
 ◆ 大災害時に役立つホームページ・メーリングリスト

区分 名　　　　　　　　　称 　　　　　　U　R　L

Ａ 緊急医療関係者のメーリングリスト

1 救急医療・情報研究会ML http://eml.amazing.co.jp/ ２～９、Ｂ‐７、１３HPへリンクしている。

2 消防・防災ML（FDP) http://homepage3.nifty.com/qq4lives/

3 消防・救急隊員ML（aml) http://homepage3.nifty.com/qq4lives/

4 救急MLの仲間たち（AEML) http://aeml.umin.ac.jp/

5 救急看護ML（EN-ML) http://plaza.umin.ac.jp/~sphere/enml/

6 山陰災害救急医療 http://www.sfnc.gr.jp/seml/

7 くまもと救急医療ML http://homepage.mac.com/tashiro99/Menu1.html

8 災害情報ML http://www.proteome.jp/saigai/

9 学校の安全・救急ML http://taji.cside6.com/eed/

Ｂ ホームページ・検索エンジン

1 UMIN http://www.umin.ac.jp/

2 危機管理情報として生物兵器、化学兵器関係のHPを紹介 http://www.umin.ac.jp/special/cbw/

3 中毒データベース検索システムHP http://center.umin.ac.jp/cgi-open-bin/hanyou/lookup/search.cgi?parm=POISON

4 （財）日本中毒情報センターHP http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf

5 UMIN・中毒情報　HP http://www.umin.ac.jp/chudoku/

6 ミラーサイト（IT用語辞典）HP http://e-words.jp/w/E3839FE383A9E383BCE382B5E382A4E38388.html

7 救急・災害医療HP http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/jp/

8 救急・災害医療文献集 http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/jp/paper.html

9 救急蘇生HP http://www.qqzaidan.jp/sinpai/index.htm 12の心肺蘇生法委員会でAED解説にリンクしている

10 ACP-ASIM

11 心肺蘇生法に関する情報

12 （財）日本救急医療財団 http://www.qqzaidan.jp/sinpai/index.htm 心肺蘇生法委員会でAED解説をしている

13 心肺蘇生法を学び広める市民の会 http://chapman.cool.ne.jp/shimin/

14 Yahoo！JAPAN－テロリズム情報検索 http://www.yahoo.co.jp/

15 Google‐テロリズム、中毒　情報検索 http://www.google.co.jp/

Ｃ 放射線テロ被災者の対応に役立つホームページ

1 （独）放射線医学総合研究所 http://www.nirs.go.jp/index.html ２～１９のHPへリンクしている

2 内閣府・原子力委員会 http://aec.jst.go.jp/

3 原子力安全委員会 http://www.nsc.go.jp/
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4 (独）科学技術振興機構 http://www.jst.go.jp/

区分 名　　　　　　　　　称 　　　　　　U　R　L

Ｃ 放射線テロ被災者の対応に役立つホームページ

5 高エネルギー加速器研究機構 http://www.kek.jp/ja/index.html

6 （独）日本原子力研究開発機構 http://www.jaea.go.jp/index.shtml

7 日本核医学会 http://www.jsnm.org/index-j.html

8 日本放射線腫瘍学会 http://www.jastro.jp/

9 日本保健物理学会 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jhps/

10 （社）日本アイソトープ協会 http://www.jrias.or.jp/index.cfm/1,html

11 （社）日本医学放射線学会 http://www.radiology.jp/

12 （社）日本画像医療システム工業会 http://www.jira-net.or.jp/index.htm

13 （社）日本原子力学会 http://wwwsoc.nii.ac.jp/aesj/

14 （社）日本原子力産業協会 http://www.jaif.or.jp/

15 （社）日本保安用品協会 http://www.jsaa.or.jp/

16 （社）日本放射線技術学会 http://www.jsrt.or.jp/

17 （財）原子力安全技術センタ http://www.nustec.or.jp/

18 （財）放射線影響協会 http://www.rea.or.jp/

19 （財）放射線計測協会 http://www.irm.or.jp/

Ｄ 防災・危機管理eカレッジ http://www.e-college.fdma.go.jp/top.html 防災・危機管理の基礎から応用までの情報を公開している

Ｅ 公的機関

1 WHO Geneva http://www.who.int/en/ ６へのリンクあり

2 WHO WPRO http://www.wpro.who.int/ ６へのリンクあり

3 WHO KOBE CENTER http://www.who.or.jp/indexj.html

4 日本医師会：米国における同時多発テロ事件 http://www.med.or.jp/etc/terro.html

5 日本赤十字社 http://www.jrc.or.jp/

6 国立感染症研究所・感染症情報センター http://idsc.nih.go.jp/index-j.html １，２へのリンクあり

7 国立医薬品食品衛生研究所：健康危機管理関連情報 http://www.nihs.go.jp/c-hazard/index.html

8 首相官邸　（テロ対策全般情報） http://www.kantei.go.jp/jp/saigai/terojiken/index.html

9 内閣府：防災情報のページ http://www.bousai.go.jp/

Ｆ 学会

1 日本救急医学会ホームページ http://www.jaam.jp/index.htm
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2 日本集中治療医学会 http://www.jsicm.org/

区分 名　　　　　　　　　称 　　　　　　U　R　L

Ｇ 官庁

1 厚生労働省：米国の同時多発テロ関係関係ホームページ http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/a-terr.html

2 厚生労働省：国内の緊急テロ対策関係ホームぺ－ジ http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/j-terr.html

3 厚生労働省：生物兵器テロによる感染症について（Ｈ項のトップページ） http://www.mhlw.go.jp/houdou/0110/h1015-4.html

4 外務省：米国同時多発テロ事件 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/terro0109/index.html

5 外務省：海外危険情報 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/terro0109/kiken.html

6 外務省：海外安全相談センター情報 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/terro0109/anzen.html

7 防衛庁：自衛隊法の一部を改正する法律（URL変更） http://www.jda.go.jp/j/library/law/kaisei/index.html

8 金融庁：タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について http://www.fsa.go.jp/news/newsj/13/kinyu/f-20011012-2.html

9 郵政事業庁：米国同時多発テロ事件に関する郵政事業庁からのお知らせ（郵便関係） http://www.post.yusei.go.jp/topic/stop_telo.shtm　 URL変更

10 警察庁 http://www.npa.go.jp/

11 消防庁（総務省消防庁HP) http://www.fdma.go.jp

12 文部科学省：緊急テロ対策 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/11/011105.htm

13 農林水産省：米国多発テロ事件対策等 http://www.maff.go.jp/tr/

14 国土交通省：国土交通省におけるテロ対策 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/terro/terro_.html

15 労働福祉事業団：米国テロに伴う帰国労働者等の心のケア対応ガイド http://www.rofuku.go.jp/topics_terro_care.html

16 労働福祉事業団：米国在留邦人の方へ・電子メール等による心の医療相談について http://www.rofuku.go.jp/topics_terrorism_mentaltel.html

Ｈ 生物兵器テロ被害対応のホームページ（Ｇ項３の詳細）

1 米国厚生省疫病管理・予防センター http://www.cdc.gov

2 米陸軍感染症医療研究所 www.usamriid.army.mil/education/bluebook.html

3 連邦食品医薬局 http://www.fda.gov/foi/warning_letters/g6152d.htm

4 日本医師会：米国における同時多発テロ事件 http://www.med.or.jp/etc/terro.html

5 最新情報のオンライン www.uptodate.com

6 雑誌情報 Dixon TC, Meselson M, Guillemin J, and Hanna P. Anthrax. N Engl J Med. 1999;341:815-826
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