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危機管理マニュアル 
 

このマニュアルは、文部科学省発行の＜学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル＞と

St.Mary’s school（以下、「ＳＭ校」）校の緊急マニュアルを参考にし、当校の実状に合

わせて 低限必要なものだけをまとめたものです。 

このマニュアルに記載されている内容をすべて記憶しておくことは不可能ですし、さらに

それを緊急時に間違い無く実行していくことも不可能です。 

しかし学校関係者（特に教師、校長、運営委員、理事）は、以下の基本ルールだけは忘れ

ないよう行動してください。 

また校内においては、いざという時のために、この危機管理マニュアルを常に身の回りに

置くよう心掛けてください。 

 

1. 緊急時対処方法の基本ルール 
 

(1) 現場に居る生徒に対して適切な対処を行うこと。 

(2) 常に生徒の人数を確認し把握しておくこと。（出席簿を忘れずに。） 

(3) 校長、運営委員（当日の当番）に連絡すること。 

(4) 問題がある場合には、ためらわずにＳＭ校セキュリティ(919-424-4044)か

９１１に通報すること。 
 

2. 想定される危機とは 
 

(1) 生徒のひどい怪我や病気などの場合。 

(2) 不審者が侵入した場合。 

(3) 生徒が行方不明になった場合 

(4) 厳しい悪天候（竜巻、雷雨、降雪）の場合。 

(5) 火災の場合。 

(6) 危険物をこぼしたり、天然ガスが漏れている場合。 

(7) 生徒の暴力・逃亡・自殺などの場合。 

(8) 生徒または学校関係者が人質にとられた場合。 

(9) 生徒がアナフィラキシーショック状態になった場合 
  

など、多岐に渡ります。ここにすべてを網羅することは不可能です。まさに想定外の

ことが発生することが危機なのです。 如何なる場合でも、落ち着いて基本ルールに

のっとり行動するよう心掛けてください。  
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３．緊急対応フローチャート 

 

教師用 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急事態の発生 

緊急連絡・状況把握  P-4 

事象別対応 

 

・ 不審者の侵入。  P-11 

・ 生徒を連れ去ろうとしている。  

                P-12 

・ 校内で武器を所持している。  

P-13 

・ 行方不明。      P-14 

・ 竜巻警報。      P-14 

・ 雷雨警報。      P-15 

・ 降雪警報。      P-15 

・ 火や煙が出た。  P-16 

・ 火災報知器が作動した。 

                   P-17 

・アナフィラキシーショック 

         P-17 
No 

Yes 
何が起こった？ 

マニュアルにある？ 

事件事故記録の作成  P-8 

応急手当  P-6 Yes負傷者はいるか？ 

No 

No 

室内待機  P-5 Yes 室内待機の指示があったか？ 

No 

緊急避難  P-5 Yes緊急避難の指示があったか？ 
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校長・運営委員用 d 

緊急事態の発生 

緊急連絡・状況把握  P-4 

Yes 
No 

応急手当  P-6 

室内待機  P-5 

緊急避難  P-5 

事件事故記録の作成  P-8 

Yes 

No 

No 

No 

SM 校セキュリティ、９１１ 

への通報   P-4 
Yes 

No 

No 

保護者への連絡  P-6 

No 

救急病院への搬送  P-7 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

何が起こった?マニュアルにある？

ＳＭ校セキュリティ または 

９１１への通報が必要か？ 

室内待機が必要か？ 

緊急避難が必要か？ 

負傷者はいるか？ 

    保護者への連絡は必要か？ 

   救急病院への搬送は必要か？ 

No 

授業の中止？再開日の決定が必要

か？ 
緊急協議会  P-8 Yes 

事象別対応 

・ 不審者の侵入。   P-11 

・ 生徒を連れ去ろうとしてい

る。             P-12 

・ 校内で武器を所持している。

P-13 
・ 行方不明。       P-13 

・ 竜巻警報。       P-14 

・ 雷雨警報。       P-15 

・ 降雪警報。       P-15 

・ 火や煙が出た。   P-16 

・ 火災報知器が作動した。P-17 
・アナフィラキシーショック  
         P-17 
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４．緊急時の対応（基本対応） 
 

＜１＞  緊急連絡 状況把握 
 
＜教師は＞ 
(1) 緊急時には、トランシーバーまたは屋外の場合は近くにいる人に協力を依頼し、運営委

員、校長にすみやかに連絡すること｡ 

(2) 連絡の際、可能ならば次の情報が提供できるようにしておくこと。 

1. 発生事象・時間・場所 

2. 怪我人の有無 

3. 怪我や病気の種類、原因、程度 

4. 生徒の名前、学年（年齢） 

 

＜校長、運営委員は＞ 
(1) あらゆる緊急事態、連絡をシリアスに受け止めること。 

(2) 緊急の連絡を受けた場合は、直ちに現場へ向かい状況把握に努める。この時、現場に急行

する者も受付で待機する者も、トランシーバーを使える状態にしておくこと。 

(3) 現場に急行した者は、できるかぎり詳しい状況を受付に待機する運営委員に伝えること。 

(4) 必要と判断した場合には、ＳＭ校セキュリティ(919-424-4044)や９１１に通報すること。 

(5) 必要不可欠な関係者以外は現場から遠ざけ、生徒たちに動揺が広がらないよう、また事件

事故現場が荒らされないよう注意すること。 

 

 

 

＜２＞ ＳＭ校セキュリティ、９１１(警察・消防・救急隊)への通報  
 
＜校長、運営委員は＞ 

(1) 事象によって、ＳＭ校セキュリティ（919-424-4044）や９１１に通報が必要か判断する

こと。判断に迷った場合には、通報することを選択すること。（手遅れになるより、間違

いであった方が被害は少ない。） 

(2) 被害が発生した場合や、不審人物が侵入した場合には、すぐにＳＭ校セキュリティに知ら

せること。 

(3) 運営委員（避難隊長）は、 電話コンタクトを継続すること。ＳＭ校セキュリティや警察・

救急隊が到着したら現場へ誘導すること。 

(4) 校長または当日当番の運営委員のうち１名を対応の窓口とすること。 

(5) 警察への出頭や救急病院への付き添いなどで、運営委員の人手が足りなくなる場合には、

理事や非番の運営委員に連絡し呼び出すことも可能である。 
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＜３＞  室内待機 
 
＜教師は＞ 
(1) 室内待機の指示があった場合は、休憩時間であっても生徒を教室に戻し、人数把握を行う

こと。 

(2) 行方不明の生徒がいる場合には、ただちに校長・運営委員に連絡すること。 

(3) 人数がそろっているクラスでも、次の指示があるまで生徒を室内に待機させ、生徒に動揺

が広がらないようケアすること。 

(4) 避難の指示があるまでは、通常の授業を行うことができるが、いつでも避難できるよう人

数を把握し続けること。 

 

＜校長、運営委員は＞ 
(1) 室内待機が必要と判断した場合には、休憩時間内であっても、学校当番と協力して全校生

徒に教室に戻るよう指示をすること。トランシーバーで担任に事情を話し各クラスの人数

把握を依頼すること。 

(2) 各教室に待機要請をした場合には、各教室が情報不足から来る不安に陥らないようにでき

る限り頻繁に情報・指示を伝えるよう努めること。 

(3) 状況を踏まえ慎重に避難指示または室内待機の解除を決定すること。決定したらすみやか

に全校に連絡すること。 

 

 

＜４＞  緊急避難 
 
＜教師は＞ 
(1) 火災発生を知らせるアラームが鳴ったり、避難の指示があった場合は、ただちに生徒を引

率し避難を始めること。その際、人数確認ができるよう名簿を持ち出すこと。 

(2) 避難場所へ到着したら、ただちに点呼を行い全員が避難できたことを確認する。点呼の結

果はただちに運営委員（避難隊長）に報告すること。避難が遅れた生徒がいる場合は、そ

の旨を確実に伝えること。 

(3) 負傷者がいるかどうかを把握すること。負傷者がいる場合は、すぐに校長・運営委員に連

絡し、すみやかに応急手当をすること。（＜５＞ 応急手当を参照のこと。） 

(4) 校長・運営委員より教室に戻るよう指示が出るまでは、避難場所に待機すること。自分達

の教室に被害がなさそうなどの理由で、教室に戻ってはいけない。 

 

＜校長、運営委員は＞ 
(1) 各教室にトランシーバーで一斉避難の指示を出すこと。この時、学校当番に協力を要請し、

安全に避難できるよう努めること。 

(2) 生徒を避難させる必要がある場合には、ＳＭ校セキュリティ（919-424-4044）に連絡す

ること。連絡を受けて、ＳＭ校セキュリティが９１１に通報するが、状況に応じ、通報先

は判断すること。 

(3) 避難の指示を出した場合は、必ず一人は避難隊長となり、避難場所へ移動すること。この

際、携帯電話、トランシーバー、出席者数確認表を忘れないこと。 

(4) 避難隊長は、現場の学校当番に、各階を見回り避難し遅れた生徒、保護者がいないことを

確認して回るよう指示すること。 

(5) 学校当番や運営委員は、すべての確認が終わったことをトランシーバーまたは口頭で避難

隊長へ連絡すること。 
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(6) 避難隊長は、出席者数確認表をもとに、教師より報告を受け、全員の避難を確認すること。

逃げ遅れたと思われる生徒がいる場合には、現場の運営委員または学校当番に連絡し探す

よう指示を出すこと。 

 

(7) ＳＭ校セキュリティ、もしくは警察・救急隊の責任者の許可が得られるまで、避難場所に

生徒全員を待機させること。 

(8) 避難解除の許可が得られたら、避難隊長から避難解除の連絡を教師に伝え生徒を教室に戻

すこと。 

 

 

＜５＞  応急手当 
 

＜教師は＞ 
(1) 落ち着いて容態、怪我の様子をたしかめる。（生徒が話せる状態なら、原因なども聞き出す

こと。） 

(2) 応急手当が必要な場合には、ただちに着手すること。 

(3) 命の危険が差し迫った状況でない限り、またその場所が危険でない限り、怪我をした生徒

をむやみに動かさないこと。 

(4) 救助がこちらに向かっていることを伝え、生徒を落ち着かせること。 

(5) 校長、運営委員またはそれに準ずる協力者が到着したら、状況をよく説明したうえで後の

処置を任せること。 

(6) 教室に戻り、他の生徒に動揺が広がらないよう心のケアに努めること。 

 

＜校長、運営委員は＞ 
(1) 応急手当が必要な場合には、ただちに着手すること。 

(2) その場から動かすことが出来ない場合には、まず９１１に連絡すること。その後、 ＳＭ校

セキュリティも連絡する。状況に応じて判断すること。 

(3) 移動が可能な場合には、レクチャーホールに連れて行くこと。 

 

 

＜６＞  保護者への連絡 
 
＜校長、運営委員は＞ 

(1) 特定の保護者への連絡が必要な場合には、家庭調書をもとに、すみやかに連絡すること。 

(2) すぐに保護者へ連絡がつかなかった場合は、保護者の友人などにも協力を求め、いかなる

手段を使ってでも、保護者への連絡をつけるよう努めること。 

(3) 授業中止・室内待機の決定をした場合は、緊急連絡システムや緊急連絡網にて保護者に連

絡すること。  
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＜７＞  救急病院への搬送 
緊急を要する場合には、９１１で救急隊を要請し、そうでない場合には、保護者に連絡をして、保

護者が迎えに来るのを待つことを基本とする。 

 

＜校長、運営委員は＞  
(1) なんらかの理由で、保護者の到着をまたずに救急病院へ連れて行く場合には、家庭調書に

サインをし、保険のフライヤー（団体傷害保険のまとめ 附表に添付）を持参すること。 

(2) 学校に残った運営委員は、病院に付き添った運営委員と保護者がコンタクトできるように

便宜を図ること。 

(3) 保護者が救急病院に連れて行く場合でも、必要があると判断される場合には運営委員も付

き添うこと。 

(4) 運営委員の付き添いの有無にかかわらず、団体傷害保険を使用した場合には、その金額を

運営委員まで届け出てもらう旨を保護者に伝えること。 

 

※救急病院では 
(1) Emergency であることを伝えること。 

(2) 自分は保護者から authorized されている人間であることを伝えること。 

(3) 現在の保護者の状況（こちらに向かっているとか、連絡を取っているとか）を伝えるこ

と。 

(4) 日本語通訳サービスが必要な場合には、担当医師に申し出ること。（附表にある３つの救急

病院は、すべて日本語通訳サービスが可能です。） 

 

※ 保険の使用方法    
傷害保険 （ローリー日本語補習学校に正規登録済みの児童・生徒のみが対象） 

 基本的には、治療を受ける際に、病院に保険のフライヤーを提出し、医師または病院から

Chartis に連絡してもらうだけ。病院が立替払いを要求する場合には、保護者が立て替え

て支払い、後日 Chartis に請求する。 

労災保険 （ローリー日本語補習学校に勤務する教職員・事務員が対象） 
 就業中に負傷した教職員は、負傷した時の状況、負傷個所、程度を、校長・運営委員に告

げること。 

 校長・運営委員は、教職員の申告をもとに＜雇用者の労災事故報告書（North Carolina 

Industrial EMPLOYER’S REPORT OF EMPLOYEE’S INJURY OR OCCUPATIONAL DISEASE TO 

THE INDUSTRIAL COMMISSION  FORM 19）＞を 24 時間以内に作成し、運営委員が署名して

ARM (Aegis Risk Management)に送ること。  

 就業中に負傷した教職員は、治療を受ける際に就業中の事故であることを担当医師に告げ

る。 医師が＜労災報告書（Doctor’s First Report of Injury）＞を作成するので受け

取り、運営委員に提出する。 

 運営委員は、できれば上記の＜雇用者の労災事故報告書＞と共に、ARM に送ること。 
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＜８＞  緊急協議会 
 

＜校長、運営委員は＞ 

(1) 当面の危機が回避されたら、校長および運営委員は緊急協議会を開き、当日の授業の継

続、中止を決定し、必要ならば 緊急連絡システムや緊急連絡網を使って保護者に伝える。

翌週以降の授業の再開についても協議しておくこと。 

(2) 建物などに被害が発生した場合には、ＳＭ校セキュリティ（919-424-4044）に知らせる

こと。 

 

 

＜９＞  事件事故記録 
 

＜教師は＞ 

(1) 事件解決後は、放課後等に運営委員の事件事故記録の作成に協力すること。 

＜校長、運営委員は＞ 

(1) 事件解決後は、教師や保護者などの目撃者にインタビューを行い、できるだけ詳しい事件事故

記録（附表に添付）を作成すること｡ 

(2) 翌週などできるだけ早いうちに臨時運営委員会を招集して、再発防止策を検討し、マニュアル

に反映のこと。 

(3) 全保護者に知らせておく必要がある場合には、できるだけ早いうちに事件事故の状況、今後の

対応等を記載したものを配布すること。 

 

 

＜１０＞  悪天候への警戒 
 

＜校長、運営委員は＞ 
校長、運営委員長、運営副委員長の携帯の番号を WeatherCall に登録しており、補習校近辺

が厳しい悪天候となった場合、メッセージを受信するようになっている。 

 

(1) 授業時間内は、常に学校携帯の電源を入れて運営委員が待機しているそばに置き、

WeatherCall からの電話、メッセージに注意を払うこと  

(2) 注意報(WATCH)が発令された場合、運営委員は wral.com やウェザーラジオ等の情報に注目

し注意深く状況を見守ること。 

(3) 警報(WARNING)が発令された場合、直ちに各クラスに連絡し、休憩時間内であっても、全校

生徒に教室に戻るよう室内待機の指示をすること。 

(4) 状況により、避難が必要と判断したら、直ちに各クラスに避難の指示を出すこと。 

(5) 天候に関する警報が発令された場合は、授業の継続・中止を早急に検討し保護者への連絡

を行うこと。連絡は 緊急連絡システムや緊急連絡網を利用する。 

 

 

＜１１＞  アナフィラキシーショック対応について 

 
  重症アレルギーを持つ生徒がアナフィラキシーショックを起こした際に、該当保護者や救

急車が間に合わず、生徒の周囲にいる大人がエピネフリン製剤を投与せざるを得ない状況にな

った場合に、エピネフリン製剤を投与できる体制を予め整えておく必要がある。以下が当補習

校での具体的な運用方法である。なお、該当保護者が緊急時対応に責任を持つことが基本であ

るが、どうしても間に合わない場合に、「エピネフリン製剤を打てる大人」が周囲にいる場合

に、その大人が「打とうと思った」場合に、「打つことを可能にする」システムである。「打っ
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てもらえる」ことが保障されるものではないことに留意する必要がある。 

 
(1) 保護者が提出しなければならない書類 

重症アレルギーを持つ生徒の保護者全員 

「重症アレルギー詳細シート」 

 →緊急時にエピネフリン製剤投与を希望するかどうかの意思表示記載欄あり。 

 

万が一の時にエピネフリン製剤投与を希望する保護者 

「エピネフリン製剤投与に関連した免責に関する同意書」 

 →エピネフリン製剤投与により生じたいかなる結果に対しても補習校、教職員、

運営委員、理事、その他保護者に対して責任を問うことはしない旨の同意

書。 

「FARE Care Plan Sheet」 

     →担当医にサインしてもらう。 
「FARE」とは Food Allergy Research & Education という団体である

（ https://www.foodallergy.org/life-with-food-allergies/food-allergy-
anaphylaxis-emergency-care-plan）。この団体が公表しているのが Food 
Allergy & Anaphylaxis Emergency Care Plan である。全米で使用されてお

り、緊急時の対応の仕方、担当医のサイン、緊急連絡先を記載する欄がある。

現地の医師になじみがあるため、担当医にもらうサインはこの用紙を使用す

る。実際の緊急時対応は「アナフィラキシーショック緊急時対応マニュアル」

を参照のこと。補習校のホームページには英文と共に和訳も入っているが、英

文にサインをもらうこと。和訳はあくまでも参考である。 
(2) 運用方法 

保護者：ホームページの学校案内中にある諸届け用紙の中にある上記書類をダウ

ンロードし、それぞれサインをする。教員に提出する。原本が返却された後、 

エピネフリン製剤投与を希望しない場合→「重症アレルギー詳細シート」のみ 

エピネフリン製剤投与を希望する場合→3 つの書類とエピネフリン製剤 

を子供のカバンに常に入れておく。 

（毎年 4 月に書類を更新すること←怠った場合、いかなる状況でもエピネフリン

製剤の投与は行わない。処方内容等の情報変更があった場合は速やかに 新の情

報を記載した書類を再提出する） 

教員：書類を受け取った後、運営委員に提出。運営委員から原本とコピー1 部が

返却される。原本は該当保護者に返却。コピーは教員用フォルダに入れる。学級

委員に重症アレルギーの届出があったことを知らせ、クラス内で共有してもらう。 

運営委員（庶務）：教員から書類を受け取り、コピーを 2 部とる。1 部は家庭調

書へ 1 部は原本とともに教員に返却。同時にアレルギーを持つ生徒のリストに情

報を加える。情報は庶務が管理する。 

 

(3) エピネフリン製剤を打つことができる人 

アナフィラキシーショック発生時に周囲に居合わせた大人。 
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(4) アナフィラキシーショックに関するトレーニングの方法 

医師、看護師等の医療専門家から直接トレーニングを受けるか、オンライントレ

ーニングを受ける（Red Cross が WEB 上で行っている Anaphylaxis and 

Epinephrine Auto-Injector Online Course が代表的である）。教員、事務局、運営

委員のうち受講希望者には補習校からトレーニングの補助を行う。 

 

(5) エピネフリン製剤が投与されない場合 

・書類提出がない場合 

・毎年４月の書類更新がされていない場合 

・エピネフリン製剤を携帯していない場合 

・エピネフリン製剤の有効期限が切れている場合 
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５．緊急時の対応（事象別対応） 
 

<1>  不審者が侵入した場合   
 本校は、土曜日だけＳＭ校の施設を間借りしている。ＳＭ校の敷地内は寮生活をしている学生

やＳＭ校の関係者が出入りしている 。 

 補習校が利用するゲートは開かれていて、入場の際にセキュリティチェックをしているわけで

はないので、 ＳＭ校、補習校以外の関係者でも出入りは自由に出来る環境にある。 

 

補習校では、保護者は保護者証を着用し、訪問者は受付にてビジター証を借り受けるようにし、校

舎内に不審者が侵入しないよう、不審者の侵入を事前に食い止めるように配慮しているが、完全で

はない。 

ここでは以下に述べるような明らかに不審な人物が現われ、不審な行動を取った場合の対処法を述

べる。 

不審人物とは、 

・ 教室内に入ってきた保護者や学校関係者以外の人 

・ 生徒を、無理やり連れ去ろうとする人 

・ 武器を校内に持ち込んだり、持ち歩いている人 

 

教室内に不審者が侵入してきた場合 

 
＜教師は＞ 

(1) 冷静に声をかけ、 用件を尋ねて、相手の反応を見ること。 

(2) 教室内に入る正当な理由がない場合には、教室からの退去を求めること。 

(3) 正当な理由がなく退去に応じない場合、トランシーバーで、直ちに運営委員に連絡する

こと。 何事もなく出て行った場合でも、他の教室に進入する恐れがあるため、運営委員

に連絡すること。                

(4) 連絡が不可能な場合は、相手を興奮させることが無いようまた子供達がパニックに陥ら

ないよう注意しながら、｢今から全員で図書館に本を借りに行きます。｣などというよう

な理由で全員が整然と脱出できるよう試みること。 

(5) 脱出や外部との連絡が出来ない状態で閉じ込められてしまった場合には、生徒を一箇所

に集め、不審者から遠ざけるようにし、冷静に時間の経過を待つこと。 

(6) いきなり暴れだしたり襲いかかってくるような場合には、周囲にあるもの（イスや机な

ど）で不審者との距離を取り子供に近づけないようにしながら、大声を出すなどして応

援を求めること。 

(7) 廻りの教室から助けを求める声や悲鳴が聞こえた場合は、できるならば状況を確認し、

ただちにロックダウン措置を取り、運営委員、校長などに連絡すること。その後、自分

のクラスの生徒達がすぐに避難できるよう準備して待機させること。 

＜校長、運営委員は＞ 
(1) 現場に到着し不審者と向き合った場合、冷静に話し掛け、教室および校内からの退去を求

めること。 

(2) すぐに ＳＭ校セキュリティに通報する。セキュリティが９１１に通報するが、状況に応

じ、通報先は判断すること。  

(3) 退去に応じた場合でも、再び侵入したり学校周辺に居続ける可能性があるので、対応した

運営委員は、しばらくの間その場に残って監視を続けること。 

(4) 何らかの要求等がある場合には、不審者と対応した校長・運営委員が、補習校で借りてい

る空き教室などに案内し、そこに隔離して話をする。 
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 不審者の対応をした運営委員は、その旨を受付に残った運営委員に報告すること 

 受付で待機している運営委員は、生徒や保護者をレクチャーホールに避難させておくこと。 

 不審者といずれかの部屋に入る際は、先に奥へ案内し、対応者は後から入って入口近くに位置

し、すぐに避難できるよう扉は開けておくこと。 

 校長、運営委員を含め複数名で対応すること。 

 通報先と常に連絡を取るように、必ず１名は携帯電話を持ち廊下に待機すること。 

(5) 退去に応じない場合は、教師と協力して不審者と生徒の間に入り、不審者を生徒に近づか

せないようにしながら、生徒をに避難させること。 

(6) 学校当番などから、教室で異常事態が発生したようだという連絡が入った場合には、トラ

ンシーバーで担任の教師に確認すること。 

(7) いきなり暴れだしたり襲いかかってくるような場合には、周囲にあるもの（イスや机な

ど）で不審者との距離を取り子供に近づけないようにしながら、生徒を避難させること。 

(8) 暴れだしたり、武器を所持している場合や、生徒を避難させる必要がある場合には、すぐ

に ＳＭ校セキュリティに通報する。セキュリティが９１１に通報するが、状況に応じ、通

報先は判断すること。 

(9)  現場の運営委員は、教室から生徒が避難したら、不審者が生徒の後を追わないように、教

室から出ていくのを防ぐこと。（話しかけるなどして、警察の到着までの時間をかせぐこ

と。） 

 

生徒を、無理やり連れ去ろうとしている場合 
生徒を連れ去ろうとしているのか、自分の子供を車に乗せているのかを見きわめることは困難であ

る。よって、不審に感じた場合は、立場の区別なくまず以下の事を行う必要がある。 

 

＜全員 （教師、校長、運営委員、学校当番、保護者）＞ 
(1) 車でまたは歩いて生徒を連れ去ろうとしているのではないかと不審に感じたら、声をかけ

てみること。「保護者証はお持ちですか？」｢早退ですか？｣でも｢お子さんの体調が悪いの

ですか？｣でも何でも良いので話しかけながら近寄り、子供の様子を見ること。 

(2) 明らかに不審であれば、見回りの学校当番や近くにいる保護者に協力を求め以下の行動を

とること。 

・ 運営委員・校長に知らせる。 

・ 車のナンバーを控える。（筆記用具がない場合には、地面に石や木で書いたり、携帯電

話で写真を撮るなど） 

・ 不審者の行動を問いただす。（運営委員・校長が駆けつけるまでの時間稼ぎになる。） 

・ 子供を置き去りにして逃げ出した場合は、子供を連れて、受付の運営委員に引き渡

す。 

・ 子供を連れ去った場合も子供を置き去りにして逃げた場合にも、車のナンバー、車

種、色、不審者の特徴、服装、しゃべりかたなどできる限り運営委員に伝えること。 

 

＜教師は＞ 
(1) 生徒とその保護者の確認依頼があった場合には、一刻を争う事態であるため、ただちに自

習に切り替え現場に立ちあうこと。 

(2) 保護者の顔を把握できていない場合でも生徒本人に話しかけて、真偽を確かめられるよう

努めること。 

(3) 子供が連れ去られたとの連絡が入った場合は、休憩時間であっても生徒を教室に戻し、人

数把握を行うこと。 

(4) 行方不明の生徒がいる場合には、ただちに校長・運営委員に連絡すること。 

(5) 人数把握が終わったクラスでも、次の指示があるまで生徒を室内に待機させ、生徒に動揺

が広がらないようケアをすること。（授業を行っていても良い。） 
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＜校長、運営委員は＞ 

(1) ただちにＳＭ校セキュリティ（919-424-4044）に連絡すること 

(2) 現場に到着し不審者と向き合った場合、冷静に話し掛け、子供との関係を問いただすこと。で

きれば子供にも話しかけ不審者の発言の裏を取ること。 

(3) はっきりしない場合には、担任の教師を呼び保護者であるかどうかの確認をとること。担任の

教師が現場に来ている間は学校当番または保護者の協力を得てクラスの面倒を見ること。（小

２以下の場合） 

(4) 誘拐、連れ去り目的であることがはっきりすれば、子供を解放するよう要求すること。そして

ただちに９１１に通報すること。 

(5) 話しかけるなどして、警察の到着までの時間を稼ぐよう努めること。ただし、間違っても身を

呈して車の進路をふさぐなどの行動を行ってはいけない。 

(6) 現場に到着した時、すでに子供を連れ去っていたり、逃げ出していた場合には、ただちに９１

１に通報すること。 

(7) 子供が連れ去られた場合、休憩時間内であっても、学校当番と協力して全校生徒に教室に戻る

よう指示をすること。 

(8) 担任と協力してすみやかに連れ去られた生徒の特定を行うこと。 各クラスの人数把握に人手

が必要な場合には、学校当番や保護者に協力を要請すること。 

(9) 連れ去られた生徒名がわかったら、家庭調書をもとに、保護者へ連絡すること。 

 

校内に武器を所持している者がいた場合 
（ここでいう武器とは、銃火器、爆弾等をさし、アメリカ人が一般的に持ち歩いているような小型

のナイフなどは含めない。） 

 

＜教師は＞ 
(1) ただちに運営委員・校長に連絡すること。 

(2) 休憩時間であっても生徒を教室に戻し、ロックダウン措置を取り、人数把握を行うこと。 

(3) 生徒を一箇所に集め、いつでも避難できる状態で待機すること。 

(4) 生徒がパニックに陥らないよう、冷静に話しかけ続けること。 

＜校長、運営委員は＞ 

(1) 武器所持の連絡を受けた場合は、直ちに ＳＭ校セキュリティ（919-424-4044）に連絡、現場

へ向かい状況把握に努める。ただしあまり近づきすぎることの無いよう注意すること。 

(2) 武器を所持している可能性のある人物が特定出来、確実に武器を持っていることが確認できな

くても、生命を脅かす事態と判断したら、 ＳＭ校セキュリティの到着を待たずに、すぐに９

１１に通報すること。    

(3) 武器所持の有無を確認できない場合でも、またたとえ休憩時間内であっても、学校当番と協力

して全校生徒に教室に戻りロックダウン措置を取るように指示すること。  

(4) 武器を所持している可能性のある人物の監視を続ける。 

a. 武器を持っている場合には、校内への武器の持込が禁止されていることを告げ、直ち

に退去するよう求めること。 

b. 退去に応じない場合には、建物の入り口に避難し監視を続けること。 

(5) セキュリティや警察が到着する前に武器を所持していないことが確認できたならその旨を到着

時に伝えること。  

(6) 必要があれば、各教室に避難の指示を出すこと。この時、武器を所持している人物の所在に注

意して、避難経路、場所を各担任に指示すること。 
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＜２＞  生徒が行方不明になった場合 
 

＜教師は＞ 
(1) 早退や体調不良でレクチャーホールで休むなどの連絡が無く、生徒が授業が始まっても教

室に戻ってこなかったり、授業中に教室からいなくなってしまった場合は、運営委員・校

長に連絡すること。（いなくなってから 5分を目安にしてください。） 

(2) 連絡の際、生徒の持ち物（教科書やカバン）が教室に残されているかどうか、態度に不審

な点が無かったかなど、気付いたことを伝えること。 

＜校長、運営委員は＞ 
(1) 行方不明の連絡を受けた場合には、無断で早退した可能性があるので保護者に連絡すること。 

(2) 教室に向かった運営委員は、担任の教師から状況および生徒の特徴、服装などを詳しく聞きだ

すこと。 

(3) 休憩時間の監視をしていた学校当番にも、不審なことが無かったかを確認すること。 

(4) 学校当番、校内にいる保護者にも協力を要請し、生徒の行方を探すこと。 

(5) 学校当番にも依頼して、校舎内、校内、学校の周りと順次、捜索場所を広げていくこと。トラ

ンシーバーで連絡を取り合う。運営委員のうち１名が、捜索の指揮をとること。 

(6) 校内の捜索で見つからなかった場合、および学校当番への調査で不審な点が浮かび上がってき

た場合には９１１へ通報すること。 

 
＜３＞   厳しい悪天候（竜巻、雷雨、降雪）の場合 

 

竜巻警報（TORNADO WARNING）が発令された場合 
＜教師は＞ 
(1) 警報が発令され、運営委員会より室内待機の指示があった場合は、休憩時間であっても生

徒を教室に戻し、人数把握を行うこと。 

(2) 避難の指示があるまでは、通常の授業を行うことができるが、いつでも避難できるよう人

数を把握し続けること。 

(3) 避難の指示が出た場合は、ラグランド１階廊下、レクチャーホール、チェシアー地階廊下

に整列させ、座らせること。落下物から身を守るため、腕で頭を守るようにして身をかが

めるように指示すること。その際、人数確認ができるよう名簿を持ち出すこと。 

(4) 生徒の人数を確認し、トランシーバーまたは口頭にてレクチャーホールの運営委員（避難

隊長）に報告する。 

(5) 避難解除の指示が出るまで、生徒が動き回らないよう注意をすること。 

(6) 避難解除の指示が出たら、教室に戻り人数把握を行うこと。 

(7) 竜巻の直撃に合い、生徒または建物に被害が出た場合には、運営委員、校長に連絡するこ

と｡ 

＜校長、運営委員は＞ 
(1) 警報(WARNING)が発令された場合、学校当番と協力して直ちに各クラスに連絡し、休憩時間内

であっても、全校生徒に教室に戻るよう指示をすること。  

(2) １名は、学校携帯電話、Wral.com やウェザーラジオの情報に注目し続け、他の２名は、生徒が

教室に戻ったことを確認後、外に出て空の様子、サイレンの有無を注意深く確認すること。こ

の時、トランシーバーで連絡を取り合うこと。 

(3) 状況により、避難が必要と判断したら、トランシーバーで直ちに各クラスに避難の指示を出す

こと。この時、構内にいるすべての人（保護者など）に避難を呼びかけること。運営委員は、

状況把握のため、避難先の３か所に分かれることが望ましい。竜巻の場合の避難場所は、ラグ

ランド１階廊下、ラグランド地階レクチャーホール、チェシアー地階廊下とする。 

(4) 状況に注意し、慎重に避難解除を決定すること。避難解除を決定したらすみやかに全校に連絡

すること 
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雷雨警報 (THUNDERSTORM WARNING) が発令された場合 
＜教師は＞ 

(1) 警報が発令され、運営委員より室内待機の指示があった場合は、休憩時間であっても生徒

を教室に戻し、人数把握を行うこと。 

(2) 外部からつながっているアンテナ、水道管など金属に手を触れさせないよう注意するこ

と。 

(3) 強風時には、窓ガラスが破損して内側に飛び込んでくる恐れがあるため、生徒を窓際から

遠ざけるよう指示すること。 

(4) 終業後でも、室外へ出ないよう指示がある場合は、保護者が同伴で帰宅する場合を除いて

室内にとどまらせること。その間は教師も室内にとどまっていること。 

(5) 落雷の直撃に合い、生徒または建物に被害が出た場合には、運営委員、校長に連絡するこ

と｡ 

＜校長、運営委員は＞ 

(1) 注意報(WATCH)が発令された場合、運営委員は、学校携帯電話、Wral.com やウェザーラジ

オの情報に注目し注意深く状況を見守ること。 

(2) 警報(WARNING)が発令された場合、学校当番と協力して直ちに各クラスに連絡し、休憩時間

内であっても、全校生徒に教室に戻るよう指示をすること。 

(3) 終業後でも、警報(WARNING)が続いている場合には、室内待機の指示を継続させ、保護者が

同伴の場合のみ帰宅させるように教師に伝えること。 

(4) 状況に注意し、慎重に室内待機の解除を決定すること。解除を決定したらすみやかに全校

に連絡すること。 

(5) 補習校 終退出時間が 遅れる可能性があることを、ＳＭ校セキュリティー（919-424-

4044）に伝えること。 

 

 

降雪警報 (WINTER STORM WARNING) が発令された場合 
降雪警報（WINTER STORM WARNING）は、著しい降水量（降雪量）となる恐れのある雪、みぞれ、雹

が Wake County 内で降っている場合に発令される。 

＜教師は＞ 

(1) 警報が発令され、運営委員会より室内待機の指示があった場合は、休憩時間であっても生

徒を教室に戻し、人数把握を行うこと。 

(2) 授業中止の連絡があった場合、教師は生徒を教室に留め、保護者が迎えに来た者から順次

帰宅させること。 

(3) 保護者の到着が遅れることも想定されるため、終業時間を過ぎた場合は、レクチャーホー

ルを待機場所に利用しても良い。 

(4) 可能な限り、各クラスの全員を保護者に引き渡すまで学校にとどまること。 先に帰る必

要がある場合には校長・運営委員に人数把握を引き継いでもらうこと。 

＜校長、運営委員は＞ 

(1) 警報(WARNING)が発令された場合は、授業の継続・室内待機の必要性を早急に検討し判断す

ること。 

(2) 授業中止・室内待機の決定がなされた場合は、すみやかに各クラスに連絡すること。 

(3) 緊急連絡網を使い、保護者に連絡すること。 

(4) 雪のため、保護者の到着が遅れる場合も想定されるため、可能な限り少なくとも２名は

後のひとりが親に引き渡されるまで人数把握のために留まること。 

(5) 補習校 終退出時間が遅れる可能性があることを、ＳＭ校セキュリティー（919-424-

4044）に伝えること。 
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天候不順による休校の連絡   
悪天候および何らかの緊急事態が発生し、その状態が土曜午前中まで回復の見込みがない場合、運

営委員会が以下の原則に沿って判断し、休校の措置をとること。その際の連絡は、下記のように行

うこと。 

(1) 悪天候、緊急事態などが発生した場合は、金曜１６時の時点で休校か否かを判断する 

(2) その場合は保護者宛に送られる Eメール「ローリー補習校からのお知らせ」に掲載する 

(3) 金曜１６時の時点で判断できない場合やそれ以降緊急事態が起きた場合、休校の場合は    

緊急連絡システム もしくは、 各学級委員を通じて「緊急連絡網」にて連絡する。 

(4) 授業時間中に緊急事態が発生した場合も 

(5) 緊急連絡システム もしくは、 各学級委員を通じて「緊急連絡網」にて連絡する 

 

 

 

 

＜４＞  火災の場合 

以下は、学校火災にかかわる緊急事態で、 も起こりうる 3 つを挙げている。3 つの事態とは、実

際に火や煙が出た場合と、自動火災報知器が作動した場合と、火災報知器の誤作動の場合である。 

 

実際に火や煙が出た場合 
＜教師は＞ 
(1) も近い火災報知器のボタンを押し、近くの教室にも知らせること。 

(2) 初期消火（水道や消火器）で鎮火できると判断した場合は、消火活動を行っても良いが、生徒

の安全を第一優先で判断すること。 

(3) 校長・運営委員にトランシーバーで連絡をすること。連絡時に必要な情報は以下の通りであ

る。  

 火災の場所 

 火災の大きさ 

 何が燃えているのか 

 怪我人がいるか 

(4) 生徒を火災現場から遠ざけるように整列をさせ、ただちに避難を始めること。避難経路・場所

は避難訓練の方法を基本とするが、火災の発生場所によって変更されることもあるため、校

長・運営委員の指示があればそれに従うこと。 

(5) 他のクラスにおいても、火災発生を知らせるサイレンが鳴ったり、火災発生の連絡が入ったら

ただちに生徒を引率し避難を始めること。 

＜校長、運営委員は＞ 

(1) 火災発生の第一報が入った場合は、 も近い火災報知器のボタンを押し火災の発生を全校

に知らせること。 現場に向かった者は、火災の状況をトランシーバーで運営委員（避難隊

長）に報告すること。 

(2) 運営委員（避難隊長）は、報告をもとにただちに避難場所を決定すること。 

(3) 学校当番に防火扉を閉めること、各階ごとに全員の退出を確認することを依頼する。 

(4) ＳＭ校セキュリティ（919-424-4044）に連絡をする。セキュリティが９１１に通報する

が、状況に応じて通報先は判断すること 

(5) すべての避難が完了したことを確認後、初期消火が可能であれば、消火活動を行うこと。 
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自動火災報知器が作動した場合 

・ 火災報知器が鳴った場合、まず、ＳＭ校セキュリティ（919-424-4044）に通報する。セキュ   

リティが９１１に通報するが、状況に応じて通報先は判断すること。 
 

＜教師は＞ 

実際に火や煙が出た場合の手順に従い行動すること。 

＜校長、運営委員は＞ 

実際に火や煙が出た場合の手順に従い行動すること。 

(1) 避難が開始されていることを確認し、ＳＭ校セキュリティがすぐに来ない場合は、こちらか 

(2) らＳＭ校セキュリティに直接連絡をする。        

(3) この時点では、けっして火災報知器をリセットしたり警報音を止めたりしないこと。 

(4) もし火災報知器の警報の原因がつかめない場合は避難を続け、ＳＭ校セキュリティや消防隊に

よる徹底的な調査を待つこと。 

 

 

火災報知器の誤作動の場合 
 すべての火災報知器の警報は本物だと見なすこと。 

 避難が開始されていることを確認し、ＳＭ校セキュリティがすぐに来ない場合は、こちらから

ＳＭ校セキュリティ（919-424-4044）に直接連絡をする。 

 警報を無視し校舎から避難しないことは、ローカル法に違反することになる。 

 

 

 

＜５＞ アナフィラキシーショックの場合（重症アレルギーによる緊急時） 
「アナフィラキシーショック」とは全身性の重症アレルギー反応のためにショック状態になる

こと。 

 
＜教師は＞ 
（１） 生徒の症状を確認。 

（２） 運営委員にトランシーバーで連絡する。 

＜教師、運営委員は＞ 
（１） 生徒の症状を確認。 

（２） 常に誰かが生徒の状態を観察していること。 

（３） 保護者に連絡→指示をあおぐ。 

（４） 保護者に連絡がつかない場合→緊急性の高い状態か確認（簡易版アレルギー緊急

時対応マニュアル参照） 

（５） 緊急性の高い状態であれば、生徒のカバンの中からエピネフリン製剤と書類

（「重症アレルギー詳細シート」、「エピネフリン製剤投与に関連した免責に関

する同意書」、「FARE Care Plan Sheet」）を探す。書類があればエピネフリン

製剤は投与可能。投与前に使用期限を確認。 

（６）エピネフリン製剤投与後は必ず救急車を呼ぶこと（数時間後に遅れて症状が再発す

る可能性もあるため。）。 
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保険概要： この保険は、当校に在籍する児童・生徒の学内および学校行事参加中の傷害死

亡・後遺症と関連する治療費を、他の保険に先立ってお支払いします。 
 This insurance provides the formally registered school students with the accidental 

death, dismemberment and accidental medical treatment coverage due to accident while 
participating in scheduled, sponsored and supervised activities of JLSR, including 
direct travel to and from. 

 
保険対象者： 正規登録済みの児童・生徒に限り、ボランティア・父兄・教職員は含みません。 
 This insurance covers all registered students of JLSR only. 
 

最高給付限度額： $10,000 傷害死亡・後遺症  Accidental Death and Dismemberment 
 $10,000 傷害治療費  Accidental Medical Expenses 
 $250    歯１本の最高限度額  Per-Tooth Dental Maximum 
 $50,000 １発生に係わる最高限度額 Aggregate per Occurrence 
 
免責金額： 免責金額無し  

No Deductible 
 

傷害死亡・後遺症は事故発生から３６５日以内に発生したクレームだけを対象
とし、給付額は以下の例をご覧ください。 
Accidental Death & Dismemberment must occur within 365 days of the accident 
date, and is subject to the following example. 

給 付 率 

死亡 Life 100％ 

両手あるいは両足の喪失   Both Hands or Both Feet 100％ 

両目視力の喪失           Sight of Both Eyes 100％ 

片手あるいは片足の喪失   One Hand or One Foot 100％ 

片手と片目視力の喪失     One Hand and Sight of One Eye 100％ 

片足と片目視力の喪失     One Foot and Sight of One Eye 100％ 

声と両耳聴力の喪失       Speech and Hearing in Both Ears 100％ 

片手あるいは片足の喪失   One Hand or One Foot 50％ 

片目視力の喪失           Sight of One Eye 50％ 

声あるいは両耳聴力の喪失       Speech or Hearing of Both Ears 50％ 

片耳聴力の喪失                Hearing in One Ear 25％ 

同じ側の親指と人差し指の喪失   Thumb and Index Finger of Same Hand 25％ 

注意点： 

  事故治療費は、UCR（保険会社が定める公定治療費用水準）を限度とし、以下の条件
に従ってお支払いします。 
Accident Medical Benefits are paid subject to the insurance company’s UCR (Usual, 
Customary and Reasonable) if: 

1 最初の治療が事故発生から３０日以内に実施された場合、かつ 
The first treatment is received within 30 days of the accident date, and 

2 事故発生後５２週間内に発生した費用のみ、かつ 
All expenses are incurred within 52 weeks after the accident date, and 

3 本保険の給付最高限度額まで 
All expenses does not exceed the Maximum amount. 

JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OF RALEIGH, INC. 
GROUP ACCIDENT INSURANCE 団体傷害保険のまとめ 
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事故死亡・後遺症で保険をお支払いできない
事由（免責規定） 
Accidental Death & Dismemberment 
Exclusions 

傷害治療費で保険をお支払いできない事由（免
責規定） 
Medical Expenses Exclusions 

1 
自殺・自傷行為 
Suicide, Intentional Self-Inflicted Injury 

既存の義手・義足・臓器等の修理・交換 Repair 
or Replacement of Existing Artificial Limbs, Eyes, 
etc. 

2 
通常医療保険の対象となる病気 
Sickness, Disease or Infection 

入歯・義歯の修理・交換 
New, Repair or Replacement of Dentures, Bridges, 
Implants etc. 

3 
重罪行為 
Felony 

眼鏡・コンタクトレンズの修理・交換  Eye 
Glasses or Contact Lenses 

4 
戦争 
War 

補聴器の修理・交換 
Hearing Aids 

5 

スポーツ活動（但し、学校の正規行事である
場合は保険対象となる） 
Sport or Athletic Activities, except for the events 
supervised or sponsored by JLSR 

購入費用を超える医療補助器具（松葉杖・車椅
子等）のレンタル費用 
Durable Medical Equipment 

6 
兵役 
Armed Forces Duty 

個人の嗜好によるもの（例：入院中の電話・テ
レビのレンタル） 
Personal Comfort or Convenience Items 

7 

正規民間航空会社以外の航空機への搭乗ある
いは飛行訓練 
Travel or Flight in Non-Commercial-Licensed 
Aircraft or for Flight Training 

労災保険の対象となる一切の傷害 
Any Injury to be covered under Workers’ 
Compensation 

8 
労災保険の対象となる一切の傷害 
Any Injury to be covered under Workers’ 
Compensation 

9 
非合法薬物中毒・影響下での傷害 
Injury under Influence of Drugs 

 
 
事故発生時には：  事故発生時には、当校運営委員に至急連絡の上、以下にご連絡ください。  
 In case of the accident or injury, please contact JLSR or the insurance company 

directly. 
 
  
 
 
 
 
 

Chartis
Chartis– ACCIDENT & HEALTH CLAIMS 

PO Box 25987 Shawnee Mission, KS 66225A(800) 551-0824 （英語のみ） 
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ノースカロライナ州 雇用者の労災事故報告書 
 
以下、WEB サイト:  HTTP://www.ic.nc.gov より抜粋 
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事件事故記録用紙 
事件事故概要 

 

日時 事件事故内容の概略 

   

 

事件事故詳細（時系列で記入のこと。） 

No. 発生時刻 発生状況 学校側の対応等 備考 

1         

2         

3         

4         

5         

 

負傷者名簿 

 生徒氏名 症状 応急手当 搬送先病院名 付添者 

            

            

            

            

            

 

記入日          

 

記入者                                         

 

 

事件事故記録用紙 附表（略） 
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消火器、火災報知器マップ 
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ＳＭ校周辺の主な救急病院 
１．Rex Hospital   4420 Lake Boone Trail, Raleigh 919-784-3100   I-440 

Exit 5 

２．WakeMed Health & Hospitals 3000 New Bern Ave., Raleigh 919-350-8000   I-440 Exit 13 

３．Duke Raleigh Hospital      3400 Wake Forest Road, Raleigh 919-954-3000   I-440 Exit 10 

 
Urget Care 

４．Raleigh Urgent Care Center   2600 New Bern Ave., Ralegh 919-231-3131   I-440 

Exit 13 

５．WakeMed Raleigh Campus  3000 New Bern Ave., Raleigh 919-350-8000   I-440 

Exit 13 
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 英語での電話連絡の例 
 

1. ９１１への電話のかけ方 

    携帯から電話をする場合は、９ １ １ と押した後、”send”ボタンを押す。 

        ９１１が混んでいて、ボイスメッセージが流れてきても、切らずに待つこと。 

 

2. 伝えるべきこと 

 

 電話番号 場所 （携帯の場合は、９１１のコンピューター画面に電話番号、場所が表示され

ないため、 初に伝えること。） 

Tel #     ： ９１９ー＊＊＊－＊＊＊＊ 

場所      ： Ｒａｌｅｉｇｈ，ＮＣ 

正確には ： St. Mary’s School Raleigh 

              900 Hillsborough St. , Raleigh NC 27603 

 

 どのような緊急事態なのか、どのような助けが必要なのか。 

   警察 ： Ｐｏｌｉｃｅ 

   救急車： Ａｍｂｕｌａｎｃｅ 

   消防車： Ｆｉｒｅ ｔｒｕｃｋ 

    

   火や煙を見た。             I saw fire or smoke. 

      生徒が危険な状態にある。  My students are in danger. 

      犯罪を見た。                I saw a crime has just occurred. 

      怪我（病）人がいるので救急車が必要。 

I need an ambulance because student is hurt or sick. 

      誰かが教室に入ってきた。   A stranger got in our classroom. 

      生徒が連れ去られた。        A stranger kidnapped our student. 

 

 病気や怪我の場合は、 

 

   患者の年齢 

   意識がある。        He(She) is conscious. 

      呼吸をしている。            The patient is breathing. 

   脈が無い。                  There is no pulse. 

      脈拍が早い 遅い。          His/Her pulse is fast/slow. 
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緊急対応電話番号一覧（一部略） 

 
 ＳＭ校 セキュリティ・・・・・・・・・・・・・・・・・９１９−４２４−４０４４ 

 救急車・警察（緊急用）・・・・・・・・・・・・・・・・・９１１ 
 

公共機関 

 Raleigh 警察（非緊急用）・・・・・・・・・・・・・・・・９１９−８９０－３３３

５ 

 （ＳＭ校は第６区） 

 

救急病院 
 Rex Hospital   4420 Lake Boone Trail, Raleigh 919-784-3100 

 WakeMed Health & Hospitals   3000 New Bern Ave., Raleigh 919-350-8000 

 Duke Raleigh Hospital      3400 Wake Forest Road, Raleigh 919-954-3000 

 

Urget Care 

 Raleigh Urgent Care Center   2600 New Bern Ave., Ralegh 919-231-3131 

 WakeMed Raleigh Campus 3000 New Bern Ave., Raleigh 919-350-8000 

 

保険関係 

 Chartis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８００－５５１－０８２４ 

 Aegis Risk Management ・・・・・・・・・・・・・・３１０－７９３－１３０９ 

 
                             


