部⾨における権限と責任の分担

4.7 その他の HICS 活動
4.7.1 指揮系統および指揮権の統⼀
HICS では本部指揮者を統括リーダーとする指揮系統が構築されている。病院インシデン
トマネジメントチーム（HIMT）の個々の職位は、HICS 組織体制のなかで指定された直属
の監督者の管理下に⼊る。個⼈はどの職位に配属されようとも、HICS として配属されてい
る期間は、１名の HIMT の監督者の管理下に⼊る。⾔い換えれば、HICS の組織体制のなか
に配属された者は、HIMT の職位に関連する業務に加えて、同時に彼等の通常業務を⾏うこ
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とは想定されていない。なぜなら、このことは「指揮権の統⼀」という基本原則に反する
ためである。HIMT として配属される場合は、その旨を通常の上司に伝えるべきである。

4.7.2 病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の構成員の識別
インシデントマネジメントの役割を割り当てられたすべての職員は、その役割を正確に
表す⾝分証を⾝に着けておくべきである。多くの病院ではベストを⽤いて役割の識別を⾏
っている。ベストは、前と後に HIMT の職位の職位を、通常時だけでなく暗い環境下でも
識別できるようにはっきりと表⽰するべきである。病院インシデントマネジメントチーム
（HIMT）組織図（指揮本部スタッフー⽩、実⾏̶⾚、企画̶⻘、ロジスティクスー⻩、財
務・管理̶緑）に従って、⾊で識別できるようにするのもよい。ベストには携帯無線器、
タブレット、ペン、マーカー、ジョブアクションシート（JAS）、そして HICS 書式 214
の活動記録が⼊る、⼗分な⼤きさのポケットがついてなくてはならない。これらのベスト
は安全な場所に保管され、定期的に点検され、いつでも使⽤できる状態にしておくべきで
ある。

4.7.3 病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の奥⾏きの構築
病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の各職位にはトレーニングを受けたスタ
ッフが少なくとも 3 名はいるべきである。オペレーションが⻑引く可能性は無視できず、
またスタッフが望ましいレベルで機能し続けるためには、スタッフに⼗分な休憩と休⽇を
保証しなくてはならない。
院内で⼗分な数のスタッフを育成するだけでなく、外部すなわち他の病院や州、連邦レ
ベルの対応チームから適任者を組み込むことについても病院での計画策定の際に検討する
べきである。
状況によるニーズと動員可能性に基づき、スタッフは⼀つだけでなく複数の役割をこな
せるようにする⽅法として教育や実地訓練を利⽤するべきである。教育、訓練に加えて、
国家事態管理システム（NIMS）の特定コースないしそれと同等の研修を、オンラインであ
れ座学であれ、受講しておくと、マネジメント業務を担当する可能性のある職員を養成す
るのに役に⽴つ。

4.7.4 ジョブアクションシート（JAS）
ジョブアクションシートは、配属された⼈に彼等のマネジメントの職位の重要なポイン
トを分かりやすく⽰すようデザインされた、インシデントマネジメントのためのツールで
ある。ジョブアクションシートには、職位の名称とミッション、指揮系統上誰の監督下に
⼊るか、⾏動上の重要な注意点などの情報が記載される。これらの職務は、病院インシデ
ントマネジメントチーム（HIMT）の構成員に、それぞれの役割と責任に関わる必要な対応
がとれるように意図されたものである。HICS 2014 では JAS は⼤幅に改訂され、時間経過
に応じた⾏動の⼿順が追加されている。JAS の書式に従えば、職員は個々のタイミングで
実施したすべての⾏動を記録できるようになっている。さらに JAS には HIMT 内の職位も
記載されており、指揮系統における上下関係が強調されている。それぞれの職位の JAS は
いつでも利⽤できるようにしておくべきであり、JAS の⽂書・ツールの項にリストされた
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活動に必要なその他の物品とセットで⽤意しておくことが望ましい。それぞれの JAS は毎
回のオペレーション期間で常に利⽤できるようにしておき、活動期間が終了したら企画部
⾨が回収して、インシデントファイルの⼀部として保管するべきである。

4.7.5 部局レベルのリーダーシップ
病院全体の対応のなかで、部局レベルでのリーダーシップは重要な要素である。緊急オ
ペレーション計画（EOP）ではハザード脆弱性分析（HVA）により確認された様々なシナ
リオについて、それぞれの部局の役割と責任を⽰すべきである。個々の部局のリーダーを、
365 ⽇ 24 時間つながる連絡先とともに EOP に明記しておくべきである。いざというとき
にすぐ使えるようにしておく必要がある物品として、以下のものがある。
● ジョブアクションシート（JAS）
● 職位識別⽤ベスト（あるいはそれに相当する識別法）
● 無線機・電話機・コンピュータ
● HICS 書式
● 事前に指定した資機材（例：電話番号リスト、電話帳、⼿順マニュアル、⽂房具類、
地図、鍵）を迅速に展開可能なケースに収納したもの
リーダーは定期的に状況説明の時間をとって、スタッフの恐怖⼼や不安を軽減し、流⾔
を抑え、⽬の前のタスクに積極的に関与するよう促すべきである。
院内のそれぞれの部局や班は、危険物（HazMat）の流出、停電、断⽔などの施設内の緊
急事態への対応に必要な設備と資材を利⽤できるように⽤意しておくべきである。必要な
物品として、以下のものがある。
● 個⼈防護具（PPE）
● 懐中電灯および化学ライトスティック（サイリュームなど）
● 瓶・ペットボトル⼊りの飲料⽔
● 必要に応じて多⾔語表記の標識（例：トイレ使⽤禁⽌、⽴ち⼊り禁⽌、⽅向指⽰⽤、
指⽰⽤）
● 化学処理可能なあるいは標準的な携帯型トイレ、およびトイレットペーパー
● ⼿洗い⽤泡洗浄剤、消毒⽤ウェットティッシュ
● 避難⽤⾞椅⼦、ストレッチャー、バックボード
必要な設備・資材の配備は効果的に調整し、交換が必要なものは病院指揮本部（HCC）
に報告するべきである。インシデント対応に引き続き、撤収時には物品を交換し、次に備
えて整備しておく⼿はずを整える。
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第５章
インシデント対応：全体のまとめ
⽬ 的
● 主要な対応および復旧活動について説明すること。
● 評価のプロセス、およびシステム改善にむけて組織として学ぶことの重要性について
説明すること。

5.1 警報と通知
インシデントに対しての最初の対応は、インシデントが発⽣するおそれがある、もしく
は発⽣したという事実を認識すること、および、インシデントにより病院の⽇常業務に⽀
障をきたすおそれがあると認識することで始まる。
事前の警告情報は、警察、救急医療サービス（EMS）、地⽅保健局、地⽅緊急事態管理
局（EMA）などからもたらされる。病院は救急情報センターから 3 種類の通知を受け取る
可能性がある。
● 勧告：病院のシステムとしての対応は必要ないが、今後対応が必要になる可能性があ
る。
● 警告：対応が必要となる可能性がある、またはその可能性が切迫しており、対応準備
のレベルを上げるように促すべきである。
● 発動：対応が必要である。
残念ながら、インシデントの警告が病院にほとんど届かない、またはまったく届かない
ことも多い（「抜き打ち」インシデント）。インシデントの最初の情報は、救急医療サー
ビスの無線連絡によるインシデントの詳細に関する速報、メディアの「ニュース速報」、
あるいは初期に来院した被災者からの情報などにより判明することがある。初期の情報は
断⽚的で、間違っていることもあるが、より完全で、より正確な事態の様相は、その後急
速に明らかになっていく。
できるだけ早期に⼊⼿するべき情報には次のものがある。
● インシデントの種類。確認できる場合は、具体的なハザードや原因物質
● インシデントの発⽣場所
● 傷病者の数および種類
● 実施されている特殊な活動（例：除染）
● 最初の救急隊の推定到着時刻
tentative version (July 2016), HICS Japan

53

5 – INCIDENT RESPONSE: PUTTING IT ALL TOGETHER

病院スタッフが⾃らと同僚を防護するための計画（個⼈防護具（personal protective
equipment, PPE）のトレーニングや⼊⼿⽅法など）を理解していること、そして（院内の）
キーパーソンにインシデントの発⽣について適切に通知することが⼤切である。情報共有
については、インシデントは通常業務の時間外に起こる可能性があることを考慮し、複数
の通信⽅法が使⽤できるようにしておくべきである。ポケットベル（テキストメッセージ
の送受信が可能な双⽅向ポケットベルを含む）や病院内呼び出しは、独⾃のコード名（例：
コードオレンジ）を使おうが、明確な表現（例：“集団災害対応計画が発動されました”）を
使おうが、対応の開始を明らかにする簡単ながら迅速な⽅法である。携帯電話番号、電⼦
メールアドレスその他の個⼈の連絡先情報は安全に保管するべきであるが、必要な場合に
は、勤務中の監督責任者と通信専⾨員がすぐに利⽤できるようにしておくべきである。
スタッフの連絡先情報は定期的に⾒直し・更新し、必要時に確実に連絡がとれるように
しておくべきである。勤務時間外にはポケットベルでは連絡がとれない者も多いので（睡
眠中など）、勤務時間外の連絡⽅法には電話で⾏う必要性についても考慮するべきである。
⾷中毒や感染症のアウトブレイクなどの事例では、救急部⾨を受診する患者数や特定の
症状の増加により、病院が最初にインシデントを認知することもある。そのような場合、
内部通知は重要であるが、外部への通知も必要である。外部への通知は個々の状況にもよ
るが、対象としては、救急医療サービス（EMS）、消防、警察、地⽅保健局、地⽅緊急事
態管理局（EMA）、および他の病院などが挙げられる。病院の計画には、どのような状況
で、特定の外部機関に通知を⾏うかについて記載しておくべきである。
⽣物学的・感染症のアウトブレイクを発⾒するために、能動的および受動的サーベイラ
ンスシステムがますます⽤いられるようになってきている。たとえば、病院の患者データ
をイントラネット経由で中央に送信し、そこで情報の集計と傾向の分析が⾏われ、あるい
は、地域の薬局や雑貨店の薬品およびその他資材の売上⾼をモニターし関⼼のある商品の
傾向を把握する、ということが⾏われている。データに疑わしい傾向があると、地⽅保健
局または地⽅緊急事態管理局（EMA）の担当官および/または感染症専⾨家が調査を実施し、
必要な場合は、適切な通知が出されることになる。

5.2 状況評価、報告およびモニタリング
病院は状況報告書を多⽅⾯から受け取る。救急医療サービス（EMS）局はインシデント
について無線、携帯電話、モバイル端末などで病院に報告し、患者を搬送した救急隊員も
直接⼝頭でインシデントについて病院に伝えることもある。⼀部の救急医療サービス局で
は、写真や関連データなどのインシデント情報の無線通信を⾏っているところもある。来
院した患者から関係情報が⼊⼿できることもある。定期的な状況の更新情報は、地域の緊
急オペレーションセンター（EOC）が⽴ち上がった場合は、地域病院調整センター（RHCC）
もしくは医療保健担当⽀部（緊急⽀援業務（ESF）第８項ー公衆衛⽣・医療サービス）から
提供される。
インシデントの発⽣を病院が知るところとなったときには、病院は現場指揮所や管轄区
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の EOC が設置されたかを確認するべきである。設置の確認にあたっては、地域の救急情報
センター、EOC（または地⽅緊急事態管理局（EMA））、もしくは RHCC（すでに起動し
ている場合は）と連絡をとったうえで判断する。事前に協働で適切な計画策定を⾏い、地
域の⽅針と⼿続きのなかで、情報共有プロセスに病院を組み込むことを強調しておくべき
である。⼀度、このように決まっていれば、各病院は地域の⽅針と⼿続きに従い、コミュ
ニティの様々な対応機関と連携して活動するべきである。
病院と地域の EOC などの他の対応機関とは状況に関する双⽅向的な情報のやりとりを実
施するべきである（63 ページ図 6 参照）。
重要なエリアを監視する有線テレビ⽅式の閉回路テレビ（CCTV）やビデオがあれば、有
⽤な情報が⼊⼿できる。あるいは、スタッフが重要エリアの録画を⾏いその情報を病院指
揮本部（HCC）で再⽣するという⽅法もある。メディアによる報道をモニタリングするこ
とも有⽤な情報となりうる。

5.3 緊急オペレーション計画（EOP）の発動
最初のインシデント発⽣通知プロセスが終了したら、次のステップは、⼊⼿可能な情報
に基づいて適切な対応活動を決定することである。これには、緊急オペレーション計画
（EOP）あるいは病院指揮本部（HCC）をどの規模で発動し、⽴ち上げるか、オペレーシ
ョンを強化するために臨床および⾮臨床スタッフを追加で動員するか、病院の救急部⾨お
よびその他の機能ユニットの事前準備を開始するか、などの判断が含まれる。
多くの病院は通常の業務慣⾏を⼤きく変更することなく⽇常的に「緊急事態」に対応し
ている。⼀定の範囲内であれば、病院は⽇々のプロセス（例：追加スタッフの応援を求め
る、EMS と連携し患者を別の病院に振り分けるなど）によって適切に対応することが可能
である。病院の対応能⼒は多くの要素で規定されるが、それには施設の規模、応援可能な
追加スタッフ数、トレーニングの実施状況などがある。しかしどの病院にも、これを上回
れば今いる患者とこれから来る患者に対して適切な医療を提供する能⼒と収容⼒を越えて
しまうという⼀線がある。このような状況に陥る前に、病院は余裕をもって緊急オペレー
ション計画を発動し、HICS を開始するべきである。HICS の⽬的は緊急事態において病院
がそのミッションと患者診療能⼒を維持できるよう⽀援することである。
緊急オペレーション計画には、誰が意思決定の権限を有するかとともに、初期の意思決
定を担う責任者を⽀援する基準やきっかけ（トリガー）が⽰されている。主要な意思決定
者として、⼀般的にはオンコールの病院管理者、看護部責任者、救急部⾨の上級医師、も
しくは勤務中の看護主任が挙げられる。
ひとたび HCC の⽴ち上げが決定されると、発動されなければならない唯⼀の職位は本部
指揮者である。他の職位の追加は状況のニーズ次第である。必要な⼈員に対しては HCC に
出頭するよう速やかに通知するべきである。
ひとたび HCC が⽴ち上がったら、⼗分な台数の HCC ワークステーションの設置、コミ
ュニケーション計画の実施、登院した職員の受付ステーションの設置、ジョブアクション
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シート（JAS）や HICS 書式などの必要資料の配布の準備などの措置を講じるべきである。

5.4 HICS の発動
インシデントが⼤規模および/または複雑であるとの徴候がある場合は、早い段階で
HICS の発動を考慮するべきである。HICS の発動を決定した後、本部指揮者は最初のマネ
ジメントの⽬標と優先事項を決定する。この評価に基づき、また緊急オペレーション計画
（EOP）に従い、インシデントの⼤きさおよび/または複雑さに応じて追加の指揮本部スタ
ッフと部⾨スタッフを発動して、病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の各職位
に配属する。
発動された HIMT の各職位は、より上級の職員が登院するまで、当初は院内の中堅スタ
ッフが担当しなければならないこともある。中⼩規模の病院、あるいはどの病院であって
も、通常勤務時間外では、⼀部の職員が、対応期間を通じて、あるいは⽀援の職員が到着
するまで、複数の役割を同時に果たさなければならないこともある。病院対応における業
務のニーズおよび適任者の有無によって、本部指揮者が発動する HIMT の職位が決められ
る。
本部指揮者は、指揮本部スタッフと部⾨スタッフが確実に初回の状況説明（HICS 書式
201:インシデント概況）を受けるようにするべきである。初回の状況説明では全般的な対
応の優先事項と対処中の暫定的な問題の概要とともに、当初の疑問や懸念への回答が⽰さ
れる。オペレーションについての状況説明を定期的に実施することも必要である。

5.5 HICS 体制の構築
国家事態管理システム（NIMS）など、連邦政府が指定し、推奨されているインシデント
コマンドトレーニング、およびその他の病院や企業が⽰す要件を満たした者を、病院イン
シデントマネジメントチーム（HIMT）の職位に任命するべきである。その⼈のバックグラ
ウンドとトレーニングの受講状況によっては、複数の職位を担当できる職員がいることが
ある。4 章 35 ページの表１と Appendix D 「HICS 指揮本部スタッフおよび部⾨スタッフ
の候補者」に、HIMT 内の各職位に適した⼀般的な病院の管理部⾨・臨床部⾨の役職の推奨
リストを⽰す。いずれの病院も、⻑期間の任務遂⾏が確実に可能になるように、訓練され
たスタッフの中核となる⼗分な数の⼈間を確保するべきである。
適任者のリストは、病院指揮本部で本部指揮者がすぐに⼊⼿し使⽤できるように維持管
理しておくべきである。別のやり⽅は、数チームを選び、それぞれのチームが“待機”時間を
とるというものである。もしあるチームの当番⽇にインシデントが発⽣したならば、その
チームが発動される最初の対応チームの構成員となる。その他のチームは、病気や休暇の
ために⽋員となった職位の⽳埋めをしたり、次の勤務帯での交替チームとなる。
より⼤規模なインシデントにおいて本部指揮者は、指揮本部スタッフとして広報責任者
（PIO）、渉外責任者、安全責任者を、部⾨スタッフとして実⾏部⾨⻑、企画部⾨⻑、ロジ
スティクス部⾨⻑を任命し⽴ち上げる。必要な状況で⼈員的にも余裕があれば、財務・管
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理部⾨⻑も指名される。専⾨的知識が要求される状況では医療・技術の専⾨家が選任され
る。これには、感染症、放射線や化学緊急事態などの臨床領域の専⾨家、リスクマネジメ
ント、法律問題、病院管理といった⾮臨床領域の専⾨家などが含まれる。これらの専⾨家
は⼀般的に、本部指揮者もしくは企画部⾨に対して状況評価および推奨される対応につい
ての助⾔を⾏う。
病院指揮本部において HIMT を構築するのと同時に、病院の他のオペレーション区域（救
急部⾨、外科、患者登録など）は緊急オペレーション計画（EOP）に従うべきである。
HIMT の各職位が⽴ち上がると、誰がどの役割を担当しているかを記した記録が⾮常に重
要となる。この情報は、誰もが⾒られるように、プロジェクターを⽤いたり壁に貼った図
表を⽤いたりして HCC 内に掲⽰する。（Appendix C:「病院インシデントマネジメントチ
ーム」参照）。指揮本部スタッフ、部⾨⻑、係⻑、班⻑の⽒名と連絡先情報を書き留めて
おくことが重要である。さらに、適切な組織の任務割当に関する書式を維持、管理し使⽤
可能なあらゆる⼿段（印刷物、イントラネット、e-mail など）で広く配布するべきである
（Appendix H:「HICS 書式」参照；例 HICS 203, 204, および 207） 。
ほとんどの場合、病院の最⾼執⾏責任者（CEO）が本部指揮者となることはない。CEO
は不在であったり、緊急オペレーション計画（EOP）にしたがって他の任務を担当する場
合もある（例：機関の責任者であったり、地域の緊急オペレーションセンター（EOC）な
どにおける病院の代表者）。本部指揮者は、CEO およびインシデントマネジメントに直接
携わっていないその他の病院上級幹部（病院理事を含む）に対して適切に情報を提供し、
必要に応じて相談をしなければならない。

5.6 病院指揮本部（HCC）の設置
病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の各構成員が、対応活動の調整を⾏う便
利な場所にアクセスできることで、HIMT の実効性が⾮常に⾼まる。

5.6.1 デザイン上の特徴
病院指揮本部（HCC）の場所とデザインは以下のような特徴を反映するべきである。
● アクセシビリティ（アクセスの良さ） ̶週 7 ⽇、２４時間、病院のどこからでも容
易にアクセスでき、かつ主要なオペレーションが⾏われているエリアや⼀般の⼈が⽴
ち⼊り可能なエリアから離れていること。
● フレキシビリティ（柔軟性） ̶ 病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の
活動に使⽤する設備、家具、資材、および機器を格納するための⼗分なスペースがあ
ること。
● サステナビリティ（持続可能性） ̶ 緊急オペレーションを実施するために、⾮常電
源、コンセント、照明、コンピュータシステムなどを含むインフラに対する 24 時間
体制での絶え間ない⽀援ができること。
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● セキュリティ（安全性） ̶ 施設、職員、通信システムと通信機器および機密情報の
保護。許可を得た者だけがエリアにはいることができること。
● サバイバビリティ（残存可能性） ̶ 現場のハザードの影響に耐えることができ、病
院内の主要な危険エリアから離れていること。
● 相互運⽤性 ̶ 他の HCC や緊急オペレーションセンター（EOC）とルーチンにある
いは緊急の情報の交換ができる技術を備えていること。
病院指揮本部のスペースは理想的には次のように設計されるべきである。
● 病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の構成員が調整活動を⾏うメインの
オペレーション室。指揮本部スタッフおよび部⾨スタッフの場所は卓上札や頭上表⽰
を⽤いて明⽰するべきである。
● HIMT の各職位が⼗分な作業スペースおよびジョブアクションシート（JAS）に記載
されたツールにアクセスできるべきである。
● プライベートなミーティングや執⾏部の状況説明を⾏うための、囲まれたカンファレ
ンスルームが近くにあること。
● TV、ラジオ、複数の電話器、アマチュア無線その他のサポート機器などを使⽤するた
めの情報通信エリアがあること。
● 主要な対応データおよび意思決定に関する情報を書いたり映写したりするためのデ
ィスプレイのあるエリアがあること。
● 計画、参考マニュアル、資源⽬録、地図、資材、および HIMT キットの⾮使⽤時の保
管庫があること

5.6.2 設備と資材
病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の構成員が病院内の各部⾨、病院外の対
応機関と確実に情報交換ができるようにするために、病院指揮本部は複数の通信⼿段を準
備しておくべきである。
● ⼝頭での情報交換システムとして、電話（電話、移動電話、衛星電話）、無線（アマ
チュア無線、商業⽤無線、公安⽤双⽅向無線）があること。アンテナや中継器なども
必要に応じ設置するべきである。
● データの情報システムとして、モデムでアナログ/デジタル回線に接続したコンピュー
ター、ローカル/ワイドエリアネットワーク（LAN/WAN）に接続したコンピューター、
ワイヤレスカードが⼊ったコンピューターがあること。すべてのコンピューターは外
部の情報共有サイトだけでなく病院内部との接続性を確保できるよう、複数のデー
タ・ポートを備えているべきである。
● 公共放送を受信するための装置（複数のテレビ、同時に多数のチャンネルを映すこと
ができる⼤きなスクリーン、AM/FM および天気のラジオ）は必要である。
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● インシデント情報を視覚的に映すディスプレイ設備（⼤型プロジェクションスクリー
ン、ホワイトボード、地図、組織図、チャートパッド（訳注：図表⽤剥ぎ取り式筆記
⽤紙）およびこれを載せるイーゼル（画架））も必要である。
● 印刷済みの HICS 書式と⼀般資材、ファックス、複数のコピー機に加え、様々な事務
⽤品が必需品である。
HCC の機器が正しく作動していることおよび必要な資材が現場に揃っていることを定期
的に確認することが重要である。情報技術・情報システムの担当者はコンピューターのソ
フトがアップデートされていること、基本の通信システムおよびバックアップの通信シス
テムとして機能していることを確認するべきである。

5.6.3 スタッフの配置
病院指揮本部（HCC）のスタッフ数はインシデントの規模や複雑さに応じて増やしたり
減らしたりするべきである。本部指揮者が病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）
のスタッフ配置の規模レベルを決める。⼀般には、配置⼈数拡⼤の次のレベルは指揮本部
スタッフと部⾨スタッフである。スペースに余裕があれば、HCC に追加のスタッフを収容
できるが、できなければ近くまたは隣接した部屋を使⽤してもよい。そのような場合には
各部⾨のチームは近隣のスペースでまとまって対応するか、もしくは通常使⽤している部
屋で業務を⾏う。この他、医療・技術専⾨家と外部の機関の代表者もスペースがあれば HCC
に⼊るが、なければ近くの部屋に⼊る。⼗分な数の事務⽀援スタッフをそろえ、⽂書作成
およびコミュニケーション活動に関して上級管理者を⽀援する。これにより上級管理者は
⾃由に重要案件に取り組むことができる。病院によっては、このような要員を「インシデ
ントマネジメントサポートチーム」と呼んでいる。担当者を事前に決め、役割に応じたト
レーニングを受けさせるべきである。

5.6.4 代替病院指揮本部（HCC）
当初の病院指揮本部（HCC）が機能不全またはアクセス不能となった場合は、HCC の代
替の場所を⽤意するべきである。代替の HCC の設置場所はあらかじめ決めておき、緊急オ
ペレーション計画（EOP）に明記しておくべきである。もし、病院のメインの建物の中に
スペースがないなら、敷地内の近くの建物、または近隣の外部施設に設置するべきである。
⼀部の病院では「プラグアンドプレイ」⽅式（接続すればすぐに使える⽅式）を開発し
ていて、職位別の資機材（例：ベスト、ジョブアクションシート（JAS）、ノートパソコン、
紙、ペン、緊急オペレーション計画（EOP）など）を、HCC のある場所まで容易に運ぶこ
とができる丈夫なキャスター付きボックスやバッグに格納している。無線機や他のポータ
ブル機器も収納しておき、同様に運搬する。代替の HCC の⽴ち上げについても訓練を実施
し、病院スタッフがその⼿順を熟知し、機能の信頼性を確保するべきである。

5.7 インシデント⾏動計画（IAP）の策定
インシデント⾏動計画の策定は HICS に不可⽋な要素であり、⽬標管理（MBO）の特徴
を直接反映している。インシデント⾏動計画（Incident Action Plan, IAP）は、対応オペ
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レーション中に作成される唯⼀、もっとも重要な⽂書であるとみなされる（第７章「イン
シデント⾏動計画の策定」参照）。
本部指揮者は、インシデント⾏動計画（IAP）の準備に関係する対応⾏動を決めていく。
各部⾨⻑、係⻑は、電⼦式もしくは書き込み⽤の書式（Appendix H：「HICS 書式」 HICS
204：任務⼀覧）を受け取り、必要に応じ⾃らの部⾨の他のスタッフの助けを得て完成する。
完成した書式は期限までに企画部⾨⻑に提出する。企画部⾨は、提出された⽤紙をまとめ
て、ひとつのインシデント⾏動計画 IAP とし、それを本部指揮者に提出する。次に、本部
指揮者は必要に応じて修正し、その後企画会議の場で指揮本部スタッフに対してこの⽂書
の概要を説明する。
指揮本部スタッフとの企画プラニング会議でインシデント⾏動計画は適宜修正される。
最初のインシデント⾏動計画（IAP）は病院指揮本部（HCC）の稼働後、できるだけ早期に
策定するべきである。最初のインシデント⾏動計画はある⼀定のオペレーション期間中に
⾏う対応活動についての暫定的な指針となる。本部指揮者もしくはその指⽰を受けた企画
部⾨⻑は、次のインシデント⾏動計画（IAP）の提出期限を設定する。⼀般に、締切時刻は
勤務シフト終了の最低 2 時間前とするべきである。この間に、企画部⾨は各部⾨から提出
されたインシデント⾏動計画（IAP）をとりまとめ、これをもとに本部指揮者は次の時間帯
の指揮本部スタッフと部⾨スタッフに対して概要を説明する。
インシデントのマネジメントを成功させるためのもう⼀つの重要なポイントは、キーパ
ーソンが参加する種々の会議を⾏うことである。この会議には 3 種類ある。
● 企画会議：指揮本部スタッフと部⾨スタッフが、対応の⽬標、戦略、戦術、対応任務
について決定する会議（なお、戦術⾯での⽬標決定や実際の戦術の説明が、企画会議
で話し合うには複雑すぎるならば、企画会議の前に特別の戦術会議を開催することも
可能である）。
● オペレーション概要説明：病院のすべての指揮本部スタッフ、部⾨スタッフに情報を
伝え、重要案件について議論する。
●指揮本部スタッフおよび部⾨スタッフ会議：次の計画策定サイクルを開始する会議で、
オペレーション期間を通じて⼊⼿した情報をもとにマネジメントの⽬標の再評価や
改訂などを⾏う。
各会議は円滑に⾏うべきである。参加者の発⾔は簡潔で、話題に関するものであるべき
である。会議での決定事項は適切な⽂書として記録し、その他の HIMT スタッフや病院ス
タッフと適切に共有されるべきである。

5.8 コミュニケーションと調整
5.8.1 院内のコミュニケーション
病院スタッフの情報収集および情報共有はインシデントにうまく対応するうえで⾮常に
重要である。利⽤できるのならば、下記の戦略と技術を⽤いることで、病院内の効果的な
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コミュニケーションが達成される。
● 電話、イントラネット、電⼦メール、FAX によって院内の様々な部局から情報を⼊⼿
する（例：Appendix H「HICS 書式」 HICS 213: ⼀般連絡票）。
● 割り当てられたチャンネルを⽤いて、割り当てられた特定の区域で無線を使⽤する。
（Appendix H「HICS 書式」 HICS 205A：連絡先⼀覧）。
● イントラネット/インターネット経由でダウンロードした書式または紙媒体で提供さ
れた指定書式（例：Appendix H「HICS 書式」 HICS 251:施設システム状況報告、
および HICS 259:病院傷病者・死者数報告）にスタッフが記⼊し返送する。
● 無線、イントラネット/インターネット、紙媒体資料あるいは直接の対⾯などを通じて、
定時の状況の最新報告書、対応指針、援助要請を発信する。
多⼈数やグループ間での情報の取り継ぎに最近よく使われるテクノロジーとしては、双
⽅向ポケットベル、携帯電話、⼩型モバイル端末、タブレットコンピュータなどがあり、
必要な場合は、相⼿がメッセージを受け取ったことを確認する⼿段ともなる。テレビ会議
やビデオカンファレンスもコミュニケーションの有⽤な⼿段となってきており、可能であ
れば活⽤するべきである。
インシデントを取り巻く環境に応じ、勤務時間前や勤務時間中の病院スタッフを集めて
「対話集会（タウンホールミーティング）」を開催することも有意義である。主要な指揮
本部スタッフや医療・技術専⾨家が参加することで確実にスタッフに正しい情報が提供さ
れ、流⾔や不安の解消や緩和に役⽴つ。
保健医療システムの傘下にある病院は、早い段階で法⼈役員らにインシデントについて
通知し、必要に応じ定期的に情報を更新しなければならない。病院や組織の緊急オペレー
ション計画（EOP）に⽰されているように、保健医療システム内の他の施設と密に連絡を
とるべきである。
患者および来院者に対して適切に情報を与えることもコミュニケーション上の重要な要
件である。何が起こったのか、そして問題解決のために何が実施されているのかについて
の説明は、全館放送、スタッフによる個別の声かけ、病院テレビチャンネル（もしあれば）
のニュース、病院中に戦略的に張られた掲⽰による最新情報、⾷事トレーのチラシなどに
よって⾏われる。

5.8.2 外部組織とのコミュニケーション
対応パートナーとなる多くの外部組織とのコミュニケーションも重要である。もし救急
隊、消防、警察からの第⼀報がないなかで状況が展開しているのであれば、必要な場合は
（例：化学物質に汚染された患者の発⽣や⼦供の誘拐）、これらの組織に連絡して状況と
応援要請について通知しなければならない。
被災者を受け⼊れるすべての病院の間で、定期的に情報共有し、合同で意思決定を⾏う
べきである。コミュニティによっては、情報通信計画に従い、あらかじめ作成された書式
や表を⽤いて、状況に関する情報が（例：VHF, UHF）、電話（地上波や携帯電話が使⽤不
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能な場合は衛星電話）、イントラネット/インターネットを介して提供される。これらのど
の技術にも限界があるため、機能的なコミュニケーション能⼒を確保するためには通信シ
ステムを重複して有しておくことが重要である。
利⽤可能ならば、アマチュア無線もコミュニケーション⼿段として使える。多くのコミ
ュニティでは地域のアマチュア通信⼠を、信頼できる通信設備を所有する、頼りになる熟
練者であると認めてきた。しかしながらアマチュア無線は、ほとんどの公共安全無線と同
じく、⼀般的にセキュリティが⼗分でなく、メデイアや⼀般市⺠といった意図されない受
信者がこれらのメッセージを⽿にしてしまう可能性がある。
テレビ会議やビデオカンファレンスも病院が検討するべき有⽤な⼿段である。テレビ会
議を成功させるためには⼀般的に以下が必要である。
● エリア内の病院にテレビ会議が開催される旨と呼び出し時刻および呼び出し番号を
タイムリーに通知する。
● いずれかの病院から、もしくは尊敬される外部の者をファシリテーターに選び、議題
から外れることなく集中した議論を進める。
● 報告の順番や内容などの会議のルールを会議の冒頭にアナウンスし、会議中はこれを
遵守する。
● 1 病院あたり発⾔者は 1 名とする。ただしその他の⼈も発⾔内容を聞くことは可能。
● 参加者は適切なコメントを簡潔にまとめる。
● 必要に応じて、次回のテレビ会議または特定の緊急課題に関しての討議の開催⽇時を
アナウンスする。事態の展開に応じて、病院は引き続き外部のパートナー組織とコミ
ュニケーションをとり続ける。定期的に更新される外部機関や販売業者の最新の⼀覧
（Appendix H「HICS 書式」；HICS 258: 病院設備・サービス関係機関等⼀覧参照）
を整備することで、連絡先情報を速やかに確認できるようになる。

インシデント発⽣以降に受理された情報は、最新のオペレーションに関する状況説明で
フォローする。これは、地⽅、地域および/または州の保健医療政策および⼿続きに従って、
決まったタイムラインで、もしくは必要に応じて⾏う。連邦政府の緊急⽀援業務（ESF）第
８項－公衆衛⽣・医療サービス－は州の保健医療パートナーによる更新情報の報告を定期
的に求めている。地域の緊急オペレーションセンター（EOC）は病院に対して指定の期限
までに何らかの報告書の提出を求めることもある。特定の物資（例：医薬品、要員、移送
⼿段）が必要なときは、各病院の主たる窓⼝を設置する。インシデント⾏動計画（IAP）と
患者追跡書類（HICS 書式 254: 被災者・傷病者台帳および HICS 書式 255: 院外避難患
者台帳マスター）も情報として要求される。効果的な計画策定によって、作成するべき書
式を確認できるとともに、報告のおおよそのスケジュールが⽰される。
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図6

外部機関とのコミュニケーション

コミュニティによっては、地域病院調整センター（RHCC）もしくはそれに相当する組織
が、病院が情報を提供するべき⼀つの対応パートナーとなっているところもある。コミュ
ニティの対応計画によっては、地域病院調整センターが、病院が資源（要員、資材、⾷料、
⽔、など）を要請する際の拠点として機能する場合もある。地域病院調整センターや同様
の組織が⽴ち上がったときには、このセンターが病院の診療業務を中⼼に対応し、地域の
緊急オペレーションセンター（EOC）は医療以外の課題を⽀援する．効果的な対応のため
には、地域の緊急オペレーションセンター（EOC）と地域病院調整センター（RHCC）等と
の間の緊密な調整が求められる。
渉外責任者は、すべての外部機関に対する病院の主要連絡担当者であり、病院指揮本部
（HCC）と地域の緊急オペレーションセンター（EOC）や地域病院調整センター（RHCC）
等との間の双⽅向性のパイプ役としての役割を担うことも多い。渉外責任者は病院指揮本
部内でもっとも忙しい職位の⼀つであるため、タイムリーかつ効果的で、正確な情報の流
れを確保するためには事務補助者が必要となることもある。
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5.9 スタッフの健康と安全
どの緊急事態対応においても、もっとも優先するべきはスタッフの健康と安全を守るこ
とである。安全責任者は、インシデント対応を⾏う体制において、健康と安全に関する問
題の同定、評価、および解決の第⼀義的な責任を担う。
本部指揮者がタイムリーで正確かつ簡潔な最新情報の提供に向けて取り組むことは、困
難な条件下でのスタッフの勤労意欲を維持するうえで重要である。スタッフが病気を発症
または外傷を受傷した場合は、ただちにロジスティクス部⾨の職員健康管理班を通して診
療を受けるようにするべきである。スタッフの補償問題は、財務・管理部⾨の補償班⻑が
対応する。

5.9.1 個⼈防護具（Personal Protective Equipment, PPE）
化学・⽣物・放射性関連のインシデントの際には、必要なトレーニングおよび医学的チ
ェックを受け認定された者のみが、個⼈防護具（PPE）を着⽤するべきである。州および連
邦の指針に準拠したトレーニング（年に１回の再教育トレーニングを含む）が、能⼒の継
続維持を確実に可能とするのに役⽴つ。適切なサイズと数の PPE が常に使⽤できるように
準備しておくべきである。これらの PPE は、実際に使⽤する場所の近くで、安全、確実で
かつ管理された環境条件の保管場所で適切に保守、整備しておくべきである。
PPE 着⽤者については、病気、外傷、および疲労の徴候をモニターするべきである。す
べての器材が安全に正しく着⽤されていることを、適切なトレーニングを受けた者が確認
するべきである。適切な⼈員と器材の除染、消毒または廃棄は、交差汚染を最⼩化し、州
および連邦の規則に従う上で重要である。
安全責任者は、実⾏部⾨、とくに医療担当係⻑と危険物担当係⻑と密接に連携をとり、
スタッフのこまめな休憩と医学的監視（例：疲労や熱中症の徴候や症状、情動ストレス、
およびバイタルサインの測定値の観察）を確実に実施する。
施設担当係⻑と⽀援担当係⻑は、必要な資器材を使えるように確実に⽤意し、被災場所
の除染後には、通常診療業務を遂⾏できるように率先して取り組む。また、安全責任者と
連携して、認可を受けた契約業者による有害廃棄物の適切な処理を確認する。

5.9.2 感染症
感染性の⽣物学的イベントの発災時には、病院はただちに感染制御の専⾨家らの協⼒の
もと、地⽅緊急事態管理局（EMA）および地⽅保健局から、健康および安全のための適切
な予防措置を受けなければならない。そしてその情報は、スタッフ、とくに感染症の症例
定義を満たした患者に直接曝露される可能性があるスタッフと共有するべきである。安全
責任者は医療・技術専⾨家（例：⽣物学的・感染性疾患）と協⼒し、どのような情報と予
防策が必要かを決定するべきである。この決定に基づく指⽰は、スタッフと患者に伝えら
れ、追加の情報が⼊⼿され次第、定期的に更新されるべきである。
病院の緊急オペレーション計画（EOP）には、集団予防およびスタッフまたは患者への
医薬品の配布について記載した付録を準備するべきである。この包括的な計画には、当番/
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⾮番のスタッフ（必要に応じてその家族にも）への医薬品およびワクチンの配布、副作⽤
の報告、⼀般的に使われている販売業者リストを⽤いた医薬品の⼊⼿、記録および追跡、
および地⽅保健局や救急医療サービス局、地⽅ EMA の担当者と協⼒し、必要ならば州およ
び連邦政府から追加医薬品を調達することなどの課題について記載する。

5.9.3 ストレスマネジメント
プランニングでは、除染エリアで活動したり、感染性疾患患者と接触したりしたスタッ
フの事後の医学的・⼼理学的評価について取り組むべきである。記録を含む医学的モニタ
リングは、州および連邦の指針（例：労働安全衛⽣庁［OSHA］）に準拠しなければならな
い。
指揮本部スタッフおよび部⾨スタッフは、疲労と⼼理的ストレスのサインを常時注意深
く監視するべきである。ロジスティクス部⾨の、主に⽀援担当係⻑が、実⾏部⾨と協⼒し、
スタッフの問題への取り組みの責任者となる。病気またはストレスの徴候があるスタッフ
は、さらなる健康への悪影響を防ぐために適切なケアを受けなければならない。職員健康
管理班⻑は、この取組みにおいてリーダーシップを発揮する。定期的な休⽇のある適切な
勤務期間の維持（企画部⾨が担当）、および健康的な⾷事の確保（サービス担当係が担当）
が優先項⽬である。

5.10 ⻑期オペレーション
病院が直⾯するもっとも⼀般的なインシデントの多くは持続時間の短いものであり、数
時間で終息する。しかし、2003 年のトロントでの重症急性呼吸器症候群（SARS）のアウ
トブレイク、2012 年のハリケーン・サンディによる被害、2011 年および 2012 年の⽶国
⻄部での原野⽕災などは、対応オペレーションが数⽇、数週間、あるいはそれ以上持続す
る可能性に対して備えておくことの重要性を強調している。このような可能性に対応する
ために、病院は、通常診療業務に復旧するまでの間、ローテーションを組んで対応できる
ように、複数の病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）（例：チーム A、チーム B、
チーム C など）の設置を考慮する必要もあるかも知れない。

5.10.1 ⻑期オペレーション・⼤規模インシデントに関連した問題
⻑期オペレーションおよび⼤規模インシデントに関連した多数の問題は、計画⽴案の段
階で取り組んでおかなければならない。
問題として、以下のものが挙げられる：
要員
● 避難した、もしくは被災したスタッフの⽋員
● 適切なスタッフの不⾜
● より⻑くなる勤務時間体制
● スタッフの疲労に伴う患者ケアの遅れや妥協
● ⻑期の病院閉鎖のため、スタッフが別の場所に転職することによる永久的な損失
tentative version (July 2016), HICS Japan
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● 常習的⽋勤
● 恐怖
● 家族もしくは個⼈的なの状況に対する不安
● ⾃宅の状況を評価・管理するための休暇の必要性
● 外部の救援要員・ボランティアの⽇々のオペレーションおよびインシデントコマンド
体制への統合
患者のケア
● 必要なスタッフ・専⾨家の不⾜
● 圧倒的多数の患者
● 診療のレベルを変更する必要性（換⾔すれば、災害時の診療のレベル）
● 通常より多数の患者の診療を⾏う⼀⽅で、書類の作成が求められること
● エレベータの故障および施設の損壊に伴う患者移動の困難性
設備と資材
● 需要の増⼤
● 必要な設備、医薬品、資材の不⾜
● エレベータの故障と施設の損壊に伴い、かさばるもの、重量物の上下階への運搬が困
難
● 修復と交換に関する問題
● スタッフが、提供された設備や借りた設備の扱いに精通していないこと
● 供⾎者など、⼀⽅的な寄付が殺到すること
⾏動保健（メンタルヘルス）
● 限られた⾏動保健（メンタルヘルス）資源に対する、急性期および⻑期的な需要の増
加
● 患者、スタッフ、および家族の間の⾃然発⽣的な恐怖⼼、⼼配および不安
● 流⾔
● ⼼的外傷後ストレス障害（Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD）の予防
警備
● 警備対策強化の実施と維持
● スタッフと来訪者の調整あるいは厳重化された警備⼿順の遵守
● サービス提供に対する苛⽴ち・不満からの、患者または来訪者の暴⼒によるリスクの
増加
● 駐⾞場の利⽤規制および補充
● メディアの⽴ち⼊り規制
インフラ⽀援
● 建物の安全性を判定するための構造⼯学的評価
● 様々な臨床・⾮臨床サービスへの需要の増加に対する対応および維持
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● 院内設備系サービスの復旧；復旧までの間は、当⾯制限された対応能⼒での業務の遂
⾏
● 必要な⽀援が届かない、あるいは⼊⼿が遅延すること（例：燃料、修理、交換部品、
医療ガス、など）
● ⾷糧・⽔の供給と⾷事提供のニーズの増加
● 通常廃棄物および危険廃棄物の回収
● 損壊の後⽚付け
情報の共有
● 患者、スタッフ、および家族に継続的に状況（インシデントの現場内外の）を知らせ
る必要性
● 複数のデータベース、ファイル、および報告書の作成、維持、統合、および解釈
● ⽇常の情報技術・情報サービス（IT/IS）が機能不全になった場合の情報マネジメン
トのニーズへの対応
● 様々な情報の提供依頼（地⽅、州、部族、および連邦）への対応
メディア・広報
● 情報提供、患者やスタッフとのインタビューおよび撮影の依頼
● メディアに対してコメントをする家族
● セキュリティで守られた病院内に侵⼊しようとするメディアの試み
● ソーシャルメディアの書き込みをモニタリングし、適切に回答すること
● 適切な対応・健康関連問題について⼀般市⺠に知らせるためのリスクコミュニケーシ
ョンの必要性
● コミュニティの様々なパートナー機関の広報責任者（PIOs）との協調した取り組み

5.10.2 企画
企画部⾨は、上述の課題および、ある部分はインシデント⾏動計画（IAP）を運⽤するこ
とによって⽣じる他の問題に取り組まなくてはならない。また、これらの企画活動は必要
に応じて、企業本部、地域の他の病院、地域の緊急オペレーションセンター（EOC）など
の他の組織と調整のものとで実施するべきである。
インシデントに対応することが最優先であるが、通常の⼊院および外来診療（インシデ
ント現場から離れた場所での診療を含む）を適切に維持することも重要であり、同時に取
り組まなければならない。このことは、通常のマネジメント業務を継続することによるか
（この場合、インシデントマネジメントにかかわる者とは別のマネージャーが担当する）、
あるいは病院指揮本部（HCC）に調整の責務を担ってもらうかによって可能である。最初
およびその後の状況に基づいて、予約⼊院・処置、⾮緊急⼿術およびその他の必須でない
予定された活動（例：会議、回診、特別なイベントなど）のキャンセルをはじめとするオ
ペレーション上の問題について判断をくだす必要がある。外来診療の時間は、状況によっ
て延⻑、短縮、あるいは⼀時的にキャンセルする必要があるかもしれない。インシデント
発⽣前の計画策定の活動では、これらのあらゆる状況を想定し、とるべき意思決定のプロ
セスと従うべき⼿続きについて取り組むべきである。
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病院スタッフの負担軽減のための計画策定は、最優先事項でなければならない。また病
院インシデントマネジメントチーム（HIMT）のローテーションが効果的にマネジメントさ
れることも重要である。
短期及び⻑期の計画策定のもう⼀つの重要な点は、必要な⽂書の作成である。（第 4 章
4.4.1「⽂書作成」を参照）

5.11 法的および倫理的配慮
特定の災害対応の要件には、多くの重要な医学的および法的課題に対処することが含ま
れることもある。たとえば、
● 利⽤可能な資源を凌駕するような多数の患者が発⽣した場合、災害時の診療の標準を
適⽤する必要性が⽣じることもある。この結果、個々の患者を救うことを⽬指す従来
の考え⽅（個⼈単位の医療）に対して、最⼤多数の命を救うという⽅法（集団単位の
医療）に基づいて医療を提供し、限りある設備、資材、要員を配分するという⽅針の
転換が⾏われる。
● 家族、様々な政府機関（例：地⽅保健局）、⾮政府機関（例：⽶国⾚⼗字社）、そし
てメディアから患者に関する情報を求められる。訓練された広報責任者（PIOs）を配
備し、公開が認められた関連情報を迅速に発信できるようにしておくべきである。
● 地⽅、州および/または、連邦政府により発令された災害時の修正や免除を含む医療保
険の携⾏性と責任に関する法律（Health Insurance Portability and Accountability
Act, HIPAA）および救急診療・分娩法（Emergency Medical Treatment and Active
Labor Act, EMTALA）の要件を遵守する。
● 連邦および／または州の環境保護局の指令に従う。
● 限られた資源のなかで尋常でない需要に対応するために、既存の診療の許容範囲（訳
注：scope-of-practice:免許を受けたさまざまな職種の有資格者の許容された活動範
囲）に関するガイドラインの修正を要請する必要がある場合もある。
● 要請された、もしくは要請されていないボランティアの到着に際して、資格の認定作
業や院内業務の許可、活⽤の⽅法および監督についての計画が必要となる。
● テロリズムによる病気か外傷による死亡に対して、⾃然死および/または偶発的な事故
死の患者に対する責任。
● 計画的な傷害⾏為やテロリズムでは、所持品や検査検体などの物品について、⼀連の
証拠の保管の記録を担保することが警察により要求される。
● 通常⾏われる研究的な薬物療法は変更または中⽌されることもある。
緊急事態管理委員会は、これらの問題に対する事前計画策定の指針を提供するために院
内の法務部、医療倫理の専⾨家、リスクマネジメント担当者を組み⼊れることを検討する
べきであり、実際のインシデントの際に、必要に応じてこれらの専⾨家からの助⾔が得ら
れるように対応しておくべきである。
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5.12 撤収
撤収の計画策定は対応の早い段階から開始するべきである。企画部⾨の撤収班⻑は、い
つどのように撤収するかについての準備活動（例：撤収計画）を策定し、ひとたびその計
画が実践されるようになったら、必要に応じて計画を修正するといった業務を担当する。
対応から撤収への移⾏の判断は本部指揮者が⾏う。
状況にもよるが、病院のすべての部署が同時に撤収を開始するとは限らない。計画策定
では、いつ撤収のプロセスを始めるべきかということだけではなく、どのように撤収が実
施されるのかということについても取り組むべきである。
撤収が決定されたら、企画部⾨⻑あるいは撤収班⻑は病院職員にその旨を連絡し、さら
に渉外係は必要な外部機関（例：救急医療サービス（EMS）、消防、警察、地⽅保健局、
および緊急事態管理部⾨）に連絡する。取捨選択した⼀部の情報は患者およびその家族と
も共有する必要がある。広報責任者（PIO）は、とくに病院業務が制限されていて、その後
再開される予定であるような状況においては、⼀般市⺠と情報共有する必要性についても
決定するべきである（7.5.12 章 撤収と復旧を参照）。

5.13 復旧
病院の⽇常業務への復旧は段階的に⾏われる。計画策定は、医療サージ（訳注：医療的
に対応能⼒を超えた状態）に対応するために実施した強化策を、患者ケアの活動が許す範
囲で解除していくことを考慮するべきである。追加⼿配した設備、資材、および医薬品は、
機会が許す限り速やかに、インシデント発⽣前の「ジャストインタイム」の在庫レベルに
復旧する。
特定の患者ケアや⽀援サービスの分野では、インシデント対応中に必要とされ追加され
た⼈員配置のレベルがそのまま維持されるかも知れない。しかし、これらの分野でも最終
的には以前のオペレーション⽔準に戻る。マネジメント担当者は、インシデント発⽣中に
病院の対応強化を要請された個⼈またはグループから、任務を終えて報告を受けるべきで
ある。さらに（病院名の⼊った表彰状や物品などの）感謝の品の贈呈、名誉を称える会の
開催あるいは簡単な感謝の⼿紙などにより、適切な感謝の意を伝えるべきである。これら
のささやかな⾏為は、病院職員およびボランティアの双⽅にとって⼤きな意義がある。
復旧活動は、他の様々な⼈的な課題への対応も必要になる。個⼈防護具（PPE）を装着し
た者は、職員・従業員の健康記録の⼀部となる医療サーベイランスの書式にすべての情報
を記⼊するべきである。彼らはまた、注意するべき徴候や症状、およびその後に健康影響
が発⽣した場合の対応について適切な健康状態に関する報告を受けるべきである。
任務中に病気やけがをしたスタッフの経済的、⼼理的、医療的問題については、財務・
管理部⾨の補償班が調整を⾏う。任務中に発⽣する死亡する可能性については、緊急オペ
レーション計画（EOP）の付録として特別に記載し、実際に死者が発⽣した場合は、ロジ
スティクス部⾨, 財務・管理部⾨、実⾏部⾨、安全責任者および広報責任者（PIO）が協⼒
して計画を実⾏する。スタッフの病気や死亡が残ったスタッフに与える⼤きな影響を過⼩
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評価するべきではなく、インシデントへの対応期間中には、適切な注意をはらわなければ
ならない。
対応の厳しさ、業務遂⾏に関連して認知した危険、および家族の⼼配は，インシデント
の間もしくはその後のスタッフの常習的⽋勤、さらには辞職につながる可能性のあること
が、経験的に⽰されている。これらの問題の回避を保証する戦略はないが、インシデント
の間、スタッフの健康と安全の維持に努めつつ、スタッフと定期的に、効果的で、率直な
コミュニケーションを⾏うことは、このような事態を最⼩限に抑えるうえできわめて重要
である。このような緊急事態における家族のケアおよびサポートの計画策定の重要性を、
病院の全体的な事前準備活動の⼀環として、インシデントの発⽣前の段階から強調してお
くべきである。計画策定の指針としては、連邦緊急事態管理庁（FEMA）および⽶国⾚⼗字
社（ARC）のものが利⽤可能である（Appendix I 「参考資料」参照）
ロジスティクス部⾨の⽀援担当係はスタッフと家族の⽀援に関するあらゆる事項につい
ての重要な調整役となる。スタッフやボランティアに対しての⼼理的なデブリーフィング
は、⽀援担当係⻑の判断により⾏うべきである。
病院の施設の復旧はインシデントによって様々である。患者ケアを⾏う場所と設備につ
いては、最低限、患者ケアを⾏う場所と設備は完全に清掃し安全点検を実施しなければな
らない。対象となる区域によっては、作業に時間と費⽤がかかる可能性もある。実⾏部⾨
⻑が、医療担当係および施設担当係の協⼒を得て、この作業の調整の主たる責任者となる。
実際の清掃業務は、通常の環境サービス職員が⾏う場合もあるが、回復時間を短縮するた
めには、可能であれば⼀般病院職員、あるいは必要に応じて委託業者によって⾏われる。
危険物（HazMat）や⽣物学的インシデントでは、清掃業務は専⾨の委託業者の利⽤も含
め、特殊な洗浄剤および⼿順を必要とする。認可を受け、保証、および保険を有する委託
業者が、除染活動から出た排⽔を含む危険廃棄物を適切に廃棄するべきである。危険物担
当係と施設担当係が連携し、⽀援担当係からの援助を受けながら汚染区域の清掃の監督を
⾏う。
法的な理由および／または患者、スタッフ、⼀般市⺠の安⼼のために、健康検査官また
は他の有資格の専⾨家に、病院の調査を実施してもらい、清掃や消毒が安全に実施された
ことを確認してもらうことも必要となる。
どのようなインシデントでも、病院の対応に関連する経費は多額なものとなる。これは、
必要書類を適切に回収できなかった場合や、地⽅、州、部族、連邦政府、および保険会社
が定めた期限までに提出できなかった場合はなおさらである。インシデント発⽣当初から、
財務・管理部⾨は、要員、患者ケア、資源、設備の修理・交換、病院の修理・オペレーシ
ョンなどの対応に関連した様々な経費を追跡する責任がある。これらの経費を追跡は、緊
急オペレーション計画（EOP）に概説されるように、⽇常業務および／または特別な⼿続
きに従って実施するべきである。病院が企業ヘルスケアシステムの⼀傘下にある場合は、
企業の指⽰にも従うべきであり、また企業のインシデントマネジメントチームが提供でき
る財務的、管理的、および⼈的資源を活⽤するべきである。通常の払い戻し⽅法がとられ、
提供された患者診療のすべてに対して第三者の保険会社に請求書が送られる場合もある。
しかし州や連邦が宣⾔した災害などの場合は、病院は、それが州や連邦が宣⾔した災害で
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なければ弁済されない対応に要した追加の費⽤を取り戻すことができる。払い戻しを考慮
してもらうためには、病院は詳細な説明と正確な記録を必要とする特別な申請書を提出し
なければならない。したがって病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の構成員は、
書式の種類（どの書式を使⽤するべきか）、記載内容（どの程度に詳細な記載が必要か）、
必要な情報を記⼊した書類の送り先、および提出期限をよく理解しておかなければならな
い。すべての記録管理でチャンスを⽣かして返還獲得をもっとも確実にするためには、上
記の知識をインシデント発⽣前に得ておくことが理想的である。
普段、病院はカバーするコミュニティからの信⽤を得ている。しかし、インシデント発
⽣時のパフォーマンスが⼀般市⺠の期待を下回る場合は、この信⽤が揺らぐ可能性もある。
加えて、病院がすでに⼤きな被害を受けた場合や、危険物や危険な病原体の存在が明らか
になり、病院の清潔さや安全が損なわれた場合は、病院の患者診療能⼒が懸念されること
になる。病院はこのような問題に対応し続け、また積極的に⼈々の恐怖⼼を和らげ、必要
であれば⼀般市⺠の信⽤を再構築し続けなければならない。

5.14 対応の評価と組織全体の学習
インシデントの間、要員は与えられた任務を果たしているべきである。しかし、多くの
場合、これにはさらなる責任が加わるかもしれない。復旧活動でもっとも重要なことの⼀
つは、個⼈や集団としての対応努⼒から学ぶ教訓を残すことである。
インシデントの間、本部指揮者または指名された者の判断に従って、短時間の「タイム
アウト」をとって、うまくいっていることや改善するべきことの評価を⾏うことが可能で
ある。共有した情報に基づいて、対応活動の改善に向けた修正を⾏うことができる。
対応終了後には、様々なレベルで、⼀連のデブリーフィング会議あるいは「ホットウォ
ッシュ」と呼ばれる事後検証会を開催するべきである。ここでは、対応に参加したスタッ
フが、うまくいった点や改善可能な選択案について情報共有できるような機会が与えられ
る。この場でのコメントは公式に記録され、当該インシデントに関する事後報告書（AAR）
および、修正⾏動と改善計画（IP）策定のプロセスの⼀部に反映されるべきである。
事後報告書（AAR）のプロセスのフォーマットを定め、緊急事態管理委員会および、本
部指揮者または病院管理者が定めた他の団体に提出する報告書の草案を作成する代表著書
を指名するべきである。改善勧告を伴った最終稿が承認された後、緊急事態管理委員会は
緊急オペレーション計画（EOP）またはその付録の必要な改訂を⾏い、スタッフが変更に
伴う必要なトレーニングを確実に受講するように保証するべきである。
また、病院はコミュニティの⾮公開の会議や公聴会の開催を含む事後報告書（AAR）作
成プロセスへの参加の準備をしておくべきである。これらの会議は単⼀分野のもの（例：
病院のみ、または⼀般的な保健医療コミュニティの会議）である場合もあれば、地⽅、州、
および連邦レベルのすべての対応コミュニティを含むより幅広いものである場合もある。
病院は、対応とシステムに関する⾃施設の意⾒を共有するためだけでなく、⾃らの利益が
確実に代表され、ニーズが満たされるためにも、これらの会議に定期的に参加しなければ
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ならない。
インシデントによっては、病院の代表者に、地⽅、州、あるいは連邦レベルのカンファ
レンスやフォーラムで話をすることが依頼されることもある。このようなプレゼンテーシ
ョンを⾏うことは、全⽶あるいは海外の病院が経験から学ぶ重要な機会になる。経験によ
ると、状況にもよるが、講演の依頼が圧倒的に多くなるので、注意深い選択が求められる。
標準的なプレゼンテーション作成しておけば必要な時間の節約ができ、複数の⼈がプレゼ
ンテーションできるようになるとともに、プレゼンテーションの⼀貫性が保証される。
公式の公開プレゼンテーションに加えて、専⾨誌（例：標準的な紙媒体のジャーナルや
ウェブ出版物）に記事を出版することも対応活動を共有する上でもう⼀つの有⽤な⼿段で
ある。ソーシャルメディアも、対応活動や経験を公開することを考慮するべき⼀つの領域
であり、教訓について議論するますます⼈気のある場となっている。
事後報告書（AAR）のコピーや HICS の使⽤についてのプレゼンテーションをカリフォ
ルニア州救急医療サービス局まで送っていただきたい。いただいた情報は今後の改訂に活
⽤される。上記の参考⽂書は HICS コーディネーター宛に電⼦メール HICS@EMSA.CA.
GOV まで送っていただきたい。
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第6章
HICS ツールキット
⽬ 的
● 以下のツールの⽬的および使⽤について説明する
・インシデント計画指針（IPGs）
・インシデント対応指針（IRGs）
・病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）⽴ち上げ表
・ジョブアクションシート（JAS）
・HICS 書式

6.1 インシデント計画指針（IPGs）とインシデント対応指針（IRGs）の使⽤
インシデント計画指針（IPGs）とインシデント対応指針（IRGs）は、病院と保健医療関
係者が⾃らの事前準備のレベルの評価および向上のために使⽤することができるツールで
ある（Appendix E：「インシデント計画指針（IPGs）」、および Appendix F：「インシ
デント対応指針（IRGs）」を参照）。IPGs は、病院の対応計画を作成する際に病院が評価
すべき戦略的な検討事項の概要を説明したものである。IRGs は、病院に影響を与える可能
性がある様々なハザードに対してそれぞれのインシデント固有の対応法の指針を詳しく説
明している。これらの指針には以下が含まれる。
● インシデントシナリオ
● インシデント計画指針（IPG）
● インシデント対応指針（IRG）
● HICS 書式を含む⽂書およびツールの推奨リスト
● 各対応期間における推奨される病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）⽴ち
上げ表
本章では、上記の各項⽬について説明する。加えて、この指針で扱われていないインシ
デントに対して IPGs や IRGs を策定する⽅法については、第 8 章「HICS のカスタマイズ」
（8.1「HICS ツール作成と変更」を参照）でその指針の概要を説明する。
IPGs と IRGs は、様々な病院でより良く適⽤できるように再フォーマットと統合、拡張
が⾏われてきた。表 2 と表 3 は、HICS 2006 のシナリオと、Appendix E および Appendix
F の IPGs と IRGs の基礎となっている HICS 2014 のシナリオとの対応表である。
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表2

Crosswalk of HICS 2006 Internal Scenarios to HICS 2014 Scenarios

HICS 2006 Scenarios– Internal
1
2

Revision Action

Bomb Threat

Consolidated

Evacuation, Complete or Partial
Facility

Expanded

Explosive Incident
Evacuation, Shelter-in-Place, & Hospital
Abandonment
Evacuation, Shelter-in-Place, & Hospital

3

Fire

Consolidated

4

Hazardous Material Spill

Consolidated

5

Hospital Overload

Staff Shortage / Mass Casualty Incident

6

Hostage/Barricade

Hostage or Barricade Incident

7

Infant/Child Abduction

8

Internal Flooding

9

Expanded

Conditioning (HVAC)

Consolidated

10

Loss of Power

Consolidated

11

Loss of Water

Consolidated

12

Severe Weather

13

Work Stoppage

Expanded

Chemical Incident /Evacuation, Shelterin-Place, & Hospital Abandonment

Missing Person

Utility Failure

Severe Weather with Warning/Tornado
Staff Shortage

Crosswalk of HICS 2006 External Scenarios to HICS 2014 Scenarios

HICS 2006 Scenarios – External
1

Abandonment

Consolidated

Loss of Heating / Ventilation / Air

表3
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HICS 2014 Scenarios

Revision Action

Nuclear Detonation - 10-Kiloton Improvised Nuclear

HICS 2014 Scenarios
Radiation Incident

Device

2

Biological Attack - Aerosol Anthrax

Consolidated

3

Biological Disease Outbreak - Pandemic Influenza

Consolidated

4

Biological Disease Outbreak - Plague

Consolidated

5

Chemical Attack - Blister Agent

Consolidated

6

Chemical Attack - Toxic Industrial Chemicals

Consolidated

7

Chemical Attack - Nerve Agent

Consolidated

8

Chemical Attack - Chlorine Tank Explosion

Consolidated

9

Natural Disaster - Major Earthquake

Infectious Disease

Chemical Incident

Earthquake
Severe

Weather

10

Natural Disaster - Major Hurricane

11

Radiological Attack - Radiological Dispersal Devices

12

Explosives Attack - Improvised Explosive Device

Consolidated

Explosive Incident

13

Biological Attack - Food Contamination

Consolidated

Infectious Disease

14

Cyber Attack

with

Warning
Radiation Incident

Information Technology
(IT) Failure
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6.2 インシデントシナリオ
個々の指針には例として代表的なシナリオが⽰されており、これに基づいてインシデン
ト計画指針（IPG）とインシデント対応指針（IRG）が作成される。そのシナリオは、個々
の病院の独⾃のニーズや強みに合った形にカスタマイズ、拡張、あるいは改訂してもよい。
またそのシナリオは、病院が計画策定活動を開始する際や、訓練⽤のシナリオとして使っ
てもよい。

6.3 インシデント計画指針（IPG）
インシデント計画指針（IPG）は、確認されたハザードへの準備をする際に、病院がとり
うる⾏動または戦略を⽰すものである。IPG で述べられている活動は、緊急事態管理の 4
つのフェーズ、すなわち、被害軽減、事前準備、対応、復旧にグループ分けされている。
これにより、緊急事態管理責任者が計画策定を⾏う際に、緊急事態管理の各フェーズにお
ける活動を確実に考慮できるようになる。IPG は、カスタマイズした計画における推奨さ
れる⾏動を病院が慎重に検討するうえでのテンプレートとみなすべきである。
病院は、以下の様々な⽅法で IPG を使うことができる：
イベントや脅威の影響を軽減するための戦略と⾏動の策定
連邦緊急事態管理庁（FEMA）はハザード軽減を「ハザードおよびハザードの影響に由来
する⼈々と財産への⻑期的なリスクを減弱または排除するためにとられる持続的な⾏動」
と定義している。被害軽減⾏動とは、病院に対する脅威の影響を軽減したり、不要な混乱
や想定外の業務中断時間を回避、または最⼩限に抑え、すべてのオペレーションを維持す
るための病院の対応能⼒を強化するべきものである。
各 IPG には、病院に及ぼすイベントの影響を軽減するための⾏動と戦略を推進するため
の質問が含まれている。もし被害軽減のセクションにリストアップされている⾏動が既に
取り組まれていて、準備が整っていれば、病院への全体的な影響は以前に確認されたもの
より⼩さくなる可能性があり、年次のハザード脆弱性分析（HVA）のスコアにも反映され
る可能性がある。被害軽減の戦略と⾏動は、緊急事態管理計画の年次⾒直しの中の⽬標や
⽬的として全体的な緊急事態管理プログラムに反映されるべきである。
現⾏の計画の評価および計画策定上のギャップの確認
各 IPG では、事前準備、対応、復旧のフェーズごとに推奨される⾏動が挙げられている。
病院は、IPG を計画の評価と年次⾒直しのための品質管理ツールとして活⽤し、現⾏のハ
ザード別の計画の評価を⾏うために IPG を応⽤することが可能である。各 IPG を徹底的に
分析し⾒直すことにより、個々の病院の計画において、改訂に際して考慮されるギャップ
や課題を特定することができる。
病院におけるイベント別の対応指針の策定またはカスタマイズ
IPG はイベント別の計画の出発点として活⽤できる。病院が IPG を、計画と対応⾏動の
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策定に使⽤するにあたっては、この指針をそれぞれの病院の固有のニーズや能⼒に合わせ
てカスタマイズするべきである。たとえば、⼤病院が取り組む被害軽減⾏動は、限られた
リソースしかない⼩病院や地⽅の病院とは異なることもあるだろう。事前準備の項に⽰さ
れた⾏動が病院のミッションに合わない場合は、IPG から削除するか、あるいは該当しな
い項⽬として区別して扱ってもよい。

6.4 インシデント対応指針（IRG）
インシデント対応指針（IRG）は、イベントの直後（緊急対応期）、中間対応期、⻑期、
撤収・システム復旧期の各フェーズでとられる⾏動を⽰したものである。これらの⾏動は
あくまでも提案であり、病院の独⾃のニーズと能⼒に適しているかどうかを検討するべき
である。IRGs は、特定された個々のハザードに対する病院固有の⾏動を挿⼊するなど、病
院によってカスタマイズされることを意図して作成されている。たとえば、病院の幹部職
員または外部のパートナーの⽒名と連絡先も指針に追加することも可能である。計画の発
動の符号に⽤いる病院固有の⽤語、出⼊⼝の位置、病院が使⽤する通信システムや技術お
よび対応に使う重要な物品の場所、などは IRG に追加できる。さらに、IRG に記載された
⾏動のうち、病院に適⽤できないものは、⾒直しとカスタマイズの過程で削除するべきで
ある。記載された⾏動はあくまでも提案であり、すべての⾏動を網羅するものでもなく、
また病院ですでに確認されていたり、あるいは計画策定のプロセスで確認されるであろう
⾏動でもないかも知れない。
病院で確認された脅威やリスクが、本ガイドブックの IPG または IRG のテンプレートの
なかで扱われていない場合は、第 9 章で IPGs と IRGs の策定およびカスタマイズの⽅法に
ついての指針を⽰している。

6.4.1 病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）⽴ち上げ表
インシデント対応指針（IRG）の最後のセクションは、病院インシデントマネジメントチ
ーム（HIMT）⽴ち上げのサンプルであり、インシデント対応と復旧をマネジメントする特
定の職位の勧められる要員配置についても合わせて⽰している。⽴ち上がる職位は、イベ
ントによっても、また⽴ち上がったそれぞれにフェーズを通しても様々である。個々の病
院は、これらを指針と⾒做し、イベントの規模や動員可能な要員、対応⾏動、および病院
に及ぼす被害に基づいて病院の対応能⼒に応じてカスタマイズすることができる本部指揮
者は、⽬標が達成されれば、どの職位でも任務を解くことができる。

6.5 ジョブアクションシート（JAS）の使⽤
ジョブアクションシート（JAS）は、管理業務の重要任務について利⽤者が理解しやすい
ようにデザインされたインシデントマネジメントツールである。JAS は、病院インシデン
トマネジメントチーム（HIMT）構成表全体のなかの各職位（必要であるときだけに、⽴ち
上がるもの）に対して作成されていて、意図して個々の職位に対する⼀般的な記載になっ
ているので、ハザード別のインシデント対応指針（IRG）によって補完するべきである。JAS
は、新規着任および/または勤務交代時に次の担当者へ引き継ぐ際に⽤いることを意図して
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作成されている（Appendix G「ジョブアクションシート」参照）。

6.5.1 職位の名称と場所
各ジョブアクションシート（JAS）には、職位の名称とミッションが記載されていて、次
に、最初のページの上覧にコンテンツボックスが設けられている。このボックスには、上
下関係、病院指揮本部（HCC）の場所やその他の任務を遂⾏する場所、割り当てられた無
線チャンネル、電話およびファックスなどの連絡先情報が含まれている。JAS のこの部分
の内容は、ユーザーがカスタマイズすることができる。複数の職位が意図的に統合されな
い限り、職位の名称は原則として変更するべきではない（第 9 章 9.1.1「HIMT 職位を効果
的に統合するためのアプローチ」参照）。希望があれば、病院のロゴを JAS に追加しても
よい。

6.5.2 任務と⽂書作成
ジョブアクションシート（JAS）は、複数のオペレーション期間や複数のスタッフ業務に
わたり次々と記載された編集物である。その任務の責任とされているリストは時間枠で区
分されている。これらの職務は、病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の構成員
が、各⾃の役割と責任に応じた必要な⾏動をとることを促すようにされている。個々の⾏
動ステップには、職務が完了した時間と実施者のイニシャルを記録するためのボックスが
設けられている。JAS フォーマットを⽤いることで、その⼈が特定の時間に実施した個々
の⾏動について記録することが可能になる。
訓練、トレーニング、そして実際のイベントのすべてにおいて、JAS を使⽤することが
有⽤である。特定の職位に割り当てられた者は、その職位の任務である⾏動の実施および
実施した⾏動の記録を⾏ううえでのきっかけとして JAS を使⽤するべきである。事後のフ
ェーズでは、JAS を⾒直し、改善するためや事後報告書（AAR）を準備するための⼀⼿段
として、完了時刻や書式に記録された追加的な情報、実施されなかった⾏動について JAS
の⾒直しを⾏うことができる。たとえば、緊急対応期に実施すべきものとされている職務
が⻑期対応期まで実施されなかった場合、その原因を究明し、JAS の改訂、および/または
JAS の利⽤者の教育が⾏われるべきである。イベント後の⾒直しの間、JAS に記録された
あらゆる追加情報を、改訂項⽬に含めることを検討するべきである（例：JAS には掲載さ
れていないが、病院に特有である職務など）。

6.5.3 ⽂書とツール
ジョブアクションシート（JAS）の最後のボックスには、病院インシデントマネジメント
チーム（HIMT）の職位に割り当てられた者にとって必要となりうる推奨される⽂書、ツー
ル、および設備が記載されている。JAS のその他の部分と同じように、ツールのこのリス
トも、個々の病院で⾒直しをしてカスタマイズするべきである。JAS と⼀緒に配布される
病院独⾃のツール（例：ノートパソコン、ノート、ボイスレコーダー等）も記載するべき
である。
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6.6 HICS 書式の使⽤
HICS 書式は、病院業務が⾏われている区域内のおよび病院インシデントマネジメントチ
ーム（HIMT）のそれぞれの職位で使⽤するためのものである。⽂書作成活動の調整は企画
部⾨が中⼼となって⾏われるが、HIMT のすべての構成員がインシデントに関連した明確な
情報を、⽂書班⻑に提供することが求められる。
インシデント継続期間中の⽂書には以下のものが含まれる。：
● インシデントの状況・情勢
● 実施された⾏動と予防策⼿段
● 意思決定
● 職務の割り当て
● 共有された情報
● 利⽤した資源
● 財務上のコストと影響
すべての緊急対応者が使⽤する標準化された書式があることによって、よく知られ、ま
た⼀貫した⽅法でインシデントの記録が可能になるとともに、情報共有が容易になる。地
⽅および連邦政府機関は、連邦緊急事態管理庁（FEMA）のインシデントコマンドシステム
（ICS）の書式を⽤いることで、標準化された書式を採⽤している。HICS は、FEMA ICS
書式（2010 年版）の⼀部を選び、病院の機能を反映して修正したものである。可能なとこ
ろでは、HICS は FEMA の書式の意図とレイアウトをそのまま維持している。しかし、すべ
ての FEMA ICS 書式が病院に適⽤できるわけではない。そのような場合、
FEMA 書式は HICS
では使われてこなかった。FEMA 書式で扱われていなくても、病院で実施される追加の業務
がある。したがってこのニーズを満たすために、病院に基づいた追加の書式が作成されて
いる。Appendix H：「HICS 書式」に HICS 書式の全リストを⽰している。
表 4 では HICS 書式のリストが番号順に掲載されているが、このなかに、HIMT のどの職
位が書式作成を担当する可能性が⾼いか、およびいつ書式が利⽤されるかなどの情報も含
まれている。インシデント⾏動計画（IAP）のコアとなる 5 つの HICS 書式（HICS 201、
202、203、204、215A）が⼀つにまとめられている。（IAP 作成のための HICS 書式の
使⽤に関する追加情報については、第 7 章「インシデント⾏動計画の策定」参照）
HICS 2014 で新たに作成された HICS 書式の⼀つに、HICS IAP 簡略版（クイック・ス
タート）がある。複数の書式を完成させるのに限られた資源・時間しかない場合や、⼩規
模なインシデントで、あまり多くの記録を要しない場合も少なくない。HICS IAP 簡略版は、
より短く、より簡潔な記録ツールとして開発された。インシデントが拡⼤するか、あるい
は追加の⽀援が利⽤可能になれば、これらを補完するフルバージョンの HICS 書式に情報を
拡張することができる。
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表4
#

Name

HICS Forms

Responsible

for

When Completed

Completion
200

IAP
Quick

Incident Action Plan (IAP)

Incident Commander

Optional form used each operational

Cover Sheet

or

period to list forms used in the Incident

Section

Chief

Action Plan (IAP)

Incident Action Plan (IAP)

Incident Commander

Optional form for documenting an IAP

Quick Start

or

for a smaller incident or to quickly start

Start
201

Planning

Incident Briefing

Planning

Section

Chief

the documentation for any event

Incident Commander

Prior to briefing in the current
operational period

202

Incident Objectives

Planning Section Chief

Prior to briefing in the current
operational period

203

Unit

Le-

At the start of the first operational

Organization Assignment

Resources

List

ader or Planning Se-

period, prior to each subsequent

ction Chief

operational period, and as additional
positions are staffed

204

Assignment List

Each Section Chief or

At the start of each operational period

Branch Director activated
205A

Communications List

Communications Unit

Whenever possible prior to an event, at

Leader

the start of each operational period, and
as changes are made

206

Staff Medical Plan

Employee Health and

At the start of each operational period

Well-Being Unit Leader
207

Hospital Incident Manage-

Incident Commander

Whenever possible prior to an event,

ment Team (HIMT) Chart

or designee

displayed using projection or wall chart
at the start of each operational period,
and updated as changes are made

213

General Message Form

All personnel

When intended receiver is unavailable
to speak with the sender or when a
communication includes specific details
for which accuracy needs to be ensured

214

Activity Log

All HIMT personnel

Continuously as a tool used to record
major decisions (and critical details as
needed) at all levels, from activation
through demobilization

215A

Incident Action Plan (IAP)
Safety Analysis

Safety Officer

Prior to safety briefing and is part of
shift briefings conducted for all staff at
the start of each operational period
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表4
#

Name

HICS Forms（continued）
Responsible

for

When Completed

Completion
221

251

Demobilization Check-Out

HIMT personnel desig-

Documents personnel and resources

nated by the Incident

checking out of the incident as they are

Commander

released

Facility System Status

Infrastructure

Report

Director

Branch

At start of operational period, as
conditions change, or more frequently
as indicated by the situation

252

Section Personnel

HIMT personnel as direc-

Timesheet

ted by Incident Comm-

Throughout activation

ander or the appropriate
Section Chief
253

Volunteer Registration

Labor

Pool

and

Cre-

Throughout activation

dentialing Unit Leader
254

Disaster Victim / Patient

Patient Tracking Mana-

Hourly and at end of each operational

Tracking

ger or team

period, upon arrival of the first patient
and until the disposition of the last

255

256

Master Patient Evacuation

Situation Unit Leader or

As decisions are made and as informa-

Tracking

designee (Patient Track-

tion is determined concerning patient

ing Manager)

disposition during an evacuation

Procurement Summary

HIMT

Report

directed

personnel
by

the

as
Pro-

curement Unit Leader
257

Resource Accounting

HIMT

Record

directed

personnel
by

the

Prior to the end of the operational
period

and

as

procurements

are

completed
as

app-

Prior to the end of the operational
period or as needed

ropriate Section Chiefs
258

Hospital Resource

Resources Unit Leader

Directory

Whenever possible prior to an event, at
the start of each operational period, and
as changes are made

259
260

Hospital Casualty / Fatality

Patient Tracking Mana-

Prior to briefing in the next operational

Report

ger or team

period

Patient Evacuation

Inpatient

Tracking

Outpatient Unit Leader,
and/or

Unit

Leader,

Casualty

As patients are identified for evacuation

Care

Unit Leader
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HICS 書式は病院でカスタマイズしてもよい。ただし、書式のタイトル、主要部分、お
よび⽬的は同じであるべきである。病院名も追加可能だが、これはむしろ追加したほうが
いいであろう。データ項⽬の追加の要望がある場合も、書式に追加することは可能である。
各書式の使⽤説明書が⽰されているが、これを書式の裏に印刷してもよい。各書式に付
いている使⽤説明書には、誰が書式の発起責任者なのか、また誰に作成済みの書式を配布
するのかが⽰されている。書式は、印刷物（ハードコピー）または電⼦⽂書として作成す
るが、書式の印刷物（ハードコピー）は、常にすぐに利⽤できるようにしておくべきであ
る。書式を⼿書きで作成する場合は、判読できるように丁寧に記述するべきである。
表 5 に、病院インシデントコマンドシステム（HICS）書式の利⽤者のための⼿引き、お
よび業務に基づいてグループ分けした書式のリストを⽰す。書式には、その書式作成の責
任がある職位と書式の⽬的の簡単な説明が記載されている。
表 6 は、FEMA の ICS 書式と HICS 書式の対応表である。本表は、FEMA ICS と HICS
の各書式について、FEMA ICS の書式を HICS の⼀部として採⽤、修正あるいは除外した根
拠を⽰すとともに、番号と書式名でリスト化したものである。
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表5

HICS Forms User’s Reference（Grouped According to Function）

HICS Form

Completed By

Notes
HICS assigned roles

HICS 213 – General

All personnel

• To convey status information,

Message Form

assignments made, requests, etc.

HICS 214 – Activity Log

All HIMT personnel

• To log information received, actions taken
and decisions made

HICS 221 – Demobi-

HIMT personnel designated by

lization Check-Out

the Incident Commander

• Provides a checklist for the demobilization,
to assure that all activities are
accomplished

HICS

252

–

Section

Personnel Timesheet

HIMT personnel as directed by
Incident Commander or the

• Provides an accounting of personnel time
and activities

appropriate Section Chief
For Completion of the Incident Action Plan (IAP)
HICS 200 - Incident

Incident Commander or Plan-

Action Plan (IAP) Cover

ning Section Chief

• Optional form to act as a cover sheet for
each operational period IAP

Sheet
HICS IAP Quick Start -

Incident Commander or Plan-

Incident

ning Section Chief

Action

Plan

• Combination of HICS 201, 202, 203, 204,
and 215A

(IAP) Quick Start

• Optional form for smaller incidents, or to
quickly begin documentation for any
incident

HICS 201 - Incident

Incident Commander

• Summary of status of incident situation

Briefing

and allocated resources
• Can be utilized for briefing of Hospital
Incident Management Team (HIMT) and
oncoming Incident Commander

HICS 202 - Incident

Planning Section Chief

• Describes the basic incident objectives and

Objectives
HICS

203

safety considerations
-

Organi-

Resources

Unit

Leader

or

zation Assignment List

Planning Section Chief

HICS 204 - Assignment

Each Section Chief or Branch

List

Director activated

• Documentation of assigned positions and
personnel
• Documents the strategies of each section /
branch, the resources/tactics needed to
accomplish them, and the composition of
the units

HICS 215A - Incident
Action

Plan

Safety Analysis

(IAP)

Safety Officer

• Replaces the 2006 HICS 261
• An operational risk assessment to prioritize
hazards, safety, and health issues, and to
assign the mitigation activities
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表5

HICS Forms User’s Reference（Grouped According to Function）
（continued）

HICS Form

Completed By

Notes

Hospital Command Center (HCC) Management
HICS 205A - Communi-

Communications Unit Leader

• Internal and external communications and

cations List

contact information

HICS 206 - Staff Medi-

Employee

cal Plan

Being Unit Leader

HICS 207 - Hospital

Incident

Incident

designee

Management

Health

and

Well-

• Documents healthcare staff treatment
areas

Commander

or

• Lists assignments of personnel to the HIMT
positions

Team (HIMT) Chart

• Optional form for distribution or display
(projection or wall mounting) in the
Hospital Command Center (HCC)

HICS 258 - Hospital

Resources Unit Leader

• Lists contact information for external

Resource Directory

resources
Casualty/Victim Care

HICS 254 – Disaster

Patient Tracking Manager or

Victim / Patient Track-

team

• Disaster victim patient tracking

ing
HICS 259 – Hospital

Patient Tracking Manager or

Casualty / Fatality Re-

team

• Casualty/Fatality report

port
Event Logistics and Finance
HICS

251

–

Facility

Infrastructure Branch Director

System Status Report
HICS

252

–

Section

Personnel Timesheet

• Provides a checklist to document status of
facility operating status

HIMT personnel as directed by
Incident Commander or the

• Provides an accounting of personnel time
and activities

appropriate Section Chief
HICS 253 – Volunteer

Labor Pool and Credentialing

Registration

Unit Leader

• Documents information and sign-in of
people who volunteer for each operational
period

HICS 256 – Procure-

HIMT personnel as directed by

ment Summary Report

the Procurement Unit Leader

HICS 257 – Resource

HIMT personnel as directed by

Accounting Record

the appropriate Section Chiefs

• Provides an accounting list of items
procured
• Provides an accounting of resources
utilized

Evacuation
HICS 255 – Master Pa-

Situation Unit Leader or desig-

tient Evacuation Track-

nee (Patient Tracking Manager)

• Records information concerning patient
disposition during an evacuation

ing
HICS

260

–

Patient

Evacuation Tracking

Inpatient
patient

Unit
Unit

Leader,
Leader

Out-

and/or

• Detail and account for patients transferred
to another facility/location

Casualty Care Unit Leader
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表6

Crosswalk of FEMA ICS and HICS Forms

FEMA

FEMA

HICS

HICS

Form

Form Title

Form

Form Title

HICS 200

Incident
Action

Revisions/Explanations
• Optional form

Plan

(IAP) Cover

• New tool, to provide a cover sheet for
each operational period IAP

Sheet
HICS Action

• Optional form

Plan

• New tool, to provide a short version of an

(IAP)

Quick Start

IAP, or at the beginning of an incident
when resources may be limited

ICS 201

Incident

HICS 201

Briefing

Incident
Briefing

• Revised to align with the FEMA form,
reordered for hospitals
• More sections added to provide summary
of resource usage

ICS 202

Incident

HICS 202

Objectives

Incident

• Slight revisions to content

Objectives

• Most significant change: removal of the
term “Control” objectives, there will only
be one type of objective referred to:
“Incident Objectives”
• Added section for “Site Safety Plan
Required” for hazardous materials
(HazMat) incidents

ICS 203

ICS 204

Organization

Organization

• Content remains the same

Assignment

Assignment

• Added a column for contact information

List

List

Assignment

HICS 203

HICS 204

List

Assignment

• Name slightly changed to align with FEMA

List

• Significant changes to content

from

HICS 2006
• Most divergent from the FEMA form;
intended to define the activities in the
hospital as opposed to the field
ICS 205

Incident

N/A

Radio Com-

• Opted not to use, focuses mostly on radio
communications

munications
Plan
ICS 205A

Communica-

HICS 205A

tions List

Communications List

• This replaces the HICS 2006 version of
205 internal and external, to promote
compliance with FEMA form

ICS 206

Medical Plan

HICS 206

Staff Medical

• Updated format

Plan
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表6

Crosswalk of FEMA ICS and HICS Forms（continued）

FEMA

FEMA

HICS

HICS

Form

Form Title

Form

Form Title

HICS 207

ICS 207

Incident

Revisions/Explanations

Hospital In-

• Name from FEMA to HICS is different

Organization

cident Man-

• Intended to be projected or wall mounted

Chart

agement

in the Hospital Command Center (HCC),

Team(HIMT)

to promote compliance with FEMA form

Chart
ICS 208

Safety Mess-

N/A

• Opted not to use

N/A

• Opted not to use, not adaptable to

age / Plan
ICS 209

Incident
Status

hospitals

Summary
ICS 210

Resource

N/A

• Opted not to use, not adaptable to

Status

hospitals

Change
ICS 211

Incident

N/A

• Opted not to use, not adaptable to

Check-In

hospitals

List
ICS 213

General

HICS 213

Message

General

• Name and format changed to align with

Message

FEMA

Form
ICS 214

Activity Log

ICS 215

Operational

HICS 214

Activity Log

• Name change to align with FEMA

N/A

• Opted not to use, not adaptable to

• Content remains the same
Planning

hospitals

Worksheet
ICS 215A

Incident
Action

ICS 218

HICS 215A
Plan

Incident
Action

• Number change to align with FEMA
Plan

Safety

(IAP) Safety

Analysis

Analysis

Support

N/A

Vehicle/

• Content remains the same

• Opted not to use, not adaptable to
hospitals

Equipment
Inventory
ICS 219-1
to ICS

Resource

N/A

Status Cards

• Opted not to use, not adaptable to
hospitals

219-10
ICS 220

Air
Operations

N/A

• Opted not to use, not adaptable to
hospitals

Summary
Worksheet
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表6

Crosswalk of FEMA ICS and HICS Forms（continued）

FEMA

FEMA

HICS

HICS

Form

Form Title

Form

Form Title

ICS 221

Demobiliza-

HICS 221

Demobiliza- tion

tion Check-

Check- Out

Revisions/Explanations
• New tool, to provide demobilization
planning checklist and documentation

Out
ICS 225

Incident

N/A

• Opted not to use, not adaptable to

Personnel

hospitals

Performance Rating
N/A

HICS 251

Facility

System

• Updated format

Status Report
N/A

HICS 252

Section Person-

• Content remains the same

nel Timesheet

• Updated format
• Updated instructions for use by HIMT
personnel as directed

N/A
N/A

HICS 253
HICS 254

Volunteer

• Removed “Staff” from title

Registration

• Updated format

Disaster Victim /

• Updated format

Patient Tracking
N/A

HICS 255

Master

Patient

• Updated format

Evacuation Tracking
N/A

HICS 256

Procurement

• Updated format

Summary Report

• Updated instructions for use by HIMT
personnel as directed

N/A

HICS 257

Resource

Acco-

• Updated format

unting Record
N/A

HICS 258

Hospital Resour-

• Updated format

ce Directory
N/A

HICS 259

Hospital Casual-

• Updated format

ty / Fatality Report
N/A

HICS 260

Patient Evacua-

• Updated format

tion Tracking
HICS 261

Incident

Action

• See 215A - number change
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第7章
インシデント⾏動計画の策定
⽬ 的
● インシデント⾏動計画を策定することの重要性について説明すること。
● 病院のインシデント⾏動計画（IAP）を構築するために必要なステップについて説明
すること。
● IAP をいつ、どのように使⽤するかについて説明すること。
● IAP に関連する書式について説明すること。

7.1 インシデント⾏動計画を策定することのメリット
インシデント⾏動計画の策定は、いかなるインシデントにおいても、その対応と復旧を
成功させるうえで中核となるコンセプトである。インシデント⾏動計画（IAP）を策定し利
⽤することで、⽬標管理（MBO）を促進する⽬標（ゴール）、戦略および戦術が⽰され、
戦略的⽅向性についての理解が確実に得られるようになる。計画策定のプロセスは、⼩規
模で短期間のインシデントでも、より複雑で⻑期間にわたるインシデントでも同じく有効
であり、IAP は拡⼤縮⼩が可能である（例：HICS IAP 簡略版に対するフルバージョンの IAP）。
インシデント⾏動計画の策定には以下のようなメリットがある。
● 組織の戦略的⽅向性を⽰す
● 利⽤可能な資源を最⼤限に活⽤する
● 取り組みの⽋落や重複を減らす
● コストを削減する
● 情報の収集と情報の発信
● コミュニケーションを改善し強化する
● インシデントの事跡の記録を提供する
インシデント⾏動計画の策定プロセスを以下に⽰す：
● 病院の緊急オペレーション計画（EOP）を発動し、HICS を実⾏する
● インシデント、病院のシステムの状態、オペレーション能⼒に関する重要な情報を迅
速に収集、検証、確認する
● インシデント⽬標を設定し、⽅向性を定め優先順位を決める
● 確保できる最適任者を当てるという原則に基づいて、病院インシデントマネジメント
チーム（HIMT）の職位に配属する
● SMART（Specific：具体的で、Measurable：測定可能で、Action Oriented：⾏動指
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向で、Realistic：現実的で、Time Sensitive：時間制限のある）なインシデント⽬標
を決定する
● 戦略と戦術の策定：⽬標達成のために実⾏される基本計画と⾏動
● 継続的な状況評価に基づいて資源の必要量を⾒積もり、割り当てる
● コミュニティへの適切な警報と通知を開始する
● コミュニティの適切な対応パートナーとのコミュニケーションと対応における繋が
りを確⽴する

7.2 プランニング（Planning）の“P”
連邦緊急事態管理庁（FEMA）は、インシデントに対する計画策定プロセスのビジュアル
ガイドとして計画策定（Planning）の“P”というコンセプトを開発した（図 7）。本ガイド
ブックで説明するプロセスは、保健医療分野で利⽤するために修正を加えたものである。
P の⼟台すなわち脚にあたる部分は、初期対応期間について説明している。通知、初期対
応と評価、インシデント概況（HICS 書式 201:インシデント概況を使⽤）；そして、初回
の指揮本部・統合指揮本部会議が実施される。
最初のオペレーション期間が P の脚の付け根（⼟台部分の頂点）から始まる。この環状
の⼿順は以下のステップからなる。
指揮本部・統合指揮本部の⽬標設定・更新会議／指揮本部スタッフ・部⾨スタッフ会議
／戦術会議の準備→戦術会議／企画会議の準備→企画会議／インシデント⾏動計画の準備
と承認→オペレーション概要説明／計画実⾏と進捗の評価。以上で現⾏のオペレーション
期間が終了し、引き続き新たなオペレーション期間が始まる。
このように、⼀連のサイクルが再び始まるが（なお、P の脚の部分に相当する初期対応は
スキップされる）、先⾏する対応活動がない初回のオペレーション期間を除き、各種会議
のサイクルでは、計画策定のプロセスが対応よりも常に 1 ステップ先にくることを知って
おくべきである。
インシデント⾏動計画（IAP）の策定を⼿助けする要素、会議、プロセスを以下に挙げる。

7.3 各部⾨の責務
指揮本部
● インシデント全体の⽬標と戦略を策定する
● オペレーション期間を決定する
● 資源の発注を承認し、（後に）撤収を承認する
● インシデント⾏動計画（IAP）を承認する
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図７ FEMA のプランニングの”P”
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実⾏部⾨
● 戦略の策定を⽀援する
● インシデント⽬標を達成するために必要な資源を確認し、配置し、監督する
企画部⾨
● 状況報告書を作成・提出する
● 資源を追跡し、不⾜を確認する
● 計画策定のプロセスをマネジメントする
● インシデント⾏動計画（IAP）を作成する
ロジスティクス部⾨
● 資源を発注する
● 輸送、コミュニケーション、医療計画の策定を⽀援する
財務・管理部⾨
● コスト分析を⾏い、インシデント⾏動計画（IAP）が本部指揮者によって定められた
予算内に確実に収まるように⽀援する
● 資源に関わる契約、調達、⽀払いをする
● 会計報告をする

7.4 会

議

指揮本部スタッフ・部⾨スタッフ会議
● リーダー：本部指揮者
● 出席者：⾏政部局の幹部、指揮本部スタッフ（広報責任者（PIO）、渉外責任者、安
全責任者、医療・技術専⾨家）、部⾨スタッフ（実⾏部⾨⻑、企画部⾨⻑、ロジステ
ィクス部⾨⻑、財務・管理部⾨⻑）、本部指揮者の書記
● ⽬的：指揮本部スタッフと部⾨スタッフが以下の機会を得る場とする。
➢ 本部指揮者の⽬標・⽬的を明確にする
➢ 現状と主要な⽬標（全体的⽅向性）について合意を得る

➢ 直前のインシデント⾏動計画の主な成果と失敗を振り返る

● ⽂書：HICS 書式 201:インシデント概況、202:インシデント⽬標
戦術会議の準備
実⾏部⾨⻑は戦術会議の前に以下の⾏動が実⾏されていることを確認するべきである。
戦略を策定する：
● ⾒込まれる戦略（計画）のリストを作成する
● 下記のような戦略を選択する
➢ 安全基準の許容範囲内である
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➢ 理にかなっている（実⾏可能、現実的、適切）
➢ 費⽤対効果が⾼い

➢ 健全な環境活動に則っている

➢ 政策および広報上の配慮がなされている

それぞれの実⾏部⾨の担当係の戦術（⾏動）を策定する：
● 選択された戦略を⽀援するために実施すべきことを挙げる
戦術会議
● リーダー：実⾏部⾨⻑
● 参加者：安全責任者、部⾨スタッフ、実⾏部⾨の各担当係⻑、資源把握班⻑（企画部
⾨）、その他関連する責任者
● ⽬的：現在の⽬標を達成するために戦略と戦術の策定・⾒直しを⾏う。⽬標を達成・
⽀援するための資源を割り当てる。戦術と資源をモニタリングする⽅法を確認する
● ⽂書：HICS 書式 203：組織・⼈員配置⼀覧、204：任務⼀覧、215A：インシデン
ト⾏動計画（IAP）安全分析
企画会議の準備
企画部⾨⻑は最初の企画会議の前に以下の⾏動が実⾏されていることを確認するべきで
ある。
● 現状を評価し、現在のオペレーション計画がオペレーション期間の残り期間（すなわ
ち、次の計画が開始されるまで）に適したものかどうかを判断する
● 必要に応じて、現在の計画の修正点について、本部指揮者と実⾏部⾨⻑に助⾔する
● インシデントに対する計画策定サイクルを設定する
● 戦術会議が開催される場合はこれに出席し、実⾏部⾨⻑が策定した戦術の⾒直しを⾏
う
● 企画会議の場所と時間を設定する
● 企画ボードと書式を使⽤できることを確認する
● 必要なサポートスタッフに会議開催の旨と各⾃の任務を周知する
● 現時点の状況および資源について状況説明を会議で利⽤できるよう確認する
● 次のオペレーション期間の計画策定に使⽤する、利⽤可能な資源の⾒積もりを⼊⼿す
る
● 企画会議で使⽤する、必要な病院⽅針、法的または財務的制約事項を⼊⼿する
● ⽂書：HICS 書式 201：インシデント概況、202：インシデント⽬標、215A：イン
シデント⾏動計画（IAP）安全分析
企画会議
● リーダー：企画部⾨⻑
● 参加者：指揮本部スタッフおよび部⾨スタッフ
● ⽬的：実⾏部⾨⻑によって提案されたオペレーション計画の⾒直しと検証を⾏う。次
のオペレーション期間の⽬標を定め、これを本部指揮者に提⽰し承認を得る
● ⽂書：HICS 書式 202：インシデント⽬標、204：任務⼀覧、205A：連絡先⼀覧、
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206：スタッフ医療計画、215A：インシデント⾏動計画（IAP）安全分析。その他、
インシデントの複雑性に応じて必要となるすべての書式、添付資料、地図など
オペレーション要約
● リーダー：実⾏部⾨⻑
● 参加者：実⾏部⾨の各責任者（係、地区班（班）、班）、その他関連した責務を担っ
ているリーダー
● ⽬的：インシデント⾏動計画を発表し、スタッフの責務を明確にする
● ⽂書：インシデント⾏動計画の策定に⽤いたすべての書式。IAP は以下を含む。HICS
書式 201：インシデント概況、202：インシデント⽬標、204：任務⼀覧、215A：
インシデント⾏動計画（IAP）安全分析と、インシデントの複雑性に応じて必要とな
るすべての書式、添付資料、地図など。

7.5 インシデント⾏動計画（IAP）の策定
病院のインシデント⾏動計画（IAP）は、オペレーション期間における病院のインシデン
ト⽬標、予測される障害および必要な資源を前もって準備しておく⽂書である。以下のセ
クションで⼀連のインシデント⾏動計画（IAP）について説明する。 「FEMA のプランニ
ングの P」（89 ページ図 7）を参照のこと。

7.5.1 状況評価と初期対応⾏動
状況評価
状況評価はインシデント⾏動計画のプロセスの最初のステップである。ここでは、イン
シデントの規模、範囲、病院とその安全性とオペレーションシステムに及ぼす現在および
予測される影響・インパクトなどを評価するべきである。状況評価において考慮するべき
要素として以下が挙げられる：
● 病院内のインシデントか、病院外のインシデントか？
● 現在の診療業務に影響はあるか？
● 病院の業務運営への遅発性の影響はないか？
● 経営に影響はでないか？
● インシデントにより病院・敷地へのアクセスに制限はでないか？
● インシデントが持続する期間の予測があるか？（例：停電、危険物[HazMat]の流出、
警察対応、交通事故、パンデミック）
初期対応と⽂書作成
初期の情報ととられた⾏動を明確に記録しておくべきである。⽂書化することは、イン
シデントおよびその後の対応を⽅向付ける初期の主な⾏動の時系列記録を作成するうえで
⾮常に重要である。
⽂書化は、本部指揮者が収集した情報をもとにインシデントの初期評価を実施し、HICS
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書式 201:インシデント概況に必要情報を記⼊したときに始まる。
この書式には以下の重要な情報を記録する。
● インシデントの種類、発⽣場所、規模、予測される持続期間
● 現在起こっているハザードおよび安全⾯の懸念
● 以下に基づいた初期優先事項
➢ ⼈命救助
➢ インシデントの安定化
➢ 財産保全

● インシデント名
● オペレーション期間の⽇付と時刻
● 事態の現況の要約
● 健康および安全についての状況説明
● 現⾏の病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の⼈的構成
● インシデント⽬標
● 現⾏および今後の予定された⾏動の要約
● 要請され、割り振られた資源の要約
● 本部指揮者の署名と職位の名称
● 状況説明の⽇付
● 状況説明の時刻
● 病院名
病院内のインシデントで、施設⾯への損害のみであれば、本部指揮者がインシデント名
をつけてよい。もしインシデントが病院外で発⽣し、指揮本部・統合指揮本部を設定する
他の管轄区の機関を巻き込んで対応する場合は、インシデントの名前は現場の本部指揮者
または地域の緊急事態管理部局によってつけられる。インシデント名は、病院とその対応
パートナーにとって、情報、⽬標、および戦術を確実に調整していくうえで重要である。
加えて、もし単⼀の組織が実⾏した活動がそのインシデントに明確に繋ぎ得ないならば、
回復期で償還を求める⼒が損なわれるかも知れない。
本部指揮者は、作成済みの HICS 書式 201：インシデント概況、および/または HICS イ
ンシデント⾏動計画（IAP）簡略版のコピーを、指揮本部スタッフ、部⾨スタッフ、初期の
状況と活動開始時点でとられた活動に特に⾔及した対応情報を記録する⽂書班⻑へ配布す
る。HICS 書式 201 は対応のパートナー、および/または調整機関との間で共有されること
もある。HICS 書式 201 の配布は計画策定の段階で決定されていて、HICS 書式 201 と⽅
針に明確に記載されるべきである。
従来の IAP ⽂書に替わるものとして、HICS IAP 簡略版を使うことがある。IAP 簡略版
は、基本書式へ移⾏する前、インシデントに着⼿するための HICS 書式の 201、201、203、
204、および 215A の縮約版を提供するものであり、あるいは⼩規模なインシデントの完全
な記録に備えるものである。
IAP 簡略版は本部指揮者および/またはプランニング部⾨⻑によって作成され、発動され
た指揮本部スタッフと部⾨スタッフにコピーして配布される。HICS 書式 201 や IAP 簡略
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版はインシデント⾏動計画の策定プロセスにおける最初のステップの⽂書作成を⽀援し、
次のステップへとつなげるものである。

7.5.2 オペレーション期間の設定
オペレーション期間は選ばれた⽬標が達成され、確認された戦略および戦術が実⾏され
る期間である。この期間はフレキシブルで、⻑さは様々であり、インシデントのニーズに
応じて本部指揮者が決定する。オペレーション期間の⻑さはばらつくが、通常は 2〜24 時
間である。オペレーション期間は病院の勤務交代時間と対応している必要はなく、状況へ
の対応およびインシデントの進⾏に基づいて⻑くなったり短くなったりしうる。

7.5.3 安全上の優先事項の決定とインシデント⽬標の設定
初期の優先事項は⼈命保護、インシデントの安定化、財産保全に基づいて定められる。
本部指揮者は最初のインシデント⽬標を決定する。インシデント⽬標を HICS 書式 201:
インシデント概況と HICS 書式 202：インシデント⽬標に記録する。各々の部⾨、係、班
は、本部指揮者が決めたこれらの⽬標に基づいて、彼らの対応に向けた戦略と戦術を確認
する（HICS 書式 204：任務⼀覧）。
企画部⾨⻑は HICS 書式 202：インシデント⽬標の作成を開始する。これには以下が含
まれる。
● インシデント名
● オペレーション期間の⽇付と時刻
● 本部指揮者より与えられたインシデント⽬標（代替案を含む）
● 必要に応じて含めるべき天候と環境がオペレーション期間に及ぼす影響（例：天気予
報、⾵速・⾵向、⽇照時間など）
● 考慮すべき要素（HICS 書式 215A：インシデント⾏動計画（IAP）安全分析を参照）
● 作成⽇
● 作成時刻
● 本部指揮者の承認
前述のように、⼈命保護、インシデントの安定化、財産保全は対応の基本である。患者、
スタッフ、来院者の安全を確保するために、安全責任者はハザードを評価し、ハザードを
軽減するための戦略を決定し、要員職員に戦術を実⾏するよう命ずる。この情報は HICS 書
式 215A：インシデント⾏動計画（IAP）安全分析に記録される。
安全責任者は HICS 書式 215A：インシデント⾏動計画（IAP）安全分析を作成する。こ
の⽂書には以下の内容が含まれる。
● インシデント名
● オペレーション期間の⽇付と時刻
● （潜在的および実在の）ハザードの確認
● リスクの低減と安全の確保のためにとるべき⾏動
● リストに挙げられた被害軽減活動の分担
● 作成⽇
94

tentative version (July 2016), HICS Japan

7 - INCIDENT ACTION PLANNING
● 作成時刻
● 施設名
● 本部指揮者の承認

7.5.4 部⾨・係における追加インシデント⽬標の決定
指定されたオペレーション期間に対応されるべき追加のインシデント⽬標は、部⾨⻑お
よび/または担当係⻑により確認される。これらのインシデント⽬標は、オペレーション期
間の優先事項に取り組み、インシデント⽬標を達成するために確認された部⾨・係・班に
固有の戦略、戦術的⾏動および資源のセットよりなる。⽂書には以下が含まれる：
● 部⾨⻑および/または担当係⻑は部⾨・係・班に固有のインシデント⽬標を記載した
HICS 書式 204：任務⼀覧を作成する。
● HICS 書式 204：任務⼀覧は、企画部⾨へ提出され、指揮本部スタッフ、部⾨スタッ
フ、⽂書班⻑にインシデント⾏動計画（IAP）の⼀部として配布される。

7.5.5 戦略と戦術の決定
戦略とは、各部⾨がインシデント⽬標を達成するために選択された全体的な計画または
⽅向性のことをいう。戦術とは、インシデント⽬標を達成または実現するためにとられる
短期間で具体的な⾏動（例：インシデント期間中の資源の指図・展開）のことをいう。部
⾨⻑と担当係⻑は戦略と戦術を HICS 書式 204：任務⼀覧に記録する。

7.5.6 必要な資源の決定
インシデント⾏動計画（IAP）策定の次のステップは、インシデントに対して必要な資源
を決めることである。⽬標を定め、戦略と戦術を策定した後、必要な資源を特定しなけれ
ばならない。必要な資源の例としては、要員、設備、資材、医薬品そして⾞両がある。⽇
常の業務と同様、資源の特定、要請、配布、補充のための多くの要素がある。
以下の事項を確認しなければならない：
● 部⾨⻑は、担当係⻑と班⻑とともに調整してそれぞれの部⾨独⾃で必要な資源を決定
する。
● ロジスティクス部⾨⻑は実⾏部⾨⻑と協議して、資源の⼊⼿について調整する。
● 各部⾨が資源のニーズを確認するのと同時に、財務・管理部⾨⻑はロジスティクス部
⾨⻑および実⾏部⾨⻑と協議して、確実に適切な財務上の追跡を⾏えるようにする。
書式には以下を含む：
● HICS 書式 204：任務⼀覧は部⾨・係・班において必要とされる個々の資源を記述す
るために⽤いられる。
● ロジスティクス部⾨のコミュニケーション班⻑は、HICS 書式 205A：連絡先⼀覧を
作成し、コミュニケーションに⽤いるリソースを確認し、病院内での使⽤および院内
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外のパートナーとの調整に⽤いる設備とチャンネルを指定する。
● ロジスティクス部⾨の職員健康管理班⻑は HICS 書式 206：スタッフ医療計画を作成
し、必要に応じて、負傷したまたは疾病に罹患した病院職員の医療ケアのための資源
について概説する。

7.5.7 任務の発表
次のステップは、部⾨⻑、担当係⻑、班⻑が、個々の対応⾏動（例：トリアージ、避難、
除染、警備）に応じてスタッフの任務割り当てを決めることである。このステップでは以
下の⽂書が作成・配布される。
● HICS 書式 204：任務⼀覧は、⽴ち上がった各部⾨・係・班における個々の任務割り
当てを記載したものである。
● 企画部⾨⻑または指名された者（資源把握班⻑）は HICS 書式 203：組織・⼈員配置
⼀覧を作成し、指揮本部スタッフと部⾨スタッフ、担当係⻑、⽂書班⻑へ配布する。
次いで企画部⾨⻑はインシデント⾏動計画（IAP）の書式を集める。IAP には少なくとも
以下の⽂書が含まれる。
● HICS 書式 201：インシデント概況
● HICS 書式 202：インシデント⽬標
● HICS 書式 204：任務⼀覧
● HICS 書式 215A：インシデント⾏動計画（IAP）安全分析
この他にも、HICS 書式 200：インシデント⾏動計画（IAP）表紙、HICS 書式 203：組
織・⼈員配置⼀覧、交通計画、インシデント地図、コミュニケーション計画、施設の配管
または設計図、現場安全計画などの、多くの⽂書が、インシデントの複雑性さに応じて追
加される。さらに、病院独⾃の⽂書、例えばプレスリリース、安全データシート（SDS）、
または医療ガイドラインなども、必要に応じて病院により追加される。これらの追加⽂書
の使⽤については HICS 書式 201 インシデント概況と HICS 書式 200：インシデント⾏動
計画（IAP）表紙にとくに⾔及しておくべきである。
本部指揮者は各オペレーション期間の IAP を承認し、企画部⾨が IAP を指揮本部スタッ
フと部⾨スタッフ、担当係⻑、⽂書班⻑へ配布するように指⽰する。この情報はオペレー
ションブリーフィングで発表され、部⾨⻑と HIMT（病院インシデントマネジメントチーム）
は IAP を実⾏する。完成した計画は、本部指揮者の指⽰・認可があれば、渉外責任者を通
じて外部の対応パートナーと共有される。

7.5.8 ⾏動の実⾏
次のステップは⾏動の実⾏である。オペレーション概要説明に引き続き、部⾨等の責任
者はスタッフを集め、承認された IAP を⽤いて、各々の任務の詳細について説明する。ま
た、スタッフに対して、個々の任務を全うし、活動内容を報告するよう指⽰する。
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7.5.9 計画の評価と修正
インシデント⾏動計画（IAP）を⽤いて対応を⾏う⼀⽅で、戦略と戦術の有効性を継続的
に評価する。計画は、継続的に再評価と修正を⾏うべきである。計画の修正は次のオペレ
ーション期間を待たずに実施しても構わない。任務の調整や、追加の係または班の⽴ち上
げ、そして修正された安全計画は、必要に応じて⽂書化し HIMT に配布されるべきである。
部⾨⻑は対応を評価し、指揮本部スタッフおよび部⾨スタッフと情報を共有し、是正⾏動
措置をとる。

7.5.10 次のオペレーション期間に向けた計画
ひとつのオペレーション期間が終了しつつある時に、インシデント⾏動計画（IAP）のプ
ロセスが再び始まる。新たな書式と書類のセットを⽤いて、部⾨内の計画策定活動と、次
のオペレーション期間で継続する活動および⽬標の確認を⽅向づけるために、最新の状況
評価と⽬標の⾒直しで始まる。各職位への要員配置、資源の割り当て、その他の重要な情
報が、この新たなオペレーション期間（および/または次期の HIMT）に向けて策定される
べきである。IAP は次のオペレーション期間で実施すべきことの指針として⽤いられる。

7.5.11 インシデント⾏動計画の共有
インシデント⾏動計画（IAP）を病院内部に伝えるべきである。病院インシデントマネジ
メントチーム（HIMT）全体が戦略的⽅向性と計画を知ることは有益である。加えて、イン
シデントによっては、本部指揮者の指⽰・認可があれば、IAP を他の対応者、パートナー、
外部機関等と外部的に共有することもできる。

7.5.12 撤収と復旧
撤収と復旧は、⽬標が達成され、もはや不要となった資源が解除されて元に戻される（あ
るいは交換される）時点で開始される計画されたプロセスである。撤収の活動は、インシ
デントが始まった時点で、いかにして病院を通常の業務、あるいは“新たな通常の”業務に戻
すかを含んだ計画策定の⼀部とするべきである。撤収活動には以下が含まれる：
● 特定の責務
● 優先事項の解除
● ⼿続きの解除
● チェックリスト
● 業務継続（Continuity of Operations, COOP）計画または事業継続計画
● ⼀般的な情報
撤収の責務を以下に⽰す：
● 実⾏部⾨：インシデントに対して過剰である、または将来的に過剰になりうるオペレ
ーション資源を特定し、撤収班⻑に対しリストを準備する。
● 企画部⾨：撤収活動（例：撤収計画）を策定し実⾏する。撤収班は⽂書作成の調整を
⾏う。
● ロジスティクス部⾨：設備と資材の返却、回収、補充を確実に実施する。
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● 財務・管理部⾨：⽀払請求、時間記録、インシデントのコストを処理する。また、優
先事項の解除を⽀援する。
● 本部指揮者：資源の解除と撤収を承認する。
HICS 書式 221：撤収点検表は、インシデントの撤収の計画策定と対応を⾏う上で有⽤
である。本部指揮者により指名された病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）要員
によって必要事項が記⼊され、撤収班⻑へ送られて撤収計画の中に組み込まれる。その後、
撤収計画は企画部⾨⻑の承認を得て、指揮本部スタッフに配布される。

7.6 インシデント⾏動計画（IAP）に⽤いる書式
インシデント⾏動計画（IAP）を作り上げるために提案されている書式は、Appendix H：
「HICS 書式」に収載されている。HICS 書式はカスタマイズ可能ではあるが、現在のフォ
ーマットは国家事態管理システム（NIMS）の提案内容の要件に準拠している。電⼦版を⽤
いた場合は、イントラネット/インターネット経由で病院指揮本部（HCC）へすぐに送信す
ることが可能であり、必要であれば迅速な修正が可能となる。コンピューターが使⽤でき
ない時のために、印刷版を使えるようにしておくべきである。インシデント⾏動計画に含
まれる基本書式には、以下ものがある：
● HICS 書式 200：インシデント⾏動計画（IAP）表紙
● HICS 書式 201：インシデント概況
● HICS 書式 202：インシデント⽬標
● HICS 書式 204：任務⼀覧
● HICS 書式 215A：インシデント⾏動計画（IAP）安全分析
上記の他に、以下の書式と情報も⽤いられる：
● HICS-インシデント⾏動計画（IAP）簡略版
● HICS 書式 203：組織・⼈員配置⼀覧
● HICS 書式 205A：連絡先⼀覧
● HICS 書式 206：スタッフ医療計画
● HICS 書式 221：撤収点検表
● インシデント地図、病院・敷地の⾒取り図、地図、避難経路、施設配管または設計図
● 交通計画、コミュニケーションプラン、現場安全計画
病院独⾃の⽂書、例えばプレスリリース、安全データシート（SDS）、医療ガイドライ
ン、なども、必要時に病院によって IAP に加えられる。

98

tentative version (July 2016), HICS Japan

8 – CUSTOMIZING HICS

第8章
HICS のカスタマイズ
⽬ 的
● 病院の規模とミッションに合わせた HICS ツールの修正⽅法について説明する。
● どのようにして HICS が、基本的な病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）
に修正を加えるために、国家事態管理システム（NIMS）の原則を⽤いて、状況によ
る特有の需要への⽅向性を⽰すのに使えるかを説明する。

8.1 HICS ツールの作成と修正
HICS ガイドブックに含まれる内容に加えて、病院が HICS を導⼊するのを⽀援するツー
ルが多数作成されている。付録の HICS ツールキットには、病院による個々の⾒直しと修正
を意図した下記のようなツールが含まれている。
● Appendix C：病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）
● Appendix E：シナリオとインシデント計画指針
● Appendix F：インシデント対応指針
● Appendix G：ジョブアクションシート
● Appendix H：HICS 書式
HICS は多くの領域で成果が実証されている標準化されたインシデントマネジメントシ
ステムに基づいている。個々の HICS ツールの⾒直しは、このことを理解したうえで、慎重
によく考えて⾏わなければならない。病院のミッションと資源の状況に合わせた軽微な修
正は許容されるが、⼤幅に変更を試みる場合は注意を要する。⼀般に認められているイン
シデントコマンドシステム（ICS）の原則から⼤きく乖離してしまうと、他の対応パートナ
ーから共通のシステムとして認識されず、⼤規模災害時に不可⽋な（多機関の）調整に悪
影響を及ぼすおそれがある。
カスタマイズの例としては、HICS ツールに病院ロゴの配置した上で印刷すること、電⼦
的なデータ収集のためにカスタマイズした⽂書をイントラネット上の所定の場所に掲⽰す
ること、インシデント対応の際に⽤いる主要な書式にあらかじめ必要事項を⼊⼒しておく
こと、病院内部のジョブアクションシート（JAS）、インシデント計画指針（IPG）、イン
シデント対応指針（IRG）に病院固有の情報を追加すること、などが挙げられる。
追加することが望ましいデータ項⽬（例：コミュニケーションの⼿引き）についても、
項⽬を定めたうえで追加するべきである。カスタマイズしたツールはすべて、病院の緊急
事態管理プログラム責任者と緊急事態管理委員会によって、病院個別の状況を踏まえた妥
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当性の観点から評価を受けるべきである。原則としてツールのタイトル、主要項⽬、⽬的
は、変更するべきではない。
個々の病院および計画策定パートナーが、HICS ツールキットに収載されている内容を超
えて IPG と IRG を策定することもあり得る。たとえば、病院の年次のハザード脆弱性分析
（HVA）の結果、計画指針または対応指針が未策定の脅威が確認される場合がある。これ
には、鉄道や⾶⾏機の事故から害⾍のまん延や⽕⼭の噴⽕に⾄るまで、様々な事例がある。

8.1.1 インシデント計画指針（IPG）の作成
インシデント計画指針（IPG）は、緊急事態管理プログラム責任者、緊急事態管理委員会、
または地⽅の計画策定パートナーが、病院が対応と復旧に備えつつある時にその脅威によ
る影響を軽減できるよう、その病院固有の戦略と⾏動を特定するため使⽤することを想定
してデザインされている。IPG には、被害軽減・事前準備・対応・復旧の緊急事態管理の 4
つのフェーズがすべて含まれている。次項以下では、IPG を作成するための⾏動、戦略、
および任務を特定するための指針を⽰す。
被害軽減
構造物および業務（オペレーション）全体への脅威に関しては、構造的被害軽減と⾮構
造的被害軽減の 2 種類を考慮するべきである。
構造的被害軽減とは、破損により傷害の原因となり得るような建造物の⼀部を補強、筋
かいによる補強、鋲による固定、ボルト⽀保、強化、または交換することであり、下記が
含まれる。
● 外壁（例：⻯巻やハリケーンに備えた耐⾵設計）
● 外扉（例：⼭⽕事や都市⽕災に備えた不燃材）
● 外窓（例：⻯巻やハリケーンに備えた窓のシャッター）
● 基礎（例：地震に備えた施設の筋かいによる補強、鋲による固定、またはボルト⽀保）
● 外柱／壁柱／張り出し部（例：鉄柱、またはコンクリート柱）
● 屋根（例：⼭⽕事や都市⽕災に備えた不燃材）
⾮構造的被害軽減とは、建造物の物品類、院内の設備系、内装ガラス、および装飾建築
壁や天井といった⾮構造的要素の破損や故障をもたらす、インシデントの影響による安全
性への脅威を軽減することを指す。⾮構造的被害軽減には、下記が含まれる。
● 改造 – ⾮構造的物品を固定する様々な⽅法。改造法として、筋交い、固定、係留（鎖
や紐）、ボルト⽀保、留⾦固定が挙げられる
● 交換 – ハザードに耐性のある新しい物品への交換
● 移動 – 危険な場所から危険のない場所へ物品を移動させる（例：洪⽔の危険性があ
る病院地下室から予備の発電機や交換機を移動させる）
● コミュニケーション（例：遠隔通信システム）
● 業務上不可⽋な主要システム・要素（例：コンピューターシステム、患者アラーム、
患者呼出システム）
● 緊急発電装置・上・下⽔、暖房・換気・空調（heating, ventilation, and air-conditioning,
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HVAC）
● 防⽕および⽕災検知システム – ⽕災⽤スプリンクラーと配管、緊急⽤貯⽔タンクま
たは貯⽔槽、アラーム
● 医療設備 – 診断設備（X 線、CT、MRI、超⾳波装置など）、⼈⼯呼吸器、モニター、
医薬品・⾎液保存⽤の冷蔵装置
● 危険物（HazMat）– 棚に固定した化学物質、固定した収納ラックに保管した容器、
または⾼く積み上げる場合も固定した上で保管した容器、可撓接続の燃料タンク、コ
ンクリート基礎または厚板に脚を固定した燃料タンク
● 警備⽬標の強化（例：閉回路テレビ（CCTV）またはビデオカメラ、キーカードアク
セス、オートロックの設置）
● 業務遂⾏（オペレーション）に⼗分な補給を確保するための余剰設備の購⼊
● ハザードまたはイベントからの影響を軽減するための特殊資材、設備、要員、医薬品
へのアクセス
事前準備
事前準備とは、所定のインシデントへの対応に備えるための対策のことである。IPG の
事前準備の項を作成するにあたって考慮すべき事項を以下に⽰す。
● 現⾏計画の⽴場
● メンテナンス・教育・試験・訓練の頻度
● 事業継続計画
● 保険および償還計画
● 重要な物資およびサービスの代替⼊⼿先の利⽤可能性
● 内外の情報から組織内本部の初期対応までの時間
● 現⾏対応能⼒の範囲
● 対応および成功した対応についての歴史的評価
● 準備・被害軽減する時間（イベント別に推定してもよい）
● 特定のハザードまたはイベントに際して、コミュニティを⽀援するための病院のミッ
ション
内部資源の評価：
● 現場における余剰物資の数量と種類
● スタッフの稼働可能性および増員対応能⼒
● 臨床業務および事業継続を可能にする代替治療施設（ACS）
● バックアップのシステム・コンポーネントの可⽤性
● ハザードまたはイベントによる直接的な影響に対する資源の耐久性
外部資源の可⽤性：
● 企業ヘルスケアシステム内の連携
● コミュニティのパートナー・他の保健医療機関との協定
● 州および地⽅当局との調整
● 地域の保健医療機関との調整
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● コミュニティの資源
● 臨床業務および事業継続を可能にする代替治療拠点（ACS）
● 病院⽀援のための現⾏の了解覚書
● ボランティアの調整
対応
IPG の緊急対応の項では、所定のインシデントに対応するうえで病院が実施するすべて
の活動について考慮する。これらの活動は、緊急事態発⽣時に発動される戦略と⾏動を考
慮して策定される。そのイベントや、また、現⾏対応能⼒や医療需要急増への対応能⼒を
含む、そのイベントに対応する病院のミッションに特有の質問を策定しておくべきである。
⻑期オペレーションとシステムの復旧
IPG の⻑期オペレーションの項およびシステム復旧の項を作成する際は、病院の業務が
完全復旧するために必要なすべての活動について考慮する。短期的な⾏動は被害状況を評
価し、重要な⽣命維持機能を最低限実施できる状況まで復旧させることである。⻑期的な
⾏動は、病院のすべての業務を平常レベル、あるいはより改善した状態まで復旧させるこ
とに焦点をあてる。

8.1.2 インシデント対応指針（IRG）の作成
インシデント対応指針（IRG）は、インシデントに対する病院の対応を扱ったものである。
IRG は、インシデント対応中の任意の時点で実施するべき活動の概要を本部指揮者に提供
する⽂書である。IRG は、所定の対応において実施される可能性がもっとも⾼い活動を扱
うべきものであり、すべての活動を網羅するものと意図されていない。病院は、病院固有
の対応能⼒に応じて IRG をカスタマイズするとともに、病院インシデントマネジメントチ
ーム（HIMT）が⾏うべき具体的⾏動を⽰さなければならない。
ミッションステートメント
ミッションステートメントは、インシデント対応の全体的な⽬的を⽰したものである。
ミッションステートメントは、幅広く包括的なものであり、たとえば、⾏⽅不明者発⽣と
いうインシデント対応のミッションステートメントは、「病院から⾏⽅不明になった、ま
たは誘拐された者（乳幼児、⼩児、成⼈に関わらず）を捜し出し、連れ戻すプロセスを管
理すること」である。
インシデント⽬標
インシデント⽬標は、資源管理の 1 つ以上の適切な戦略と、戦術的な⽅向性を選択する
のに必要とされる、指針および⽅向性を述べたものである、ミッションステートメントの
達成を成功させるためには、これらのインシデント⽬標が叶えられなければならない。⽬
標管理（MBO）は、5 段階のプロセス（⽬標の設定、資源の割り当て、計画・⼿続き・プ
ロトコルの策定、進捗状況のモニタリング・必要に応じた⽬標の修正）からなるマネジメ
ントアプローチである。インシデント⽬標は、⽐較的幅広いものであり、かつ、⽬標達成
のために直接適⽤できるものでなければならない。インシデント⾏動計画（IAP）を策定す
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る際、本部指揮者は、ここで挙げたインシデント⽬標をイベントにおける包括的な⽬標と
して⽤いることもできる。
たとえば、⾏⽅不明者発⽣のインシデントを例にとってみると、インシデント⽬標は以
下のように設定される。
● 捜索の⼿続きを開始する⼀⽅で、患者・スタッフ・訪問者の安全を確保する
● ⾏⽅不明者への対応および確保に関して警察当局と連携する
● 患者、スタッフ、およびその家族に対して⾏動保健（メンタルヘルス）サービスを提
供する
対応指針
指針は 4 つの対応期間と資料のセクションで構成される。
● 緊急対応（0〜2 時間）
● 中期的対応（2〜12 時間）
● ⻑期的対応（12 時間以降）
● 撤収・システム復旧
● ⽂書とツール
各期間は任意に設定されたものであり、本章で後述する通り、インシデントの範囲と複
雑さにより変動しうる。しかし⼀貫性を保つために、各期間は、指揮本部、実⾏、企画、
ロジスティックス、財務・管理の各部⾨（場合によっては、財務・管理部⾨は、対応の⼀
定期間、⽴ち上げを要さないこともある）と、当該期間中に各部⾨が実施するべき対応策
とを含む表形式で構築されている。指揮本部はさらに、それぞれの指揮本部スタッフ責任
者（広報責任者、渉外責任者、安全責任者、および場合により技術専⾨家）に細分される。
必要に応じて、インシデント計画指針（IPG）で議論された項⽬は、⽣じうる他の懸念事項
や対応上の問題とともに、IRG の本部スタッフの部分で扱われる。IRG では、部⾨名を⾊
分けすることにより、部⾨がより識別しやすくなっている。さらに IRG は⽂書記録のツー
ルとしても使⽤できるように、⾏動完了時刻と実施者のイニシャルの記録欄が設けられて
いる。
各部⾨内の⾏動は、下位の係や班に割り当てられる。係や班がまだ⽴ち上がっていない
場合は、部⾨⻑が任務実⾏の責任を負うことを忘れないでほしい。
対応期間とは、インシデント発⽣の時点からの期間のことであり、対応活動の基準とな
る時間的枠組みが⽰される。オペレーション期間とはインシデントオペレーション中の指
定された期間であり、組織的な戦略と戦術が、通常は 24 時間を超えることはないその期間
に固有の⽬標に沿って実施され、それらは、IAP に反映される。
● 緊急対応とは、インシデント発⽣時に相当する（通常はインシデント発⽣から 0〜2
時間であるが、この時間枠は変動する場合もある）。これは対応の準備が開始される
期間であり、何を実施する必要があるのか、そしてなぜそれが必要なのかを思い起こ
すことが重要である。

tentative version (July 2016), HICS Japan

103

8 – CUSTOMIZING HICS
● 中期的対応とは、インシデントの中間点に相当する（通常はインシデント発⽣から 2
〜12 時間であるが、この時間枠は変動する場合もある）。これは対応が進⾏中の期
間であるが、対処するべきさらなる問題が常に存在する。
● ⻑期的対応とは、インシデントの終息が近づいてきた時点における対応に相当する
（通常はインシデント発⽣から 12 時間以上経過した後であるが、この時間枠は変動
する場合もある）。この期間は、対応が適切に実施されているかを確認するとともに、
撤収およびシステム復旧の企画に当てられる。
● 撤収およびシステム復旧とは、インシデント対応を終了し、組織を通常業務に復する
ための⾏動のことである。この⾏動には、対応スタッフから報告を受けることや対応
⽂書を編集することなどが含まれる。
⽂書とツール
IRG の⽂書とツールの項には、病院のインシデント対応を⽀援する計画、⽂書、HICS 書
式、およびその他のツール（例：病院および構内の地図、設計図、間取図）がリスト化さ
れている。
病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の⽴ち上げ
⽴ち上げ職位表には、オペレーション期間中に⽴ち上げを考慮するべき、推奨される病
院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の職位が⽰されている。部⾨の識別をしやす
くするため、各部⾨は⾊づけしてある。
⾊付けされ「X」印のついた箇所は、当該対応期間に⽴ち上げられる可能性のある職位を
⽰している。どの職位を⽴ち上げるかは、インシデントの範囲、具体的なコミュニティや
組織のニーズ、そしてインシデントへの効果的な対応と復旧に利⽤可能な具体的な資源に
よって判断される。実際に⽴ち上がった職位が表に⽰した推奨例と⼀致しないこともある
かもしれない。しかし、いかなる病院対応においても、推奨例とほぼ同じ体制がとられる
べきである。本部指揮者は、⽬標が達成され次第、どの職位でも解除することができる。

8.1.3 HICS 書式のカスタマイズ
Appendix H「HICS 書式」に掲載されている各書式は Microsoft Word および Adobe の
形式で利⽤可能にされており、個々の組織でカスタマイズできるようになっている。主に
下記の 2 種類がある。
● 連邦緊急事態管理庁（FEMA）の ICS 書式は、保健医療分野での使⽤にあわせて修正
されている。
● 病院で使⽤する特別な書式も作成され、HICS に合うように改変されている。
病院のミッションと資源に合わせてさらに修正することは可能である。ただし、原則と
して HICS 書式のタイトル、主要部分および⽬的を変更するべきではない。病院名は付け加
えるべきである。さらに、希望する追加のデータ項⽬も書式に追加できる。HICS 書式のカ
スタマイズ例としては、資料に病院ロゴを配置したうえで配布することや、電⼦的なデー
タ収集のためにイントラネット上の所定の場所に⽂書を掲⽰するといった使⽤⽅法のカス
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タマイズが挙げられる。

8.1.4 ジョブアクションシート（JAS）のカスタマイズ
ジョブアクションシート（JAS）は、フルスケールの病院インシデントマネジメントチー
ム（HIMT）組織図上の各職位（必要な時のみ⽴ち上げられる）に対して作成されたもので
ある（Appendix G「ジョブアクションシート」参照）。JAS には、各職位の任務とされる
タスク、および検討すべき重要⾏動のリストが、時間軸に沿って区分されて記載されてい
る。JAS は、複数のオペレーション期間や複数の⼈員配置にわたって、連続的に編集され
ている。訓練、トレーニング、そして実際のイベントのすべてにおいて、JAS を利⽤する
ことは有益である。事後のフェーズでは、JAS の⾒直しと改善および事後報告書の準備の
ための⼿段として、JAS を記載の完了時刻や書式に記録された追加情報、実施されなかっ
た⾏動について⾒直しを⾏うこともできる。たとえば、緊急対応期に実施すべきものとし
て挙げられたタスクが⻑期対応期まで実施されなかった場合は、その原因を究明し、JAS
の改訂、および/または JAS 利⽤者への教育が⾏われるべきである。イベント後の⾒直しの
間に、JAS に記録されたあらゆる追加情報を、改訂項⽬に含めることを検討する（例：JAS
には掲載されていないが、病院に特有のタスクなど）。
JAS のその他の部分と同じように、ツールのリストも病院で⾒直し、カスタマイズする
べきである。JAS と⼀緒に配布される病院独⾃のツール（例、ノートパソコン、ノート、
ボイスレコーダー等）もリスト化し、記載するべきである。
HICS の JAS に基づいた、ポケットサイズで耐久性のある現場オペレーション指針（FOG）
を使⽤している病院もある。この JAS 要約版には、職位の称号とミッション、職位の上下
関係、そして、緊急事態管理の 4 つのフェーズ（被害軽減、事前準備、対応、復旧）に対
応した重要⾏動と記録が盛り込まれている。このポケットサイズの指針はフルサイズの JAS
に代わるものではないが、訓練、トレーニング、実際のイベントにおいて病院インシデン
トマネジメントチーム（HIMT）の特定の職位を適⽤する際の簡易参照指針として活⽤でき
る。

8.2 特有の対応ニーズに応えるために HICS を柔軟に改変する
病院インシデントコマンドシステム（HICS）は国家事態管理システム（NIMS）の基盤
である柔軟性、拡張性、および適応性を取り⼊れている。そのため、ミッションや規模に
かかわらず、すべての病院は、前章までに概説した基本構成を採⽤し、またそれらの病院
の特有の状況に応えるために修正を加えることができる。病院が直⾯する可能性のある、
病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の基本構成の変更が必要となる状況の例を
以下に記す。NIMS の⽅式を借⽤し、必要に応じて HIMT の基本構成に修正を加えて HICS
をうまく活⽤することで、特有の状況のニーズに応じた⽅針が⽰される。変更が許容され
る範囲外の他の対応状況の場合と同様に、提⽰された状況に対応する HIMT 構成には別の
考え⽅も存在しうる。なんらかの修正を⾏う際には、標準的なインシデントコマンドシス
テム（ICS）の職位名と上下関係の構造を遵守することが重要である。各病院はインシデン
トに対する事前の計画策定の⼀環として、病院に遭遇する可能性の⾼い予定されたイベン
トや対応を要するインシデントにおいてもっとも必要となる HIMT の職位を決めておく必
要がある。またそれらの職位に割り当てられたスタッフが研修を積み、うまく対応できる
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ように態勢を整えておかなくてはならない。

8.2.1 介護施設におけるインシデントコマンドシステム（NHICS）
カリフォルニア州医療施設協会（CAHF）と⽶国ヘルスケア協会は、フロリダ州ヘルスケ
ア協会のこれまでの取り組みに基づき、改訂版介護施設インシデントコマンドシステム
（NHICS）を導⼊した。NHICS モデルは、病院インシデントコマンドシステム（HICS）
の構造を活⽤している。
NHICS のガイダンスは、スタッフの規模や⼊所者数にかかわらず、インシデント対応と
復旧には限られた資源しか利⽤できないという実状を考慮して開発された。対応と協⼒の
標準化をさらに推進するために、その他の NHICS ツールも、既存の HICS のなかで利⽤で
きるツールをベースにして作成され、カスタマイズされた。このようにして作成されたツ
ールには、インシデント計画指針（IPGs）やインシデント対応指針（IRGs）、およびイン
シデント⾏動計画やその他の対応・復旧活動に使⽤できる⽂書の書式などがある。介護施
設は、NHICS の資料をすべて⾒直し、施設のミッションと対応能⼒を責任をもって説明す
るのに適したようにカスタマイズし、施設のミッションと対応能⼒に最も適した HICS の資
料を利⽤するべきである。（Appendix Ⅰ：「リソースと参考資料：介護施設におけるイ
ンシデントコマンドシステム」を参照」

8.2.2 移動式野外病院（Mobile Field Hospitals, MFH）と代替診療場所（Alternate
Care Sites, ACS）
近年、多くの州およびコミュニティでは、移動式野外病院（MFH）や代替診療場所（ACS）
の設置に関する問題の⾒直しが⾏われている。保健医療がわずかあるいは皆無に激減した
コミュニティに事前に医療設備を整備したトレーラーを配備する場合も、外傷や病気の患
者の診療を⾏うべく、対応しきれなくなった病院に隣接するオフィスビルを使⽤する場合
も、これらの代替の診療提供モデルではインシデントコマンドシステムを使⽤して運営さ
れねばならない。
病院インシデントコマンドシステム（HICS）は、病院に対して⾏うのと同様に、これら
の施設のニーズに⾒合うように修正することができる。 もし施設が独⽴した場所で運営さ
れるのならば、病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の配備計画はまず本部指揮
者で始まり、その後、適切に簡略化した HIMT の体制を構築するべきである。安全責任者
や実⾏部⾨⻑、ロジスティックス部⾨⻑、企画部⾨⻑といった職位は重要であるため、適
任者がいればできるだけ早い段階で担当に指名するべきである。各部⾨⻑の指揮下に係や
班がどのように設置されるかは（部⾨⻑が指名されている場合。部⾨⻑が不在の場合は、
本部指揮者の指揮下に設置される）、その施設のミッションと配属可能な職員との対応で
決めるべきである。⼀時的な施設が別の病院と密接に連携している場合は、サポートを受
ける施設の HIMT の任務は渉外責任者や広報責任者（PIO）、財務・管理責任者といったそ
の他の業務に向けることができる。

8.2.3 過酷な状況での HICS の使⽤
過去数年にわたり、病院およびその他の緊急対応パートナーは、インフルエンザのパン
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デミックから簡易核兵器の爆発に⾄るまで、医療資源を上回る規模の死傷者の発⽣につな
がる⼤規模なインシデントに関連する問題の対処⽅法を検討してきた。⽶国医学研究所
（IOM）やその他の公的および⺠間の組織も、緊急事態の計画策定担当者が重⼤な問題を
特定するのを⼿助けする指針を公表し、実施される可能性のある⾏動ステップの概要を⽰
してきた。
過酷な状況では、病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）は、患者のケアに影響
を及ぼす医学的な問題と⾮医学的な問題の双⽅に直⾯することになる。
⾮医学的な問題の例としては、法的配慮、⽣命倫理的配慮、および資源管理（配分、設
備と資材の取得と追跡、情報技術・情報システム（IT/IS）の増補、コミュニケーションな
ど）が含まれる。これらの問題に対処するために、病院は理想的には、必要なときに具体
的な助⾔をし、指導や援助を⾏える、問題となっている事柄に関する専⾨家（例：医療・
技術専⾨家：医療倫理、リスクマネジメント、法律問題、その他）を確保しておくことが
望ましい。このような専⾨家は、すでにスタッフとして雇⽤されている場合もあれば、コ
ンサルタントとしてインシデント発⽣前の契約で確保されており、有事の際に直接本⼈も
しくはインターネット等を通じて⽀援が得られることもある。資源管理問題に対処するた
め HIMT の構成を変更する例としては、ロジスティクス部⾨を、増⼤した作業負荷を管理
するために現存の係や班への要員を増やすことや特定の物品管理をサポートするために係
や班を増設することにより体制強化を図る必要がある場合がある。これには、⼈⼯呼吸器
（⼈⼯呼吸器班⻑）や職員⽤医薬品（職員⽤医薬品班⻑）などの資源の管理 、もしくは屋
内退避に必要な物資の配布を調整（屋内退避班⻑）することなどが含まれる。
起こり得る医学的な問題が、医療スタッフの配置、診療管理プロトコルの作成または改
訂、病床数拡充の計画策定、あるいは⼈⼯呼吸器の配置管理といった特殊なニーズに対処
するために、標準的な HIMT の役職の修正を必要とする場合もある。これらの変更は、実
⾏部⾨内の職位が追加されたり変更されたりすることの可能性がもっとも⾼い。例として、
重症患者管理トリアージ責任者や遠隔医療担当係⻑または班⻑、といった職位がある。企
画部⾨と財務・管理部⾨がその責務を確実に遂⾏し、また、実⾏部⾨とロジスティクス部
⾨の⽀援のニーズに歩調を合わせられるように、企画部⾨や財務・管理部⾨に要員を追加
することが必要になるかもしれない。
⾮常に多くの傷病者が殺到する状況に向けての計画策定には、なんらかの不⾜が⽣じる
可能性について、できる限り包括的に対処することを含めるべきであり。またこれらの問
題に対処するために配置される可能性のある HIMT の改訂（拡⼤または縮⼩）についても
その概要を⽰すべきである。事前の計画策定の際には、新たに設置される職位すべてに対
して、インシデント対応指針（IRGs）を作成し、ジョブアクションシート（JAS）と職位
識別証（例：コマンドベストなど）を準備することを含めるべきである。これらの要員を
可能な限り効率的に活⽤できるように作業スケジュールを導⼊することも重要となる。

8.2.4 危険物（HazMat）対応
病院もしくは保健医療システムが HIMT の基本構成を変更する可能性がある事例として、
危険物（HazMat）インシデントへの対応も挙げられる。
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危険物担当係は、実⾏部⾨の⼀部に留まってはいるが、オペレーションの個別の状況に
対処するために、危険物担当係は独⾃に組織を修正できる。例えば、施設関係（現場のオ
ペレーションの準備・維持、個⼈防護具（PPE）の着脱、および医学的サーベイランス）、
除染（トリアージ、患者の脱⾐、洗浄、患者搬送など）、および迅速調査チームと除染チ
ームの復帰⽀援担当の班⻑を危険物担当係⻑のもとに配置することができる。他の場合と
同様に、危険物担当係の構成にあたっては、安全性の必要性、指揮の役割を果たす訓練さ
れた要員に対して除染を実施するのに必要な訓練された要員の確保の状況、および対応の
持続期間を考慮するべきである。

8.2.5 ⼤規模災害における⾏動保健（メンタルヘルス）対応
病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の基本構成に変更が加えられるもう１つ
の重⼤な状況は病院がしっかりとした⾏動保健（メンタルヘルス）対応を準備しつつある
ようなインシデントの場合である。このような場合、必要ならば、標準的な精神衛⽣班に
代わって、実⾏部⾨の下に精神衛⽣担当係⻑が統括する精神衛⽣担当係を設置することが
できる。この担当係のもとに、⼊院患者、外来患者、そして職員のメンタルヘルスニーズ
に対処するための各班⻑が配属される。これらの領域で直接ケアにあたる⼈達は、パスト
ラルケア・スピリチュアルケア（牧師等による精神的、霊的ケア）、精神科または⼼理学
科からのスタッフ、あるいは⽀援を依頼した外部の医療専⾨家などである。HIMT の他の役
職と同様、メンタルヘルス担当の責任者やリーダーに対しては、ジョブアクションシート
（JAS）を⽤意し、任務遂⾏のためのトレーニングを⾏う。
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第9章
時間外および⼩規模・地⽅病院における
HICS の導⼊
⽬ 的
● 時間外または⼩規模・地⽅病院に、いかにして効率的に病院インシデントマネジメン
トチーム（HIMT）の職位にスタッフを配置できるかを説明する。

9.1 時間外および⼩規模・地⽅病院における HICS の導⼊
⼤規模病院で有⽤とされるのと同様の病院インシデントコマンドシステムの原理は、⼩
規模病院に対してもあてはまる。加えて、あらゆる規模の病院は、時間外や休⽇、週末に
発⽣した危機に対して HICS を適⽤できなければならない。
⼩規模病院で HICS を使⽤することは有益であると考えられるが、⼩規模病院が必要とし
た形で適応するのが困難であったとする⼈もいる。同じ問題は夜間や週末、休⽇に稼働し
ているすべての病院にも当てはまる。HICS を成功裡に適⽤することは、ある程度、個々の
状況で必要とされる病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）の職位を⽴ち上げるこ
とによってのみ決まる。⼩規模病院では、病院インシデントコマンドシステムを適⽤する
ためにいくつかの役割を⼀つのジョブアクションシート（JAS）にまとめることが必要とな
る。例えば、地域の拠点病院（Critical Access Hospital）のスタッフは⽇常的に多数の業
務を⾏っている。緊急時には、少なくとも初動の段階では、同じスタッフが複数の HIMT
の職位を担当する必要があるであろう。夜間や週末、休⽇では、おそらく中規模病院や⼤
規模病院でも同様の⽅法で HIMT を⽴ち上げ始めなければならないであろう。
職位によっては⽐較的容易に兼務が可能なものもある。たとえば、本部指揮者が広報責
任者（PIO）、さらには渉外責任者の役割を兼務するというケースは少なからずみられる。
しかし、安全責任者や医療・技術専⾨家などの職位は、どうしても必要な場合を除いて、
他の職務と兼務するべきでない。

9.1.1 HIMT の職位を兼務するための効果的なアプローチ
いくつかの地域病院では、基本の使⽤のため、または時間外で HICS を使⽤するために、
以下の修正⼿順が⾏われてきた。
⒈ 病院インシデントマネジメントチーム（HIMT）組織図から病院対応に必須の職位を
特定する。この作業は、ハザード脆弱性分析（HVA）の結果と HIMT に動員可能な潜
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在的要員に照らして⾏われるべきである。
⒉ HICS の構造と⽬的を維持しつつ、新たな兼務ジョブアクションシート（JAS）を作成
する。その際に、要員不⾜により直ちに⽴ち上げることができない可能性が⾼い職位
の重要な⾏動を確認する。
⒊ 適切な指揮者、部⾨⻑、係⻑の JAS に優先度の⾼い任務を追加し、限られた資源のな
かであっても実施するべき重要な⾏動を促す「融合型」JAS を作成する。ひとたび適
任者が病院指揮本部（HCC）に到着し始めたら、イベントの特性にも依るが、HIMT
を拡⼤するには、これらの重要な⾏動に関連する職位が先ず⽴ち上げられるべきであ
る。
4. 融合型 JAS に本来の HIMT の JAS を付加する。これにより、資源と時間次第で、HIMT
を容易に拡⼤することができるようになる。たとえば、以下に⽰す本部指揮者の融合
型 JAS のサンプルの⾏動リストには、指揮本部スタッフの 3 つの職位の追加任務が含
まれている。これら３つの職位が通常担当する優先度の⾼い緊急の任務についても、
改訂版の本部指揮者の融合型 JAS に加えられている。これにより、本部指揮者は、彼
らが必要な情報を記載する必要がある、⾃⾝や他の指揮本部スタッフに通常期待され
る⾏動と、追加の優先任務のついた JAS を⼿にすることになる。
時間外および⼩規模・地⽅病院に状況に適した形に HICS を修正する場合は、HIMT の職
務の配属可能性を考慮しつつ、インシデントのニーズに合わせて拡⼤あるいは簡略化する。
HICS のシステム全体と同様に、必ず⽴ち上げられる唯⼀の職位は本部指揮者であり、他の
すべての職位は必要性と配属可能な要員の有無に応じて⽴ち上げられる。
フルスケールのシステムと同様に、時間外・⼩規模・地⽅病院のシステムでのアプロー
チにおいても、各職位は JAS に記載された必要なツールを常時利⽤できるようにしておく。
融合型職位の役割と責務、および、特定のツールの適切な使⽤の両⽅について、トレー
ニングを⾏うべきである。
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ジョブアクションシート（JAS）の例

INCIDENT COMMANDER
(BLENDED WITH PUBLIC INFORMATION OFFICER, LIAISON OFFICER, AND SAFETY OFFICER)
Mission:

Organize and direct the Hospital Command Center (HCC). Give overall strategic direction for
hospital incident management and support activities, including emergency response and
recovery. Approve the Incident Action Plan (IAP) for each operational period.
ESSENTIAL POSITION

Position Reports to: Executive Administration
Position Contact Information: Phone:

Command Location:
(

Hospital Command Center (HCC): Phone:

)
(

Position Assigned to:

Date:

Signature:

Initials:

Position Assigned to:

Date:

Signature:

Initials:

Position Assigned to:

Date:

Signature:

Initials:

- Radio Channel:
)

- Fax:
/

/

(

)

-

Start: ____:____ hrs.
End: ____:____ hrs.

/

/

Start: ____:____ hrs.
End: ____:____ hrs.

/

/

Start: ____:____ hrs.
End: ____:____ hrs.

Immediate Response (0 – 2 hours)

Time

Initial

Receive appointment
 Gather intelligence, information and likely impact from the sources providing event
notification
 Assume role of Incident Commander and activate the Hospital Command Center
(HCC)
 Review this Job Action Sheet
 Put on position identification (e.g., position vest)
 Notify your usual supervisor and the Hospital Chief Executive Officer (CEO) of the
incident, activation of HICS, and your assignment
Assess the operational situation
 Activate the Hospital Emergency Operations Plan (EOP) and applicable Incident
Specific Plans or Annexes
 Brief Command Staff, as activated, on objectives and issues, including:
o
Size and complexity of the incident
o
Expectations
o
Involvement of outside agencies, stakeholders, and organizations
o
The situation, incident activities, and any special concerns
 Seek feedback and further information
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Determine the incident objectives, tactics, and assignments
 Determine incident objectives for the operational period
 Determine which Command Staff and Section Chiefs need to be activated,
assigning multiple roles to available personnel if required:
o Safety Officer
o Liaison Officer
o Public Information Officer
 For any Command Staff positions not activated, complete the priorities
summarized in the blue-shaded area below
 Determine the impact on affected departments and gather additional information
from the Liaison Officer
 Appoint a Planning Section Chief to develop an Incident Action Plan (IAP)
 Appoint an Operations Section Chief to provide support and direction to affected
areas
 Appoint a Logistics Section Chief to provide support and direction to affected
areas
 Appoint a Finance Section Chief to provide support and direction to affected areas
 Determine the need for, and appropriately appoint or ensure appointment of
Medical-Technical Specialists
 Make assignments and distribute corresponding Job Action Sheets and position
identification
 Ensure hospital and key staff are notified of the activation of the Hospital
Command Center (HCC)
 Identify the operational period and any planned Hospital Incident Management
Team (HIMT) staff shift changes
 Conduct a meeting with HIMT staff to receive status reports from Section Chiefs and
Command Staff to determine appropriate response and recovery levels, then set the
time for the next briefing
Activities
 Ensure all activated positions are documented in the IAP and on status boards
 Obtain current patient census and status from the Planning Section Chief
 Determine the need to activate surge plans based on current patient status and
injury projections
 If additional beds are needed, authorize a patient prioritization assessment for the
purposes of designating appropriate early discharge
 If applicable, receive an initial hospital damage survey report from the Operations
Section Infrastructure Branch and evaluate the need for evacuation
Documentation
 Incident Action Plan (IAP) Quick Start
 HICS 200: Consider whether to use the Incident Action plan (IAP) Cover Sheet
 HICS 201: Initiate the Incident Briefing Form
 HICS 204: Assign or complete the Assignment List as appropriate
 HICS 207: Assign or complete the HIMT Chart for assigned positions to be
displayed
 HICS 213: Document all communications on a General Message Form
 HICS 214: Document all key activities, actions, and decisions in an Activity Log on a
continual basis
 HICS 252: Distribute the Section Personnel Time Sheet to Command and
Medical-Technical Specialist Staff and ensure time is recorded appropriately
Resources
 Assign one or more clerical personnel from current staffing or make a request for
staff to the Logistics Section Chief, if activated, to function as Hospital Command
Center (HCC) recorders
Communication
Hospital to complete: Insert communications technology, instructions for use and
protocols for interface with external partners
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Safety and security
 Ensure that appropriate safety measures and risk reduction activities are initiated
 Ensure that HICS 215A – Incident Action Plan Safety Analysis is completed and
distributed
 Ensure that a hospital damage survey is completed if the incident warrants
Priority Tasks from Reporting Positions Job Action Sheets
Public Information Officer:
 Establish a designated media staging and media briefing area located away from the
Hospital Command Center (HCC) and patient care activity areas, coordinating with
the Safety Officer and Operations Section Security Branch Director as needed
 Inform on site media of the physical areas to which they have access and those that
are restricted
 Contact external Public Information Officers (PIOs) from community and
governmental agencies to ascertain and collaborate on public information and
media messages being developed by those entities and ensure consistent and
collaborative messages from all entities
 Consider assigning a public relations staff member to the Joint Information
Center (JIC), if activated
 Monitor, or assign personnel to monitor and report to you, incident and response
information from sources such as the internet, radio, television, and newspapers
 Develop public information and media messages for release to the news media and
the public
 Provide critical information through signage, TV messaging, and emails to hospital
personnel, visitors, and media as needed
Liaison Officer:
 Obtain initial status and information from the Planning Section Chief to provide
surge capacity status; provide an update to external stakeholders and agencies
 Establish communication for information sharing with other hospitals and local
agencies (e.g., emergency medical services, fire, law, public health, and emergency
management)
 Respond to information and or resource inquiries from other hospitals and
response agencies and organizations
 Provide information on local hospitals, community response activities, and Liaison
goals to the Incident Action Plan (IAP)
 Report to appropriate authorities the following minimum data on HICS 259: Hospital
Casualty/Fatality Report:
o
Number of casualties received and types of injuries treated
o
Current patient capacity and census
o
Number of patients admitted, discharged home, or transferred to other hospitals
o
Number deceased
o
Individual casualty data: name or physical description, sex, age, address,
seriousness of injury or condition
Safety Officer:
 Determine safety risks of the incident and response activities to patients, hospital
personnel, and visitors as well as to the hospital and the environment
 Advise the Hospital Incident Management Team (HIMT) of any unsafe conditions
and corrective recommendations
 Evaluate the building or incident hazards and identify vulnerabilities
 Specify the type and level of personal protective equipment (PPE) to be used by
hospital personnel to ensure their protection, based on the incident or hazard
 Post non-entry signage around unsafe or restricted areas, as needed
 Attend all briefings and Incident Action Plan (IAP) meetings to gather and share
incident and hospital safety requirements
 Monitor operational safety of decontamination operations, if applicable
 Ensure that safety team members, if assigned, identify and report all hazards and
unsafe conditions
 Assess hospital operations and practices of staff; terminate and report any unsafe
operation or practice; recommend corrective actions to ensure safe service delivery
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Intermediate Response (2 – 12 hours)

Time

Activities
 Transfer the Incident Commander role, if appropriate
o Conduct a transition meeting to brief your replacement on the current situation,
response actions, available resources and the role of external agencies in support
of the hospital
o Address any health, medical, or safety concerns
o Address political sensitivities, when appropriate
o Instruct your replacement to complete the appropriate documentation and
ensure that appropriate personnel are briefed on response issues and objectives
(see HICS Forms 203, 204, 214, and 215A)
 Schedule regular briefings with Hospital Incident Management Team (HIMT) staff to
identify and plan to:
o Ensure a patient tracking system is established and linked with appropriate
outside agencies and the local Emergency Operations Center (EOC)
o Develop, review, and revise the Incident Action Plan (IAP), or its elements, as
needed
o Approve the IAP revisions if developed by the Planning Section Chief, then ensure
that the approved plan is communicated to HIMT staff
o Ensure that safety measures and risk reduction activities are ongoing and
re-evaluate if necessary
 Consider deploying a Public Information Officer to the local Joint Information Center
(JIC), if applicable
Documentation
 HICS 204: Document assignments and operational period objectives on
Assignment List
 HICS 213: Document all communications on a General Message Form
 HICS 214: Document actions, decisions, and information received on Activity Log
 HICS 215A: Complete the Incident Action Plan (IAP) Safety Analysis; document
identified safety issues, mitigation strategies and assignments
 HICS 259: Report data from the Hospital Casualty/Fatality Report
Resources
 Authorize resources as needed or requested by Command Staff or Section Chiefs
Communication
Hospital to complete: Insert communications technology, instructions for use and
protocols for interface with external partners
Safety and security
 Ensure that patient and personnel safety measures and risk reduction actions are
followed
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Extended Response (greater than 12 hours)

Time

Initial

Activities
 Transfer the Incident Commander role, if appropriate
o Conduct a transition meeting to brief your replacement on the current situation,
response actions, available resources and the role of external agencies in support
of the hospital
o Address any health, medical, or safety concerns
o Address political sensitivities, when appropriate
o Instruct your replacement to complete the appropriate documentation and
ensure that appropriate personnel are briefed on response issues and objectives
(see HICS Forms 203, 204, 214, and 215A)
 Evaluate or re-evaluate the need for deploying a Public Information Officer to the
local Joint Information Center (JIC) and a Liaison Officer to the local Emergency
Operations Center (EOC), if applicable
 Ensure that an Incident Action Plan (IAP) is developed for each operational period,
approved, and provided to Section Chiefs for operational period briefings
 With Section Chiefs, determine the recovery and reimbursement costs and ensure
documentation of financial impact
 Ensure staff, patient, and media briefings are being conducted regularly
Documentation
 HICS 214: Document all key activities, actions, and decisions in an Activity Log on
a continual basis
Resources
 Authorize resources as needed or requested by Command Staff and Section Chiefs
Communication
Hospital to complete: Insert communications technology, instructions for use and
protocols for interface with external partners
Safety and security
 Observe all staff and volunteers for signs of stress and inappropriate behavior and
report concerns to the Safety Officer and the Logistics Section Employee Health and
Well-Being Unit Leader
 Provide for personnel rest periods and relief
 Ensure your physical readiness through proper nutrition, water intake, rest, and
stress management techniques
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Demobilization/System Recovery

Time

Activities
 Transfer the Incident Commander role, if appropriate
o Conduct a transition meeting to brief your replacement on the current situation,
response actions, available resources and the role of external agencies in support
of the hospital
o Address any health, medical, or safety concerns
o Address political sensitivities, when appropriate
o Instruct your replacement to complete the appropriate documentation and
ensure that appropriate personnel are briefed on response issues and objectives
(see HICS Forms 203, 204, 214, and 215A)
 Assess the plan developed by the Planning Section Demobilization Unit and
approved by the Planning Section Chief for the gradual demobilization of the Hospital
Command Center and emergency operations according to the progression of the
incident and hospital status
 Demobilize positions in the Hospital Command Center (HCC) and return personnel to
their normal jobs as appropriate, in coordination with the Planning Section
Demobilization Unit
 Brief staff, administration, and Board of Directors
 Approve notification of demobilization to the hospital staff when the incident is no
longer active or can be managed using normal operations
 Participate in community and governmental meetings and other post-incident
discussion and after action activities
 Ensure post-incident media briefings and hospital status updates are scheduled and
conducted
 Ensure implementation of stress management activities and services for staff
 Ensure that staff debriefings are scheduled to identify accomplishments, response,
and improvement issues
Documentation

HICS 221- Demobilization Check-Out

Ensure all Hospital Command Center documentation is provided to the Planning
Section Documentation Unit
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Documents and Tools




















Incident Action Plan (IAP) Quick Start
HICS 200 - Incident Action Plan (IAP) Cover Sheet
HICS 201 - Incident Briefing Form
HICS 203 - Organization Assignment List
HICS 204 - Assignment List
HICS 205A - Communications List
HICS 207: Hospital Incident Management Team (HIMT) Chart
HICS 213 - General Message Form
HICS 214 - Activity Log
HICS 215A - Incident Action Plan (IAP) Safety Analysis
HICS 221 - Demobilization Check-Out
HICS 252 - Section Personnel Time Sheet
HICS 258 - Hospital Resource Directory
HICS 259 - Hospital Casualty/Fatality Report
Hospital Emergency Operations Plan (EOP)
Incident Specific Plans or Annexes
Hospital organization chart
Hospital telephone directory
Telephone/cell phone/satellite phone/internet/amateur radio/2-way radio for communication
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