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Mass gathering とは何か ?

• 一定期間，限定された地域において， 同一
目的で集合した多数の参加者もしくは見物人
の集団

–集団災害医学会用語集より一部改変



• “Mass gathering” ：>    1000人
(Review: Sanders,1986) (Football: Rose,1992)

>25,000 人 (DeLorenzo,1997)

Mass gathering の定義

Table. Characteristics of State Mass Gathering Medical Care Legislation

州
Connecticut 3000人 18時間

Iowa 1,000人 12時間
New York 5,000人 －
Oregon 3,000人 24時間

Pennsylvania 10,000人 －
Wisconsin なし

定義

(Jaslow, 1999)
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広義の mass gatherings 

• アクセスの限界や環境や場所の問題で
緊急時への対応が遅れる可能性のある状態

• 非古典的なmass gatherings
– 都市の交通機関（地下鉄/電車）
– 巨大商業施設
– 空港
– 客船
– デモ行進………

(Arbon P, 2004) 



Mass gathering medicine の特徴

1) Mass gatheringが生む疾病発生のrisk factor
• アクセスの悪さ→外傷、熱中症、疲労
• 興奮度の増加→ACS、CVD、頭痛、Violence induced trauma
• 気象条件→熱中症、低体温症、呼吸器合併症
• アルコール・ドラッグ→abuse、minor injury
→予測可能←Emergency medicine

2) 局地的災害のMass gatheringに及ぼす影響
• 同時多数傷病者発生のリスク
→予測不能←Disaster medicine



■発生数、発生率の実際

• 傷病者発生率
0.14 – 90 /1,000人 (Review:DeLorenzo,1997)

3.2  /1,000人 (Review:Michael,1997)

0.992 /1,000人 (Review:Arbon,2001)

• 救急車搬送率

0.083 /1,000人 (Review:Michael,1997)

0.027 /1,000人 (Review:Arbon,2001)

• CPA発生率

0.0007 /1,000人 (Review:Michael,1997)
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東京マラソン2013

• 参加者: 36,228人
• 救護所受付:1,254人
• 救急搬送: 8人
• 救急搬送率:0.22/1000人
• 心停止: 2人
• 心停止発生率:0.055/1000人

• 沿道人数: 1,305,000人
• 東京大マラソン祭り
応援イベント: 430,000人



Table. Football stadia incidents

dead injured
24-May-64 Crush Peru 318 500

2-Jan-71 Crush UK 66 100

20-Oct-82 Crush Russia 340 unknown

11-May-85 Fire UK 55 200

29-May-85 Crush Belgium 41 437

Mar-88 Crush Nepal 100 300

15-Apr-89 Crush UK 96 200

13-Jan-91 Riot South Africa 40 50

16-Oct-96 Crush Gatemala 84 150

11-Apr-01 Collapse South Africa 43 155

9-May-01 Crush Ghana 123 unknown
 (from Textbook of MIMMS, UK)

Date Type Place Casualties

Mass gatheringにおける局地的災害



http://www.asahi.com/special2/080609/TKY200806080093.html



Mass gathering イベントに対する救急医療体制
プラン作成に必要な15 項目

(National Association of EMS physicians Standards and Clinical Practice 
Committee,2000, USA)

• 医師による医療監督
• 事前調査
• イベント医療班との交渉
• 診療レベル
• 人員確保
• 医療資器材
• 診療設備
• 搬送手段

• 公衆衛生
• アクセス
• 緊急手術対応
• 通信体制
• 指揮命令系統
• 記録
• 質向上努力の継続



Mass gathering medicineの課題

• イベントを実施する組織に救急・災害医療対
策チームと責任者を公式に組み入れること

• 救急・災害医療対策の責任者が権限を持っ
てイベントにおける医療を監督すること

• 救急・災害医療対策チームが関係機関と十
分な調整を行うこと

• 予測できる傷病者への救急医療だけでなく、
予測不能の事故やテロを想定した災害医療
を準備し、訓練を積んで検証しておくこと





アトランタ・オリンピックにおける
mass gathering medicine の現地調査

富山大学大学院危機管理医学講座 奥寺 敬教授より



アトランタオリンピックの
スタッフ採用基準
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サリン解毒薬



IOC Official Inspection on Nagano
1997年10月
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まとめ

• Mass gatheringにおいて予測可能な傷病者に
ついては医療支援体制が整備されつつある

• Mass gatheringのリスクに応じた医療支援体
制をイベント開催の必須条件とすべきである

• Mass gatheringにおいて予測不能な傷病者に
ついての災害医療体制は不十分である

• 現場医療スタッフ、搬送体制、受入病院の準
備などを災害医療の視点で見直す必要があ
る


