
匿名救護隊 手引き書
 
匿名は進化している。
もともと本質的に異なった集団に対する電子戦を挑むことに専念してきた、漠然と広がる共同体、それが匿名であ
る。
2008年にサイエントロジー教会に反対するOperation Clambakeの情報と抗議運動の登場によって、私達は実世界へ
と行動を移した。Chanalogy抗議者は全世界同時に何千もの匿名をつくり出し、サイエントロジーの腐敗や搾取的行
為への異議を表明した。
後にサンフランシスコやロサンゼルス地域の警察による残虐行為が証明されたいくつもの出来事によって匿名は拡大
している。現在はサンフランシスコとフラートン警察署などの政府組織やベイエリア鉄道警察に真っ向から対立する
立場をとっている。
準軍事力（は想像脅威に対して常軌を逸し、暴力的であることを繰り返し示している）に立ち向かうことは、匿名自
体が路上レベルでの活動の困難にあわせて変化しなければならないことを意味します。全ての軍隊は医療兵団をも
っていますが、私達は匿名路上救護隊員なのです。
路上救護隊員自体は真新しい概念ではありません。アフリカ系アメリカ人の市民権運動やベトナム運動への抗議活動
で元々見られ、医療物資を活動参加者や市民に届けるのに必要な知識と目録（インベントリー）をもち、ボランテ
ィアの活動家として政治活動に参加した人々のことを差します。社会運動が勢いを増して、注目を浴びるようになる
と、彼らは意味ある変化を許容するよりも現状に甘んじる人々に直面するようになります。何かというと、国家で
す。主要都市の警察は平和な手段であってもシステムを変えようと試みる者に対して身体への即時の脅威を示すよう
になります。このように「公共の交通機関のプラットフォームで、武装していない市民を撃つのはやめてください」
といった単純な要望でさえ国家とその警察力から暴力的な妨害にあうのです。
この様な抗議運動に対して暴力の脅威のある一触即発の状況に、路上の救護隊員がいます。
この手引きでは市民の社会的不安の状況下にあって、医療の役割を引き受け手引きをする匿名救護隊員となりたい人
々へのガイドラインを示すと信じるものである。
 

1. 訓練
路上救護隊員となる前に求められる訓練量というのは個人の能力に応じて変わり、また政治活動の中で活かしたい職
務によっても異なってきます。自分の医療訓練習熟度や能力を他人に誤解させてはいけない。自分の供給物資や能力
について率直に知らせることです。あなたを探しまわって見つけてから治療出来ないと分かるよりも、即座に外部の
協力を得る連絡をする方が断然良い。
つまり変化に貢献する為に、他の参加者への水、包帯や日焼け止めを運んだりする以上をする必要はないということ
です。このような比較的些細なことでも、参加者が家に水や食物や治療の為に帰宅する必要がなくなり、路上に残
って活動できるようになることで大きな違いを生むことに寄与できるでしょう。
さらなる研鑽として救急医療従事者、野外一次応答者、救急救命士の勉強を含めることができるでしょう。これは時
間とお金の投資が必要になりますから、どの位の時間とお金をかけることができるのか各自で判断しなければなりま
せん。また、組織（救急車隊員、政府組織、など）などで雇用が見込まれており、政治的な行動への関与をすること
を問題視される可能性がある場合は、どのような活動に参加する場合でも撮影されることに備えて変装するなど気を
つけるべきです。
 
 
 
 
免責事項：最近路上救護コミュニティ内において、薬草学、東洋医学、そして「代替療法」を実践する人々の大きな
流入がある。最終的にはこれらの施術を受けるのかは個人の判断に委ねることになるが、匿名救護隊は科学的に証明
された医学を強く支持しており、特に「ホメオパシー」などの代替療法はいかなる状況下にあっても容認しない。

2. 装備
路上救護は先天的に防御の行動です。警察による許しがたい暴力への直接的な応答です。救護隊員は適切に装備しま
しょう。目録（インベントリ）重装備し偏向している警察に衝突するなど様々な状況に照らし合わせて決定すべきで
す。これらの可能性を十分に考慮して決める。ひとりの十分に装備された隊員は催涙ガスに倒れる三人の隊員よりも
多くの善を達成できます。ですから日頃から用心を重ねて装備することをおすすめします。リストの中から個人の重
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量の限度、資源、期待される挑戦の度合いや動きの範囲などに応じて必要なものを精査しましょう。
出来るだけ暑すぎず動きを制限しない衣服で肌を被う。思い出してください：走らなければならない可能性も出てき
ます。サンフランシスコ匿名救護隊員は群衆の中でも見つけられやすいように、医療赤十字をつけた黒い衣服を着て
います。ナイロンは汗と熱をすぐに発散させ、ある程度までは肌を科学物質から守ってくれます。コンタクトレンズ
は装着しないこと。催涙ガスやトウガラシスプレーはコンタクトレンズと眼の間に入り込みます。カーゴパンツや多
機能ポケットがついている迷彩服はヒップバッグや万能ベルト、また滑車ロープなどと同様に重宝します。
ガスマスクはきちんとふさいでくれるか確認する。一番信頼が置けるのは40mm製縫された最近のもので、入
手しやすい市販のフィルターとの相性も良い。イスラエル市民用ガスマスクは安価で容易に見つけられる。
Sportsmansguide.comなどのサイトで軍の余剰供給物を探すことが出来る。
 
● 壊れていないNBCガスマスクのフィルター　(*Nuclear(放射性), Biological(生物学性), Chemical(化学性) の頭文
字）
● 機動性のある防護シューズ。つま先の開いたもの、ストラップ付き、ハイヒール靴などはNG。走らなければな
らない場合が出てきますし、つま先を群衆に踏まれる可能性もあります。
● Ace（または同等の）包帯を捻挫や添え木用に。
● ガーゼ、ガーゼパッド、非粘着性のパッドなど
● 三角巾
● 創縫合ストリップ
● テープ（紙、プラスチック、電気ではない）
● 無菌検査用手袋
● 粘着性の包帯（様々なサイズとタイプ）
● 消毒用アルコール（可能な限り最高濃度のもの）
● 抗生物質軟膏
● 止血剤（これらの殆どは軍や法執行機関のみでしか取り扱えませんが、QuikClot「スポーツ」版が同様の効果を
もたらします。）
● UVA/UBAともに保護する日焼け止め（水かアルコールベースのもの。オイルベースのものは催涙ガスやトウガ
ラシスプレーを肌に留めて悪化させてしまう。）
● 包帯ばさみ（先端が鋭いと警察が意図的に武器と見做し犯罪を負わせる危険があるので、鈍先端のもの）
● ピンセット
● プロテインバー（栄養バー）
 
 
 
● 清潔なバンダナやりんご酢につけたバンダナ。参加者に催涙ガスから守る為に配る。
● 即席の保冷剤
● 止まることなく物資を取り出すことのできるショルダー／メッセンジャーバッグ。
● バックパックは歩いたり、走ったり、参加者の行進や危険から逃げるなどの動きにあわせたりする上で機動性に
欠ける。
● 糖尿病に関連した低血糖症に対処する為のケーキのアイシングや、他の緊急の為の砂糖の供給。りんご酢（催涙
ガス対策、下記参照）。
● LAW混合物（下記参照）
● 経口補水液（下記参照）
● 警察の音による攻撃対策として耳栓を自分自身と他参加者用に。
● 液体酸中和剤と水。
 
 
LAW混合物とは？
水と水酸化マグネシウム（または水酸化アルミニウム）を含有する酸中和液を1:1の割合で混ぜたもの。催涙ガスや
トウガラシスプレー攻撃にあった時に眼や肌に使用する。少量を患部に直接かけることで苦しんでいる被害者の痛み
を軽減し安全な場所に移動させるのに十分である。*Liquid Antacid(酸中和液), Water(水)の頭文字。
 
経口補給液とは？
高エネルギー環境下での水分補給は、非常に重要でありそして見落とされがちです。救護隊員の最も重要な仕事は、
市民運動参加者が早く消耗してしまわないように努めることです。熱疲労の症状は多幸感、怒り、「ふらふら感」、
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短気、動悸、皮膚が赤みを帯びる、および「ぼうっとする」が挙げられます。これらの症状はまた、暴力や危険を察
知し危険な地域から撤退するなどの判断力を下げます。熱疲労の処置をしないと熱射病という状態がより深刻になる
危険性があります。水とスポーツドリンク（またはフルーツジュース）を1:1で割ったもので十分です。これに塩を
ひとつまみ加えることで発汗により失われたナトリウムを補給します。小さなボトルにこれらの補給液を入れ、ラベ
ルを貼り、必要としている人々に配ります。スポーツドリンクを使用する場合には着色料赤色2号（アマランス）の
入ったものは避けましょう。ADHDや双極性障害などを持っている人々の躁病エピソードを誘発するという研究結果
があります。ボトルの数は自身の総重量の限度に応じて決められるべきです。下の方に熱疲弊の対応に関しての詳し
い情報があります。

 

3. 匿名救護隊員 哲学
路上救護隊員は精神的外傷の外科医ではありません。また経験のレベルに関わらず、緊急救護サービスを実施出来る
代替要員でもありません。路上救護隊員の仕事は戦場で手術を施すことではなく、混沌とした状況下において、痛み
を和らげ、保護し、そして専門家に対応してもらうまで（重傷害の場合）負傷者の安静化を図りケアする人のことで
す。救急車が必要な時に、けがを「治そう」とすることは時間の無駄な消費によりケアを全くしないのと同じくらい
良いことを意味しません。この怪我は自分の能力の範疇を超えているといったあなたが自身の判断力が大事だという
ことです。
 
匿名救護隊員は、基本的な応急処置のできる素人、野外救命士、救急医療隊員, 軍事医療専門家までと専門知識と経
験において様々です。各作戦において、私達は各抗議活動で利用可能な物資と能力について公表します。また私達は
活動家に彼ら自身でも気をつけるように促します。
 
● 水を持参
● スナックを持参
● 使っているものがあれば3日間分の処方薬、医師の処方箋付きボトルを持参する
 
私達はまた（Twitter, Facebook, Tumblurなどを経由し）私達の着用しているもの、医療記章などを事前に発表して
活動家達に私達の身なりに親しんでもらい、怪我があった場合に探してもらいやすいように努力をしています。
匿名救護隊員が重要なのは物質的なサービスを供給する為だけではなく、この支援する存在がグループの士気や精神
を押し上げるからである。例えそれが援護や激励の上だけであっても、参加者があなたを頼りにできると思うことは
大切です。これがあなたの訓練と競争力のレベルをはっきりさせておくことが必要不可欠な理由です。最悪の場合、
あなたは自分の能力以上の怪我に対応せざるをえなくなったり、またそれに失敗した場合、仲間の路上救護隊員の一
般的な信頼を失い、他の活動家達の希望を失わせることになります。最善をつくし、ハッタリをかましたり怒鳴り散
らしたりしてはいけません。出来るだけ人を助け、自分の出来ないことに手出ししない。救急電話をかける時の為に
携帯をいつでも身につけて。時として場に居合わせ、派遣元に対して位置と状態について冷静に伝えることができる
というのは、誰にも代わることのできない奉仕となります。
匿名救護隊員「制服」について一言：opBART作戦(ベイエリア高速鉄道(BART)に対する抗議活動）の間、匿名救護
隊員は清潔かつスタイリッシュで体に馴染んだ赤十字の記章付きの黒のジャケットとパンツ、黒の手袋、そして匿名
救護隊員独自のマットブラックガイフォークスのマスクを着用します。この黒いマスクは彼らを匿名と識別させ、報
道関係者と警察から身元を隠します。医療班以外の天然色マスクの匿名救護隊員ではない抗議者から区別し容易に見
つけ出せるようにします。赤と黒の配色は専門的であり、同時に明確に対抗文化的でもあります。最後にこの組み合
わせは報道関係者や写真家に受けが良いことが分かっています。写真が多ければ多いほど可視性が進み、可視化が進
むということは多くの人々がこの抗議について見聞きするということです。この様に救護隊員の存在は私達の大義の
力が侮れないことを示してくれます。参加しよう、救護隊員は言います「援護は引き受けた。」
私達は新入りの匿名救護隊員に自分たちが着用しやすい衣服の採用を推奨しています。もし救護隊員がお互いに見た
目に関連性があるように見せたいのであれば、同じ配色や組み合わせ、そして特に平らな黒マスクは考慮に値するで
しょう。一定の監視のあるこの時代においては、撮影班、ライブフィードに連帯ある活動を見せることは非常に重要
です。サンフランシスコ匿名救護隊員は何度も人々によって声をかけられ、撮影され、こうして大義について多くの
人々と話す機会が得られました。
これが何を示しているかというと、救護隊員が服を決める時は、実用的で環境的な考慮を優先すべきだということで
す。予想気温が摂氏38度まで上がるという時に、かさばる暗い服を着用すれば比較的早い段階で活動から抜けなけ
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ればならないことが予想されます。適応し、懸念を熟慮し、適宜変更すること。
マスク、特に黒いマスクが他の人々を威嚇し、異様に思われることもあります。怪我を負った人の処置を行う時、特
に精神的な外傷（トラウマ）に苦しんでいる人や、パニックに陥っている人に対してはあなたの顔、特に目を見せる
ことが重要かもしれません。その都度自分で判断しましょう。
 
警告：路上救護隊員はよく警察の標的とされます。警察は「群衆をけ散らす」為に、恐怖を与え、負傷、失速させ、
逮捕しますが、救護隊員は催涙ガスやトウガラシスプレーの後でも抗議者が元に戻り、行進し続けられるように援
護します。このことが警察の標的になる原因です。2001年のケベック市でのアメリカ自由貿易協定への抗議活動で
は、催涙ガス攻撃後に活動家が救護隊員の処置により活動に戻って行くのを確認した警察が化学兵器の筒を救護隊員
に直接投げつけました。更には、警察署は侮辱のために逮捕された抗議者達の名前と写真を公開するという主張をし
ました。これは今後の抗議活動への人々の参加をくじけさせる為です。
逮捕時に気をつけること。理念（大義）や他抗議者との連帯感の為に逮捕されるのは一般に高貴な行動だと思われて
います。しかし理念を証明する為に意図的に自分たちを逮捕させる救護隊員は、これからの治療処置活動から自ら退
き、負傷者に何もできなくなってしまいます。
逮捕された場合には、弁護士と話す機会を要求しそれ以外では黙秘を続けることを勧告します。腕に自分の選んだ組
織の電話番号をマーカーペンで書いておくことも有効な手段のひとつでしょう。一度拘留したら警察があなたの忘れ
っぽさに対して手助けしてくれることは稀だからです。また、逮捕時の裸検査や個人の服や私物品の没収もよくある
ことです。警察は自分達にとって面倒が起こると（といことはこういった抗議全てですね）、苦しめ、脅し、思慮分
別のない嘘をつき、気まぐれに好きな様に犯罪を付け足していくことで悪名高い。

4. どうやって抗議での頻発する怪我を処置するか。
ここでは、他の応急措置コースで行われているような怪我や処置法については取り上げません。抗議活動を持続させ
るために怪我や軽症時の処置法を取り上げます。

1. 催涙ガス
催涙ガスで一番覚えておきたいことは、これが恐怖心を作り出す為のものであり、身体的なダメージを与えるもので
はないということです。円筒が爆発する大きな音とガスが広がって行く光景が、化学物質が実際に影響を与える機会
を掴むより先にパニックを引き起こし、このパニックこそ警察が狙っているものなのです。ここで重要なことは平常
心を保ち、救護隊員としては他の人々をガスの現場から退避させ、自分が出来る範囲の最善を尽して処置をするとい
うことです。
化学兵器使用条約により軍事使用が禁止され、明文化された有害または致命的影響の長い一覧があるにも関わらず、
アメリカ国内使用は合法です。
催涙ガスは特殊な電荷がついており爆発時に銃撃戦に限りなく近い音が出る様になっています。パニックにならない
ように。白煙のアーチを見つけ、爆発半径内にいる抗議者達に警告する。催涙弾の円筒は一度爆発すると非常に高温
になり、保護手袋なしで処理するのは安全ではありません。これが保護手袋を持参、または着用することが重要であ
る理由のひとつです。催涙ガスを使用する警察官は適切に防備しているので、円筒を投げ返したり蹴り返したりする
ことは、効き目のあることではありません。また（催涙ガスを）装備した警察を見つけることで、実際に発射される
前に他抗議者に注意喚起する時間を稼ぐことができます。
 
催涙ガスが最初に暴露してから適切な処置がされないまま30分以上放置されると目、鼻、口、肌の痛み、夥しい涙
と鼻水、盲目、呼吸困難、混乱、パニックなどが生じます。再度言いますが、催涙ガスは群衆を分散し恐怖を作り出
すことによって、影響を受けた人々が明確な指揮力あるグループを維持することを阻止する為に使われます。催涙ガ
スの現場から避難することで30分程で症状は徐々に収まっていくでしょう。しかし被害者が正常に活動を続けられ
るように願うならば、処置は早いに越したことはありません。
ガスとは呼ばれてはいるものの、普通、催涙ガスはエアロゾルの酸性の粉です。恐怖と痛みを引き起こすように設計
されたもので、この酸性という性質が刺激の少ないアルカリ性溶液での対処を比較的容易にします。粉という性質上
洗い流すのも簡単です。この様な場合に上記にあげたLAW混合物が簡単な処置法となります。安全な場所に被害者
を移動して、肌と目に液をスプレーします。酸を中和し、完全に異物を洗い流します。口の中はこの液体でうがい
し、吐き出すことで早くきれいにできます。この時、飲み込まないように気をつけなければなりません。催涙ガスは
消化器官に取り込まれると有害な可能性があります。鼻を洗浄する為には強い呼気で十分です。LAW混合物は万能
薬ではなく、瞬時に有害な影響を取り除くものでもありません。覚えておいてください。催涙ガスはこの目的で設計



されており、立ち向かうことはいつも困難を伴います。
さらに問題を複合的にしているのは、催涙ガスに被われてしまった衣服は洗濯されるまで有害であり、着用したり取
り扱ったりすることが危険なことです。脱いだ衣服を隔離しそれ以上の被害が起きない様にする。暴露した服は再度
使用できるように刺激の少ないカスティール石鹸(Bronner博士の）など酸と反応してしまうような化学物質の含有が
少ないもので洗濯する。シャワーでしっかりと体を洗ってしまうまで顔や目に触るのをさけるように被害者全員に徹
底周知しましょう。
催涙ガスの影響は、酢で濡らしたバンダナで口を覆うなどすれば、ある程度まで忌避することができます。中でもリ
ンゴ酢のものは楽に呼吸できます。このようなバンダナは事前に用意しプラスチック袋に入れて周りに配れる様に持
ち歩きましょう。この手法は逃げるために有効なのであって、救護隊員は軍レベルのマスクなどの適切な装備をせず
に催涙ガスの現場に突入すべきではありません。

2. トウガラシスプレー
トウガラシスプレーは催涙ガスに似て催涙性があり、痛みを引き起こし盲目にさせ、混乱させる為の成分として暴動
鎮圧や自己防衛用に設計されています。トウガラシスプレーは警察展開時に抗議活動に人口過密地域などで使用され
ます。通常把っ手付きの円筒に入れられた「トウガラシボール（"ペッパーボール"）」と呼ばれるこの武器は近年ま
すます一般的になりました。トウガラシボールはカプサイシン（トウガラシスプレーの有効成分）と染料粉末が小さ
く固いボールの中に搭載され、ペンキ入りエアガンとあまり変わらない装置から発射されます。ボールは接触後に爆
発し、撃たれた直後の痛みとトウガラシスプレーのじわじわとした効き目の両方がやってきます。このように警察は
トウガラシスプレーを非常に離れた距離から使用することができ、個人を染料粉末の付着により識別し、後の逮捕の
手がかりとします。
 
またそれほど一般的ではない手法として記録されているトウガラシスプレーの使用法としては、濃いトウガラシの泡
を消化器様の装置から発射する方法です。どれ程この装置が広まっているのか現在のところ知られていません。他に
分かっているのは、バックパックの様な背負い型の装置、爆発性エアロゾル缶、ヘリコプターによる散布などです。
トウガラシスプレーの処置法は大体は催涙ガスのものと同じでLAW混合物で間に合わせることが出来るでしょう。
しかし、その凝縮され直接神経終末を攻撃するという性格から、トウガラシスプレーは処置をもってしても暴露後最
高2時間に渡って効果を及ぼすことがあります。

3.　環境的な病気
何時間にも及ぶ屋外での精力的な活動には環境要因を真剣に考慮すべきです。天候により低体温症、凍傷、疲労、お
よび熱射病が発生する可能性は常にあります。救護隊員はこれに応じて適宜装備を変えることに留意してください。
自分以外の抗議者達が病の兆候をみせていないか目配りしてください。水分補給を促したり一時的に日差しを凌ぐな
どの穏やかな注意喚起は感謝されるでしょう。
 

3a. 熱中症の兆候
熱中症（熱に関連する様々な病気を包括する一般的用語）は市民活動において最も頻発する問題である。抗議者達が
全くか少量しか水分補給をしないまま長時間の激しい活動することによって引き起こされる。体液は汗や呼吸によ
って失われ、水分補給がないと体の核の部分の体温が危険な上昇をみせる。こまめな休憩と水分補給は症状を防ぐの
に十分ですが、下記の場合には熱中症の発生がないかに留意すること：
● 大量の発汗
● 早い呼吸、または動悸
● 失神
● めまい
● しびれ
● チクチクする痛み
● 筋肉の痙攣や痙攣
● 乾燥した肌
● 皮膚刺激、フラッシング、赤面、または発疹
● イライラ
● 解離

http://www.geocities.jp/puanani_aloalo/soap3.htm


● 判断力低下
 
予防
 
熱中症を防ぐのはそんなに難しいことではなく、自分の体の言うことに耳を傾け、聞くだけで十分である。抗議者達
はすぐに活動に夢中になってしまうので、救護隊員が彼らに代わって注意を払うことになる。
米国労働安全衛生管理局は、熱からのストレスを防ぐ為のガイドラインを以下の様に示している。
● 熱中症の徴候や症状について理解すること
● 直射日光や他の熱源を遮断すること
● 定期的な休憩をとる、冷却システムを利用
● 十分な水分補給
● 軽く、ゆるくフィットする明るい色の衣服を着用
● アルコール類、カフェインを含む飲料、重い食事を避ける

3b. 低体温
寒い環境では、仲間の抗議者達を見守り安全性を確保することがあなたの仕事になります。低体温症は熱疲労と同じ
く気をつけていれば比較的容易に避けられる。簡単な予防策をとって、その上で症状に苦しむ者が出てきた場合は、
快適な場所に移動させ暖かい毛布と処置をする。救護隊員は以下の（下にいくほど重度となる）症状に気をつけるべ
きである。
● 震え
● 高血圧
● 高心拍数
● 混乱
● 協調の欠如
 
 
● 蒼白
● 四肢(手先、足先）に青み
● 呼吸困難
● 健忘
● 幻覚
● 協調の更なる欠如
● 「末期の避難」（ごく稀に、抗議者の中で低体温の症状がこのレベルに到達し、物陰や柔らかい地面の上に「避
難」することがある）
 
上記リストの下部2/3に該当する者は暖かい場所に直ちに避難させるべきである。時間と暖かさが完全な回復には十
分であろう。

 

4. 基本的な包帯
包帯や傷の治療は応急処置のコースで教えられています。以下は非常に基本的で常識的なアドバイスで、応急処置訓
練コースに代わるものではありません。あなたが仲間の活動家に重大な傷（骨に達しない）の治療を提供したいと考
えているのであれば、あなたが絆創膏を貼る以上のことができるかどうか考える前に応急処置コースに参加してくだ
さい。
この様な場合には無菌包帯が理想ですが、緊急時には清潔な布でも大丈夫でしょう。あらゆるタイプの包帯や巻布の
在庫をしっかり管理することはそれぞれの体の部位やサイズに合わせる上で必要になり、救護隊員の最も優先すべき
ことになります。
● 消毒アルコールを傷口に吹き掛ける
● 傷口全体を適切なサイズのガーゼパッドや非粘着性のパッドなどで覆う
● パッドなどは大きさによりテープや包帯でしっかりと固定する
● 必要であれば包帯は縛るかテープで固定する
● 腫れてしまうので包帯などを必要以上にきつく縛らないこと



これらの方法は擦り傷やかすり傷などに十分有効なはずです。負傷者を助け安全を確保させるのと同時に、より深刻
な傷はアルコールで清拭し、あなたが出来る限り保護し、安定の為に包帯をしましょう。縫合が必要な場合（深い、
大きく開いている、広範囲、出血が数分以内に止まらない、など）は救急車を呼んでから消毒し傷をしっかりと覆い
ましょう。
抗議者が重傷の場合でも、「セキュリティ保護されていない区域」に緊急チームが線を越えて入ることを警察が拒否
する可能性（先例有り）があります。救護隊員は抗議者と警察との間の交渉役として救急車や負傷者の為の通路確保
をすることで知られていますが、負傷者への高度な医療支援が拒否される可能性は常にあります。

 

5. 参加してください
匿名の他の分野と同じ様に私達にはヒエラルキー(階級）がありません。報告を受ける中心的人物も、あなたの活動
を承認したり、あなたの参加志願を確認するような協議会といったものも存在しません。ここでのガイドラインは、
我々は、創設者として、この部門それ自体がなっていくものであるが、匿名救護隊員として許容される行為かどうか
という最終判断は共同体の意志に依ります。匿名は一般市民からは比較的低い評価を受けています。それは 独立し
た個の活動が集団全体の属性となることに起因します。ここからも分かる通り、よく話し合い組まれた派生グループ
の存在は、集団全体が外側から大きくどうみえているかということに貢献します。自分を匿名救護隊員と見做す人
々に期待するのは、自分自身の振る舞いと知的言説の高い規範を持ち続けることです。
救護隊員が緊急医療の代わりではないのと同じく、このガイドは正規の応急処置や路上救護隊員の訓練にはなりえま
せん。救護隊員の基本的な考え方の説明、特に匿名救護隊部門の為に存在します。お住まいの地域の路上救護隊員の
訓練に関しては、下記を参照してください。
 
PORTLAND, OR
Rosehip Medic Collective - http://www.rosehipmedics.org/
Black Cross Collective (Currently inactive) - http://www.blackcrosscollective.org/ SEATTLE, WA
Seattle Street Medical Collective - http://seattlemedics.org/ OLYMPIA, WA
Olympia Street Medic Collective - http://blog.olysmc.org/ SAN FRANCISCO, CA
Bay Area Radical Health Collective - http://barhc.w2c.net/
DENVER, CO
Denver Streetmedics - http://streetmedic.wordpress.com/ EAST COAST, US
Mutual Aid Street Medics - masm@riseup.net
CHICAGO, IL
Chicago Action Medics
BLOOMINGTON, IN
Heartland Action Medical Resistance
MINNEAPOLIS, MN
North Star Health Collective - http://northstarhealth.wordpress.com/
BOSTON, MA
Boston Area Liberation Medic Squad - http://www.bostoncoop.net/balm/
WASHINGTON, DC
District Action Medical Network - http://damn.mahost.org/
NEW YORK, NY
Medical Activists of New York - http://www.takethestreets.org/ Star of Resistance Medics - http://www.freewebs.com/
stormnyc/
PITTSBURGH, PA
Three Rivers Action Medics - http://www.thomasmertoncenter.org/tram/
PHOENIX, AZ
Phoenix Urban Health Collective - http://puhc.wordpress.com/
MELBOURNE, AUSTRALIA Activist Medics Network
SYDNEY, AUSTRALIA NSW StreetMedics
LUDWIGSBERG, GERMANY
Demosaniteter.de - http://www.demosanitaeter.de/
BERLIN, GERMANY
Strassenmedizin - http://www.nadir.org/nadir/initiativ/sanis/index.htm
MANCHESTER, ENGLAND
UK Action Medics - http://www.actionmedics.org.uk/
 



CHANGELOG
8/27 v1.0 - Initial Releas
 
いくつかの単語について下記を参照。
*Anonymous: 匿名の意。匿名性を保持してい市民抵抗活動を開始した国際的な集団。文中では匿名とする。
*Anon Medicsとは組織「匿名」の救護部隊のこと。以下、Anon Medicsのみに限定していることは匿名救護隊員と
し、その他はそれぞれ医療隊(medics)、路上救護隊(street medics)とする。
*Chanalogy: サイエントロジー教会に反対するAnonymous（匿名）の抗議活動
 
 
Anon Medic version 1.0 (PDF)
http://demaa.org/sites/default/files/63285473-anon-medic-v1.pdf
 
 


