
 - 1 -

iJAMP 自治体実務セミナー 

「新型インフルエンザ」パンデミック対策 緊急セミナー 

感染爆発！ 自治体の“実戦的”危機対応 
～フェーズ４Bからの防護・救命・備蓄対策～ 

 

日時：平成２１年１月２８日(水)１３：００～１８：１０ 

場所：有楽町朝日ホール 

次第： 

主催社挨拶 時事通信社 

            代表取締役社長 中田 正博 

【第一部：基調講演】 

「パンデミック対策の方針と自治体・国」 

      厚生労働省 健康局 結核感染症課課長 梅田 珠実 

「新型インフルエンザ最前線～ “実戦的”な危機対応とは～」 

      国立感染症研究所 ウイルス第三部長 田代 眞人 

【第二部：感染爆発～ “実戦的”危機対応】 

「「パンデミックに対するワクチン・治療薬対応の実際」 

      京都大学教授（大学院医学研究科・医学部薬剤疫学分野） 川上 浩司 

「新型インフルエンザに備える～東京都及び都内市区町村の取組～」 

      東京都 福祉保健局 感染症危機管理担当部長 月川 由紀子 

「新型インフルエンザ対策の今： 地方自治体の選択肢」 

      国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部 ウイルスセンター長 西村 秀一 

《閉会》 

本資料作成者：建設部技監 松本 

 

 13：02～13：07 主催社挨拶 時事通信社 代表取締役社長 中田正博  

・新型インフルエンザ、パンデミックをテーマにセミナーを行う。 

・それへの備えをどうすれば良いか。恐怖心をあおらないことが大切で、そのための市民広報や

自治体の対応、心構えを、研究者、責任者の方からお話しいただく。 

・最悪、世界で１億５千万人の死亡者。国内では抗ウイルス薬、パンデミックワクチンを６千万

人分用意しようとしている。しかし発生したら、半年以内にワクチンを受けられるのは国民の

１/３と言われている。 

・では、自治体として何が、事前対策が出来るか。 

・住民の命を守りながら、皆さま自身と家族を守る必要があり、ご苦労されていると思う。 

・我が社は通信社なので世界中の情報を持っているが、この事については、恐怖心をいたずらに

あおることなく、正確な情報を伝えていきたい。 
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・・・・・・基調講演・・・・・・ 

 

 13：08～13：44 「パンデミック対策の方針と自治体・国」  

・講師：厚生労働省 健康局 結核感染症課課長 梅田 珠実 

 ○正しい知識に基づき、危機意識を持ち、事前に出来ることをやって 

・これを機会に知っていただき、職場内でも危機意識を持っていただきたい。 

・危機意識が、健康問題だけでなく、社会、経済活動の問題であると認識してもらうのは大事。 

・しかし、「防護用のゴーグルを用意したので大丈夫」といった、誤った知識での対応には気をつ

けて。 

・危機管理として、もっとシビアな状況を想定しなければならない。しかし、何が起きるのか、

どうなるのかわからず、何がわかっていて、何がわかっていないのか、パニックの防止が大事。 

・ガイドラインや行動計画に全てを書き尽くすことは困難。また、その通りのことは起こらない。

作成の考え方を理解して欲しい。 

 

○インフルエンザウイルスの構造、これまでのパンデミックなど 

・(6p)１６種類のＨＡ（ヘマグルチニン）と、９種類のＮＡ（ノイラミニダーゼ）が、変化、組

み合わさることで性質が変わっていく。最大１６*９＝１４４種類存在する。 

・(7p)２０世紀には３度のインフルエンザの大流行が起きている。国際交通網が発達し、人口密

度が高い現在、いかに対応していけばいいか。 

・(8p)過去のパンデミックの周期からの推定で、10～40年に一度と言われている。未経験のウイ

ルスのため症状は予測困難。ワクチンは新型インフルエンザ発生後に製造しなければいけない

が、現在、鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１)ウイルスを基にしたワクチン(プレパンデミックワク

チン)を備蓄。季節形の通常のインフルエンザにタミフル耐性のものが出ているので新型も効

かないというものではない。 

・(9p)鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１)の人での世界の発症状況は、発症403人、死亡254人。 

・(10p)何も対策をしなかった場合の最悪のシナリオでは、受診者2，500万人、入院患者200万

人、死亡者64万人。２次的に社会活動、社会機能が停滞、低下しうる。 

 

○これまでの取り組み 保険部局だけでなく全ての部局が関わる問題 

・(12p)「世界インフルエンザ事前対策計画」「新型インフルエンザ対策行動計画」などの策定。 

・(13p)新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議の設置。保険部局だ

けではなく、全部局が関係する。 

・(14p)新型インフルエンザを「感染症法」及び「検疫法」に位置付け、法的根拠を整備。 

・(16p)「行動計画」と「ガイドライン」の改訂案を昨年11月に提示し、パブリックコメントを

実施、1月13日の訓練結果も反映し、21年初めに確定見通し。 

・(18p)水際で防御し、流行の発生時期を遅らせ、患者数の集中を防止し、平坦化させる。外出の
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自粛、手洗いの徹底、抗ウイルス薬の活用、ワクチンの投与など。 

・(19p)不確定要素が多いため、一つの対策への偏重はリスクが大きい。バランスの取れた戦略を

目指す。 

・(20p)「行動計画」には、発生の段階ごとに何を重点的に行わなければならないか、保険部局だ

けでなく全ての部局が関わるんだという内容と整理をしている。そのため「行動計画」のクレ

ジット(発行元)は全ての関係省庁名となる。 

 

○発生段階とその段階毎の方針 

・(22p)時間スケールや発生者数のピークもこの想定の通りになるとは限らない。「感染拡大期」

には軽症の人も含めて入院隔離し感染拡大を防止するが、「まん延期」には病院施設やワクチ

ンに限りがあるので、重傷者を中心に入院させる対応や治療と予防保全のバランスを考えたワ

クチンの投与が必要となる。また、平常期へどう戻していくか、第２、第３波への対法も必要

となる。 

・(23p)新型インフルエンザ対策行動計画(改訂後)の概要 行動計画に基づき、関係省庁が連携・

協力し、発生段階に応じた総合的な対策を推進。１月１３日には全閣僚が集まり、海外で発生

したとの想定で訓練を実施。 

 

○新型インフルエンザ対策ガイドラインの策定 

・(25p)各分野における対策の内容や実施方法、関係者の役割分担を明記。パブリックコメントや

自治体への意見照会を実施。 

①水際対策に関するガイドライン (26p) 

②検疫に関するガイドライン (27p) 

③感染拡大防止に関するガイドライン (28p) 

④医療体制に関するガイドライン (29p) 

⑤抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン (30p) 

⑥ワクチン接種に関するガイドライン（検討中） (31p) 

⑦事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン (32p) 

⑧個人、家庭及び地域における新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策ガイドライン (33p) 

⑨情報提供・共有（リスクコミュニケーション）に関するガイドライン (34p) 

⑩埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン (35p) 

 

○国の対応 

・(38p)発生時には、新型インフルエンザ対策本部の設置。 

・(39p)抗インフルエンザウイルス薬として、タミフルやリレンザを計2,935万人分(人口比23％)

備蓄している。さらに、20年度の第１次補正予算で備蓄量を23％から45％分に引き上げる。 

・(40p)鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５Ｎ１）を用いて製造したプレパンデミックワクチンを、
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約２千万人分備蓄している。20 年度第１次補正予算で１千万人分、21 年度予算でさらに１千

万人分の買い上げを行い４千万人分備蓄する。 

・(41p)発生時の社会的混乱を回避するため、接種の対象者・順位を、国民の理解を得ながら、予

め決めておく必要がある。 

①カテゴリーⅠ 発生時に即時に第一線で対応する業種・職種（※感染リスクが高い） 

②カテゴリーⅡ 国民の生命・健康・安全・安心に関わる業種・職種 

③カテゴリーⅢ 国民の最低限の生活の維持に関わる業種・職種 

・(42p)６ヶ月以内に製造する技術の研究。現在の鶏の卵からの方法では、全国民分を製造するの

に１年半かかる。 

・(43p)医療体制の整備 

①【海外発生期～ 】保健所に住民の相談窓口として「発熱相談センター」を設置 

②【国内発生早期～】患者の振り分けを行う「発熱外来」設置、患者数増大に応じて増設 

③【国内発生早期～感染拡大期】疑い患者も含め、全ての患者を入院措置 

④【まん延期～ 】入院措置を解除。原則として、重症者は入院、軽症者は自宅療養 

 

○国全体としての新型インフルエンザ対策 

・(47p)「個人・家庭」「事業所」「自治体」「国」ごとに、「発生前」と「発生後」に対する役割分

担を明記。 

 

 13：45～14：45 「新型インフルエンザ最前線 ～“実戦的”な危機対応とは～」  

・講師：国立感染症研究所 ウイルス第三部長 田代 眞人 

○なぜ今パンデミックなのか 

・20世紀に３度のパンデミックが発生しており、いつ起きてもおかしくない状況。 

・しかし、なぜ今なのか。 → Ｈ５Ｎ１型が鳥に発生し、それを止められずに人の感染者も出

ている。また、人に対して強い病原性を起こす可能性がある。さらには、発症することによる

社会への２次的影響が過去のパンデミックに比し重大となること が背景にある。 

・(2p)H5,H7の鳥インフルエンザウイルスは強毒型であり、鳥の血液中に入り全身に広まり48時

間以内に死滅させる(致死的全身感染 家畜ペスト)。その他のウイルスは弱毒性であり、呼吸

器や腸管にしか感染しない不顕性局所感染であり、発症しない。 

・(3p)Ｈ５Ｎ１型 1997年香港で18名発症し6名が死亡。鶏から直接感染した。3日間かけて鶏、

アヒル等140万羽を全処分、封じ込めに成功。しかし、原因となったウイルスの起源について

は未定。2004年山口、大分、京都、大阪の養鶏舎で発症、作業者５名が不顕性局所感染。 

・(4,5p)2003～2009年、多数の国で同時流行し、ヒト感染患者が発生。40歳以下の小児、若年成

人に患者、死亡者が集中。潜伏期２～８日(平均４日)、飛沫感染、経口感染し、家庭内感染な

ど、ヒト～ヒト感染例もある。 

 



 - 5 -

○Ｈ５Ｎ１型高病原性鳥インフルエンザ、名前はインフルエンザでも全く異なる重症疾患 

・(6p)全身感染、多臓器不全、高致死率の重傷患者(致死率は60％以上) → 「インフルエンザ」

の概念とは異なる新しい重症疾患。 

・在来のインフルエンザの感染は呼吸器上皮に限局、致死率は0.1％以下。 

 

○新型インフルエンザの大流行は、いつか必ず起こる 

・(8p)危機対応と危機管理(健康問題のみでは収まらない）は１箇所一過性の自然災害への対応と

は大きく異なる。同時多発しているので、外部からの支援は期待できない。国全体および国際

的な対応・協力が必要。 

・(11p)新型インフルエンザの大流行は、いつ、どの亜型、どの程度の病原性かは予測不能。しか

し、いつか必ず起こる。 

・(13p)1918年、スペイン風邪(世界人口18億人、死亡者1億人 日本人口0.55億人、死亡者45

万人)が最悪のシナリオではない。スペイン風邪を最悪とした事前準備・対応計画では不十分。 

 

○最悪の事態に備えて十分な準備を！ 

・(20p) 新型ウイルス出現の早期検知と早期対応 被害を０とすることは不可能。早期対応のた

めの事前準備、第２、第３波への対応が必要。 

・(26p)社会・経済活動への影響 

①罹患者と死亡者の同時・多数発生 → 就労者の大幅減少。 

②２次的な社会活動・社会機能・経済活動への影響 

医療サービス 

社会機能の維持に不可欠な職種 

生活必需ライン(エネルギー、食糧供給、交通・運輸など) 

社会安全保障(警察、消防署など) 

社会活動・経済活動の停滞・破綻 → 経済的影響（世界大恐慌） 

危機対応と危機管理(健康問題のみでは収まらない） 

・(31p)新型インフルエンザに対する家庭での準備 基本方針：外出・出勤・登校せずに、家庭に

籠城する！ 正確な情報の入手、非常食糧、日用品の備蓄(10日分から２ヶ月) など。 

・(32p)情報不足、不信感から風評が拡がる。パニックを防ぐためには、普段から情報共有が不可

欠。適切な解説、解釈が必要（俄か専門家の続出）。状況、見通し等に関する悪い情報も適切

に伝える（気休め情報は逆効果）。 

・(34p) 大流行の発生は、“Ｉｆ”ではなく、“Ｗｈｅｎ”の問題である。 

 

○これまでの災害対応とは異なる！ 災対室に集合することが感染を引き起こし、対策本部を壊

滅させてしまう。 
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・・・・・・第２部：感染爆発 ～ ”実戦的”危機対応・・・・・・ 

 

 14：56～15：45 「パンデミックに対するワクチン･治療薬対応の実際」  

・講師：京都大学教授（大学院医学研究科・医学部薬剤疫学分野） 川上 浩司 

・私は生物製剤、薬の安全性について研究、検討している。ワクチンが海外でどう取り扱われて

いるかについて紹介する。 

・(3p)ワクチン市場 海外市場：150 億ドル、昨年比25％増の成長率、医薬品市場全体の2.3％

を占める。 国内市場：670億円、昨年比10億円の減、医薬品市場全体の1％を占める。日本

はワクチンへの需要、重要性への認知が低い。 

・(4p)生物製剤にかかわる規制の検討事項 

・(8p)米国では、感染症対策、ワクチンの開発のための専門の組織（ＤＨＨＳ）がある。 

・(12p)ＢＡＲＩＤＡを創り、インフルエンザやエイズの研究プログラムを実施。医薬品開発に特

化した組織。 

・(14p) タミフル耐性の発生により、死亡率が増加傾向にあり、ワクチンの必要性がより一層高

まっている。 

・(20p)米国におけるワクチン接種の優先付け。５段階に分類。 

・(24p)高量の抗原のプレパンデミックワクチンを少数に投与するより、低量の抗原をより多くに

投与するほうが、より感染を低減できる可能性がある。 

・(25p)各国のパンデミックワクチンの事前購入契約の状況。日本は事前購入契約は結ばれていな

い。パンデミック時、ワクチンを確保出来る担保がない。 

・(26p)プレパンデミックワクチンの備蓄状況は、１回投与の場合のカバー率でみると、フィンラ

ンド、スイスの100％に次いで日本は46.9％と世界第3位。 

 

 15：46～16：30 「新型インフルエンザに備える ～東京都及び都内市区町村の取組～」  

・講師：東京都 福祉保健局 感染症危機管理担当部長 月川 由紀子 

・(3p)本日のお話は、 

①「新型インフルエンザ」とは、どのようなものか？ 

②「こうすれば」被害を最小限化できるだろう。 

③新型インフルエンザの発生前及び発生後に、自治体職員は何をするべきか？ 何ができるか？ 

・(6p)高病原性インフルエンザＡ（Ｈ５Ｎ１）感染確定症例 発症者数は減っているのに死亡率

が高まっている。絶対数としては減少している。 

 

○誤解されている！ 危機感があおられすぎている、しかし油断大敵 

・(9P)鳥インフルエンザウイルスと新型インフルエンザの関係 鳥から人に感染しているのが今

の状況で、感染爆発につながる人から人へ感染する新型ウイルスが出現しているわけではない。 

・(11p)通常のインフルエンザでも毎年約７００人は死亡、超過死亡概念を加えれば約５０００人
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が毎年死亡している。新型インフルエンザは、いつ起こるかわからず、みんなが感染し、死亡

率がわからない。 

 

○対応が良ければ感染状況は大きく異なる(14～18p) アメリカでの例 

 

○東京都の「行動計画」 

・(21p)行動計画の基本的な考え方 

① 東京の特性を考慮した流行予測（国：２５％ ⇒ 都３０％） 

②発生段階に応じた危機管理体制 

③国、区市町村、庁内各局との役割分担と連携について、「対応マニュアル」に記載 

・(22p)自然災害と異なり、他からの支援は期待できない。 

・(23p)新型インフルエンザ対策会議 危機管理部会 ← 全部署が入っている。 

・(25p)発生段階別の医療提供体制 「発熱相談センター」「発熱外来」「診療協力医療機関」「感

染症指定医療機関」。発生段階により対応が異なる。 

・(27p)東京都独自に都人口の60％分を備蓄(20年度補正予算)する。 

・(28p)都民向け普及啓発事業の実施 

①シンポジウムの開催 

②リーフレットの作成 

③ポスターなど広告 

④イベントの開催 1月24，25日の2日間で2万人の参加実績 

 

○対策を考えるうえでの前提 

・(30p)パンデミック時には、職員の４０％が出勤しない、又は出勤できない事態も生じる。 

・職員が患者となる。 

・患者との濃厚接触者となり、自宅待機となる。 

・家族が患者となり、看病が必要。 

・学校、幼稚園、保育園が閉鎖となり、世話が必要。 

・交通機関が縮小運転となり、通勤手段が不自由となる。 

・(31p) 職場へのウイルス持込み及び感染拡大防止の徹底。職場が感染源とならないように。 

 

○必要な事業を継続するために 

・(32p)６０％の職員で、組織を動かす事業継続計画を立てて。 

・(33p)継続すべき業務(後回しにすべき業務)を明らかにするために、業務の内容を全て分類、整

理。 

・(34p)事業の優先順位の考え方 職場のコア業務の機能維持、住民サービスを行う必要がある部

門の選定、人員の確保には、それらの機能を下支えしている電算システムの要員なども忘れず



 - 8 -

に。 

・(35p) 緊急時のマニュアル等の整備、危機シナリオに基づくシミュレーション訓練の実施、職

員及び家族、関係者への啓発 

 

○参考になる情報 

・特別区保健所長会 「新型インフルエンザ対策のページ」 

    http://www.phcd.jp/blok-bukai/tokubetuku.html 

    http://www.phcd.jp/blok-bukai/tokubetuku/pandemicflu.html 

 

○よく誤解されがちな事項 

・(37p) × 新型インフルエンザの個人の予防対策として、毎年の季節性インフルエンザ対策と

は異なる特別な対策が必要。 

・(38p) ×or△ 新型インフルエンザは高病原性であり、タミフル等の抗インフルエンザ薬が効

かない。 

・(39p) × ワクチン接種の目的は、感染を防ぐため。 

・(40p) × 現在、新型インフルエンザ用のワクチンが備蓄されている。 

 

○まとめ 

・(41p)①市町村の第一の役割は、パンデミック発生時に、正確な情報をわかりやすく、随時住民

に伝え、適切な行動を促すこと 

・(41p)②中止することのできない事業を継続するための事前の準備、体制を整えておくこと 

・都道府県との役割分担 

・社会的弱者への生活支援 等 

 

 16：42～18：10 「新型インフルエンザ対策の今 ～ 地方自治体の選択肢」  

・講師：国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部 ウイルスセンター長 西村 秀一 

○地方に求められていること 

・(14p)医療機関および地方自治体等が、本ガイドラインを参照し、対策を講じる事が望まれる。 

・(18p)市町村においては、 

①保健所との連携の下、地域住民が混乱しないよう、必要な情報の的確な提供の体制整備・相談、問

い合わせ窓口の設置 

②自治会等と連携し、独居または夫婦のみで生活する高齢者の世帯、障害者世帯等の把握と速やかな

支援 

③食料・生活必需品等の分配あるいは配布 

④地域住民の見回り担当者のための個人防護具の備蓄 

⑤地域住民の生活支援が的確に実施できるよう、市町村自らの業務継続計画を策定することが重要 
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○新型インフルエンザ問題を冷静に分析する 

・(28p)「恐怖という流行病」 インフルエンザ恐怖というパニック 

・(29p)不確実性を伴う、様々な前提 

・(30p)シミュレーションは、注意して見るべし 

・(32p)難しさは「不確実性」 

・(34p)「ものを怖がらなすぎたり、怖がりすぎたりするのは優しいが、正当に怖がることはなか

なか難しい」 寺田寅彦 

 

○まずは、敵を想定することから 

・(51p～)怖がりすぎない、あなどらない、理屈で考える、フィーリングだけに流されない。 

 

○地域のパンデミック・プランニング 

・(55p)新型インフルエンザ対応は、医療・福祉だけでない自治体全体を巻き込んだ総力戦 

・(60p)市民が出来るだけ罹らないようにする → 感染経路の遮断、市民の正しい理解 

・(65p)二次災害を防ぐ 社会福祉・社会的弱者(一人暮らしの人など)への配慮 

・(66p～)医療の提供 課題は、個々の治療というよりは、押し寄せる患者と従来の患者を、限ら

れたスタッフと医療資源でどうさばくか？ ということ。 

・個々の病院のありよう（戦術）は、地域医療のありよう（戦略）があって初めて生かされる 

・地域の医療の枠組みの確立……地域医療の連携 

・地域の核となる病院を守る意義を理解 → そこが破綻しないよう、住民、行政、医師会が応援 

 

○市町村の役割 

・(79p～)医療関係者に存分に働いてもらうために、何が必要か？ いかにして、地域の医療関係

者を味方につけるか。医療従事者の不安の低減。 

・(89p)訓練は、やっても良いが、何のための訓練か、目的を明確にすること？ 

フェーズ４初期？ 大流行期？ 

関係者・関係機関の連携の確認？ 

社会の混乱防止？ 

パニック対策？ 

医療関係者の感染防止？ 

流行そのものの軽減？ 

市民の受診行動？ 

マスコミ向け？ 

・(90p) 今、あせる必要はない、ゆっくりやりましょう ← マスコミに恐怖心をあおり立てら

れ、疲弊してしまわないようにとの意味！？ 
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・(92p) 新型インフルエンザ対策は、インフルエンザだけの話にとどまらない、医療と市民のか

かわり方、望ましい医療風土という大きな文脈の中で！ 

  信頼される医療への、医療の側の努力と、医療の窮状を理解し、思いやる、市民の側の思い

やりのこころの醸成 

  ふだんからの適切な関係の構築。たとえば、いきなり大病院を訪れる事のないような習慣と

か。 

 

○具体的に考えること、やってみること 

・(94p～) 沖縄県宮古島市 宮古福祉保健所でのマスクキャンペーン 

      愛媛県松山市における咳エチケット・マスク着用教育 

      SARS流行時に台北市で見られた病院併設型発熱外来 

      沖縄県宮古島市におけるフェーズ５ 発熱外来訓練 

 佐賀県ドライブスルー型発熱外来訓練 

 投薬ブースでの投薬、および服薬指導 

 会場警備 

 

○まず、アイデアを出してみること 

・(99p)想定される、さまざまな工夫 病院に患者が殺到しないためにはどうする？ など 

・(101p)在宅ナース経験者等のリストアップ、資源把握 

・(102p)地区割り → 対策のコンパクト化 

・(106p)危機管理の系統化 

・地域住民の安否確認体制の確立 

・確認順位と分担と報告のやり方 

・情報を集約する体制整備 

・情報の重複を防ぎ情報の適切に共有する体制 

・(106p)実効性のある組織づくり 

・(107p)ワクチン接種が現実のものとなったときに混乱なく、住民に接種できる手順や作戦 

 

○具体的に考えることの大切さ 

・(110p)地域の特性。理屈で考える。場合分けの大切さ。 

 

○知的備蓄 

・(110p)知識のワクチンなどではない 知識のまさに備蓄： いつでも取り出せる引き出しを持っ

ていること。 

 

○継続性 
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○まずは、地域にとって必要な項目を挙げ、実際にやれることを挙げ、それらのスケジュール表

をつくってみては？ (113p) 

・(114p) そのために、地域で考える人たちを大切にすること。いかに地域の人的資源を活用する

か、そのために必要な措置は？ 

・(116p) 外から与えられるのを待つのではなく、常識・良識にしたがい、自分自身で考え、いろ

んな考え方を持ちよって、たくさんの議論を重ねること。 

 

○通常の防災・福祉・地域医療で、いずれはやらねばならない仕事としてとらえる 

・(120p～)パンデミックは特別な出来事 → それなりのことをしなければ対処できない → 

そのための下準備は、通常業務の延長で 

・(122p)たとえば、医療崩壊？ → 平時における連携構築 

 

○くれぐれも、この時点で疲弊しないよう、長期的にやっていけるよう 

 

○「天災は、忘れられたる頃来る」 寺田寅彦 

 

― 以上 ― 

 

 配付資料  

・セミナー資料「感染爆発！ 自治体の”実戦的”危機対応 

         ～フェーズ４Ｂからの防護・救命・備蓄対策～」（Ａ４版、１５６ページ） 

・防災リスクマネジメントWeb チラシ（Ａ４版、両面刷り） 

・Baxter 会社概要 

・「実践 危機管理広報」田中正博著（Ｂ６版、１８６ページ） 

 


