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「交通事故自動通報システム（ACN）と
傷害予測の最前線」

――シンポジウム開催の概要――

趣　旨：交通事故から国民の尊い命を守り、後遺症を軽減することは、国家的課題です。
HEM-Netは、交通事故を察知して迅速かつ適切な医療を提供するため、事故自動
通報システム（ACN）とドクターヘリの活用を推進する必要があると考えていま
す。そこで今回、ACNと傷害予測の分野における世界の第一人者をお迎えして、最
新の知見を伺うことにしました。

日　時：2011年8月3日（水） 13時30分～17時40分（休憩含む）
場　所：東京国際フォーラム G701会議室

シンポジウム次第

総 合 司 会：益子 邦洋 （HEM-Net理事）
開会の挨拶：國松 孝次 （HEM-Net理事長）

基調講演 1：
Research in Support of Enhanced Automatic Crash Notification

「先進事故自動通報システム（eACN）の有効性に関する研究」
ジョージワシントン大学National Crash Analysis Center
Kennerly H. Digges教授

基調講演 2：
Application of Instant Crash Injury Risk Data to Assist Medical Treatment and Save Lives

「治療支援・救命のための即時衝突傷害リスク情報の活用」
William Lehman Injury Research Center部長
Jeffrey S. Augenstein教授

討論 「Digges教授、Augenstein教授は壇上で、司会者ならびにフロアとの質疑応答」
司会：石川 博敏 （HEM-Net理事）

閉会の挨拶：篠田 伸夫 （HEM-Net副理事長）
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総合司会（益子）　それでは、ただいまからＨＥＭ

－Ｎｅｔシンポジウム「交通事故自動通報システ

ム（ＡＣＮ）と傷害予測の最前線」を始めさせてい

ただきます。

　皆様、大変、お足元の悪い中をお集まりいただき

まして、ありがとうございました。

　シンポジウムに先立ちまして、ＨＥＭ－Ｎｅｔ

理事長國松孝次より、ごあいさつを申し上げます。

開会の挨拶

國松理事長　HEM-Net理事長の國松でございま

す。

　本日は、「交通事故自動通報システム（ACN）と傷

害予測の最前線」と題するHEM-Netシンポジウム

を開催いたしましたところ、お暑い中、また、ご多

用のところ、多数のご参加　をいただきまして、誠

に有難うございます。

　交通事故から国民の尊い命を守り、後遺症を軽

減することは、国家的な課題であります。

　HEM-Netでは、この課題に解を与える方策のひ

とつとして、交通事故自動通報システム（ACN）と

連動するドクターヘリのシステムを構築すること

が有効ではないかと考えておりまして、昨年2010

年度から、2年計画で、タカタ財団の助成金をいた

だき、「ACNが起動するドクターヘリシステムによ

る交通事故死亡削減効果に関する研究」を開始い

たしました。

　昨年度は、この分野の先進的な研究が進んでい

る欧州のeCall関係者との意見交換ならびに情報交

換を行い、その結果を踏まえて、日本医大千葉北総

病院救命救急センターに搬送された交通事故事例

のデータ等を分析して傷害予測のアルゴリズムの

作成に着手しました。

　本年度は、昨年に引き続き、ACN発信情報の標準

化、ドクターヘリ要請基準の策定等に取り組んだ

上、交通事故発生時からACNを通じてドクターヘ

リを起動し、現場で医師が治療を開始するまでの

時間短縮効果を計測するシミュレーションを行っ

て、調査研究を終える予定であります。

　このシンポジウムは、この研究の一環として行

うものであり、ACNと傷害予測の分野において世

界的に著名な、Kennerly H.Digges 教授と  Jeffrey 

S. Augenstein 教授というお二人の碩学をお招き

しておりまして、両先生のご研究の成果をお伺い

して、今後の私どもの研究に有益な知見を得たい

と考えているところであります。

　両先生には、はるばるアメリカからお越しいた

だきましたが、両先生のご協力に心から感謝申し

上げます。

　また、本日の会場には、ACNと傷害予測の問題に

関して、様々な知見をお持ちの専門家の方々が数

多くご出席であります。

　両先生の基調講演の後、両先生を交えて、フロ

アーとの間で活発なご討論をいただければ、幸い

であります。以上、簡単ではありますが、主催者と

しての開会のご挨拶とさせていただきます。

総合司会（益子）　それでは早速、基調講演に移ら

せていただきます。

　基調講演の司会は、石川理事にお願いいたしま

す。
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司会（石川）　それでは早速、基調講演で、最初のタ

イトルは「先進事故自動通報システムの有効性に関

する研究」という題です。

　簡単ですが、両先生の略歴を。

　お手元の資料に書いてありますように、Digges教

授は、元ＮＨＴＳＡ、アメリカの連邦交通安全局の

シニアエグゼクティブをされておりました。その後、

ジョージワシントン大学のNational Crash Analysis 

Center、ＮＣＡＣと言いますけれども、そこの教授

をされております。この分野の研究はもう２０年近

い、そういうキャリアを持っております。

　一方、Augenstein教授は、マイアミにあります

Ryder Trauma Centerで、William Lehman Injury 

Research Centerの教授として活躍されております。

　アメリカでは、この分野の研究はかなり進んでい

ると思われますけれども、特にこのお二人は、長年

その分野で先頭を走っていたということで、多くの

知見を持っておられますので、ぜひこの機会に、皆

さん十分理解を深めていただくと同時に、いろいろ

な疑問点等ありましたら、１時間半の討議の時間を

用意しておりますので、ぜひ活発なディスカッショ

ンをお願いしたいと思います。

　最初のお願いですけれども、皆さんのお手元に質

問票が入っております。この質問票を休憩の間に回

収いたしまして、整理、まとめまして、その後のディ

スカッションで活用させていただきたいと思います

ので、ぜひいろいろな意見、コメントも含めて、ご質

問等ご記入いただきたいと思います。

　それでは早速ですが、Digges教授から開始させて

いただきたいと思います。
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　皆様こんにちは。本日は、このテーマについて皆様

にお話しできることを非常にうれしく思います。私

の思い入れのあるテーマについてお話しできます。

　Augensein先生と私は、一緒に、もう20年以上に

わたってこの分野の研究を続けてまいりました。

１９９１年、私どもは共同研究を始めまして、その

中で、衝突時におきまして負傷はどう発生するのか

ということについての研究を始めました。目的は、

医療ケアを改善する、そして車両の安全性を改善す

ることができないかということ、それを探る目的で

研究を開始いたしました。

　研究の初期の段階での知見ですけれども、重度の

大破衝突事故において、乗員がかなり受傷している

にもかかわらず、その傷害が事故現場では認識され

ないという状況がありました。そういった中で、そ

の状況について、どういう手段でもって改善できる

かということを模索してまいりました。

　見逃してしまうということに関しては、いろいろ

な原因がありまして、まず１つ目ですが、エアバッ

グなどのような新しい安全装置が車両に装備され

るようになってきました。シートベルトが改善され

て、フォースリミッター付のシートベルトが装備さ

れるようになり、重度の負傷の頻度が削減されるよ

うになりました。その結果、一目瞭然の負傷を別に

すれば、傷害を発見するのが非常に難しくなり、見

逃してしまうわけです。しばしば、最初に現場に到

着した救急隊員が見逃してしまいます。

　さらに加えまして、１次治療で連れて行かれた医

療施設において患者を診た初期治療の医師が見逃し

てしまうということがあります。ですから、このや

り方は改善の余地があるのではないかと考えまし

て、改善手段の１つがｅＡＣＮと呼んでいるところ

の、高度のＡＣＮであります。

　本日発表する研究については、私が所属してい

るジョージワシントン大学、Augensein教授が部

長を務めているWilliam Lehman Injury Research 

Center、ＡＣＮの専門家であるジョージ・ベイフー

ス博士が所属しているインパクト・リサーチ社、こ

の３機関からのご支援とご協力も得ていることを冒

頭で申し述べておきます。

　携帯電話が登場して、衝突事故の通報頻度が指数

関数的に上昇いたしました。アメリカ国内の主要幹

基調講演1
Research in Support of Enhanced 

Automatic Crash Notification
「先進事故自動通報システム（eACN）の有効性に関する研究」

Kennerly H. Digges教授
ジョージワシントン大学National Crash Analysis Center
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線道路において衝突事故が発生すると、１つの事故

に対して１００本の携帯電話から通報される場合が

あります。しかし、衝突場所の情報があまり一致し

ていない。１００本電話がかかってくると、それぞ

れ位置情報が違ってくる。そうすると、緊急ダイヤ

ルにかかってきたとしても衝突場所を特定できな

い、通報はたくさんあるが、地理的な座標を特定す

るのが難しいということがあります。

　本題に入る前に、幾つかこのプレゼンテーション

で使う用語について、冒頭で定義を述べておきます。

　まず、ＡＣＮは、交通事故自動通報システムの略

であります。この交通事故自動通報システムのそも

そもの概念ですが、衝突が発生した際にその場所の

緯度経度を伝えることができ、状況によっては衝突

車両の搭乗者と音声通話できるというシステムで

す。ＡＣＮと言った場合、この２つの機能しか整備

されていないシステムと考えてください。つまり、

どの場所で衝突が発生したかということと、場合に

よっては搭乗者とコミュニケーションをとれる場合

もあるということです。

　その上にもう１つ階層がありまして、我々はｅＡ

ＣＮと呼んでおります。それは機能拡張型の交通事

故自動通報システムであります。ＡＣＮの機能に加

えて、車両が記録した衝突データを送信できるとい

う、追加的な機能を持っています。自動車及び自動

車部品のメーカーの方であればよくわかると思いま

すけれども、車両自体がエアバッグを装備したこと

によって、衝突情報を収集できます。車両が衝突を

認知すると、救急隊員にとっても役立つ情報が得ら

れます。車両が記録した情報によって、重度負傷の

蓋然性が高い、または、負傷の蓋然性があまり高く

ないから救急隊の出動を必要としない、ということ

を区別できれば、救急活動は非常に効率的でありま

す。

　また、ＡＡＣＮという略語があります。ＡＡＣＮ

とｅＡＣＮは同意語、類似語として使われます。こ

こでは、私は「ｅＡＣＮ」を使いますが、ＡＡＣＮの

最初のＡは「アドバンスト」であります。一方、ｅＡ

ＣＮの最初のｅは「エンハンスト」でありまして、両

方とも、先進的な、あるいは機能拡張したＡＣＮと

いう意味です。

　また、Urgencyという単語をよく使うかと思いま

すけれども、これが我々のテーマの１つであります。

Urgencyという名前のついた数理アルゴリズムであ

りまして、衝突現場から情報を収集して、すなわち

車両に搭載されたセンサーによって検知した情報を

収集して、そこから乗員の傷害程度を予測いたしま

す。つまり、重度の負傷が発生した蓋然性が高いか

低いかということを予測するアルゴリズムでありま

す。主に車両搭載センサーによって測定された情報

を活用しますが、それと同様に、搭乗者から提供さ

れる情報も活用します。そのほかの手段で収集する

情報、例えば搭乗者の年齢なども考慮に入れます。

　もう１つ、ＮＨＴＳＡという略語がよく登場し

ますが、これは米国連邦道路交通安全局を意味し、

「ニッツァ」と呼ぶこともあります。こちらは連邦政

府の局でありまして、連邦安全規則を定めている当

局です。またＣＤＣも、アメリカ連邦政府の機関で

ありまして、疾病管理予防センターの略です。こち

らの連邦当局は、疾病を削減して管理予防すること

がその役割でありまして、最近では、ＣＤＣはＡＣ

Ｎに関して非常に重要な役割を果たしています。こ

れは、トリアージを改善することによりまして、救

命率が高まるからであります。

　最後に、ＷＬＩＲＣで、これはWilliam Lehman傷

害研究センターの略でありまして、我々が所属して

いる、私とAugenstein先生とジョージ・ベイフース

が所属している研究センターの略語です。

　もう１つ、ここには載っていませんが、重度障害

を測定する方法があります。ＡＩＳスケールという

のがあります。ＡＩＳ３＋の負傷といった場合、簡

易外傷スコアが３以上のけが、つまり十分に深刻な
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けが、命に係わる程度の負傷と考えてください。

　本日は３部構成でプレゼンテーションを進めてい

きます。

　まずUrgencyの今までの沿革、またUrgencyに入力

されるデータ要素について、そして最後に、Urgency

の行う演算と、またUrgencyにおいて必要とされる

精緻さについて申し述べます。

　ＡＣＮにはいろいろな長所があります。衝突の位

置情報だけしか提供できなかったとしても、迅速に

その場所が正確にわかる。つまり、より素早く搭乗

者の救命に携わることができるかもしれない。ただ、

それだけではトリアージの改善にはつながりませ

ん。一方、ｅＡＣＮという機能拡張型であれば、トリ

アージを改善できます。すぐに行かなくてはならな

い事故か、それとも後回しにできる事故かという優

先順位をつけることができるわけです。負傷者の発

生の蓋然性を推定することができるからです。

　では何が改善するのかということですけれども、

トリアージによって誤った医療施設に送られてしま

うような人を減らすことができます。Augenstein教

授と私が、実際に病院に搬送された患者を調べてみ

ました。まず、最初にトラウマセンターに搬送され

た患者を調べてみたところ、自動車交通事故の患者

の３分の１がミストリアージ、誤ったトリアージに

よって搬送されていました。誤った医療施設に最初

に連れて行かれてしまったがために、最適な治療を

受けられず、その結果、その後の治療に深刻な影響

が及んでしまった患者がいました。また、正しい病

院に行くけれども、負傷が見逃されてしまうという

こともありますが、ｅＡＣＮではこれを避けられる

ということ、これが２つ目の大きなｅＡＣＮの利点

であります。

　トリアージとレスキューに関連した表をこちらで

示しております。

　この図は、１９９７～２００５年の年平均で、高

速道路における衝突事故の分布を示しています。

６００万件は、車体変形が深刻な事故、つまり一方

の車両は牽引撤去しなくてはならない規模の衝突事

故です。６００万件のうち負傷者が発生するのは、

そのうちの半分です。エアバッグが展開するような

事故だったとしても、全部が全部消防車を出動しな

くてはならない、サイレンを鳴らして、救急車を出

動させなくてはならないわけではないということで

す。ＡＩＳ（簡易外傷スコア）が２＋、即ち軽傷事故

が２５万件あります。しかし、最も焦点を合わせな

くてはならないのは、ＡＩＳ３＋の重度の負傷者が
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発生する衝突事故であり、これは８万件あります。

そして死者が発生しているのは３万５,０００件で

す。つまり、６００万件と８万件を分けなくてはな

らないということであります。

　資源が限られておりますので、救急隊をどこに派

遣するかということに関して、この２つ、６００万

件と８万件を分けます。

　わらの山において１本の針を見つけるようなもの

でありまして、どうやったらすぐに針を見つけるこ

とができるかということが肝心です。その手段です

が、Urgencyのようなアルゴリズムを使うというこ

とでありまして、我々としては、トラウマの体温計

のようにとらえております。車両からの衝突データ

を活用して、重度負傷者のリスク度合いについて試

算する役割を果たしてくれます。

　では、Urgencyについて、今までの経緯、歴史につ

いてお話ししたいと思います。Urgencyアルゴリズ

ムの前身というのがありまして、ジョーンズ、チャ

ンピオンらによる研究が１９８９年に行われて、

これが最初の研究ではないかと思います。イアン・

ジョーンズがオックスフォード大学で行った研究で

ありまして、１９８０年から８２年ごろに行った研

究が発端です。

　その時期オックスフォード大学は、基本的に、

Augenstein教授と私が９１年、９２年にやり始めた

研究と似たような研究をやっておりました。つまり

重度の負傷者が病院に入ってきたとき、その患者の

調査をやっておりまして、ジョーンズがその主たる

研究者でしたが、彼は、重度負傷の１つの指標とし

て、２０インチ以上の車体前部の変形が発生したよ

うな衝突だと重度負傷発生率が高いという知見か

ら、２０インチを使いました。これがアメリカで、ト

リアージの１つの基準として取り入れられ、最近ま

ではこの基準を使っていました。

　最近は、２０インチから１２インチに基準を下げ

ました。つまり、２０インチは最近のトラウマ基準

としては保守的であるということになりました。車

体の損傷度合いを人体の負傷発生率の１つの指標と

して使うということは何かというと、衝突時のエネ

ルギーを推定するということであります。

　衝突の程度をはかるもう１つの尺度として、デル

タＶがあります。デルタＶは、本日の話の中でかな

り頻繁に登場すると思いますが、速度の変化であり

ます。衝突によって、例えば、時速３５マイルで衝突

すると、デルタＶが３５マイルから０になる。時速

３５マイルから０になると、デルタＶは時速３５マ

イルということになります。これはエネルギーの尺

度でもあり、また外傷リスクの尺度でもあるという

ことです。

　もっと最近になりますと、１９９３年に開発され

たアルゴリズムがあります。ロンバルトとライアン

の、ＮＨＴＳＡの研究で開発されたアルゴリズムで

す。当時、不測のけががエアバッグによって発生し

ている時代でした。つまり初期のエアバッグは、か
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なりアグレッシブな設計になっておりまして、エア

バッグの出力が大きいために、軽度の衝突であった

としても、エアバッグで負傷してしまう人たちが出

ていました。

　Augenstein先生と私が行った研究をベースにし

て、このような結論に達しました。それは、エアバッ

グが原因であるけがを特定するためには、「ステアリ

ングホイールとステアリングコラムの変形状況を見

る」ということでした。車体そのものにはそれほど

損害が出ていない場合でも、ステアリングコラムが

ダッシュパネル下方まで押し戻されていることがあ

ります。ですから、アグレッシブなエアバッグにつ

いては、ステアリングホイールとステアリングコラ

ムの変形をトリアージ基準として使いました。強過

ぎるエアバッグについては、ＮＨＴＳＡは以上の研

究結果を公表しております。

　その後、この研究を続けまして、トリアージ基準

となる５つの手がかりを現場からとることにしま

した。すなわち、①ステアリングホイール曲損（これ

は胸部への大きな負荷を示唆）、②乗員のステアリ

ング近接（小柄な女性など）、③高エネルギー衝突、

④腰ベルト非装着、⑤現場の目視観察、の５つです。

この５つの頭文字をとると、たまたま「SCENE」とな

り、それがUrgencyにインプットされました。

　実際のUrgencyというアルゴリズムは、ＮＨＴＳ

Ａがジョージワシントン大学と結んだ１つの契約が

発端になりました。１９９３年に出版された論文、

「衝突負傷者と衝突属性の相関」は同僚のマレアリス

が書いた論文ですが、これがUrgencyアルゴリズム

の発端となりました。この論文では２１の変数を用

いていましたが、２１では多過ぎるということで、

１９９３年から現時点までの研究では、その中で最

も重要な変数は何かということを特定しようとして

おります。重要な変数を使うと、予測がどの程度精

緻になるかということを研究しています。

　これはレポートからの抜粋ですが、Urgencyが提

供し始めた、それまでになかった情報は、衝突によ

る車体変形だけではない、ただ単に車体変形の度合

いだけではないということです。車体変形はエネル

ギーの程度を表しますが、そのほかの要素を考慮す

るようになったということです。例えばロールオー

バーの事故が発生すると、それでリスクが上昇する

ということです。車外放出であったとしても、そし

て車内閉じ込めであっても、リスクが上昇するとい

うことです。つまり衝突の速度だけではなくて、ほ

かの要素も影響を及ぼして、衝突における負傷の蓋
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然性を高めることがあるということです。

　その後、ＮＨＴＳＡは、８５０台のＡＣＮを整備

している車両を用いてテストしました。その中に

Urgencyアルゴリズムを入れ、負傷リスクを示すと

いうことです。最終報告書がまとめられて、Urgency

は実行可能な概念であるということが立証されまし

たが、その時点におきましては、まだ十分なる情報

が集められていなかったので、緊急度合いの精緻さ

までははかれなかったという状態でした。

　２００２年にジョージ・ベイフースがある論文

を発表しております。Urgencyについての論文で

す。これが最も徹底したUrgencyの研究と言えると

思います。そして、これが私どもがそれ以来やって

きた研究の基本となっております。ジョージ・ベイ

フース博士は、現在も私どものチームの一員として、

Urgencyに関わる研究を続けています。

　２００２年からUrgencyの開発の支援は、多くは

ＢＭＷから来ております。ＢＭＷは幾つかの研究課

題を提供しておりまして、私どもは、それらの課題

について報告書を発表しております。例えば、最初

に現場に来る救急隊員の全国調査では、どういうよ

うなレスキューデータが最も有益なのかを調べまし

た。また、さらなるUrgencyの開発として、さまざま

なUrgencyの改善項目が挙げられております。また、

ＡＣＮの全体的な性能を改善するための調査も行わ

れております。さまざまな出版物が出されておりま

す。こちらに出ておりますので、詳しくはお話しし

ませんけれども、これが基本的な情報として現在公

表されているものです。ＢＭＷの支援によって実施

した私どものUrgencyに関する研究は、すべて公表

されていると思います。

　また、初期のｅＡＣＮ搭載車両についてであり

ますけれども、最初は２００４年、シボレーのマリ

ブです。これは通報システムがありまして、衝突

データを送る能力がありました。しかし、実際にそ

のデータが送られたかどうかはわかりません。また

２００８年、ＢＭＷはアシストパッケージをつくり

まして、これは実際にデータを送ることができまし

た。ですから２００８年のＢＭＷが、おそらく初め

て実際にデータを送り始めたモデルだと思います。

Urgencyのために使われるデータが、ここで初めて

送信できるようになったと思います。
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　こちらはＢＭＷが行うプレゼンテーションで、ウ

エブサイトで救急隊の人たちに提供されておりま

す。例えば、この場合は、衝突の場所、車の絵と、どこ

に衝撃があったのか。赤は、正面衝突である、あるい

は側面衝突であるということを表示しております。

また重大な傷害があるかどうかということ、重大な

負傷のリスクがあるかどうかということを表してお

ります。それに加えて、これはオンラインで、ＥＭＳ

やトラウマセンターで、インターネットを通して提

供されております。また、ほかの情報もあります。レ

スキューのために使われるもの、例えば車をカット

するライン、あるいはエアバッグのセンサーがどこ

にあるのか、エアバッグのワイヤリングがどこにあ

るかという情報もあります。レスキューのために必

要な情報が、ウエブサイトを通して提供されています。

では、これからUrgencyの衝突データ要素について

お話ししたいと思います。

　これは、安全性にかかわる人がよく使っている

データです。これは重大な負傷の確率、衝突のス

ピード、デルタＶ、時間当たりのマイルという形で

あらわされております。Ｓ字型の曲線があります。

これは非常に標準的な曲線です。そして傷害確率が

あらわされております。これは、全体的な傷害確率

のリスクをあらわしています。

　しかしこの曲線は、衝突の種類によって違います。

例えば、ニアサイドの側面衝突、つまり乗員が座っ

ている側の側面衝突だった場合、ある特定のスピー

ドでの傷害を負うリスクは高いわけで、時速３０マ

イルでは７０％というリスクになります。またもう

一方で、時速３０マイルで後突された場合は、それ

ほどリスクはありません。ですから、デルタＶに対

して、衝突の方向が大事な変数となります。Urgency

のアルゴリズムにおいては、最も重要な２つ目の変

数は衝突方向のデータです。
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　また、ほかにも幾つかの変数が重要です。

　例えば、こちらは標準的なデルタＶ、つまり速度

変化のデルタＶだけで２０％の傷害リスクというこ

とになります。しかし、デルタＶに、プラスアルファ

の情報が加わるということになると、傷害リスクも

変わります。デルタＶのみで２０％リスクの場合

は、多重衝突になると傷害リスクは３０％に上がり

ます。またシートベルトをしていない場合は、リス

クが３５％に上がります。また、正面ではなく側面

衝突の場合は、リスクが７０％に上がります。また

ロールオーバーの場合は、リスクが約５０％になり

ます。そして、２５歳とか３５歳ではなくて、乗員が

７５歳の場合は、やはり同じようにリスクが上がり

ます。Urgencyにとって、これらが重要な変数です。

そして、これらを予測アルゴリズムで使います。

　Urgencyは、このように機能します。例えば時速

２７マイルというデルタＶで、シートベルトを着

用している、そして多重衝突ではない、ロールオー

バーもない、しかし正面衝突であると。

　そうしますと、傷害リスクは２０％になります。

また、例えばシートベルトを着用していない場合は、

傷害リスクは３８％に上がります。ごらんのよう

に、デルタＶは変わっていません。衝突の程度は同

じです。ただシートベルトを着用していないだけで

３８％にリスクが上がります。では次に、シートベ

ルトをしていない、かつ多重衝突であると。そうす

ると、５６％にリスクが上がります。

　このように、単にデルタＶという衝突の程度だけ

でなく、ほかの変数も大事であるということがわか

ります。

　Urgencyの予測で必要となる重要な変数は何であ

るかというと、まずは衝突時の速度変化であり、以

下、衝突方向、シートベルト着用の有無、多重衝突の

有無、ロールオーバーの有無、乗員の年齢がありま

す。最初の方の変数は衝突車両から得られる情報で

す。最後の年齢の情報は、他の手段で入手しなけれ

ばなりません。例えば、音声でのコンタクト、あるい

は現場で、ほかの手段で搭乗者の年齢が把握できる

と思いますけれども、年齢も重要な変数の１つです。

　では、優先順位を見てみたいと思います。Urgency

を使う際の優先順位です。
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　どういう種類の衝突で、最もUrgencyは必要なの

か。例えば、アメリカの衝突方向別の死亡事故を見

ますと、正面衝突が最も大事です。青がロールオー

バー、オレンジ色が衝突側（ニアサイド）の側面衝

突、黄色がその反対側（ファーサイド）の側面衝突で

すが、追突はめったにありません。

　また、ロールオーバーについて、少しお話しした

いことがあります。一般的にアメリカでは、少なく

とも、ロールオーバーというのは単純な衝突ではあ

りません。衝突の３分の１のみが純粋なロールオー

バーです。残りは、何らかのロールオーバーの起こ

る前に衝突が起こっています。この計算方法では、

ロールオーバーの前に衝突が起こった場合は、ロー

ルオーバーとして計算されていません。これは純粋

なロールオーバーです。つまりロールオーバーしか

起こっていないというケースを、ロールオーバーと

してカウントしています。しかしロールオーバーを

優先する場合は、アメリカの死亡の３４％がロー

ルオーバーです。ただ、ここでいいニュースは、自

動安定性コントロール（ＥＳＣ：Electric Stability 

Control）によって下がってきておりますので、乗

用車ほどひどくありません。同じぐらいのレベルに

なっておりますので、アメリカでこの確率が下がっ

てきております。新しい技術のスタビリティーコン

トロールが導入されたために、改善されてきており

ます。

　ただ、正面衝突とロールオーバーは、どちらも予

測する必要のある重要な衝突であるということで

す。そして現時点での１つの欠点は、ほとんどの車

両はロールオーバーを感知しないということです。

そこで、より多くのメーカーにロールオーバーのセ

ンサーを取りつけてもらいたいと、私どもは働きか

けております。そうすることで、正面とか追突のほ

かに、ロールオーバーも予測できるようにしたいと

思っております。

　Urgencyの予測精度が重要となる衝突形態は、正

面衝突、側面衝突（衝突側）、そしてロールオーバー

です。また、ロールオーバーと多重衝突の予測精度

を上げることが望ましいと言われておりますので、

ロールオーバーのセンサーが必要です。追突は、最

も安全、死亡リスクということでは最も低いもので

す。

　次に、Urgencyの演算とその精度についてお話し

したいと思います。

　Urgencyのベースは、重回帰分析です。これは、先

ほどお話ししました要因に基づいて衝突を予測す

る、そのリスクを予測するということで使われてお

ります。こちらが論理的な解析式です。変数ｗは、定
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数と係数を掛けたさまざまなプレディクター（傷害

リスクに影響を及ぼす因子）で表されており、最初

のプレディクターがデルタＶで、それに係数があり、

２つ目のプレディクターは衝突方向で、それにも係

数があります。３つ目のプレディクターとその係数

があります。

　Urgencyのアルゴリズムで必要なのは２つです。

１つは、どの変数を使うのかということ、予測する

ために何を使うかということを知る必要がありま

す。どれだけのプレディクターがあるかというこ

とが、それで決まります。各プレディクターで何が

係数かということを知る必要があります。ですか

ら、複数の係数からアルゴリズムはできています。

Urgencyアルゴリズムを使うと、このようなプレ

ディクターができます。先ほどお見せしましたグラ

フの曲線と類似しています。リスクとデルタＶを比

較したグラフと同じ形になります。

　次に、等式で見てみたいと思います。２つのプレ

ディクター、予測因子があるといたします。１つが

デルタＶ、もう１つがシートベルトの使用、そして、

その各々に係数があります。こちらがUrgencyのア

ルゴリズムで、２つのプレディクター、デルタＶと

ベルトを使って表されます。そして、このようなも

のができます。最初の定数がこちらに入り、こちら

に最初のプレディクターが入ります。２つ目の係数

がこちらに入ります。そしてデルタＶの値を入れて、

ベルトの使用を入れて、ベルトの使用は０か１にな

りますので、もしベルトを使っていれば１、使って

いなければ０となります。

　そこで次の問題は、このような予測をした場合で

は、どう解釈するかということです。何がハイリス

クなのか、何がローリスクなのかということを決め

なければなりません。そこが重要なポイントです。

これは何らかのしきい値が必要です。どこで線を引

くのか、ハイリスクからローリスクと。そして、さま

ざまなしきい値の結果どうなるかということです

が、しきい値が高ければ、多くの負傷を見落として

しまいます。しきい値が低いと、負傷していないの

に負傷していると予測される人が増えてしまいま

す。そこで、適切なバランスが問題となります。

　ＣＤＣは、外傷センターの場合は５分の１の精度

が適切であると言っています。つまり、２０％は正
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しい必要があるということです。ほかのところでは

基準が違うかもしれませんが、現在、私どもは大体

２０％ということを目指しております。また救急隊

は、より低い精度を許容するかもしれません。５分

の１というのは外傷センターに求められている精

度です。しかし、Urgencyの予測に加えて、ほかにも

情報があります。現場にいる人たちからの連絡、あ

るいは車に乗っている人たちとの音声でのコミュニ

ケーションから得られる情報もあります。そうする

ことで精度を上げることができます。

　Augenstein先生が後で詳しく話されると思います

が、これは複数のプレディクターがある場合の値を

あらわしております。

　こちらが捕捉されたパーセンテージと、オーバー

トリアージの％を比較しております。プレディク

ターが１つだけですと、このような線になります。

また複数のプレディクターがあると改善されまし

て、プレディクターが多ければ多いほど捕捉率が高

くなり、オーバートリアージの確率が減ります。プ

レディクターが多ければ、理論上、毎回正しい結論

を出すことができます。

　負傷リスク２０％の正面衝突において、デルタＶ

と衝突方向のみでは６１％が捕捉され、２０．３％が

オーバートリアージとなる。「デルタＶ＋衝突方向

＋シートベルト着用」では捕捉率が６２．３％、オー

バートリアージが２０．６％となる。「デルタＶ＋衝

突方向＋シートベルト着用＋多重衝突」では捕捉率

は６７．５％まで上がります。このように、車両送信

データから得られる情報が多ければ多いほど予測の

精度が上がります。こちらの表のとおりになってお

ります。

　では、幾つかの事例をご紹介したいと思います。

　単にデータを見るだけではなく、現場に行って、

重大な傷害があったのにUrgencyアルゴリズムが予

測できなかったケースを確認しております。幾つか

の例をご紹介したいと思いますが、主に正面衝突で

す。正面衝突というのが最も難しいものであり、ま

た最も精度を高める必要のある衝突だからです。

　難しい正面衝突の分野の１つが、いわゆる接触面

積の狭いオフセット正面衝突です。これは正面の一

部だけが衝突したケースです。

　正面構造物の一部だけが衝突した場合は、エネル

ギーを吸収する構造物が少ないので、車室崩壊を防

止するのが難しいということです。この場合，デル

タＶは十分に高くないかもしれません。ですから

Urgencyアルゴリズムは、重大な衝突であるという

ことを感知できません。しかし、ごらんのようにＡ

ピラーが大きく変形しております。車室内がこのよ

うに侵入されております。デルタＶや衝突の重度が

傷害を起こしているのではありません。ですから

車室内侵入を感知する能力というのが、次なる課

題です。車室内侵入量を感知することができれば、
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Urgencyの予測をかなり改善できます。といいます

のは、この場合は、デルタＶだけではUrgencyのアル

ゴリズムを起動できません。しかし、この場合は車

室内侵入によって負傷が起こります。

　もう１つの例は、安全装置が予想したほど機能し

ていないケースです。

　この場合は、正面衝突で、ＡＩＳ５、非常に高いレ

ベルの胸部の傷害がありました。しかし、デルタＶ

は十分に高くなかったので、エアバッグは展開せず、

その傷害を予測することができませんでした。この

場合は、エアバッグが機能するはずでしたが、エア

バッグが展開しないと、その傷害をとらえることが

できませんでした。

　ほかにも事例はあります、例えば側面衝突の場合

です。かたいところはアルゴリズムが認識してくれ

ません。例えば、シートベルトの固定金具があるＢ

ピラーの周辺部に頭部が衝突すると、かなり頭部を

負傷する。Urgencyの基準値よりも速度がかなり遅

かったとしても、それでも負傷する確率があります。

また、車室内のトランスミッション周辺部の突起物

でけがをする場合もあります。しばしば、車室内の

突起物が原因で発生する負傷をUrgencyが見逃して

しまうことがあります。

　最後に、こちらの事例ですが、今後、より頻度が高

まると思われる事例です。

　相対的に軽度の衝突ですが、運転者は重度な冠

状動脈の問題を抱えていました。高齢者の場合、メ

ディカルコンディションが事故原因になることが

あります。しかし、Urgencyはこのような状況を認

識できませんので、今後、運転者のメディカルコン

ディションを認識できるようにすることは大きな

チャレンジです。メディカルコンディションが事故

原因となっている場合には、Urgencyによって救急

隊員がそれを認識できるようにしたいと思います。

　２つぐらいの事例を見ていきたいと思います。

　これは、Urgencyアルゴリズムは負傷者が発生し

ているというふうに認識しながら、実際は発生して

いなかった場合です。前面衝突だけではなく、ロー

ルオーバーも発生しています。２１歳の若い、シー

トベルト着用の男性です。２１歳のベルトを着用し

ている男性というのは、ほとんど負傷しません。車

体にはかなりダメージが発生していて、負傷したか

なと思われますが、ＡＩＳ１レベルであり、ほとん

どけがなしで救出されました。でも、これを見たら、

必ず負傷者がいると思ってしまうでしょう。
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　３９歳、ベルト非着用、ＡＩＳ１でありました。車

体にはかなりダメージがあって、負傷が推測されま

すが、発生していなかった。つまり、幸運な人はいる

わけです。

　今後の研究ですが、我々は、引き続きこういった

研究をやっていきます。ＢＭＷ車について、Urgency

の予測結果と、実際にとられたトリアージの決定と

の相関を見ております。William Lehman傷害研究セ

ンターにおきましては、データベースがあります。

このデータベースにおきましては、Urgencyアルゴ

リズムが使われたすべての衝突のデータが含まれて

おります。Urgencyアルゴリズムが重度の負傷を予

測した衝突を抜粋して、実際現場で何があったかと

いうことを見る。それはまさにやっているところで

ありまして、正確に予測するか、正確ではないかと

いうこと、ＢＭＷ車の負傷と比較して、その精緻度

をはかっております。

　それがUrgencyアルゴリズムをさらに精密にする

ための次のステップであり、精緻さ、確度を改善す

ることにより、もっと精緻さを増すためには何が手

段としてあるかということを特定したいと考えてお

ります。

　まとめます。

　衝突データと搭乗者データがあるときは、それを

活用することによって、負傷リスクを予測する。そ

の試算結果は、事故現場でのトリアージまで待たず

して即時提供され、救急隊が現場に駆けつける前に

入手できる。デルタＶに加えて、他のリスクファク

ター（変数）が必要であって、それがないと予測の

精緻度は上がらない。デルタＶだけでは不十分であ

る。Urgencyに関して１４年間研究をやり、Urgency

の前に２０年研究をやってきた。ハイリスク予測の

しきい値は非常に重要な基準値です。受け入れられ

るオーバートリアージのレベルに関しては、皆様も

考えなくてはなりません。精緻度の水準としてどの

程度が受け入れられるか、オーバートリアージをど

の程度受け入れられるか、それに対して、見逃した

ケースをどの程度許容できるか、合意しなくてはな

りません。

　それでは次に、Augenstein先生のほうから、医療ケ

アの改善方法についてお話しいただきます。（拍手）

司会（石川）　Digges先生、どうもありがとうござい

ました。

　引き続きまして、基調講演の２番目としまして、

「治療支援・救命のための即時衝突傷害リスク情報

の活用」という題名で、ご講演をお願いします。

　先ほど申しましたけれども、Augenstein教授は、

Ryder Trauma Centerで、ＢＭＷの研究を含めて、

この分野で長年、実質的なお医者さんでもあります

し、またこの分野の研究も長年やっておりまして、

たくさんのレポートが報告されていますので、どう

ぞよろしくお願いします。
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基調講演 2

　皆様、こんにちは。皆様にお話しできることを光

栄に思います。

　私は外科医です。重度の負傷した患者、トラウマ

患者を処置します。トラウマという場合におきまし

て、この患者は生命が負傷によってリスクにさらさ

れている。転んでちょっと頭にこぶができた、その

際にはトラウマサービスは必要ないでしょう。です

から該当しません。

　我々がトラウマに関して今まで得た知見ですが、

特にアメリカ国内で収集したデータからわかってい

ることは、もっともお金のかかる疾病の１つである

ということであります。なぜそれだけお金がかかる

かというと、負傷者はしばしば、かなりの入院が必

要になる、リハビリも必要になる。また、それが負傷

によって、かなりの経済インパクトを及ぼす。本来

この人たちは、けがをしなければ稼げるわけですか

ら、その収入を稼ぐ能力がなくなって、むしろ支援

を得なくてはならない状況になるのでお金がかか

る。心疾患やがんと同様に、トラウマは疾病であり

ます。

　もう１つ、このトラウマの概念ですけれども、本

日は、外傷後にどうなるかということで、ベストの

治療は何かということが本題ですけれども、どのよ

うな疾病であったとしても、やはり最も大切なのは

予防であります。ところが、がんの予防の方法はま

だ知られておりません。喫煙者だと、特定種のがん

に関してはリスクが上昇するということはわかって

いるけれども、乳がんですとか、あるいは骨がんが

何によって発生するかということがよくわかってお

りません。先ほど申し上げましたとおり、トラウマ

は最もお金のかかる疾病の１つであります。原因に

ついては、もうほとんどわかっているわけです。で

すから、これは予防できるはずです。

　私のトラウマの専門分野は、銃を発砲されて負傷

した人の治療を専門としております。マイアミに研

究所がありますので、「マイアミバイス」という映

画、シリーズドラマをご存じの方もいらっしゃるか

もしれません。刑事物ですが、発砲のけがが多いと

いうことでは中心地でもあります。このため、発砲

による負傷者の治療ではかなり進歩がありました。

そうでなかったなら、死者がかなり増えていたで

しょう。しかし、自動車事故の負傷者の治療におい

ては、あまり進歩が起きておりません。自動車事故

の治療システムがうまく機能するためには、いろい

ろな要素が合致しなくてはなりません。トラウマと

同じであります。自動車事故でその人が負傷したと

いうことが、そもそも発見されなかった、施設にす

ぐに運ばれなかったならば、腕のいい外科医がいた

としても、いい成果が出ないわけです。トラウマに

対処するためにはシステムが必要です。

　マイアミの私の職場についても少し紹介いたしま

Application of Instant Crash Injury Risk Data to 
Assist Medical Treatment and Save Lives

「治療支援・救命のための即時衝突傷害リスク情報の活用」

Jeffrey S. Augenstein教授
William Lehman Injury Research Center部長
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す。我々は、継続的な訓練と、すべての関係当事者の

間でのコミュニケーションを密にすることの重要性

を認識しております。コンピューターシステムを開

発しまして、みんなスマートフォンを持っておりま

す。そのスマートフォンにはアプリケーションが搭

載されておりまして、スマートフォンを使って訓練

をやったり、あるいはビデオ会議をやったり、文書

作成をやったりしております。

　どういうシステムをマイアミで使っているかとい

うことについて、まずお見せいたします。これが私

の本日の講演の主題です。

（ビデオ開始）

　レスキュー７４、レスポンスしてください。１人、

５４歳男性、１８０ポンドの体重、ベルト着用、前面

衝突、ドライバーエアバッグ展開。重度負傷の蓋然

性などがスクリーンに載ります。

　１人で乗っていたそうだ。ベルト着用、エアバッ

グ。ブラッドバンクから用意して。５分ぐらいで患

者が到着します。

　５４歳男性をそちらの病院に輸送いたします。前

面衝突。

　準備を進めます。

　・・・

（ビデオ終了）

Augenstein教授　この後、衝突現場におきまして、

救急隊は携帯電話を使って動画を病院に送信しま

す。

　今お見せしたビデオの一部は、教育訓練に使って

おります。カリキュラムを、外科医、看護婦、ＥＭＳ

向けに開発しました。そのカリキュラムはスマート

フォンで受信できるようになっておりますので、全

員、最新情報をいつでも入手できるような状況が整

備されました。

　アメリカは、最近２年間で、約７万５,０００人の

人たちが衝突事故で死亡しておりまして、その死者

の半分ぐらいが一度も病院に運ばれておりません。

現場で即死したか、あるいは何らかの理由で、本来

であれば治療を提供できる施設に運ばれなかったと

いう事実があります。３０万人が命に影響を与える

ような重度な傷害を負いながら生存しているという

ことです。

　William Lehman傷害研究センターの活動につい

て紹介いたします。Ryder Trauma CenterのＷＬＩ

ＲＣです。

　日本の１１９番に該当する９１１についても、現

状について説明いたします。また、事故死者を削減

する、また負傷のインパクトを削減するためのアル

ゴリズムの利用について紹介して、どのようにこれ

からアルゴリズムの利用を改善できるか、どの程度

の精緻さが必要かということについてもお話しいた

します。

　Digges先生がおっしゃったとおり、トラウマにお

けるシステムは、あまりに多くの人を負傷者として

特定してしまうというような、一方において問題が

あります。そうするとトラウマシステムに、本来は

必要ない人まで対象としてしまうことがあります。

それは車内のシステムの精緻さが肝心でありまし

て、エアバッグの展開などをトリガーとして、救急

電話をして、救急隊を派遣しなくてはならないと毎

回やってしまうと、結局システムがパンクしてしま

います。そのため、アルゴリズムはそれだけ賢くな

くてはならない。もちろん負傷者を見逃したくはな



18

いけれども、一方におきまして、過大トリアージし

ないようにも注意しなくてはなりません。

　私の職場、Ryder Trauma Centerが開設された

のが１９９２年であります。「マイアミバイス」の

テレビドラマで放映されているとおりの場所であ

りまして、１万件ぐらいの重度負傷患者が毎年、

１,６５０床のジャクソン記念病院で受理されて

いました。結局その病院では、もうトラウマだけ

で手いっぱいだから、それ以外の治療を全くでき

ないような状況でした。そのため、ジャクソン記

念病院の一部としてRyder Trauma Centerが開設

され、ここで外傷患者のすべてを受け入れました。

キーウエストというアメリカ合衆国の南端まで、他

の病院はトラウマをやらないということになったわ

けです。外傷患者の治療がRyder Trauma Centerに

集約された結果、ここはこの分野で世界一流になり

ました。設備をトラウマ用に最適化しました。ヘリ

コプターから手術室に運ぶ場合においては、あまり

に急ぎ過ぎて、それでけがをしてしまう場合がある

ということで、トラウマに必要な人、すべての設備

をまとめまして、屋上にヘリポートをつくりました

ので、患者をケアエリアに１分で運べます。

　外科手術室が６カ所で、ＣＴスキャナーもＩＣＵ

も、かなりたくさん整備されております。リハビリ

のユニットもあります。ここの医師は、発砲負傷者

の専門家として知られていますが、やはり自動車の

トラウマを勉強しなくてはならないということで、

１９９２年にこの施設が開設されたときに、電子カ

ルテシステムを構築しました。Digges先生がすばら

しいノウハウを持っていまして、自動車衝突の分析

力があり、また安全性に関する知見が有りましたの

で、彼の工学的な能力と負傷のメカニズムを知って

いる外科医の能力を合体させることによって、２０

年前から、我々はこういう学際的な研究チームで

もって、いわゆる医工連携によって、個別の衝突に

ついての研究をやってきました。

　また、トラウマセンターに受け入れられる患者

が、なぜ負傷したかということの分析をしておりま

す。その中で研究をやっているのがWilliam Lehman

傷害研究センターでありまして、トラウマセンター

よりも少し前に開設されました。というのは、トラ

ウマセンターの資金収集ツールでもあったからで

す。今年は６,０００人ぐらいの重度負傷者が発生す

ると予測されておりまして、うち半分が自動車で、

あとが刃物や鉄砲などのような暴力沙汰による負傷

であります。

　発砲負傷者、あるいは暴力沙汰の負傷者について

は、アメリカ陸軍チームの訓練をやっております。

過去１０年間、アフガニスタンに派遣される陸軍兵

士の訓練をやっていますが、こういう経験は私に

とっては誇りであります。

　我々いろいろな分野に関心を持っておりまし

て、まず１つは、そもそも何で負傷するのかという
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ことです。自動車衝突事故の場合においては、よい

チームを編成すれば大体解答が出て、けがの原因

はわかります。時が経過するとともに、Digges先生

がおっしゃったとおり、我々は、車の中の力関係が

どういう仕組みになって変形になったかというこ

とのみならず、その車のＡＣＮシステムのベース

になっているコンピューターが衝突についてどん

な情報を持っているかということを理解して、そ

の情報を使えるようになりましたので、我々とし

てもかなり進歩を遂げてきたところであります。

　我々は、救命によってトラウマケアの費用を削減

するチャンスがたくさんあることを十分に立証す

るデータを持っています。全米でＡＣＮを整備すれ

ば、大きく改善するところであります。命を助ける

潜在性が高い１つの仕組みがあるとすれば、これ以

上のものはありません。外科手術の技術も、こんな

に潜在力を発揮するものは単一ではあり得ない。で

すので、ぜひこういった種類のシステムを日本でも

整備することを検討してください。やはりコストも

削減できるし、命を救うこともできます。

　我々の衝突分析で行ってきた研究を活用するこ

とにより、連邦政府は規則や規制を設定しておりま

す。場合によっては、我々が発言する場合もありま

した。連邦政府が行おうとしている決定についての

データがあったから、助言をしました。

　一例を挙げます。エアバッグは、アメリカで最初

に整備され始めたころ、出力が強過ぎたということ

があります。Ryder Trauma Centerにおきましては、

そのころ、事故の衝撃はそんなに強くないにもかか

わらず、エアバッグが原因となって、特に子供とか、

あるいは高齢の女性などの外傷が発生しているとい

うことがわかりました。子供の頭部がエアバッグの

高さにあるというのはよくないということだけで

も、重要な知見になりました。子供は後部座席に乗

せる、エアバッグがあるからといって助手席に乗せ

ないように、というような助言をしました。

　我々が持っていたデータからすると、衝突が発生

した場合において、エアバッグの出力があまりに強

過ぎるため、負傷者や死者が発生している場合があ

ると助言しました。そういうデータがあったからこ

そ、政府の決定に影響力を及ぼすことができ、エア

バッグに関する規制もそれで変わっていったわけで

す。そのことでエアバッグの出力を弱めるという規

制につながりました。

　我々は、エアバッグの出力を弱くしても危険では

ない、マイナス影響はないと主張しましたが、連邦

政府は、そう言うなら証明してくれとなりました。

私もDigges教授もその検討委員会の委員を務めまし

たが、エアバッグの出力を弱めることによって、そ

れが原因で負傷する人が発生しないということを証

明するとともに、実際に、エアバッグの出力が強過

ぎることによって発生していた負傷がなくなるとい

うことも証明できました。やはり定量的なデータが

強みでありますので、ぜひ皆様もこういった外傷シ

ステム、外傷研究においては定量的なデータが重要

であることを考えていただきたいと思います。

　ただコンピューターにデータを入力して、答えが

出るということではありません。実際違った視点

から物を見る人たちが必要です。車を造る人、傷害

を研究している人、実際に現場に行って救命に当た

る人、現場に最初に駆けつける警察官の人、その人

たちを１つのチームにまとめて、情報を共有化すれ

ば、傷害のプロセスを理解することができて、結果

を改善することができます。

　そこで私どもは、すばらしい人たちをまとめて、

チームをつくっております。それぞれ異なる技術を

持っております。

　一番前にいるのがリーマンさんですが、彼はこの

写真を撮った直後に亡くなりましたけれども、彼の

名前がこのセンターで使われております。すばらし

い人で、アメリカでは最もパワフルな議員であり

ました。彼は、悲劇を経験して、傷害、負傷に関心を

持っていました。彼の娘、キャシーが脳腫瘍と診断
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し、行動します。例えば、赤ちゃんが何か毒を飲み

込んだという通報があれば、ある特定の質問をす

るという、行動が決まっています。あるいは、自

動 車 事 故 が あ っ た と い う 通 報 で あ れ ば 、同 じ よ

うに、ある方法で質問することになっています。

　そして最終的には、チェックリストの後、最終的

に判断をしなければなりません。その判断というの

は、例えばレスキュー隊を現場に送るべきなのか、

９１１はそれを決めなければなりません。あるい

は、もうそのまま時間をかけて、何もしなくていい

のかということを決めなければなりません。

　このチェックリストをつくっているのは２つの機

関です。残念ながら、チェックリストの中には、自動

車から発信されるＡＣＮの情報についての質問が

ありませんでした。ＢＭＷのアシストシステムやＧ

Ｍのオンスターシステムがある一方、何百という携

帯電話の通報があり、近くを通りかかっている人か

ら通報があるが、それぞれ違う道路を通報する。違

う場所、違う色の車など、説明が違うわけです。しか

し、ＡＣＮでは、例えば、テキサスのダラスからマ

イアミの９１１システムに電話が入り、マイアミの

フットボールスタジアムであるドルフィン・スタジ

アムの前で衝突があったというような通報が来ま

す。そうすると９１１のオペレーターは、最初はそ

の情報を信用しないため、それはばかげているとい

うわけです。最終的には、車が自動通報によってそ

の衝突の情報を伝えてきたことを理解しますが、そ

れまでには時間がかかります。

　今はこれが改善されており、ＢＭＷ車の場合、ダ

ラスからマイアミの９１１に通報があれば、これは

生命が危機に瀕しているような重大な負傷があるか

され、非常にすぐれた病院、National Institutes of 

Healthで治療を受け、彼は外科医に、自分はがん治

療にどういう貢献ができるのかと言ったところ、ア

ユボマイエスという外科医がこのように言いまし

た。「がんは注目されている。しかし、トラウマとい

うのはまだ注目されていない。だから、ぜひ議員の

力を使って、アメリカがトラウマに注目するように

力をかしてほしい」と言いました。そしてリーマン

氏は、外傷のための研究をさせ、また疾病管理予防

センターにも貢献しました。Digges先生と私は、彼

のもとで働けたことを大変光栄に思っております。

　次に、アメリカのＡＣＮシステムと９１１通報シ

ステムについて説明します。９１１通報システム

のコールセンターであるＰＳＡＰ(Public Service 

Answering Point)は、アメリカには６,７００カ所、

カナダには７００カ所あります。そして、これをつ

くるということは決して簡単なことではありません

が、実際に来る通報のうち、自動車事故関連は１％

以下で、ほかのさまざまな通報があります。傷害と

全く関係のない通報もあります。どこかに行く道案

内をしてほしいという通報さえ来ますが、これは

９１１通報システムを使う適切な方法ではありませ

ん。

　また、システムが進化し、そして基本的には、さ

まざまな質問をオペレーターに投げかけて、非常

に構造的なアプローチがとられます。アメリカで

は幾つかの戦略があります。コンピューターベー

スのものがあって、例えば、通報が来るとチェッ

クリストを通して、そしてそのチェックリストの

質問に対する回答が何かであるかによって、生命

が危機に瀕しているかどうかということを判断
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もしれないと考えます。そうすると、もし重大であ

ると思われる場合は、チェックリストに従ってレス

キュー隊を呼びます。現在、このシステムをさらに

検討しております。傷害を全くとらえない、常に捕

捉していないということであれば問題があります

が、最近の研究では、必要なものは捉えており、オー

バートリアージでないということは確認されており

ます。しかし、まだ検討は続けております。

　もう１つやっておりますのは、すべての衝突がマ

イアミで起こるわけではありませんが、北米で起

こっているＢＭＷの衝突はすべてとらえることがで

き、そしてある衝突の情報があって、それを検討し

たい、研究したいということがあれば、ＢＭＷを通

して所有者から許可を得て、その現場まで飛んでい

ます。そして、その自動車がどういった電子的な情

報を予測していたかということを研究します。

　わらの山の中の針という問題があります。つまり

ＡＣＮを起動する衝突は、６００万件あったとして

も、その中で重度な傷害が発生するのはほんの一部

です。衝突が起こる度に通報があると、レスキュー

隊や病院はそれに振り回されてしまいますので、賢

いシステムが必要です。アメリカでは、６００万件

のうち死亡事故は３万５,０００件、文字どおり、わ

らの山の中の針のようなものです。

　さまざまな自動車企業が、何らかの交通事故自動

通報システム（ＡＣＮ）を搭載しております。アメ

リカでは、連邦政府が、基準として、車を製造した

場合、例えばクラクションが鳴ればＡＣＮを毎回呼

ぶというようなことを決めていませんが、メーカー

の中には、残念ながら非常にレベルの低いＡＣＮを

やっていて、オペレーターに「何もない」と言われる

ような通報も来てしまいます。例えばフォードは、

自動車の中にある携帯電話システムではなく、エア

バッグが展開すれば個人の携帯を用いて通報できる

ようになっていますが、私どもはこのシステムにつ

いて懸念しています。

　一般的なシステムとしては、自動車からテレマ

ティックシステムプロバイダー（ＴＳＰ）と呼ばれ

るコールセンターに通報がいきます。ＢＭＷはテキ

サスやドイツでやっています。ＧＭはデトロイトで

主にやっています。オペレーターは、ＢＭＷの場合

はスクリーンで情報を受けて、自動車の情報を得

て、そして負傷の予測がされます。そして９１１シ

ステムを使って、９１１システムがどうわかるかと

いうことですけれども、エントラーダという会社

が、こういったことをすべてマッピングしていま

す。したがって、何人もの人を介して、やっと９１１

のオペレーターにつながるようなシステムではな

く、すぐに幹線の回線に入って、必要なところに通

報できるようになっています。

　また、さまざまなメーカーが、何らかの同じよう

な方法を導入しております。当初研究を始めたこ

ろ、私どもは、研究課題の一部として、ＢＭＷ車とＡ

ＴＸという会社のオペレーターとの通信、そしてＡ

ＴＸのオペレーターと９１１システムとの通信、す

なわち、ＢＭＷ車から９１１システムに通報される

までの交信内容を聞きました。ＢＭＷを購入した人

の中には、ＡＣＮが搭載されていることを知らなく

て、突然声が聞こえてくるということで、自分が死

んでいるかどうか、もう天国にいてそんな声が聞こ

えているのかどうかわからないという状況がありま

した。ですから、少し利用者を啓発する必要もあり
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ました。

　ＡＣＮはますます自動化されるようになりました

ので、人々が手を使う必要はありません。しかしＢ

ＭＷでは、毎回９２％、音声の通信能力があります。

そこでプロトコルを変えて、ＡＴＸのオペレーター

と車とのコミュニケーションで基本的な質問をす

るようにしています。だれかけが人がいますか、何

人車に乗っていますか、例えばおじいちゃんが車に

乗っているという答えが来れば、おじいちゃんは何

か薬を飲んでいますかと。そうすると、こういう薬

を飲んでいるという答えが来るわけです。これが重

要な情報です。

　将来は、車にこういうものを搭載すれば、例えば

運転手がそれをわかっていれば、どこかの時点で衝

突が起こった場合に、衝突の情報をオペレーターに

送るだけではなく、ほかの医療情報で重要なものも

提供できます。例えば糖尿病であるとか、発作を起

こしているとか、さまざまな有益な情報が提供でき

ます。これも今後可能性があります。

　さらに医療という点では、現在、医学は大工のよ

うなものです。例えば、くぎを打ったり、物を切った

りしています。しかしトラウマというのは、がん治

療のようなものです。分子生物学やゲノム、プロテ

オミクス、病気の疾患の特徴を理解してきておりま

す。またゲノミクスを理解し、例えば頭を打った場

合に、重大な脳の障害を起こす可能性があるのであ

れば、遺伝的な特徴を補完できるような治療ができ

ます。

　コールセンターの人は外科医でもありませんし、

レスキュー隊でもありません。訓練を受けた人たち

です。ですから、すぐれたトレーニングを行うこと

が大切ですし、常にアップデートする必要がありま

す。

　システムの多くは多言語に対応しています。そ

して、電話も技術も非常に進んでいますので、あ

るシステムで、例えば翻訳能力がなければ、ＡＴ

＆Ｔのシステムを使って、翻訳、通訳できる人を

提供することもできます。このように、すぐに支

援を提供することができます。また、アメリカで

の現在の通話の頻度は、自動車１,０００台当た

り、年間３件から７件の衝突の通報という頻度に

な っ て お り ま す 。そ の 中 で ほ ん と う の 衝 突 に 関

する通報は、ほんの一部です。そのほとんどは、

例 え ば 車 に 乗 っ て い て 、現 在 電 子 的 に オ ペ レ ー

ターもさまざまな情報が提供できます。例えば近

くのレストランがどこなのかといった情報もあ

りますが、衝突に関する通報はほんの一部です。

　アメリカの連邦政府は、何かを車に搭載する必要

が生じた場合、基準を作成して、それを評価します。

現状のＡＣＮでは、ほとんどの衝突で負傷の情報が

提供されないため、その車に傷害が起こっていない

ようなときに、逆に、傷害が起こってしまっている

ということにもなります。ですから、精度がこの中

で大事です。コンピューターシステムが衝突の強さ

を判断してエアバッグを出したりします。

　デルタＶは非常に重要な項目です。デルタＶは速

度の変化を表しています。車を運転していると、ど

こかの時点で時速３５とか５０キロから０に下がる

わけですけれども、それが数秒かけて速度が落ちる

のであれば、それは許容できます。衝突テストの場

合、車が何かのところに、例えば３５マイルという

速度で衝突する場合は、１０分の１秒で、まばたき
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をする間に衝突して、速度が落ちます。ですから、車

のスピードが変わる際に数ミリ秒で変化が起こって

いる場合は、これは重大な衝突であると、すぐにエ

アバッグを出す準備をする、あるいはシートベルト

をしっかりと締め直すなど、いろいろなことを検知

できなければなりません。

　そこで、連邦政府は何をやろうとしているかとい

いますと、搭載されるコンピューターが何をできる

のか、どういう情報をそこから出すのかということ

を決めようとしています。そして情報を提供するほ

かに、ＢＭＷのようにコンピューターからデータを

読み取って、衝突の特徴を理解するということも行

われております。

　さまざまなすばらしい機会が提供されています。

先ほど言いましたように、衝突事故による死亡を減

らし、そして負傷のコストを削減することが、この

システムを導入することで実現できます。

　まず重要なこと、そしてＡＣＮシステムから得

られる最大の恩恵は、衝突がいつ起こって、どこで

起こったかということを把握できるということで

す。衝突があると、１００人ぐらい携帯電話で、違

う場所、違う衝突の通報をしてくると言いました。

何カ月か前に、ある道路でバイクが燃えていたら、

２００件もの通報があって、それぞれ説明が違いま

した。道路の場所も違う。そこで５台のレスキュー

隊の車を送る必要がありました。その燃えているバ

イクを見つけるのにそれだけかかってしまいまし

た。そして、カリフォルニアの道路で衝突があって、

そして山の中であれば、だれもそれに気づきませ

ん。その近くで運転している人がいない限り、だれ

も気がついてくれません。一方、車が衝突位置を通

報することができて、すぐに救急隊を送って、救命

できたというケースもあります。

　音声による通信も大切です。もし車に同乗者が

いる場合は、その情報も得ることができます。そし

て救急システムも、出血している人がいるのであれ

ば、例えば圧迫してくださいとか、情報も提供する

ことができます。またＢＭＷでは、もしほんとうに

医学的な治療が必要であれば、衝突の場所がどこで

あろうと、ＡＴＸのオペレーターがトラウマセン

ターに通報します。そしてすぐに当直の人が支援す

ることができます。

　車のセンサーが多ければ、衝突に関する情報を多

く把握し、例えばロールオーバーしたのかという情

報も提供できます。あるいは水の中にいると、マイ

アミであればこれは珍しくありません。通報があっ

て、レスキューが行って、水の中に落ちた車が見つ

からなかったケースもあります。水の中に潜ってし

まえばわからないからです。

　このＡＣＮシステムで、もっと急速に、高度な対

応をすることができます。このシステムによるトラ

ウマセンターの治療で死亡率が削減できるという

こともわかっておりますし、その後の回復もよく、

治療コストも削減できるということがわかってお

ります。エレン・マッケンジーは、『New England 

Journal of Medicine』で、数年前に研究結果を発表

していますけれども、正確なトリアージをすれば、

死亡率は２５％削減できると言っています。つまり

それができないと、多くの生命が失われるというこ

とです。また、このシステムを使って、負傷している

人たちを速やかに特定して治療できれば、２０％か

ら３０％死亡を削減できるという研究も出ており

ます。いずれの研究でも、衝突による死亡の３分の

１は削減できると報告しています。即死の人もいま

す。０分から９分の間で死亡する、これは結果を変

えるのが難しいと思います。これは重度の傷害で、

救命できない。しかし、１０分から９０分、あるいは

９０分以上たってから死亡するケースについては、

理論上、その多くを救命する機会があると言えま

す。救命可能な死亡事故は、たくさんあると思いま

す。よいトリアージ、早いレスポンスで結果が変わ

るということです。
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　こういうシステムは、元気そうに見えたとして

も、かなり悪い傷害を負傷しているかもしれない

人を特定するのを手伝ってくれるかもしれません。

Digges先生と私は、大動脈、つまり心臓から血液を

流す大動脈ですけれども、多くの即死の死因となっ

ているのが、その血管が破れてしまい、内出血が発

生してしまう場合がよくあります。その傷害が発生

すると、かなり多くの人たちが即死してしまいます

が、我々が認識したことは、もしかしたらその傷害

が発生しているかもしれないということがわかっ

ていれば、即ＣＴスキャンを病院でやって診断すれ

ば、ステントでもって治療することができて、これ

は完全治癒します。これは非常に大きな変革であ

り、結果の差であります。数年前に、私どもはある調

査をしました。我々が思っていた原因と実際は違っ

ていたというケースです。最近では、車の前席はエ

アバッグやシートベルトが装備されているため、か

つて発生していたような傷害はなくなっています。

しかし、側面衝突では、胸が打たれていなかったと

しても、車室内で胸がステアリングに当たり、胸に

外力が働いて、大動脈に力が作用すると、内出血が

発生して負傷してしまうことがあります。ですか

ら、救命に携わっている人へのメッセージとなりま

すが、ドアのそばに座っている乗員は、衝突後に元

気そうに見えたとしても、もしかしたら病院に連れ

ていかなくてはならないということを注意しなけれ

ばならないと思います。ＣＴスキャンして、大動脈

で内出血が発生していないということを確認しなく

てはなりません。これが発生すると、１時間に１％

の人が死亡しています。大動脈に破損がある場合に

は、くしゃみをしただけで即死してしまうかもしれ

ません。しかし、これはステント１つで治ります。そ

うしないと、１日で４分の１とか３分の１の人たち

が死亡してしまいますので、注意しなくてはなりま

せん。

　我々は、ｅＡＣＮを活用することによって、衝突

発生場所がわかるだけではなく、傷害の確率につい

て予測することができ、どんな種類の傷害かという

ことも予測できるかもしれないので、より迅速に、

的確な対応ができるようになります。ｅＡＣＮの利

用、アルゴリズムを利用するということが大切だと
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思います。

　これは、実際にマイアミで発生した事故であり、

システムが機能しなかった事例です。４２歳の女

性であり、ＳＵＶのフォード・エクスプローラー

２００２年型の助手席に座っていました。この車に

青い車が衝突し、彼女は助手席でベルトを着用し、

夫は運転手である。出会い頭で衝突して、両車の車

体後部が２次衝突する、つまり２台の車体後部が接

触します。彼女の乗っている方の車が押し出されて

しまって、電柱とここで衝突します。

　アルゴリズムの判断だと、負傷の蓋然性がある。

この人はトラウマセンターに運ばれて、本来はそこ

で診断されるべきだったが、元気そうであり、治療

は必要ないということになってしまいました。衝突

としてはかなり重度ですが、後で写真をお見せいた

しますが、電柱と衝突して、かなりの損害が発生し

たわけです。これが車体前部の変形状況であり、も

うほとんどの損害が車体の前部で吸収されてしまっ

たというような状況で、内部の損害も軽かった。エ

アバッグが機能して、彼女はベルトを着用していま

した。

　アメリカでは、例えば血圧が下がるとか、彼女の

意識がなかったとか、そうすると法律上、トラウマ

センターに搬送しなければなりませんが、彼女は

その基準を満たしませんでした。数日後、彼女はお

なかが痛いといって、もう一度、このように衝突の

後ですが、救急隊が呼ばれます。腹痛がかなり激し

くなってから、このように膨張したわけです。この

女性は、マラソンをする人なので非常にやせていま

した。４日間で妊娠したわけでもなく、つまりおな

かで何か起こっているということになります。そこ

で、夫はこの女性を病院に行かせて、女性はそこか

らトラウマセンターに搬送されました。

　そして最終的に、傷害が遅延して発現したした

わけです。彼女の腹部で血流傷害が起こり、そして

数日後に出血があったわけです。これによって彼女

は死にかけました。最初に彼女が行った病院で、Ｃ

Ｔスキャンで傷害の兆候が見られたが、見落とされ

てしまいました。最初にRyder Trauma Centerに来

て、すぐに手術をしていれば、４日後には帰れたは

ずですが、死にかけて、多くの障害が残りました。

　Urgencyのアルゴリズムで、これはだれかが傷害
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を受けたかもしれないと予測され、そして運転手と

助手席の人がレスキューで連れてこられますが、彼

女の場合はＣＴスキャンを見て、何か問題があると

いうことを気がつくべきでした。

　Urgencyのアルゴリズムでは、１０％の予想であ

れば危険であると判断しますが、この場合は５６％

の傷害リスクがありました。車からメッセージが送

られて、オペレーターはマイアミの９１１システム

に通報し、もしすぐに対応していれば問題は起こら

なかったはずです。

　つぎに、システムがどう機能するのかということ

についてご紹介したいと思います。
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　自動車事故が発生します。まず車がメッセージを

送ります。ＧＭであれば、メッセージをデトロイト

のオンスターに送ります。車は衝突に関する電子的

な情報を送りますが、オペレーターがこの情報を得

て、衝突がどこで起こったかということを知ること

が大事です。先ず、生命に危険を及ぼすような傷害

が起こる可能性があるかということを検知します。

音声でのコミュニケーションがあります。ＢＭＷ

では音声の通信が可能です。搭乗者と話をして、そ

れからいろいろな質問をします、何人乗っているの

か、けが人はいるのか、何か投薬を受けている人が

いるのか、理解を深めます。そしてUrgencyにアップ

デートします。例えば、車に乗っている人で高齢者

がいると、傷害のしきい値が低くなります。車が搭

乗者の年齢を認識できれば良いが、その情報を得る

一番いい方法は、質問をすることです。ですから質

問をします。
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　オペレーターは、レスキューの必要性を認識すれ

ば、デトロイトの９１１ではなく、衝突が起こった

場所の９１１に通報し、すぐにレスキューを送り、

情報が提供されます。例えば、フロリダ南部では、

ポータブルのデバイスで何が起こっているかを見る

ことができますし、車についての情報も送れます。

車の分解は車が違えば違いますし、エアバッグがレ

スキュー中に膨らんではいけませんので、それぞれ

対応の仕方が違います。しかし、レスキューが行っ

たときには、どういう状態なのかわかって、状態を

理解して行きますので、その場で理解ができて、判

断ができます。あまりにも衝突が激しいので、レス

キュー隊を１台以上送る必要があるとか、車を分解

するための道具も必要だとか、そうすることで迅速

に対応します。

　また、レスキューが現場に到着すれば、追加的な

情報があり、関係者に情報が提供されます。ここで

大事なのは、医師にも情報を提供することです。医

師が何か来るかということをわかっている必要が

あります。医師はエンジニアではありません。私は、

デルタＶはすばらしい概念だと思いますが、それを

知っている必要はありません。平均的な医師が、こ

れはひどい事故で重大な傷害の可能性があると認識

でき、十分に現場の状況を理解できればいいわけで

あり、Ph.Dとか、工学博士号を持っている必要はあ

りません。

　そして、自動車からの映像も見ることができれ

ば、患者の治療にかかわるということができると思

います。レスキューがそこに行けば、傷害のリスク

が予想よりも高いとか、傷害がないということがわ

かります。そこでわかったことは、状況によっては、

Urgencyは重大な傷害を予想したけれども、本人は

けがをしていない。しかし、レスキュー隊は病院に

行くことを勧めます。最終的には大変生命に危険を

及ぼすようなけががあるということがわかったと

いうことがあります。例えば飲酒運転をしている場

合、行きたがらないというケースもあります。です

から情報があればあるほど、だれもが同じベース

に立っているということが大事です。そして、こう

いったポータブルのデバイスで、衝突した車や人を

見ることができますし、どれだけ重傷なのかという

こともわかります。何をすればいいかということも

予測できますので、そうするとドクターもやりやす

いと思います。情報があればあるほど、いいという

ことになります。
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　そして、明らかに最も重要なのは、この予測アル

ゴリズムで大事なのは、けが人を理解し、そしてそ

れをできるだけ捕捉し、しかし、けがをしていない

人を間違ってけが人と捕捉しないようにすること

が大事です。そこでこのアルゴリズムを使っていま

す。

　予測可能性に関して、20％ぐらいの数値を保ちた

いと思っています。我々としては、あまりに過敏、セ

ンシティブ過ぎるということであってはならないと

も思っておりますので、やはりすべてバランスの問

題でありまして、アルゴリズムに対する理解を深め

ていかなくてはならない。Digges先生が指摘したと

おり、予測アルゴリズムを使っていると、ある時点

において、ほとんど全員負傷している人たちは把握

できるという時点に到達するでしょう。その時点に

おきましては、もう負傷者の、あるいは誤診、誤った

陽性反応が出るような人たちの数は下げられるわけ

です。

　ＣＤＣ、疾病管理予防センターと話していると、

みんなもうデルタＶだけで、速度だけでいいじゃな

いかという人もいます。でも、それは無理です。時速

ゼロで衝突しない、速度が低いと傷害発生蓋然性は

少ない。時速100マイルで衝突すると、傷害発生確

率は高い。問題はその中庸です。ひどい衝突事故で

も人々が元気だという場合もあるわけです。ですか

ら、速度だけではだめです。

　衝突した時点の速度だけではなく、車体のどの部

分で衝突が発生して、どのような衝突形態であった

か、ベルトは着用していたか、エアバッグは展開し

たかということを把握しなくてはなりません。例え

ば、エアバッグの効果について、Degges先生がきの

うすばらしい講演をしました。エアバッグは、かな

り脳に対する傷害を減らしています。前面衝突にお

けるシートベルトの効果と同じぐらいの効果を発揮

しております。数年前では、もしひどい側面からの

衝撃があると、頭部傷害が発生する可能性がありま

したが、今はそれがなくなりました。だからアルゴ

リズムも、そういったことを考慮できるぐらいの賢

さを持っていなくてはならないということでありま

す。

　理想的な世の中であれば、車からの情報が送信さ

れて、正しい緊急ダイヤルに迅速に送信される。そ

して、電子分析されて、電子情報が把握される。運

転手だけではなくて、搭乗者全員がだれで、どこで

発生したかということを、その車体自体が認識して

くれる。また持病についての情報もあった場合は、

音声通信がなかったとしても、システムがその車と

車内の状況について理解できるような状況という

のが理想であります。ですので、我々としては、も

う常時いろいろな利点について分析しております。

　問題がないというわけではありません。例えばプ

ライバシーの問題、個人情報の問題です。車から情

報を提供する、搭乗者も情報提供に合意してくれた

ということは言うわけですけれども、どの程度衝突

で身を守るかに対して、自分の情報をどこまで開示
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したいかということも考えなくてはなりません。個

人情報を提供することに合意した人たちがいるわけ

ですから、セキュリティーは整備しておかなくては

なりません。この薬をこの人が飲んでいるというこ

とを、知る必要のない人に知られてはならないわけ

です。現在のシステムのやり方では、車のオーナー

であると、その情報を送るということについては、

車を買った時点においてメーカーと合意を取りつけ

るわけです。つまりＢＭＷを買った、いや、絶対個人

情報を送ってほしくないというような人は、ディー

ラーではいないようです。今のところ、皆さん合意

するそうです。

　アメリカにおきましては、ＤＯＴの道路交通安全

局は、ＡＣＮに関してシートベルトとかエアバッグ

のような義務化はしておりません。みんななくては

ならないということは言っていません。もし義務化

すれば実施がしやすくなるとは思うんですけれど

も、ぜひ日本におかれても、皆様関係者として、政府

に呼びかけてください。ぜひこういったようなシス

テムを整備するように、政府に訴えてください。や

はりこういったレベルのサポートが必要だと思われ

ます。
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　我が国における疾病管理予防センターがかなり

力を発揮してくれて、学際的な有識者の委員会を設

置して、我々のトリアージの方法もそれによって変

わっていますし、９１１に電話がかかってくると、

１つの意思決定ポイントは、車の重度がどのくらい

か、深刻度がどのくらいかということをそこで判断

する。研究を進めれば進めるほど、予測がそれだけ

精緻化されるわけです。冒頭で申し上げましたとお

り、こういうシステムを包括的に整備すれば、もう

１つの要素で幾多の命を救えるかというと、やはり

これが一番単一要素として影響力が大きいと思いま

すし、コスト削減効果もあります。

　ＣＤＣの現状ですけれども、我々のアルゴリズム

が２０％以上だと、疾病管理予防センターはチェッ

クリストを使うかどうか、その基準をもうちょっ

と下げなくてはならないか、あるいは上げてもい

いかということを、常に検討しております。これは

チェックリストの仕組みでありまして、それを図式

化しました。

　通報があると、電話がかかってくる。２０％未満

の蓋然性の場合は、搭乗者と話を始める。２０％以

上だと、もし音声で話せるのであれば、そこで、だれ

も自分がけがしたとは思っていない、でもトラウマ

センターに来たほうがいいと思うというような判断

がなされるわけです。音声で会話できないと、救急

隊を即時派遣いたします。これらの傷害には、例え

ばだれかが車の外に投げ出されたとか、あるいは自

転車、だれかをひいたといったこと、ＣＤＣはそれ

も修正しております。またUrgencyアルゴリズムは

何かを把握していなくても、車に乗っている人はそ

の情報を、何か気がついているという場合は、トリ

アージでその情報が使われます。

　そこで今後ですが、だれもが同じ土台に立ってい

られるようにするということが大事です。だれもが

工学の専門家である必要はありません。私たちは講

義資料のシリーズもつくっております。自分たちの

デバイスで、あるいはiPhone、iPadを使ってアクセ

スできますし、警察あるいは医師がローテーション

をとって参加できるように、これを理解できるよう

にしております。また、ＣＤＣのトリアージプロト

コルが、現在、政府が義務づけていますけれども、

Urgencyがこのシステムの中で普及し、使われるこ

とを望んでおります。また、このシステムの改善の

研究もまだ続いています。

　本日は、ご清聴ありがとうございました。

　この後、Digges先生と私から、皆様のご質問に

お答えしたいと思っております。また、どのような

分野にいようと、例えば医師であろうと、ヘリコプ

ターを運用する方であろうと、救急関係の方であろ

うと、自動車メーカーであろうと、ぜひこれを念頭

に入れて、今後検討していただきたいと思います。

　ありがとうございました。
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司会（石川）　質疑応答の時間で、皆さんからいろい

ろ質問をいただいておりますので、順次これについて

の質疑応答をしていきたいと思います。

　本日は、もう１００名を超える、いろいろな分野の

方が来られています。国土交通省の方、消防庁の方、

それから大学関係、特にお医者さんの方もたくさん来

られていますし、自動車メーカーの方もたくさん来ら

れています。そういう意味では、それぞれの立場で、

いろいろなご質問、ご意見があるかと思いますけれど

も、ぜひ最後には、いろいろな情報の共有化というこ

とで締めくくりたいと思いますので、活発なご質問、

ご意見等、よろしくお願いいたします。

　まず初めに、手元にかなりの質問がありますが、簡

単に整理しますと、１つはUrgencyという、いわゆる

予測アルゴリズムです。これについてたくさんのご質

問が来ております。これについて、まず可能な範囲で

順次質問を紹介して、それに対する回答を、Digges先

生またはAugenstein先生にお願いしたいと思います。

　まず初めに、Urgencyの予測アルゴリズムの中に

あるパラメーターの中に乗用車の種類に関するパラ

メーターは入っていませんが、乗用車の種類によって

予測が変わるのかどうか。

Digges教授　Urgencyの予測は、アメリカのＮＡＳ

Ｓと呼ばれるデータセットを使っております。これ

は、衝突事故のサンプルをとっていて、２台のうち

一方は牽引撤去しなくてはならないような事故であ

りまして、６万件以上のサンプルを毎年取得します。

データベースは１２年間のデータを蓄積した情報が

積まれております。そのデータベースの中、乗用車系

が５０％以上、ＳＵＶが２５％、バンが５％。ピック

アップトラック、ＳＵＶが大体同じぐらいということ

でしょうか。

　問題は、データベースがＳＵＶとセダンと分けられ

るほどには十分になっていないということです。です

から予測としては、その比率で合わせられているとこ

ろの車の集合体ということになっています。

　今後、ＡＣＮから情報が来るようになり、ＡＣＮの

データベースを活用できるようになれば、具体的に車

の種類でもって予測するということは可能になって

くると思います。まさに精緻の改善の余地が残ってい

るのはその分野も１つです。しかし、今のところは現

存するデータベースしか使えませんので、アメリカの

通常の乗用車の割合でもって構成されている乗用車

集合体でもって予測しなくてはなりません。

　乗用車の安全性が改善すると、アルゴリズムもやは

りアップデートして、乗用車の安全性の改善を反映し

なくてはならない。特に最近１０年における安全性の

改善を反映させなくてはならない。もうほんとうにこ

こ１０年では、劇的な死亡事故の削減がありました

し、また耐衝突性も改善しておりますし、衝突回避機

能も改善しておりますので。

Augenstein教授　我々、２つのことをやることに

よって、アルゴリズムの精緻化を図っております。主

Digges教授、Augenstein教授は壇上で、
司会者ならびにフロアとの質疑応答

司会
石川　博敏（HEM-Net理事）

討論
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にＢＭＷと協力して、ＢＭＷ車を対象としております

ので、常に我々はＢＭＷ車を対象として精緻化してお

ります。

　アルゴリズムを使うと決めたメーカーには、常に似

たような分析をしてほしいと推奨しております。私ど

もは、２つ新しい調査を連邦政府の予算のもとで実

施することになっておりまして、そのうちの１つは、

Urgencyアルゴリズムが予測したことはこれだという

ことはわかっているけれども、実際の衝突の現場を見

ていない、車の状況を見ていないということがありま

す。Urgencyの予測結果を実事故から検証する調査で

す。

　救急隊から情報を収集することによって、トラウマ

センターに患者を送るべきというふうに予測して、送

るべきだったかということを確認しています。必ずし

もトラウマセンターで傷害が発見されたわけではな

いかもしれないけれども、それでデータセットが充実

されて、最も重要なものを優先するということができ

るようになるかもしれない。トラウマセンターでの治

療が必要かどうかということの判断が精緻化するか

もしれないということです。

　もう１つの調査ですけれども、これはフルのＡＣＮ

システムを、Ryder Trauma Centerが所在するマイア

ミで導入していますが、カリフォルニア州もそれと

同じものを導入するということを合意しましたので、

データセットをさらに拡充して、他社の、ＢＭＷ以

外のメーカーの車両も入れて分析をしていきたいと

思っています。

司会（石川）　今のご質問は、ほぼこれで十分説明さ

れたかなと思います。乗用車の種類をパラメーター

に入れるというのは今後の課題ですけれども、それに

よって１つ精緻化できる可能性があるという回答で

あったと思います。

　ご質問のある方は、スタンドマイクしかありません

ので、スタンドマイクで。済みません、ご質問お願い

いたします。

質問者　日本語でいいですね。

司会（石川）　はい。

質問者　今の質問に関連して、衝突特性のデータベー

スを市場から得る方法もあります。NCAPをアメリカ

でも日本でもやっていますけれども、NCAPの衝突試

験のデータを使えば、より正確なデータが集まるので

はないかなと思いますけれども、その辺の活用という

のはどうなんでしょうか。

Digges教授　Urgencyのアルゴリズムをつくるため

には、実際の人たちがどういうけがを衝突で負った

かというデータが必要です。ある特定のテストの中で

のダミーのデータではありません。ＮＣＡＰを使う際

の問題の１つは、車が、ＮＣＡＰスコアを改善するた

めに、安全性システムが頻繁にその衝突テスト向きに

特別に設計されているわけです。ますます多くの車両

が、ある特定の衝突テスト向けに設計されていますの

で、そうすると、ほかの衝突モードでは有益だったは

ずの能力が失われてしまいます。ですからＮＣＡＰ

スコアを使うというのは、それを使っても、ＮＣＡＰ

スコアが現時点では、ほんとうに車の現実世界での挙

動を予測しているかどうかわからないと思いますの

で、ＮＣＡＰスコアは、車がある特定の衝突の条件下

ではどういう挙動を示すかということを予測するに

は有効だと思いますけれども、もっとスピードの遅い

衝突、あるいは、もし高齢者が乗っていた場合と、ダ

ミーの場合、どういう挙動になるのかということを予

測するのは難しいと思います。ＮＣＡＰの衝突試験で

は、人体ダミーを使用していますので、負傷の基準は

３５歳をベースにしています、ですからＮＣＡＰは有

効であるけれども、Urgencyのアルゴリズムには、必

ずしも使えません。

Augenstein教授　このプロセスが始まったときに、

イベントデータがここで記録されていますけれども、

クラッシュ、衝突を正確に特徴づけているかというこ

とを見る際には、さまざまなステージテストをやっ

て、イベントデータを比較しました。デルタＶとか、

力の方向とか、伝統的な分析を、衝突について行う際

に比較しております。

　そこで得た知見ですけれども、正面衝突はかなり正

確にあらわしていますけれども、側面衝突はそれほど

正確ではないということです。いろいろな理由があり

ます。メーカーとも実際の衝突についてさまざまな研

究をしておりますが、彼らが使っているアルゴリズム

を、繰り返して、その予測値を改善するということが

行われていると思います。

司会（石川）　 今のご質問に対するご回答は、やは

りＮＣＡＰとかというのは、１つの非常に限定され

た条件下でやっているということで、やはりリアル

ワールドの事故から今のところは予測をするという、

Urgency アルゴリズムを開発しているというご説明
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でした。

　それでは同じく、非常に細かい点ですけれども、当

人にとっては非常に重要な問題かと思いますので。

　現在Urgencyがアルゴリズムに使われている変数

と、いろいろな細かいタイプバリューといいますか、

項目を確認したいということで、どの文献がそういっ

たことを説明していますかという会場のご質問です。

Urgencyについての最新情報といいますか、その辺で

適切な文献があったら教えていただきたい。

Digges教授　プレゼンのスライドの中で１枚入って

いたと思いますけれども、そこにリストがあります。

ＢＭＷの資金でもってまとめた報告書のリストがあ

ります。私が維持しているホームページがあります

が、まだやっていなくて、向こう１カ月で、すべて公

になっている論文については、私の主催しているホー

ムページに掲載しようという計画を立てています。

　その一連の報告書ですけれども、ＢＭＷの予算で

行ったのが、最もUrgencyでは秀逸なるレポートだ

と思います。あと、Augenstein先生のレクチャーで

おっしゃっていた、ＣＤＣ、疾病予防管理センターが

Urgencyアルゴリズムに関して出している変数の勧告

があります。ＣＤＣは、最も重要な項目として、デル

タＶ、衝突の方向、シートベルトの着用有無、多重衝

突とロールオーバーの有無、搭乗者の年齢を指定して

います。

　我々としては、そのほかの変数も測定できるように

したい。例えば、車体変形において、どの程度車室内

に侵入したかというようなことも参考になると思い

ます。ロールオーバーの度合いも、そこまでわかれば

非常に有用なる測定値になると思いますが、現状で

は、その情報は車によって収集されるデータからは

入ってきません。

Augenstein教授　１つ、私が指摘すべき最も重要な

点の１つですけれども、Digges教授と私は、皆様の中

で希望者がいらしたら、ぜひ共同で検討したいと考

えております。Urgencyアルゴリズムでも構いません

し、あるいは本日お話ししたｅＡＣＮシステムの実

施方法などに関して、一緒に検討したい方がいらし

たら、ぜひ一緒にやっていきたいと思います。私ども

は非常に熱意を感じておりまして、これが改善できれ

ば、もっと多くの命を救えると思います。我々も、皆

様が繰り返しやるとしたら同じ過ちを犯すと思いま

すので、もう既に犯した過ちを繰り返さないでくださ

い。

Digges教授　つまり言いたいことは、やはりUrgency

に関しては５つぐらい論文が出ていて、それは配付資

料の中に入っている１ページにまとめられておりま

す。あとはＣＤＣで出版している、今までのUrgency

の沿革ということについてのレポートもあります。そ

れが私の推奨論文です。

司会（石川）　どうもありがとうございました。

　もう１つUrgencyに関連しまして、いわゆるプレ

ディクターの中に、エアバッグの展開情報の項目が今

回のプレゼンではなかった、この理由はなぜでしょう

か。エアバッグの展開有無というのは、予測において

重要ではないでしょうかというご質問です。

Digges教授　もちろん大事です。ただ一般的に、ＡＣ

Ｎシステムをトリガーする現象がエアバッグの展開

そのものです。ですから、エアバッグの展開が普通は

必要です、ＡＣＮの通報がされるには。ですからエア

バッグの展開は、もう起こったものと想定されていま

す。

Augenstein教授　少なくともＢＭＷからは、どのエ

アバッグが展開したかという情報をもらっています。

そして乗員がどこに座っているかということを検出

したかどうかということも、情報をもらっています。

司会（石川）　次は、少し飛びますけれども、自動車

ではなくて、いわゆるオートバイといいますか、自動

二輪車へのＡＣＮシステム搭載というのはいかがで

しょうかと、こういうご質問ですが。

Augenstein教授　メーカーの中には、何らかの衝突

通報システムをオートバイに搭載しているところも

あると思います。マイアミですと年中オートバイに

乗って、もっと重要なのは、もしある程度の資金力が

あれば、どのような年齢であったとしても、またオー
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トバイの運転能力いかんにしても、だれにでも売って

いるような状況ですので、オートバイを巻き込む衝突

事故は多発しております。

　１８歳とかいう人たちが犠牲になっているのでは

なく、５０歳以上の人たちの犠牲者が増えています。

団塊の世代の人たちで、若いころの思い出として、ま

たオートバイに乗りたいというような人たちが多く

犠牲になっております。

Digges教授　１つオートバイに関して重要になるパ

ラメーターは、ヘルメットの着用の有無だと思いま

す。それをセンサーで探知できるかということが、や

はりUrgencyアルゴリズムの開発にとってはかぎとな

ると思います。ただ、場所がわかるということ、オー

トバイ衝突事故発生地理情報があるということだけ

でも、参考になるのではないかと思いますので、実施

できれば参考にはなると思います。

司会（石川）　次もUrgencyアルゴリズムですけれど

も、このアルゴリズムは、毎年といいますか、年々更

新されているのか。いわゆる安全装備、車の安全性も

性能も向上していく、また事故実態もそれに伴って変

化するということで、これについてはいかがでしょう

か。

　それからもう１つ、先ほどありました、いわゆるし

きい値ですね。リスクしきい値、これを具体的に、ど

のように決定しているのか。

　それから、３つ目になりますけれども、受傷部位、

傷害部位の予測。これは、どこをけがしたか、こう

いったところは必要ないのか、トータルで傷害の程度

だけでよいのかどうかというご質問です。

Digges教授　まず、私どもは継続的に、Urgencyアル

ゴリズムは更新、アップデートしています。最新の衝

突データに基づいてアップデートをしています。た

だ、自動車が、新しい、改善された安全システムを装

備して使われるようになってから、十分にデータベー

スが、変化がわかるほど蓄積するまでには時間がかか

ります。例えば２０００年から２０１１年の間に出た

新しい車というのは、前のものよりも改良されていま

す。そして、側面衝突の面では大きな改善があります。

例えば、サイドエアバッグやカーテンエアバッグがあ

ります。ですから常に、私どもは必要な分析をして、

Urgencyアルゴリズムのアップデートをしています。

しかし、実際に安全システムが導入されてから事故

データベースのアップデートまで、少なくとも５年は

かかります。

　また、これは保守的な見方ですが、安全サイドで予

測しているということになります。実際に今道路を

走っている車に比べて、安全性を低いベースで予測し

ていますので、慎重であることで問題はないと思いま

す。慎重であるということで、不正確であってはいけ

ないと思いますので。

Augenstein教授　車の中でどこで衝突が起こったの

か、また乗員がどこに乗っていたのかということ、こ

れは重要だと思います。私、例えば大動脈の傷害の例

を挙げましたけれども、また側面衝突が改善され、構

造保護のレベルが改善されましたけれども、そのよ

うな傷害はまだ起こっています。ですから自動車のほ

うで、例えば大動脈の負傷を考えなさいということが

できればいいと思っております。そういったことでユ

ニークな信号があればいいと思います。

　また、もう１つ大事だと思っていることがありま

す。それは高齢者の場合、文献では何が高齢なのかと

いう定義がされていないと思います。あまり定義の一

致が見られません。しかし私、外科医として申し上げ

ますと、ある年齢で、同じ年齢でも、１８歳よりもむ

しろ高齢者のほうが弱いわけです。そして命が危険に

さらされるような負傷をして、同じ条件下でも、高齢

者になるとそのリスクは高まります。また、ある一定

の傷害に関しては、高齢になればなるほど結果も悪く

なります。

　文献のデータでは、ある衝突で、例えばエネルギー

管理という意味で、余分なエアバッグは計算に入って

いませんので、例えば病的なほど肥満であるというこ

とはよくないわけです。衝突の傷害を考えても、また

その成果を見てもよくありません。ですから、こうい

う項目も情報に加えることができればいいと思いま

す。

Digges教授　３つ目のご質問は何でしたっけ。

司会（石川）　受傷部位、どの部位がけがをしたかと。

頭か、胸か、腰か、そういった部位の予測は必要ない

のか。

Digges教授　いいご質問で、すばらしいご質問だと

思います。

　私たち、Urgencyを、頭と胸のけがという組み合わ

せ、あるいは頭部と胸と手足、あるいは全身の傷害と

いう視点で見ております。またUrgencyの予測可能性

というのは、腕の予測をする必要がない場合、あるい
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は足の予測をする必要がない場合、精度は上がりま

す。腕や足というのは、大変予測は困難です。頭部や

胸よりも傷害がランダムに起こりますので予測が困

難です。ですから、頭部と胸のけがの予測に力を入れ

ております。両方が非常に重傷な外傷になりますの

で、そこに注目します。そしてUrgencyのアルゴリズ

ムは、腕と足の傷害予測は含んでいません。

Augenstein教授　例えばUrgencyをつくる際に、幾

つかのエンドポイントを使うことができます。１つが

死亡、もう１つが総合的な傷害予測、例えば重症度の

スケールがありますけれども、体の部位で負傷した部

分を見て、そのけがの特徴を見て、そのトップ３を見

て予測します。そうすると、傷害の後どうすればいい

かということを予測しやすくなります。

　傷害のグループで、生命に脅威を及ぼすだけではな

く、時間的にも制限があるもの、例えば治療しなけれ

ば死亡する可能性が高いようなものを見ております

が、Urgencyがいいのは、傷害で致死的なものがあっ

た場合、その患者に適切なものをやらなかった際に死

亡する可能性が高いもの、それはほとんどが頭部や胸

部に起こる、あるいは腹部に起こる負傷が多いわけで

す。腕をけがするのは、いいことではありませんが、

それで死亡するということはめったにありません。

司会（石川）　続きまして、同じようにUrgencyですけ

れども、２つほどあります。

　まずUrgencyのアルゴリズムは、今現在ＢＭＷを対

象として開発しているということで、これはＢＭＷに

しか適用できないのかというご質問。それからもう１

つは、多少関連しますけれども、米国、欧州と違う体

格、あるいは車の大きさが異なる日本でも、このアル

ゴリズムを適用できるのかどうかと。

　こういうご質問、２点、お願いいたします。

Digges教授　Urgencyアルゴリズムは、ＢＭＷを基盤

としてではなくて、アメリカの道路上を走っている車

を対象としてということでありまして、ＢＭＷは平均

的には、平均車両よりも安全性は勝っていると思いま

す。ＢＭＷに関しては、アルゴリズムは保守的であり

ます。

　そう申した上で、アルゴリズムをＢＭＷ特有に開発

できれば有用だと思います。ＡＣＮから得る情報と、

またより充実した情報を、患者のその後について得る

ことができれば、各症例について、Urgencyが特定し

た重度傷害という症例に関して情報を入手し続ける

ことができれば、おそらくＢＭＷ特有アルゴリズム

を開発することができましょうし、ＢＭＷ以外のメー

カーにも、各単一メーカー特有アルゴリズムというの

を、車の情報と、そして搭乗者の情報を両方得られれ

ば、開発可能だと思います。

　もう１つ何でしたか、質問は。

司会（石川）　ボディーサイズ。ビークルサイズ。

Digges教授　ほかの国でということでしたね。車両

の母集団が違う、小型の車両の母集団だと、おそらく

アルゴリズムも変わってくると思います。我々が開発

したアルゴリズムを適用して、外れるということはそ

んなにないと思いますが、でも車が大きいと、一般論

としてそちらの大きいほうが安全です。小型車も同じ

アルゴリズムを使うことはできますが、その場合、し

きい値を調整する、低くするということを勧めます。

司会（石川）　次は、日本は歩行者事故が大変多い。ア

メリカの場合、ｅＡＣＮを歩行者保護に広げていく研

究はありますかという質問です。もしあれば、ご紹介

いただきたい。

Augenstein教授　現在研究で、ＡＣＮを人が体につ

けて歩くというようなものは研究されていないと思

います。このＡＣＮというのは、車からのコミュニ

ケーションです、つまり歩行者が何かけがをした場合

は、車を通して情報があるということは考えられます

が。

　また、今一般的になってきているのは、何らかのデ

バイスを持ち運んで、それを、ボタンを押して医療

サービスを受けられるとか、あるいは携帯電話を使っ

て救急通報をすることが自動的にできるのかもしれ

ません。

Digges教授　次の安全性の課題と言えるかもしれま

せん。
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司会（石川）　まだたくさんありますが、ちょっと専

門的になってきますけれども、Urgencyアルゴリズム

において重症度リスクのしきい値が、ＣＤＣによって

２５％と決められたというご紹介がありましたけれ

ども、具体的にどのようにそれが決められたのか教え

てください。

Augenstein教授　今２０％ですが、その議論は結

論に到達しておりません。常に検討が続いていると

ころです。とりあえず２０％に設定されていますが、

Digges先生が発表されたとおり、２０％であれば、ほ

とんどすべての負傷者関連は掌握できると思います。

負傷のないような事故も、２０％であれば避けること

ができるということです。しかし、ＣＤＣではまだ議

論しておりまして、常に検討が続けられていることで

あります。ＢＭＷだとそうかもしれませんし、そんな

に悪い数字ではないということには今のところなっ

ております。ただ、先ほどの質問ではありませんけれ

ども、もっと小さい車であれば、異なるしきい値のほ

うが適切なのかもしれません。よって、これについて

は常に検討が必要でしょう。

Digges教授　しきい値で、トラウマセンターがそれ

以上というしきい値と、レスキュー隊を必要とするし

きい値とは違うということであります。トラウマセン

ターよりも救急隊のほうが低くていいと思います。ト

ラウマセンターは１／５（２０％）以上です。

　しきい値を下げれば、もちろんみんなを掌握できる

ということはできますが、過剰トリアージになってし

まうというリスクがあります。ですから、やはりそれ

ぞれの国、それぞれの状況によって、あと現場のレス

キュー隊の状況によって、オーバートリアージに関し

てどこまで許容できるか、ということによって、しき

い値が決められます。それは現地現地で、経験値に基

づいてなさる判断でありまして、今ここでは、こうあ

るべきだということは言えません。

司会（石川）　これも少し細かいですけれども、いわ

ゆる薬を服用しているとか、既往症、既に病気を持っ

ているとか、こういったことと、外傷における重傷と

の関係、こういった関係について、統計的な手法で検

討したような論文などありましたら、教えていただき

たいということです。メディカル情報と外傷との関係

です。

Augenstein教授　研究として、傷害を予測するのに、

何らかの既往症があるとか、何らかの投薬を受けてい

るということを関連づけているものがあるかどうか

は知りません。一般的な例としては、例えばてんかん

発作を起こす人で、薬でそれが十分にコントロールさ

れていない人の場合、そういった患者さんの治療をし

ている医師は、大変難しい立場に置かれます。その人

は車を運転してもいいか、いけないか、あるいは、そ

の人が衝突を起こす可能性が低いので、車を運転する

ことを認めるのか、これはよく知られている問題で

す。

　私どもが大変おもしろいと思っている研究が最近

始まっております。そしてこれについては世界でも、

このアプローチについてさまざまな活動が行われて

いますが、車は現在、もういろいろなことを感知でき

ます。例えば運転特性はどうなのか、車線変更のくせ

はどういうものなのか、例えばブレーキをあまり長い

間使っていないとか、そしてアルコールを飲酒してい

るかどうかということを検出することができる技術

もありますし、例えば居眠りをしているかどうかとい

うことを検出できる技術もあります。

　ＢＭＷとともに、車のグループで、このような連続

運転情報を提供できるようなものを研究しておりま

す。そして、それを使って、ボランティアを生理学的

に監視します、モニターします。衝突事故につながる

可能性のあるものは、例えば糖尿病で、インシュリン

をとったけれども、食事はしなかった。そこで血糖値

が下がり失神してしまうとか、心拍数に、心臓のリズ

ムに問題のある人など、患者をモニターしたり、ある

いは兵士で傷害を負ったとか、熱中症を起こしそうな

人をモニターする、こういった技術を使って、運転手

が衝突を起こしそうかどうかということを予測でき

ると思います。さまざまな装置を身につけて、針を刺

して運転しなければいけないのであれば、これあまり

ポピュラーにはならないと思いますが、さまざまな情

報を、例えばステアリングを握っている手からモニ

ターできる方法もありますし、腕時計からモニターで

きるというものもあると思います。

　アメリカでも高齢化が進んでいます。そして高齢化

というのは、以前とは意味が違います。団塊の世代の

人たちは、自分たちは永遠に若いと思っています。で

すから、家にいて読書をするということは、この世代

の人たちはしないと思います。団塊の世代を超えた

８０代の人でも、ハーレーダビッドソンに乗って、奥

さんを後ろに乗せて運転して、衝突事故を起こしたり
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しているわけです。心臓に問題があった人、ある程度

それは管理されているけれども、準備をして備える必

要はあると思います。

司会（石川）　Digges先生のプレゼンで、中に乗って

いる乗員が傷害を受けているかどうかの判断として、

車体の変形量が２０インチということになっていま

したが、これが１２インチへと変更されたという。そ

の理由はなんでしょうかというご質問なんですが。

Digges教授　もともと２０インチは前面衝突で、で

も側面衝突は１２インチだったので、保守的なほうが

いいだろうということで、２０から１２に変更されま

した。ですので、現行のトリアージ基準は１２インチ

です。

司会（石川）　現行は１２インチということですね。

Augenstein教授　場所によりますが、それも１つの

基準です。

　問題は、ほとんどの車両は、前面衝突の場合、設計

があまりにうまくいっているので、前面衝突によって

負傷するということがあまりありません。ところが側

面衝突の場合におきましては、前面衝突よりも負傷、

外傷との相関がより高い。最初に出た文献、ジョーン

ズとチャンピオンの研究だったと思いますけれども、

こういう尺度を使って、負傷、傷害を予測できるとい

うことが提案されましたが、精緻な予測尺度ではあり

ません。

Digges教授　だからこそUrgencyのようなものが必

要だということが、ここで改めて立証されます。

司会（石川）　それから、ＢＭＷとの共同研究をやっ

ているということですが、ＢＭＷの本家であるドイ

ツでも同様の研究はなされているのでしょうか。この

Urgencyのプログラム開発とか、ここにあります今日

のプレゼンテーションの内容は、ＢＭＷと長く共同研

究をしてきたということで発表されていますが、ドイ

ツではこのような研究をやっているんでしょうか。ア

メリカだけの研究なんでしょうか。

Augenstein教授　私どもはドイツにあるものを幾つ

かやっております。ＢＭＷは衝突調査プログラムを何

十年もやっています。そして衝突を特定すると、その

自動車を見るように人を送っていまして、私たちは北

米で同じことをまねしてやっております。

　ＡＣＮシステムは、まだドイツではないと思いま

すが、それは研究されていると思います。ＢＭＷも

Urgencyを研究していると思います。

Digges教授　ドイツのデータベースは、十分な、重大

な傷害のデータがないと思います。Urgencyを計算す

るのに十分なデータがないと思います。アメリカの

データベースは、もっと重大な傷害という意味ではロ

バストな堅牢なデータベースです。何が違うかという

と、ドイツのデータベースは、データベースに入れる

ためのしきい値がずっと低く、重大な衝突は少ない。

しかし重大な衝突が少ないと、重大な傷害は減りま

す。重大な大破だけを見ると、重大な傷害が増えます。

ですから事故の防止研究という意味では、ドイツの

データベースはいいと思いますけれども、Urgencyの

アルゴリズム、予測アルゴリズムには適していないと

思います。

　ですからUrgencyに関するＢＭＷの研究すべては、

アメリカのデータをベースに行われております。

司会（石川）　Urgencyのプログラム開発では、データ

ベースはアメリカのものを使っているということで

すね。私もその辺のことがよくわからなかったんです

けれども、参考になりました。

　私のほうは、自分でちょっとご質問の意味が理解で

きないものは、ちょっと今はパスしていますので、自

分の質問がまだ出てこないという方は、遠慮なくマイ

クに向かって言ってください。

　次は消防関係。今日は消防関係の方も来られていま

すので、ちょっと１つ紹介しますので、できれば引き

続いて、これをトリガーとしていろいろなご質問をい

ただければと思います。

　非常に単純なことですけれども、消防への伝達手

段、これは電話のみでやっているんですか。例えば、

正確を期すため、日本ではファクスを使用しています

けれども、米国ではどういう手段で、コールセンター

から、９１１ですか、ＰＳＡＰに連絡を入れているの

か。

Augenstein教授　アメリカ全土を見ると、かなり格

差が地域によってあります。９１１の緊急通報ダイヤ

ルのシステムでも、場所によっては電子ディスプレー

まであって、非常に高レベルの訓練を受けているス

タッフがいるところもあれば、電話線１本で、１人の

人が電話に出るというようなところもあります。

　ほとんどのシステムが電子化やディスプレー活用

に移行しているところでありましょう。電子的に情報

を受信したほうがいいわけです。例えば救急隊の派遣

を自宅から９１１に電話して要請すると、ほとんどの
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場合は、電話をかけた人の住所が即時ディスプレーに

表示されます。ですので、なるべく電子的に情報が伝

達できればいいところであります。場所によっては、

ファクスを使っている場所もあるのかもしれません

けれども、ほとんどが電子手段か、あるいは、もっと

頻繁なのが電話交換を通してだと思います。

　我々はちょっと、むしろほかの側面に関心を寄せて

いるところでありまして、レスキューであろうと、医

師であろうと、患者の現場の医師であろうと、携帯電

話は非常に機能性が高くて、いろいろな情報を受信、

送信できますが、事故が発生すると、もう手を使えな

いから、携帯電話が使えない事例がたくさんありま

す。そういったところで、軍部が随分前から使ってい

る技術に我々関心を寄せておりまして、ディスプレー

機器があれば目視することができると。それを目でた

どっていく、音声認識の機能も備わっているから、カ

メラも整備されているから、遠隔医療みたいな機能を

も果たすというような機器はないかということです。

　そこまでケアが整備されれば、非常に有用になると

思います。エレクトロニクスにおきましては、かつて

５万ドルもしていたものが数百ドルで売られるよう

になっておりますので、そういった技術も廉価に普

及してくるところでありましょう。無線も、最もレス

キュー隊や警察隊で使われているシステムなんです

けれども、雑音が高いと聞こえないわけですから、ほ

かの通信手段が必要です。

司会（石川）　それでは、もう１つ消防関係で、消防は

被害者の傷害に応じて出動態勢が異なってきます。ア

ルゴリズムによる傷害予測は、予測の結果をそのまま

を消防本部に伝達するのか、それとも消防の判断が的

確になるように、情報に対して何らかの加工をして伝

達するのか。その辺について教えてください。

Augenstein教授　現在ＡＣＮというシステムができ

る前、９１１のオペレーターが直接救急隊に連絡する

か、あるいは救急隊のコミュニケーションセンターに

連絡をします。そして救急隊に情報が送られ、そして

無線でアップデートされます。つまり、まず場所を知

らされなければなりません。ただ電子的な情報が増え

て、現在、救急隊は即座に情報を得ることがあります。

例えばヘリコプターでは、場所が特定できればすぐに

それは電子的にヘリコプターに情報が送られ、ＧＰＳ

を通してそこまでのルートも電子的に提供されます。

以前は、右に曲がりなさいとか、そうするとここにこ

ういうビルがあって、そこから２軒先だと言われるわ

けですが、現在はガラスコックピットを通して、ほと

んど電子的にそこまで飛んでいくことができます。

　Urgencyでは、それをずっと伝わるように奨励して

おります。ですから９１１システムで、これは重傷で

あるということを救急隊に伝えるようにしています。

ただ、ほとんどの病院でよく使われているシステムで

は、その人が病院に来るまでどういう傷害なのかわか

らなかったり、あるいは救急隊がそこの現場に飛んで

いって、自動車事故だと聞いたと、しかしそれ以上の

ことは知らないということがありますが、そうではな

く、マイアミでは、状態の認識度は高まっています。

例えば重症度についての情報、あるいは現場の映像を

受けて、もう患者を直接見て、救急隊と連絡をとる。

瞬時に見ることができます。私としては、それが治療

する際に最もいい方法だと思います。

　また、病院で働いている方々にとっては、救急隊は

人を送るのに大変うまくやっているんですが、ただど

ういう事故だったのか知らないということがありま

す。大変な事故だと言われても、それだけでは意味が

ありません。しかし実際に衝突の現場を見ることがで

きて、自分の目の前で車がどういう状態か見ることが

できれば、準備の仕方も違うと思います。こういった

情報はすべて大事だと思います。

司会（石川）　いわゆる車両側の情報に、プラス現場

の映像を含めたそういう情報が、非常に医療現場では

役に立つというお話でした。

　まだまだたくさんありますが、ちょっと毛色が変

わったご質問が１つあります。

　アメリカでは、ＥＤＲについては法規化、パート

５６３ができましたけれども、ＡＣＮ、事故自動通報

については、何か法律といいますか、義務化という取

り組みはあるんでしょうか。

Digges教授　先週のことだったと思いますが、運輸

承認法案が議会に提出されました。この法案はＮＨＴ

ＳＡにその方向性を定める権限を付与する法案なん

ですけれども、ある情報筋と話して、私自身はまだ法

案を読む時間がないんですけれども、その関係者に聞

いたところによると、その中に要件が提案されており

まして、ＥＤＲを義務化するということです。今ＥＤ

Ｒも任意です。この運輸法案は義務化すべきというこ

とを盛り込んでいるそうです。ただ、ＡＣＮに関して

は触れていないということです、法案では。ですので
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ＥＤＲは義務化されることになりましょうし、また既

存のＥＤＲ規制というのは、任意の規制なんですけれ

ども、今既存のものが義務化のモデルになるんだと思

います。

Augenstein教授　自動車の販売戦略としてＡＣＮを

使っているゼネラルモーターズのオンスター、かなり

お金を投じて、ＧＭ車のほうが安全だということを訴

えております。ＡＣＮが整備されているからというこ

とを、営業手段としております。ですから、市場で要

求されているということが言えるかと思います。業界

からエアバッグ義務化に関して、かなり抵抗があった

のに、あとはもうエアバッグはこんなについています

よと、１台において１００個ぐらいのエアバッグをつ

けるということになるんでしょうか、実証するために

はと。

司会（石川）　ありがとうございました。

　またUrgencyのアルゴリズムの質問に戻ります。ア

ルゴリズムの精度向上に必要な要件、これは事故デー

タベースといいますか、事故データの質でしょうか、

量でしょうか。

Digges教授　もちろん両方あればいいんですけれど

も、私は事故のデータ量を増やすことができればい

いと思います。そうすれば、例えばＳＵＶと乗用車も

分けて見ることができます。質については対応できる

と思いますし、それはもう今までやってきたと思いま

す。デルタＶが不正確であるということには、今まで

調整をしてきました。デルタＶが多くの場合ないとい

うことで、不正確なデータになっているというケース

がよくあります。そこで質の改善には限界があると思

いますが、それに対応して調整できるようになってき

たと思いますので、データの量を増やすということが

大事だと思います。

Augenstein教授　私たちUrgencyを開発する際に、

アルゴリズムを一定期間試して、またその後で別の

データベースでテストをして、数年かかってこれをつ

くり、それでできるかどうかということを確認して開

発しました。常に精度を上げるためにいろいろなこと

ができると思いますが、質と量、どちらももちろん大

事です。

　またもう１つ、自動車業界にとって安全性という意

味で大変いいと思うことがあります。それは、実際の

事故についてのデータを収集する人たちが、同じよう

なデータセットで一致できればいいと思います。例え

ばオーストラリアが衝突テストをやっていたとして、

衝突分析をしていたとして、それをアメリカのデータ

と組み合わせるということは今は難しいんです。それ

ができればいいと思います。

　何年か、さまざまなイニシアチブがされておりま

す。しかし何をやっていようと、少なくとも一定の

データをあるものについて集めて、例えば軍部は一部

で合意していますが、私たちもそれができればいいと

思います。

司会（石川）　またこれもUrgencyの効果について、

Urgencyによるトリアージは、ＣＤＣのナショナル・

トラウマ・トリアージ・プロトコルによるトリアー

ジと比べて、重傷の外傷、いわゆるＩＳＳ１６以上の

外傷をピックアップするのに、どの程度の有意性を

持っているか。ちょっと質問が難しいですね。

Digges教授　ＩＳＳ１６の問題は、相対的にＩＳＳ

１６症例の事故というのは数が少ない。ＡＩＳ３の

頭部・胸郭部の傷害と比べると、件数が少ないという

ことです。結果アルゴリズムを訓練する機会が、ＩＳ

Ｓ１６以上の事例におきましては件数が少ないから

難しい。よって正確さが、ＩＳＳ１６以上になると、

ぐっと下がってくるわけです。ですからＡＩＳ３以上

というのを、我々は使っている。

　そのＡＩＳ３の事故の中でも、ほんとうに命にリス

クをかけるものがあります。ＡＩＳ３でも心配しなく

てはならないもので、ＩＳＳだと１６未満になってし

まうものだってあります。

Augenstein教授　ＡＩＳは、私はもう２０年ＡＩＳ

関連をやってきましたが、よいシステムだと思いま

す。大量データのシステムとしてはいいと思います。

個別の予測で、１人の患者が病院の門戸をたたいてど

うなるかという精緻度に関してでは、そんなに精緻

度は高くないと。ですので我々、ＡＩＳがすばらしい

と思うので、さらに改善するために、ＡＩＳの傷害の

中で説得力があるのはどんなものかということを選

ぼうとしている。それを掌握できないと、だれかが死

亡してしまうかもしれない。漏れてしまうのはどれか

ということです。だから、それを使ってUrgencyのト

レーニングをやります。ＣＤＣの議論では、ＩＳＳが

外傷システムを比較するのによく使う尺度なんです

けれども、アルゴリズム開発という意味では、そんな

に我々がとったＡＩＳほど優秀とは思えません。

　もう１つ、私の意見ですけれども、これはある重要
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な点を強調していると思いますが、マイアミで、私は

本拠地としているんですけれども、ほとんど我が病院

に来る患者がなぜ来るかというと、トラウマの基準を

１つ満たしたがために、法律のもとでトラウマセン

ターに来なくてはならない。例えば低血圧ですとか、

そういったような基準、マイアミでよく発生する胸郭

部において発砲損傷があるとか、頭部における発砲に

よる損傷があるということで、何らかの基準でもって

センターに来るんです。

　４０％が「心配だから」ということで、ハイイン

デックスで疑惑があるということで見ているんです

けれども、基準を満たさなくても。客観的な基準を満

たしていなくても、来ると、やはりそれは基準を満た

していないけれども、命に危機があるというような状

況が１時間以内に発見されるんです、６割方。でもフ

ロリダ州の北部におきましては、ボランティアレス

キュー制度というのがありまして、ボランティアはあ

まり経験を持っていない。車を見ると、搭乗者を見て、

心配だなというふうにわからないわけです。ですの

で、やはりかなりの救出システム、レスキューシステ

ムの中には、そういった直感的な能力がない場合があ

る。

　ちなみに、衝突が起きたということを知って、すぐ

に迅速に派遣されることが重要です。でも迅速に派遣

されたとしても、１時間後に死亡するかもしれないと

いうことが見取れない人たちだっているわけです。そ

ここそやはり重要な点でありまして、傷害予測という

のは、そこでこそまさに重要になってくると思いま

す。

司会（石川）　お手元にまた質問等メモした方があり

ましたら、ぜひスタンドマイクのところでお願いしま

す。私のほうにありました質問は、ほぼ。というのは、

先ほど言いましたように、私がよく理解できないご質

問は、ちょっと今パスしていますので、まだ時間は十

分ありますので、ご意見ありましたら、あるいはご質

問ありましたら、お願いいたします。

質問者　ＡＣＮのコールセンターについて、２つお伺

いしたいと思います。

　まず１つは、コールセンターのコールテイカーズの

方なんですが、ナースの資格とかパラメディックの資

格といった、メディカルのライセンスはお持ちなんで

しょうかというのが、１つ目の質問です。

　それから、日本でもＡＣＮはあって、コールセン

ターから消防、警察へは通報はするんですが、その後、

消防が判断して、ドクターヘリを要請するという仕組

みになっているんですが、先ほどのAugenstein先生の

お話ですと、コールセンターからダイレクトにヘリコ

プターをディスパッチさせるというふうに伺ったん

ですが、そういう理解でよろしいんですか。その場合

は、どういう基準でヘリコプターを出動させているん

でしょうか。

Augenstein教授　国の中でも場所によって違いま

す。一般的には、ヘリコプターについてなんですけれ

ども、非常に高価でして、お金がかかります。また危

険性も伴います。ですから、ヘリコプターを出す前に

は懸念があるわけですから、私のトラウマセンターへ

の輸送の半分がヘリコプターですが、９１１がその判

断をするのではありません。衝突についての情報がレ

スキューコミュニケーションセンターに送られまし

て、そこが判断します。

　地上の救急隊がまず先に送られます。地上の救急隊

が現場に行って、患者を現場からトラウマセンターに

輸送するのにどれくらい時間がかかるかということ

を判断します。これは地理的な判断だけではなく、交

通状態、道路のその時点での状態に基づいて判断され

まして、マイアミにいらしたことがあるのであればご

存じだと思いますが、最も渋滞している地域の１つと

されております、アメリカの中では。ですから救急は、

多くの場合、飛ばなければなりません。でないと迅速

に地上では移動できないからです。

　マイアミでは、地域の地図をつくって、ヘリコプ

ターの着陸地点、安全に着陸できる場所を確認してお

ります。ですから事故が起こったときには、どこでヘ

リコプターを着陸させることができるかどうかとい

うことはわかっています。しかし、ヘリコプターを展

開するかどうかという判断は、９１１のオペレーター

がやるのではなく、レスキューのコミュニケーション

マネジャーが判断します。

質問者　最初の部分はいかがでしょう、ＡＣＮのコー

ルセンターのコールテイカーズのメディカルライセ

ンスについては、いかがでしょうか。

Augenstein教授　私の知っている限りでは、ＡＣＮ

システムでトレーニングを受けた人たちです。９１１

のシステムのオペレーターは、自分たちが質問できる

リストがあって、それに限定されていると思います。

ＧＭはコールテイカーたちを拡大して、専門能力のあ
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る人を入れて、さらなる能力の拡充を図ると聞いてお

りますが、私のグループは、９１１のシステムや、ほ

かのシステムにもサービスを提供しておりまして、ト

ラウマセンターから入り込んで、ジャンプインしたア

ドバイスが提供できます。

　しかし全体的には、９１１、あるいはテレマティッ

クシステム、例えばＡＴＸなどの人たちは、ナースと

か医師ではありません。そこで研修、トレーニングを

受けた人たちです。

Digges教授　私の理解では、ＡＴＸとテレマティッ

クシステム、ＢＭＷのシステムプロバイダーです

が、そこと話をした限りで、オペレーターは特別なト

レーニング、この業務のための研修を受けて、毎年レ

ビューをして研修を受けると聞いております。また、

会話のプライバシー保護のために、秘密保持契約も結

んでいると聞いております。

　また一般的に、先ほども言いましたように、セン

ターに来る通報で自動車事故に関するものは、ほんの

一部です。そこで最も技能レベルの高いグループが自

動車事故の通報を担当します。もし通報があって、自

動車事故ということであれば、特別に傷害を受けた可

能性のある人たちの対応の仕方の訓練を受けた人た

ちに、その通報が回されます。ストレスの多くかかっ

ている人たちへの対応を専門としているグループに

回されます。

Augenstein教授　またコメントですが、私たちの状

況をご紹介しましたが、トラウマセンターはどこも、

救急隊や、ほかのグループにアドバイスを提供しま

す。テレメディシン、遠隔医療が必要な場合、現場の

人たちにアドバイスを提供します。またハイチにも病

院がありまして、そこにもロボットシステムがありま

す。常に支援ができます。軍にも同じようなサービス

を提供しています。

　ですから、あまり経験のない人に大きな責任を持た

せて、アドバイスに当たるような責任を持たせるので

はなく、すぐに対応できる人に切りかえることができ

るようにすることが大事だと思います。

司会（石川）　残り時間、約１５分になってきました

が、ご質問ありますか。

　もしなければ、私のほうからちょっと１つだけ。

　先ほどＥＤＲの話がありました。ＥＤＲは、アメリ

カではパート５６３という法規、これは自主規制みた

いなものですよね。パート５６３はあるんですけれど

も、細かなＥＤＲのプロトコルまでは決めていない。

ですからデータを読み出すためには、さまざまな装置

が必要になると思います。

　私は、ＥＤＲでとった車両情報、それを送る際に標

準化すれば、いわゆるＡＣＮで送るときのフォーマッ

ト、プロトコルを標準化すれば、事故データ、車両情

報を受け取るところは、同一のシステムで読み取れる

ようになるのではないかというふうに思います。こう

いった非常に定量的な車両情報が大量に、自動的に入

るということは、即、非常に信頼性の高い事故データ

ベースを半自動的に構築するという可能性も出てく

るのではないか。Urgencyの信頼性を加速化するため

にも、事故自動通報システムの標準化といいますか、

義務化というのは、アメリカで考えていただけるとい

いのかなと、個人的には思います。

Digges教授　私の理解では、任意の規制ですけれど

も、データアクセスのほうは標準化されているのが私

の理解です。今般法案で提出されていて、ＮＨＴＳＡ

が標準化するということがその法案に盛り込まれて

おりまして、任意の基準から、これが義務化、規制化

されますので、もしそれが通れば、データの標準化が

要件化されると私は予想します。

　個人情報について、ちょっとコメントさせてくださ

い。やはり個人情報が議論の的の１つとなっておりま

して、規制で対応しなくてはなりません。ＮＨＴＳＡ

のホームページにアクセスすると、彼らの意見が掲載

されております。そこの意見というのがあいまいで

す。ＮＨＴＳＡの個人情報についての姿勢ですが、Ｅ

ＤＲのデータの所有権は、車両であり、その車両の所

有者が所有権者であるということです。

　ところがアメリカにおきまして、連邦政府は必ずし

も権限を持っておらず、あるいは権限があっても、そ

れを行使していない。個人情報を規制するのに行使し

ていない。ですので現時点では、連邦政府が何らかの

形でこの分野における規制を整備しない限りにおい

て、州当局でその情報にアクセスしたければ、できる

ような状況なんです。つまり州が運転手の規制の所管

を持っているので、州政府がそれをもう公的情報化す

るということだって、自分たちの権限でできるわけで

す。

　ですから１つ議論されているのは、個人情報の所有

権がどこにあるかということでありまして、個人情報

の所有権の帰属が、今後、この法案が提出されたこと
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によって議論されることになるかと思います。

Augenstein教授　非常に重要なご意見だと思います

ので、私からもコメントさせていただきますが、デー

タをコンピューターの中に入れておくと、もう分析

が改善するということが担保されることが重要です。

私、医学の専門家ですから、データが電子化されてい

るということが大切であります。薬物におきまして、

副作用が早期にあるか、臨床試験のときよりも、もっ

と早く実際は副作用が発生してしまったということ

を比較できるわけでありまして、そこでの課題は、異

なるデータセットの間の統一性であります。アメリカ

軍部とさまざまなことをやっておりまして、退役兵が

国防総省の所管でない病院に行くと、病院同士のコ

ミュニケーションであったとしても難しいわけです。

そうすると、やはり病院同士のデータのやりとりだっ

て課題なんです。

　アメリカの場合におきましては、医療保険制度が新

たに導入されたので、医療改革で何らかの手段が見つ

かると思います。いろいろな異なるデータセットを、

セキュリティーの整備された形で、何らかで融通でき

るようにするということ、記録を監視するということ

と、レスキューとして活用するということと、患者の

治癒のために活用するというのを全部合体させると

いうことです。

　もう研究の潜在力というのは、我々の想像をはるか

に超えていると思います。ぜひそれを皆様の中でも、

有志がいたら手がけてほしい。もちろん個人情報は保

護しなくてはならないんですけれども、これらのデー

タが相互融通可能、相互通信可能、互換性があるとい

うことになれば、やはり科学の発展という意味では、

今まで以上の爆発的な力を発揮すると思います。

　運輸省は、コーズプロジェクトというプロジェクト

に資金を出しております。複数州がかかわっているん

ですけれども、積極的に、異なるデータセット、カル

テとか警察、病院当局からのデータセットを統合させ

るというプロジェクトをやっております。いろいろな

ところで影響が出ているんですけれども、将来的には

ポテンシャルがあると思います。

司会（石川）　ありがとうございました。

　フロアのほうから、もし、もう意見がないようであ

れば、１０分切ってしまいましたので、せっかくの機

会ですので、Digges先生、それからAugenstein先生、

これはぜひ言っておきたいということがありました

ら一言。もう大分言われたと思いますけれども、何か

ありましたらコメントをお願いいたします。

Augenstein教授　最も大事なことは、ぜひ皆様と一

緒に、こういった重要な問題についても一緒に仕事を

させていただきたいということです。先ほども申しま

したように、Digges先生も私も、これは生命を助ける

チャンスであると思っています。また、もし私たちが

皆様をお手伝いすることができ、私のチームも皆様を

お手伝いすることができれば、ぜひ喜んでそうさせて

いただきたいと思っております。

Digges教授　特に石川理事と、皆様に、このワーク

ショップに招待してくださったことに対して御礼申

し上げたいと思います。ほんとうに招待されて光栄

に、喜ばしく思います。

　もう長年研究してきた分野ですから、ぜひ世界中に

普及させたいと思っておりますので、日本でも、ぜひ

同じ意見を持って、これはチャンスであって、我々人

類の助けになると思ってくださればと思っておりま

す。

　このメッセージを普及させましょう、そして、より

改善されたトリアージと、患者ケアの改善につなげま

しょう。（拍手）

司会（石川）　どうもありがとうございました。

　少し時間が早いんですけれども、益子先生に、お願

いいたします。

総合司会（益子）　討論が濃密で、あっという間に時

間が過ぎてしまいましたけれども、それでは最後に、

閉会のごあいさつをＨＥＭ－Ｎｅｔ篠田副理事長か

ら申し述べたいと思います。

　よろしくお願いいたします。
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閉会の挨拶

篠田副理事長　ＨＥＭ－Ｎｅｔの副理事長をしてお

ります篠田でございます。

　今日は、「交通事故自動通報システム（ＡＣＮ）と傷

害予測の最前線」というテーマでシンポジウムを行っ

たわけでありますけれども、ほんとうに最前線中の最

前線といいますか、一番新しいアメリカの情報を我々

にご提供下さいましたDigges先生と、Augenstein先生

に、心から感謝を申し上げたいと思います。

　そしてまた、我々のいろいろな質問に対して、ほん

とうに丁寧に、お二方、それぞれ的確にお答えいただき

ました。これも心から感謝申し上げたいと思います。

　先生のほうから、日本もこの分野について積極的に

取り組んでくださいというようなお話がございまし

た。実は私ども日本では、やはり交通事故の問題が大

変大きな問題だということで、今年の３月に、第９次

になりますけれども、交通安全基本計画というのがつ

くられております。この第９次交通安全基本計画の中

で、実は本年、西暦２０１１年から４年後の２０１５

年にかけて、２４時間の死亡者の数を３,０００人以

下にしようと、世界一安全な道路交通を実現したい

んだということを、大きな目標として掲げてございま

す。

　世界一を目指すわけでありますので、いろいろな手

を打たなくてはいけないわけでありますけれども、今

回その中に、私ども、特に益子先生が頑張っていただ

きまして、先ほどご提案がありましたけれども、この

ＡＣＮ、自動通報システムというものを普及していく

んだということと、ドクターヘリの推進を図っていく

んだということが盛り込まれております。

　そういう点では、今日は大変時宜にかなったシン

ポジウムになったかと思います。また、共同研究もや

ろうではないかというようなご提案もございました。

それから、アルゴリズムをつくっていく場合には、や

はりデータベースが大変量的に重要なんだというお

話がございました。実は私ども日本では、このデータ

ベースの量的な確保というのができていないような

状況でありまして、この世界一安全な道路交通を目指

すという以上は、それに必要なデータベースもやはり

きちんと蓄積していくということが、これは政府とし

て行うべきものなのではないのかなという感じがい

たしております。

　ともかく、今日はほんとうにホットな情報を与えて

いただきました。そして、一緒になって世界の安全の

ために尽くしていこうではないかというご提案がご

ざいました。我々もそれにこたえていかなくちゃいか

んなという気持ちを大変強くいたしたものでありま

す。

　それでは、改めまして、Digges先生と、それから

Augenstein先生に、心から拍手を送りたいと思いま

す。（拍手）

　ありがとうございました。

総合司会（益子）　これで、ＨＥＭ－Ｎｅｔシンポジ

ウム「交通事故自動通報システム（ＡＣＮ）と傷害予

測の最前線」を閉じさせていただきます。

　皆様、最後まで熱心にご討議を賜りましてありがと

うございました。お気をつけてお帰りくださいませ。

　どうもありがとうございました。（拍手）
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