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動的シナリオによるトリアージ訓練システムの提案
萩野 実咲1,a)
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概要：迅速かつ正確なトリアージを行うためには，トリアージ訓練の実施が必須となっている．しかしな
がら，既存の訓練では容態の急変や医療従事者の処置による容態の変化が考慮されていない．また，災害
対策本部との情報共有の際に，内容の不備や伝達機会を逃すといった問題が指摘されている．本研究では，
災害現場の情報伝達システムと傷病者の容態の変化を再現することで，動的シナリオによるトリアージ訓
練システムを提案する．疑似的に生成した傷病者の容態を動的に変化させ，シナリオに沿って発生する急
変などのイベントに対する医療従事者の行動によってその後の容態を変化させる．加えて，医療従事者は
音声によるメッセージ作成システムを用いて情報を伝達する．評価実験を行った結果，様々なシナリオを
再現して医療従事者の適切な対応を促すことができ，それらの情報を正確に本部に伝達することができる
ことを確認した．これにより，トリアージのためのより実践的な災害医療訓練の実現が期待される．
キーワード：トリアージ，災害訓練，訓練シナリオ，情報共有
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Abstract: In order to carry out triage quickly and accurately, it is essential to do triage training. However
current triage training does not consider the situations such as the sudden change of vital signs and the
change after the treatment by a medical staﬀ. Moreover, although a medical staﬀ has to share disaster
information with disaster response headquarters, existing communication methods do not provide transmission opportunity and lacks in information. In this study, we propose a triage training system with dynamic
scenario by the communication system from the disaster site and reproducing the change of the condition of
victims. Vital signs of pseudo-simulated patients change dynamically. In addition, by reﬂecting the action
of a medical staﬀ for the events such as sudden changes, the vital signs of patients change dynamically
accordingly. Moreover, a medical staﬀ transmits information by means of the message making system with
voice. The evaluation shows that our system enables to prompt an appropriate action to medical staﬀ even
in a case of a dynamic scenario change, and to share necessary information with the oﬃce accurately.
Keywords: triage, disaster training, training scenario, information sharing

1. はじめに
大規模な災害時では，より多くの人命を救うために傷病
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者の重症度や緊急度をもとに治療の優先順位を決定する
トリアージと呼ばれる手法が導入されている．また近年で
は，災害時の救命活動支援を目指した電子トリアージシス
テムの研究開発が進められている [1], [2]．傷病者情報をリ
アルタイムに取得するシステムや，その情報を医療従事者
が持つ携帯情報端末に提示するシステムが開発され，情報
の管理が容易になった．しかしながら，災害は頻繁に発生
しないため，災害時にこれらのシステムを用いてトリアー
ジを効率良く実施するために，日常的に訓練を行う必要が
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ある．訓練の目的は，治療優先度の決定や傷病者の搬送と

とは困難である．また，エマルゴ演習は大規模な災害を想

いった作業を経てトリアージ手法に習熟することである．

定した訓練を頻繁に実施可能であるが，机上訓練であると

しかしながら，訓練を行う際の費用や人的資源，準備に

いう性質上，傷病者の容態変化を再現することは難しい．

要する時間が問題としてあげられ，頻繁に訓練を行うこと

一方で，災害訓練を対象として，仮想現実を用いたパソ

は困難である．さらに，現状の訓練で用いられる傷病者の

コン用の火災訓練システム [6] や，巨大ディスプレイ上に仮

生体情報は，実際の現場で起こりうる容態の変化を考慮し

想の傷病者や部屋を表示し，ジェスチャ動作を用いて救急

ておらず，災害現場に近い状態を再現できない．そのため，

活動の訓練を行うシステム [7] がある．また，複数の医者

訓練が形式的にならないように，訓練者の行動結果から訓

が 1 人の患者に対して処置を検討するテーブルトップディ

練シナリオを変化させる必要がある．さらに，医療従事者

スプレイを用いた医療教育システム [8] も提案されている．

は災害の情報を本部と共有することでその後の救命活動に

しかし，災害時のような複数の傷病者が同時に発生する事

生かす必要があるが，既存の PHS（Personal Handy-phone

態を考慮しておらず，単一の傷病者のみを対象としてお

System）や無線を用いた連絡手段では伝達機会を逃してし

り，複数の傷病者の治療優先度を決めるというトリアージ

まう，あるいは伝達内容に不備があるといった問題点が存

の訓練にはならない．また，実際の災害時のように身体を

在する．加えて，伝達内容をログとして残す際に，記録す

動かす実働型の訓練を実施するには不適切である．我々は

る人によって解釈の仕方や記述の仕方が異なり，そのログ

1 章で述べた電子トリアージシステムに習熟することを目

を見た他の医療従事者の誤解を招くことや，災害後のログ

的とした訓練システム [9], [10] の開発に従事してきたが，

の検証が困難になる可能性がある．

訓練で用いられる仮想の傷病者の生体情報は訓練者の行動

そこで本研究では，仮想の傷病者の生体情報を疑似生成

に対して変化しない．しかし実際には，傷病者の生体情報

し，訓練者の行動や時間経過によって動的にシナリオを変

は時間とともに変化し，時には急変といった症状を示すこ

化させる訓練システムを提案する．また，医療従事者から

ともある．また，訓練者がとった行動によっても治療や搬

本部への情報伝達を容易にし，その伝達手法を用いた訓練

送の優先度はつねに変化する．しかし現状の訓練システム

を同時に可能とする．訓練シナリオを動的に変化させるこ

では，急変した傷病者や，新しく発見された傷病者に対応

とで，訓練者に自身の行動が傷病者に与える影響を実感さ

する，現場から病院へ傷病者を搬送するなど，現場で起こ

せることができ，より実践的なトリアージ訓練が実施可能

りうる様々なイベントが考慮されていない．加えて，災害

となる．以下，災害医療訓練の現状と問題点を述べ，続い

現場では急変の有無や搬送された時間などの情報を，現場

てその問題点を解決するための提案と実装，評価実験につ

から離れた場所に設置される災害対策本部へ正確に伝達し

いて述べる．最後に本研究のまとめとする．

なければならないが，このような現場と本部間の情報伝達

2. トリアージの災害訓練

や訓練記録の作成の訓練は行えていない．

2005 年の JR 福知山線脱線事故以来，救命活動における

3. トリアージ訓練システムの要件

トリアージの概念が広く認識され始めた [3]．トリアージ

現在，トリアージの電子化として，ハンズフリー状態

とは，傷病者を治療優先度の高い順に，赤 → 黄 → 緑 →

で治療優先度を迅速に決定するための音声入力機能や，

黒の 4 つのカテゴリに分類することである．迅速かつ正確

単眼ヘッドマウントディスプレイ（HMD）に傷病者情報

にトリアージを実施するためには，日常的なトリアージ訓

を提示するユーザインタフェースの構築が進められてい

練の実施が不可欠になっている．一般的な訓練では，症状

る [11], [12]．しかしながら，開発したシステムを災害時に

や生体情報が書かれた紙を傷病者役の人が所持し，症状に

有効に活用するためには日常的な訓練が必要である．本論

応じた演技を行う．そして，医療従事者が治療優先度を決

文では，提案システムの要素である単眼 HMD や音声入力

めた後，傷病者を搬送するまでの活動を疑似体験する．た

などの機能を災害現場で使用する環境を想定し，その環境

とえば，富士市では医療従事者が情報の記録や傷病者役の

下でのトリアージスキル向上を目的とした訓練システムを

治療を行い，トリアージの結果に応じて傷病者役を搬送す

提案する．その際に 2 章で述べた問題点を解決するための

る訓練を行っている [4]．また，実働訓練だけでなく，災害

訓練システムの要件として，傷病者の生体情報および訓練

現場や救護所に見立てたホワイトボード上で傷病者を表す

シナリオが訓練者の行動や時間によって動的に変化するこ

マグネットを動かすことで救命活動の最適な人員配置をシ

と，トリアージ以外の現場で発生するイベントを加え，現

ミュレーションするエマルゴ演習もある [5]．このような

場と本部間のコミュニケーションを実現することの 2 つが

訓練の目的は，繰り返し行うことでトリアージの手法に習

あげられる．

熟し，現場における様々な事態に対する迅速な処置を可能
にすることである．しかし，訓練を行う際の費用や人的資
源，準備に要する時間が問題となり，頻繁に訓練を行うこ
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3.1 擬似的な傷病者情報の作成
傷病者の治療優先度は，呼吸数と脈拍数，SpO2 値から
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決定する [13] ため，訓練においても傷病者からこれらの生

つどの傷病者に対してトリアージを行い，その結果として

体情報の値を訓練者に提示する必要がある．現状の訓練で

治療優先度をどのように判断したのかといったトリアージ

は，健常者が傷病者の演技をしており，その人の生体情報

オフィサ役の訓練状況を随時把握する．また，インストラ

は正常な値となってしまう．そのため，その人が所持する

クタ役はその訓練の進行度に応じて，傷病者の追加や救急

紙に書かれた外傷や変化しない静的な生体情報からマニュ

車を向かわせるといったイベントを訓練中に発生させる．

アルどおりにトリアージを実施し搬送している．しかし，

トリアージオフィサ役はトリアージを実施しながら，容態

生体情報は時と場合に応じて変動し，容態の急変を示す役

の急変や搬送者の決定といったイベントの行動結果をイン

割を担う．そこで，傷病者役の健常者や紙から生体情報を

ストラクタ役に報告する必要がある．

取得するのではなく，仮想の傷病者を作成し，その擬似的

しかしながら，現状の災害現場で用いられている PHS や

な生体情報を訓練のシナリオに応じて変化させることで，

無線による連絡は，伝達の機会を逃す可能性や，伝達の内

容態の急変など災害現場において発生しうる事態を再現す

容そのものに不備がある．そこで，トリアージオフィサ役

る訓練を実施することが可能となる．

には伝達内容に個人差がなく，必要な情報を漏れなく容易
に伝達できるシステムが必要であり，訓練によってそのシ

3.2 訓練中の行動におけるシナリオの変化

ステムに習熟する必要がある．これにより，トリアージオ

医療従事者は，トリアージの実施に加え，急変の対応や

フィサ役は本部への情報伝達を容易に行うことができる．

新しく追加された傷病者の確認，病院に搬送する傷病者の

また，伝達された情報をシステムが管理することにより，

選択など，現場で発生するイベントに対して様々な行動

インストラクタ役はトリアージオフィサ役の行動をリアル

をとる．そのため，訓練システムにはトリアージの実施以

タイムで把握可能となる．

外にこれらのイベントを盛り込む必要がある．また，トリ
アージ後の傷病者の容態はこれらのイベントに対する医療
従事者の行動によって変わることがほとんどである．たと

3.4 災害対策本部における傷病者情報の管理
本部では，災害現場の状況や病院への搬送状況，トリ

えば，容態が急変した傷病者の対応を後回しにした場合，

アージの進行状況などを把握し，時と場合に応じた的確な

本来ならば迅速な応急処置を施すことで容態が安定する

災害対応を行う必要がある．また訓練時には，訓練中のト

にもかかわらず，結果として容態を悪化させて救命の確率

リアージ状況や様々なイベントの状況をまとめて，訓練終

を下げてしまう．現状のトリアージ訓練はこのような訓練

了後の反省に用いるための訓練記録を作成する．しかしな

者の行動による傷病者の容態変化を考慮しておらず，訓練

がら，いつトリアージを開始したのか，トリアージの進行

終了後に振り返りを行うにとどまっているため，訓練者は

度はどのくらいなのか，といった災害現場における医療従

自分の行動が引き起こした結果を訓練中に実感できない．

事者の活動を把握し管理することや，収集した情報を現場

つまり，これらのイベントに対する医療従事者の行動を反

の医療従事者へ正確に伝達し共有することは難しい．さら

映し，その後の傷病者の容態を変化させることで，訓練の

に，現在の訓練および実際の災害時において情報共有に用

シナリオそのものを動的に変化させることができる．その

いられているホワイトボードでは，記入の仕方が書き手に

ため，急変者の発生や搬送者の決定など現場で起こりうる

しか分からない場合が多く，その記入を見た他の医療従事

様々な事態を再現することが可能になり，医療従事者に自

者の誤解を招くことや，訓練後の振り返りに用いることが

身の行動が与える影響を実感させることができる．

困難になる場合があった．
そこで，本部で災害現場全体の情報として，訓練シナリ

3.3 災害現場と災害対策本部の情報共有

オから読み取れる災害の規模や種別，傷病者の人数やその

災害が発生した際にとるべき最も重要なタスクの 1 つに

時点の生体情報をインストラクタ役に提示することで，災

情報共有がある．特に救命活動の実施情報や傷病者情報な

害状況の把握や伝達を支援できる．また，共有すべき傷病

どは，災害現場内だけでなく本部とも共有すべきである．

者の情報としては，治療優先度を決定した時刻，タグ色，

そのため，訓練においてもトリアージだけでなく情報伝達

そのタグ色に決定した理由，呼吸数，脈拍数，SpO2 値，急

手法に習熟する必要がある．提案システムを用いた訓練

変や搬入，搬送に関する時刻があげられる．訓練時におけ

は，トリアージの実施と本部に情報を伝達するトリアージ

るこれらの情報と，トリアージオフィサ役から受け取った

オフィサ役と，本部で現場の状況を把握し訓練記録を作成

メッセージを用いることで訓練記録を容易に作成でき，あ

するインストラクタ役の 2 人 1 組で実施することにより，

る傷病者が急変した際にトリアージオフィサ役は何をして

実際の災害に近い状態を再現する．1 つの災害現場におけ

いたのか，他の急変者を見逃していなかったか，トリアー

る治療優先度の決定権は，判断基準を一定にするため 1 人

ジ結果は間違えていなかったかなどを検討できる．

の医療従事者にゆだねられ，その人をトリアージオフィサ
と呼ぶ．インストラクタ役は，トリアージオフィサ役がい
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るため，順天堂大学医学部の救急救命医師とのディスカッ

4. 動的シナリオによるトリアージ訓練シス
テム

想の傷病者の生体情報の値をこのタグ色の範囲内で 3 秒ご

3 章で述べた，擬似的な傷病者情報の作成すること，訓

とに更新することにより，実際の傷病者らしい値の変化を

練者の行動によって訓練中にシナリオを変化させること，

実現する．その際に，単位時間あたりにおける差分を呼吸

現場と本部の正確かつ迅速な情報共有を可能にすること，

数：10 回/分以下，脈拍数：20 回/分以下，SpO2：1%以下

本部で傷病者情報の管理を行えることの 4 点をふまえた訓

にすることで，実際には起こりえない急激な変化を排除し

練システムを構築した．

た．また，それぞれに限界値を設定し，呼吸数は 50 回/分

ションのもと，各タグ色の値を表 1 のように決定した．仮

以下，脈拍数は 150 回/分以下とした．表 1 に示すように，

4.1 システム構成

赤タグ相当の生体情報を発生させる場合には 3 つのパター

本システムでは図 1 に示すように，トリアージオフィサ

ンがあり，意識がある場合とない場合，呼吸を制限する場

とインストラクタという 2 つの役割が存在する．トリアー

合，脈拍を制限する場合で分けている．赤タグ傷病者を複

ジオフィサ役は，現場でトリアージの実施と本部への情報

数パターン用意することで，同じ赤タグの中でも誰を優先

伝達を行い，単眼 HMD，Wi-Fi カメラ，マイク，iPhone

して治療・搬送すべきか訓練者に考えさせるためである．

を装着する．インストラクタ役は，本部でトリアージ状

また，緑もしくは黄タグから赤タグに容態が変化した場

況や傷病者の容態を把握し，伝達された情報から訓練記

合を急変と定義する．急変した傷病者に対して応急処置を

録の作成を行う．訓練を開始する際は，AR（Augmented

行うことは，災害現場における重要な医療活動と位置付け

Reality）マーカを傷病者の代わりとして設置する．訓練

られているため，訓練シナリオで設定された時間に傷病者

中に，トリアージオフィサ役が Wi-Fi カメラで仮想の傷病

の生体情報が急変の値を示すように変化させる．急変者が

者である AR マーカを認識すると，そのマーカに対応した

発生すると単眼 HMD 上に通知が表示され，トリアージオ

傷病者の生体情報が疑似的に生成され，単眼 HMD 上に表

フィサ役はその指示に従って対応を行う．

示される．トリアージオフィサ役は表示された情報から，
音声入力を用いてトリアージを実施する．また，傷病者の
急変や搬入，搬送のイベントが発生した際は，表示される

4.3 訓練シナリオの動的変化手法
4.2 節で説明したような傷病者の容態変化の再現に加え，

指示に従って対応を行い，本部のインストラクタ役に音声

急変時や搬送者決定時における訓練者の対応に応じて，訓

入力を用いてそのイベントに関するメッセージを作成し，

練シナリオそのものを動的に変化させることで，訓練の再

送信する．傷病者の生体情報はこれらのイベントに対する

現性を高めることが可能となる．シナリオの動的な変化

トリアージオフィサの行動に応じて変化し，その後の訓練

は，急変対応限界時刻，搬送対応限界時刻に依存した条件

のシナリオもまた動的に変化する．インストラクタ役は，

分岐により再現する．急変対応限界時刻とは，傷病者の容

届いたメッセージを確認し，それにともなう新しいイベン

体が急変した場合に，その時刻までにトリアージオフィサ

トを訓練に追加することで，災害現場で実際に起こりうる

役が応急処置を施すことで容体を安定させることが可能

様々な事態を再現できる．

である時刻を表す．同様に，搬送対応限界時刻とは，トリ
アージオフィサ役が医療機関に搬送する傷病者を決定する

4.2 動的な傷病者情報の提示
優先度決定の際に重要となる生体情報を擬似的に生成す

場合に，その時刻までに搬送者として決定することで医療
機関において適切な医療を受けさせることが可能である時
刻を表す．急変対応限界時刻および搬送限界時刻は訓練前
表 1

タグ色ごとの生体情報

Table 1 Vital signs for each tag color.
タグ色

赤

意識
あり，なし
（パターン I）
あり，なし
（パターン II）
なし
（パターン III）

値
呼吸数

SpO2
90-99%

1-50

50-180
50 以下，
120 より上

90-99%

脈拍数
10 以下，
30 より上

1-50

20-180

90-99%

黄

あり

10-30

50-120

90-99%

図 1 システム構成

緑

あり

10-30

50-120

90-99%

Fig. 1 System configuration.

黒

なし

0

0

0%
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図 2 訓練者の行動による生体情報の変化例

Fig. 2 Example of vital signs changes with trainer’s behavior.

にあらかじめ設定しておく．
図 2 に訓練者の行動による生体情報の変化例を示す．シ
ナリオで設定した急変時刻のとき，傷病者の生体情報は赤

図 3 単眼 HMD に表示される急変通知

タグ相当の値に遷移している．このとき，急変対応限界時

Fig. 3 Notification of sudden change.

刻 X までに急変対応が行われた場合，
（1）の曲線となり
容態の悪化のスピードが緩やかになる．また，搬送までに
猶予が生じたとして搬送限界時刻 Y1 が Y2 に更新される．
一方，X までに急変対応が行われなかった場合，
（2）の曲
線となり生体情報の値は急激に悪化し，搬送限界時刻も Y1
のままとなる．
（1）と（2）のどちらの曲線に関しても，搬
送限界時刻までに搬送の対応が行われた場合，傷病者は病
院に搬送されて適切な治療を受けたとして（3）または（4）
の曲線となり容態が回復する．しかし，搬送限界時刻まで
に搬送の対応が行われなかった場合，
（5）または（6）の曲
線となり，容態がさらに急激に悪化する．このように，訓
練者の対応とその結果から訓練シナリオを動的に変化させ
ることで，訓練者に自身の行動が引き起こした結果を体験

図 4

メッセージ作成の流れ

Fig. 4 Flow of creating messages.

させることができる．
また，急変や搬送などのイベントが発生した際には，訓練

• 急変情報

者が装着している単眼 HMD 上に通知が表示される．図 3

いつ急変したのか，対応を適切な時間内に行えたのか

1 の画面は傷病者が急変した際に表示される通知であ
の

といった情報である．急変者の存在や対応の有無を知

り，図 2 に示す急変対応限界時刻 X までに急変対応を適切

ることで，その傷病者の容態の変化を追いつつ現場に

に行えたかどうかでその後の通知が変化する．急変対応限

3の
界時刻 X までに対応が行えなかった場合は，図 3 の

対して適切な指示を出すことが可能になる．

• 搬入情報

ように迅速な急変対応を促す通知が表示される．そして，

災害現場に存在する傷病者数に関する情報である．全

4 と
5 のように，後にトリアージオフィサ役が傷病
図 3 の

体の傷病者数や増減を知ることで，災害の規模を把握

者の AR マーカを読み込んだ際に，急変対応を行った時刻

し，適切な搬送先を決定することが可能になる．

とその対応が間に合ったかを確認できる．また，この画面

• 搬送情報

ではタグ色や症状といった傷病者情報も同様に表示してい

どの傷病者をいつ搬送したのかといった情報である．

る．タグ色は傷病者番号の背景色で表しており，傷病者 A

これにより，病院到着時に適切な処置を行う手はずを

は赤色であることが分かる．

あらかじめ整えることができる．
しかしながら，現状の情報伝達手法では 3.3 節や 3.4 節

4.4 音声を用いたメッセージ作成システム
訓練中に急変や搬送といったイベントが発生した際，ト

で述べたように，伝達漏れや解釈の仕方で誤解を招くと
いった問題があった．そこで，これらの問題点を解決し，

リアージオフィサ役はイベント対応後に本部にそのイベン

トリアージオフィサ役がトリアージを実施しながらこれ

トの情報を伝達する．実際に，災害現場の医療従事者が本

らの伝達すべき情報を本部と共有するため，選択式のメッ

部に伝達すべき事項として以下の 3 つがある．

セージ作成システムを実装した．図 4 にメッセージを作
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図 5

図 6 トリアージ実施状況確認画面

災害対策本部画面

Fig. 5 Information-sharing screen.

Fig. 6 Visualization of the training process.

成する一連の流れを示す．トリアージを実施していないと

また，トリアージオフィサ役から受信したメッセージの

きに，
「メッセージ」と音声で入力すると a の画面に遷移

内容は図 5 画面上部の ‘メッセージ記録’ から確認できる．

し，さらに数字や選択項目自体を音声で入力していく．画

急変者と搬送者を新たにシナリオに追加するボタンもあ

面上部のピンク色の場所に表示されているのは今までにど

り，訓練中の任意の時間に新たなイベントをシナリオに反

のような項目を選んできたのかを示し，作成しているメッ

映させることが可能である．

セージのイメージが湧きやすくなっている．入力を進める

図 6 に示すトリアージ実施状況確認画面では，各傷病者

と，c の画面のようにメッセージができあがり，
「はい」と

に対してトリアージを開始した時刻，終了した時刻，トリ

入力することで本部に送信する．また，b および c の画面

アージの所要時間といった情報を確認できる．この情報を

で「戻る」と入力すると，最初のメッセージ作成画面に戻

もとに，どういう順序で，どうトリアージ活動を行ってき

る．メッセージの作成中に「その他」と音声で入力した場

たかを訓練中や訓練後に振り返ることが可能となる．

合は，医療従事者自身の音声を録音し，その音声ファイル

5. 評価実験

を災害対策本部に送信することができる．このように，音
声で番号やアルファベットを選択するだけでメッセージが

5.1 実験概要

完成するため，トリアージオフィサ役はハンズフリー状態

提案システムを用いた訓練を通して，
（i）シナリオの動

を維持したまま容易に本部と情報共有できる．また，この

的変化，および（ii）災害現場と本部の間の情報共有システ

ように選択式で作成されたメッセージは伝達内容に個人差

ムの 2 つの機能について評価した．これらの機能はお互い

がなく，必要な情報をすべて含んでおり，本部側でも容易

に独立しており，
「（i）シナリオの動的変化あり/
（ii）現場

にそのメッセージを管理できるため，情報管理が困難な災

と本部の間の情報共有システムあり」の訓練と「（i）シナ

害時では適した伝達手法であるといえる．

リオの動的変化なし/
（ii）現場と本部の間の情報共有シス
テムなし」の訓練を実施しそれぞれの機能に対して比較を

4.5 災害対策本部インタフェース

行った．訓練はトリアージオフィサ役とインストラクタ役

図 5 にインストラクタ役が用いる本部画面を示す．本部

の 2 人 1 組で，トリアージ実施から情報共有，訓練記録の

では訓練で使用している災害シナリオの詳細を，災害時の

作成を行った．被験者は大学生・大学院生 10 組 20 人を 2

情報伝達において重要な概念とされる METHANE（M：

つのグループにわけ，それぞれの訓練を実施した．

災害規模，E：発生場所，T：災害種別，H：危険性，A：

使用した訓練シナリオは，複数の自動車による交通事故

アクセス，N：傷病者数，E：緊急サービス機関）に沿っ

である．傷病者は赤タグが 2 人，黄タグが 3 人，緑タグが

て表示する．本研究では危険性と緊急サービス機関につい

1 人，黒タグが 0 人の計 6 人である．そして，訓練が開始

ては使用する災害シナリオに記載がないため省略した．ま

して 5 分後に赤タグが 1 人，黄タグが 1 人の計 2 人が新た

た，画面下部には訓練開始からの時間およびその時点で災

に追加される．これは実際に順天堂大学医学部浦安病院で

害現場に存在する傷病者の生体情報の値を表示する．たと

行われたトリアージ訓練のレポートを参考にした．訓練は

えば傷病者 A は，呼吸数 21，脈拍数 56，SpO2 値 98 であ

以下のとおりに進み，トリアージオフィサ役を T，インス

り，治療優先度は黄色である．急変者の発生時には，対象

トラクタ役を I と表記する．

となる傷病者の欄が赤い背景に変化する．訓練中に新しい

• 3 分後：急変者が 1 人発生する（黄 1 人）

傷病者が現場に追加された場合は，その傷病者の生体情報

I→ 訓練開始から 7 分後に 1 人搬送可能になるイベン

が一覧に追加される．

トを追加
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表 2 搬送者として急変者を選択できた割合

Table 2 The ratio of sudden change patients among transported people.

表 3

1 回目

2 回目

提案システム（%）

80

100

比較システム（%）

40

0

シナリオの動的変化に関するアンケート結果

Table 3 Result of questionnaire of dynamic scenario change.

図 7 訓練実施環境

Fig. 7 Test environment.

単眼 HMD 上の通知は見やすいか

3.8

イベントの発生はトリアージの実施に影響を与えたか

3.6

急変対応や搬送者決定は容易であったか

4.2

5.2 シナリオの動的変化に関する評価

• 5 分後：傷病者が 2 人追加される（赤 1 人，黄 1 人）

実施した訓練のうち，シナリオの動的変化部分に関する

I→ 訓練開始から 9 分後に傷病者が 1 人急変するイベ

評価について記述する．トリアージオフィサ役の行動に

ントを追加

よって生体情報が変化し，それにより訓練のシナリオその

• 7 分後：1 人を病院に搬送可能になる

ものが動的に変化する提案システムと，生体情報も訓練シ

T→ 傷病者の中から搬送者を 1 人選択

ナリオも変化しない場合の訓練システムについて比較検証

• 9 分後：急変者が 1 人発生する（黄 1 人）

した．後者のシステムの場合は生体情報の値がつねに一定

I→ 訓練開始から 12 分後に 1 人搬送可能になるイベン
トを追加

• 12 分後：1 人を病院に搬送可能になる
T→ 傷病者の中から搬送者を 1 人選択

であり，急変時刻になると急変発生の通知のみが行われる．

1 回の訓練において搬送者を決定するイベントは 2 回あ
り，トリアージオフィサ役が搬送者として急変者を正しく
選択できた割合を表 2 に示す．訓練において搬送者を選択

トリアージオフィサ役は，図 7 に示すように，A から H

する際，優先して搬送すべき傷病者は，急変者 → 赤 → 黄

の AR マーカを順番に認識し，単眼 HMD 上の指示に従っ

→ 緑 → 黒の順である．赤タグの傷病者の方よりも急変し

てトリアージを実施する．その際に，傷病者の急変，追加，

た傷病者の方が優先順位が高いのは，容態が急変した傷病

搬送といったイベントの通知が単眼 HMD 上に表示される

者の症状はたいていの赤タグよりも急を要する処置を必要

ため，以下のように対応を行う．

としているためである．比較システムでは急変対応によっ

• 急変対応

て生体情報が変化せず，またその対応の結果を確認するこ

急変した傷病者の AR マーカを認識し，一定時間経過

とはできない．しかしながら，提案システムでは訓練者が

で対応が完了する．その後，急変した傷病者の ID と

行った急変対応の結果，傷病者の容態がどう変化したかを

時間を本部に報告する．

単眼 HMD に表示される通知と傷病者情報から知ることが

• 追加対応

できる．そのため，急変対応を行った後の傷病者の容態を

単眼 HMD 上の通知を確認後，新しく追加された傷病

確認してから搬送すべき傷病者を判断し決定することが可

者の人数と時間を本部へ報告する．

能であり，急変者を比較システムに比べて正確に選択でき

• 搬送対応

た．実際の災害現場でトリアージオフィサが搬送者を決定

傷病者の中から搬送する傷病者を選択する．AR マー

する際は，トリアージが終了した傷病者の容態をもう一度

カを再び認識することでその傷病者のタグ色や急変に

確認し，どの傷病者を医療機関に優先して搬送すべきか判

関する情報を確認でき，そのうえで誰を搬送するかを

断する．つまり，提案システムは傷病者の容態が訓練者の

決定し，音声入力を用いて登録する．その後，搬送者

行動によって変化しそれを確認できるため，実際の災害現

の ID と時間を本部に報告する．

場に近い状況を再現することができ，災害現場における急

インストラクタ役は，本部画面を用いてトリアージオ
フィサ役のトリアージ実施状況やメッセージを随時確認す

変や搬送などのイベントに対する実践的なスキルを獲得す
ることが可能となる．

る．また，訓練中の決められた時間に，急変や搬送に関す

提案システムのトリアージオフィサ役に実施したアン

る新しいイベントを追加する．訓練終了後に，インストラ

ケートは表 3 の結果となった．アンケートは 5 段階で，5

クタ役は本部画面をもとに訓練記録の作成を行う．

を最高評価，1 を最低評価としている．この結果より，シナ
リオの変化によって発生させたイベントに対して容易に対
応できたことが分かる．実際の災害現場においては，傷病
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表 4 情報共有システムに関する結果

表 5

Table 4 Result of information communication system.

Table 5 Result of questionnaire for the proposed system.
質問

提案システム

従来手法

情報共有に要した平均時間（sec）

28.23

26.78

トリアージ

訓練記録の正解項目数（10 カ所中）

8.8

4.8

オフィサ

者の容態は時間経過および医療従事者の行動に対して刻一

インスト

刻と変化していき，急変対応や搬送者決定など様々なイベ
ントに対応しなければならないが，本システムを用いるこ

情報共有システムに関するアンケート結果

評価

メッセージの作成は容易であったか

4.0

作成インタフェースは分かりやすかったか

4.0

本部への連絡機会を逃さず認識できたか

4.4

トリアージ実施状況を把握しやすいか

4.8

現場で起こったイベントを容易に

4.6

把握できたか
ラクタ

提案システムによる訓練は

4.1

実施しやすかったか

とでそれらに対して適切な対応を促すことが可能である．

メッセージ履歴は訓練記録の作成に

4.8

貢献したか

5.3 現場と本部とのコミュニケーションに関する評価
実施した訓練のうち，現場と本部とのコミュニケーショ
ンに関する評価について記述する．提案システム（本部へ

ントを正確に把握したうえで，伝達すべき内容を過不足な

の連絡および記録は音声を用いたメッセージ作成システム）

くインストラクタ役に情報を伝達できた．さらに，インス

と，従来手法（本部への連絡および記録は電話とホワイト

トラクタ役は本部において災害現場の状況を正確に把握す

ボード）を比較検証した．提案システムでは，トリアージ

ることが可能であるといえる．

オフィサ役は音声を用いてメッセージを作成，送信し，イ

また，提案システムに関してアンケート調査（5 を最高

ンストラクタ役は本部画面でそのメッセージを確認する．

評価，1 を最低評価）を行い，表 5 に示すように高い評価

また，トリアージオフィサ役が音声を用いてメッセージを

を得られた．特に，インストラクタ役は実施状況を把握し

作成し始めてから，インストラクタ役がそのメッセージ

やすく，伝達された内容から容易に訓練記録を作成できた．

を確認するまでを計測した．従来手法では，トリアージオ

以上より，提案システムにより現場と本部間の情報共有の

フィサ役は電話を用いてインストラクタ役に伝達し，イン

問題を解決し，さらにその情報伝達手法を用いた訓練を実

ストラクタ役は電話の内容をホワイトボードに記入する．

施することが可能である．

トリアージオフィサ役が電話をかけ始めてから，インスト

6. まとめ

ラクタ役が電話の内容をホワイトボードに記入し終えるま
でを計測した．提案システムと従来手法それぞれの伝達に

トリアージを実際の災害現場で効率良く実施するために

要した時間と，訓練後にインストラクタ役が作成した訓練

は，日常的に災害を想定したトリアージ訓練を行うことが

記録とシナリオ情報を比較した際の正解項目数（全 10 カ

非常に重要である．しかし，急変などの容態変化や，トリ

所）を比較した．

アージオフィサの対応による容態の変化を考慮しておらず，

表 4 に実験結果を示す．情報伝達に要した時間に有意差

訓練者の対応がマニュアルどおりの形式的なものになりが

はなく，提案システムは従来手法とほぼ同じ速度で伝達可

ちである．また，本部への情報伝達を考慮した訓練を実施

能であることが分かった．訓練記録の正解項目数では，提

する必要があるが，現状の伝達手法では情報共有を怠って

案システムの方が優位な結果となった．

しまうことがある．加えて，伝達内容に不備がある，情報

提案システムでは，音声による作成に戸惑って伝達に時

の記録にミスが生じるといった問題点がある．

間がかかった場合があったものの，伝達内容としては「誰

本研究では仮想の傷病者の生体情報を疑似生成すること

が」
「いつ」
「どのような」といった必要最低限の情報のみに

により，動的シナリオによるトリアージ訓練システムを構

とどまっているため，伝達漏れはなく，訓練記録作成の際

築した．あらかじめ作成された訓練シナリオに沿って傷病

にインストラクタ役が戸惑うこともなかった．また，メッ

者の生体情報を変化させ，急変などのイベントに対する訓

セージ作成に関しても訓練序盤よりも後半の方が時間の短

練者の行動結果をリアルタイムに反映する．また，音声入

縮が見られた．そのため，メッセージ作成システムへの慣

力により文字メッセージを容易に作成でき，現場と本部間

れによってさらに向上するものと考えられる．一方，従来

の情報共有を可能にした．本システムを用いて訓練を実施

手法では，トリアージオフィサ役によって伝達内容に違い

し，シナリオの動的変化および情報共有に関する実験を

が生じており，情報が一部欠けている場合が存在した．ま

行ったところ，災害時に発生するであろうイベントに対し

た，内容を聞き直したり書き直したりすることも多く，結

て適切な対応を訓練者に促すことができ，実際の災害時に

果として訓練記録を作成する際に情報が読み取りにくくな

近い状態を再現できた．また，災害情報を正確に本部に伝

るといったことがあった．提案システムではメッセージ作

達できることを確認した．以上より，時間経過および訓練

成システムを用いることで，トリアージオフィサ役はイベ

者の行動に応じてシナリオを動的に変化させ，かつ現場と
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