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は じ め に 

認定ＮＰＯ法人 

救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net） 

理 事 長   國 松 孝 次 

 

 2007 年 6 月の「ドクターヘリ特別措置法」の制定以来、全国各地においてドクターヘリ

導入の気運が広範に盛り上がっていることは、誠に喜ばしいことである。 

 同法の制定時、10 道県に 11 機、配備されていたドクターヘリは、2010 年 3 月現在で、

17 道府県に 21 機の配備を見るに至っており、今後も、毎年４～５機の割合で増機していく

ことが予想されている。 

 ドクターヘリは、救急医療の高度化を図る上で最も有効な手段のひとつであり、その全

国的な整備は、救急患者の救命率の向上と予後の改善のために絶大な効果を発揮するもの

と思われる。 

こうした望ましい状況が整えられていく一方で、ますます重要な課題になってくるのが、

ドクターヘリの安全運航を如何にして確保していくかという問題である。 

 我が国のドクターヘリは、関係者の不断の努力により、運航開始以来、今日まで 9 年間、

人身の損傷を伴う事故の発生は全く見ないまま推移してきた。これは、当たり前のように

見えるが、実は大変なことで、ひとつの「快挙」と言っていい。 

これから、運航機数と運航回数が増えていくに従って、この「快挙」を維持・継続する

ことは、なかなか難しくなるが、救命救急に働くドクターヘリの安全運航は、絶対に確保

されなければならない。関係者の一層の努力が期待されるところであり、ドクターヘリの

全国的配備が視野に入ってきた今こそ、安全運航の確保に向けた議論を高める必要がある。 

 

我が国においては、ドクターヘリの歴史が、まだ浅いこともあって、ドクターヘリの安

全運航に関する基礎的なデータの集積と集約は必ずしも進んでおらず、諸外国における先

進的取り組み事例と安全訓練システムの調査・研究も充分なものとは言えない現状にある。 

 本研究報告は、こうした現状に一石を投ずることを企図するものであり、斯界の専門家

が様々な角度からドクターヘリの安全に関する論考を行い、諸外国の救急飛行に関する文

献と安全訓練の実情を紹介し、それを踏まえて、我が国におけるドクターヘリの安全確保

のために為すべきことの「提言」を行っている。 

  

意義深い研究を短期間のうちに遂げられた研究者各位のご尽力に心から敬意を表し、ま

た、多大のご支援をいただいた全国共済農業協同組合連合会（JA 共済連）に深甚なる謝意

を表するとともに、本研究報告書が、ドクターヘリの運航の安全確保に関する諸施策を推

進する上で有益な参考を供するものになることを切に願う次第である。 



研究実施の概要 

 

１ 実施期間 

 本研究は JA 共済連の助成を得て、2009 年 12 月から 2010 年３月にかけて実施した。 

 

２ 研究者 

 本研究は下記の研究者（五十音順、敬称略）により、それぞれ担当する主題を定めて実

施した。研究期間中、研究者は自らの担当事項について調査研究をおこない、論文を執筆

した。 

 

大森章代 日本医科大学千葉北総病院救急外来・ドクターヘリ主任看護師 

緒方龍一 中日本航空（株）、航空事業本部 機長 

多田和昭 中日本航空（株）、航空事業本部 機長 

中川儀英 東海大学医学部救命救急センター、医師 

西川 渉 HEM-Net 理事 

藤原 洋 NPO 法人 航空・鉄道安全推進機構事務局長 

松尾晋一 （株）ANA 総合研究所主席研究員 

望月清光 朝日航洋（株）安全推進室長、整備士 

山野 豊 HEM-Net 理事 

 

３ 会 合 

 研究者は上記実施期間中に３回の会合をもち、それぞれの論考を披瀝し、全員の討議と

検討を重ね、その結果によって自らの論考を修正しつつ、成果をまとめた。 

 

 第１回：2009 年 12 月 22 日 1500～1700 時、於全国町村議員会館５階会議室 

 第２回；2010 年１月 26 日 1500～1730 時、於全国町村議員会館５階会議室 

 第３回：2010 年３月 16 日 1500～1800 時、於全国町村議員会館５階会議室 

 

 なお、討議の調整ならびに本報告書のまとめは西川が担当した。 



 

第１章 ドクターヘリの安全に関する論考 

 

Ⅰ 航空とドクターヘリの安全 

 

ＮＰＯ法人 航空・鉄道安全推進機構 

事務局長 藤原 洋 

 

はじめに 

 日本におけるヘリコプターによる救急医療事業は 1999 年から試行的に開始された。ヘリ

コプター導入のきっかけとして、交通事故による死亡者数が 1970～1980 年代にかけて極め

て多かったことがその要因の一つといえる。ドクターヘリを最初に導入したドイツでの劇

的成果の実績が大きな励みとなったことは否めない。この半年の試行的事業も予期以上の

成績をあげたことから、2001 年４月からドクターヘリの本格的運用が開始されることとな

った。 

 厚生労働省は 2009 年度末までに、配備の拠点数を 24 ヵ所とする予算を策定、現時点で

21 ヵ所の拠点が実現している。しかしながら、理想とする拠点数にはまだまだ及ばず、更

なる拠点増加が望まれている。 

 

 

１ 安全対策に王道はない          

 人命救助を主任務とするドクターヘリの運用が事故を起こしてしまっては本末転倒とな

る。しかしながら、これを行えば事故を撲滅できるというようなものは存在しない。運航

の安全に関係するすべての部門が、日々地道な努力を続けてゆくしか方法がない。これは

終わりのない努力を日々求められる困難な作業であるが、避けて通ることはできない道で

ある。 

 

 

２ 法および運航基準の整備 

 これまで、ヘリコプター運用を妨げてきた法的制約は徐々に緩和されつつある。しかし

ながら、運用実績を積むにつれ、より迅速に安全に業務を遂行するためには、解決しなけ

ればならない問題が、次々と生じてくる。これらの問題を直ちに解決せずに持ち越してし

まうと、そのつけは必ず襲ってくる。 

 これらの問題解決には、HEM-Net が積極的に関係機関等と折衝し、主導的役割を担うこ

とが期待されている。 

 

 

３ ドクターヘリの安全対策は発展途上 

 救急ヘリによる出動実績の多い各国における安全対策は、先人の経験をそのまま反映す



 

るものであり、尊重に値するものが多い。先進諸国における医療用ヘリコプターの事故率

は様々でカナダでの約 30 年の死亡ゼロから、アメリカでの 2008 年の死亡事故８件、死者

29 名というヘリコプター救急史上最悪を記録したという事例まである。 

 アメリカでの事故多発の非難を反映して、昨年９月１日に公表された救急ヘリコプター

の安全に関する NTSB 勧告は 1978～86 年の間に発生した救急ヘリコプターの事故 59 件を

精査し、その公聴会の結果を踏まえたものである。運用要件の比較的類似している我が国

は、そのすべてを採り入れることは困難であっても、時間をかけても、積極的に採り入れ

て行くべきであると思考される。 

 

 

４ 基礎データの蓄積を 

 運航の安全度を評価する基準として、総飛行時間、有償飛行時間、有償飛行距離、搬送

患者数、出動回数等のデータが必要となるが、諸外国での例からも明らかなように、統計

の基礎となる基礎データが十分蓄積されているとは言い難いのが現状と考えられている。 

我が国においては、航空運送事業会社の運航受託機と都道府県所属機があり、後者は自

家用機であるため、航空行政当局への運航実績等の報告義務が課せられていないという問

題がある。したがって、都道府県所属機、海上保安庁機、防衛省機を含む自家用機として

の運航実績を集計・分析するための確実な手法が求められる。 

 

 

５ ドクターヘリ運航の特異性  

5.1 自衛隊機の事故 

 我が国のドクターヘリの試行運航開始以来、関係機関の不断の努力により民間機運航に

おいては無事故記録を続けている。しかしながら、民間からの緊急要請によって夜間出動

した防衛省機の事故が発生している。2007 年３月 30 日、陸上自衛隊第 101 航空隊所属

CH47JA 型多用途ヘリ（JG-52963）が急患搬送のため那覇基地を離陸し、鹿児島県徳之島

に向かったところ、同島北部の天城岳山頂付近に墜落した。同機は、当初予定していた徳

之島町総合運動公園が悪天候により徳之島空港へ変更されたことに伴い、同島の東海岸か

ら西海岸への横断中、天城岳の頂上付近に接触、墜落し、乗員４名が死亡したものである。

雤天に加え、夜間洋上飛行という極めて困難な出動であった。 

  

5.2 夜間飛行・IFR 飛行 

 カナダとアメリカの事故件数の大きな差の一つの要因は、その運航要件に対応する航空

機装備と操縦士の技倆とに相違があるためといえるだろう。カナダにおいては、運航機は

双発・計器飛行装備、２名パイロット、機長の飛行経歴は 2,000～3,000 時間（州によって

異なる）、機長経験 1,000 時間、IFR 飛行資格、夜間飛行訓練を終了していること等を必

須要件としている。一方アメリカでは必ずしもこのような厳格な要件を求めていない州が

多い。 

 我が国おける機長資格は飛行 2,000 時間以上としているのみで、双発機、２名パイロッ

ト運航や IFR 飛行資格についての要求はない。現実的には双発機を運用し、副操縦士の代

わりに整備士を搭乗させ、交信や航法の支援、見張り等を行うことが多いが、要件面から

はアメリカの実情に近いといえる。現在安全運航の指針として用いられている「ドクター

ヘリ安全の手引き」は日本の現状を反映した内容になっているが、今後の運用機数・回数



 

の増加に伴って、様々な問題に直面する可能性が考えられる。 

 日本では本来は副操縦士が行うべき業務（交信や航法支援、見張り）を搭乗整備士に依

存しているが、これに対応する必須要件を設定すべきであろう。 

 

 

６ インシデント情報の収集と対策 

 ドクターヘリ運航にあたっては、インシデント情報はできるだけ早い時期に日本航空医

療学会事務局へ報告するよう求められており、寄せられた報告は、日本航空医療学会誌に

公表されることとされている。（注１） 

 この対策では、他のヘリ運航者等へ伝達されるまでの所要時間が長く、詳細な事象を知

ることが困難である。より詳細で、タイムリーな伝達手段を構築し、維持することが安全

確保への方策の一つと認識すべきである。 

 インシデント情報を収集するシステムは、世界の航空主要国で構築され、運営されてお

り、我が国でも、幾つかの機関によるシステムが運営されている。現在、最も有効に機能

しているシステムは情報提供者は個人、提供先は行政機関ではない中立の機関、情報提供

者に対する保護制度が整っている場合とされている。 

 我が国では最も実績があるとされているインシデント情報収集システム ASI-NET（財団

法人航空輸送技術研究センター運営）システムは、定期運送事業会社等のインシデント情

報で構成されているが、小型機を中心とする小型機 ASI-NET というシステムも運営されて

いる。小型機 ASI-NET には自家用機も加入できるようになっているので、ドクターヘリ運

航者はこのシステムに加入し、安全情報を共有することが効果的であると考えられる。し

かしながら、最終的には、現在の報告制度を脱却して、世界的な視野に立った、より新し

く実質的に役に立つドクターヘリ運航者のための情報収集システムを構築して行くべきで

あろう。 

 

 

注１ 

「ドクターヘリ安全の手引き」2007 年 11 月 15 日 日本航空医療学会安全推進委員会 

                                               



Ⅱ 消防・警察との連携に伴う 

       メディカル・ディレクターの役割 
 

東海大学医学部救命救急医学 

医師 中川 儀英 

 

１．ヘリコプター事故の Phase 

米国における 1978 年から 1998 年にかけて 20 年間の計 122 件の航空機事故報告によれ

ば、回転翼航空機の事故は 107 件で、発生する時相は巡航中が最も多くて 36％、次いで離

陸中 26％、着陸中９％であった１。 

 事故原因についての分析もされており、天候判断に起因するものが最も多く、次いで障

害物への接触、エンジンの不具合などの原因が多い。この原因分析について、本稿では詳

細は割愛するが、離着陸時の事故例について注目したい。 

夜間、BO105 ヘリにて救急現場へ患者のピックアップに向かった際に、着陸時、対地２

フィートのところまで下降したときに、着陸地点に車両が進入し、これを避けようと上昇

をはかったところ、スキッドが地面に接触して横転したという事故が報告されている。幸

いこの事故で 3 名の乗員は無事であった。 

国内でも着陸時に同様の事故報告例２がある。 

エンストロム 280C ヘリで、機長、同乗者の 2 名で、標高 2,350ｍの臨時ヘリポートへ向

かった。その際、目的地の臨時ヘリポート管理者に着陸する旨を報告しなかったために、

臨時へリポートは安全管理が行なわれていなかった。同機が臨時へリポート上空到達後に、

風向風速より北向きに進入開始したところ、対地高度 5m に達したときに、管理されていな

いヘリポートへ、急に 2～3 人の登山者がはいってきたため着陸を断念し復行した。機長は

パワー操作に先行し、急激にコレクティブピッチ操作を行なったために、メインローター

の回転速度が低下し、続いて 180 度の左旋回をしたためエンジンに負荷がかかり、回転速

度が低下し、揚力に急減をきたして沈下した。機長が緩徐な下がり勾配の斜面へ不時着し

ようとし急激なフレア操作をしたところテールローターが接地し、続いて左スキッド後端

部が設地し、左へ回頭しながら約 25m 進んで右へ横転して停止した。 

同様に着陸場所に人がいたことで着陸復行を余儀なくされ、そのまま事故に至った別の

事例もある２。ヒューズ 300 で、機長が左席、撮影機材をもったカメラマンが右席、カメラ

マン助手が中央席に搭乗して、臨時ヘリポートを離陸、上昇飛行中に操縦性能を確認する

ため、機体を左右に傾斜させながら飛行したところ、重心位置の許容範囲を超えていたた

め左右のバランスが悪く、サイクリックコントロール・スティックを左限界に近い位置ま

で操作しなければならず、その余裕が尐ないと感じ、臨時ヘリポートへ戻ることにした。

ところが臨時へリポートに人がいたため、着陸復行をしても操縦性能が悪化すると考え、

臨時へリポートに隣接する乾田に右旋回して右傾斜角約 40度の前傾姿勢のまま不時着傷し

た。 

これらの事故では、操縦方法の問題によるところもあるが、いずれも着陸地点に突然、

車両や人が侵入して、着陸を妨げたことが尐なからず影響を及ぼしているものと考えられ

る。離着陸時における臨時へリポートの安全確保は、事故防止のうえで極めて重要である。 



 

２．救急ヘリの現場出動 

アメリカ、ドイツ、スイスなど欧米諸国では救急ヘリの活用が進んでおり、日本もそれ

に倣ってきた。救急ヘリでは、現場に着陸することが多い。その際には、救急ヘリ関係者

だけではなく、警察、消防といった他職種も同時に現場出動していることもある。 

前に述べたように、離着陸における安全確保は事故防止のために重要であり、救急ヘリ

が現場で二次災害を含めて安全にその任務を遂行するために、これら諸機関の有効な連携

が望まれるところであるが、他方、アメリカの救急ヘリシステムにおけるインシデントの

中で人的要因によるもの、そのなかで特に Communication に起因するものは 78%で、操

縦士、HEMS dispatcher と地上 personnel（警察、消防、救命士、地上クルー）間のコミ

ュニケーションが難しいといわれている。 

 諸外国の救急ヘリシステムのなかで、現場出動の際、警察、消防と医療機関、ヘリクル

ーといったそれぞれの立場が異なる間での協力体制が明らかであるのはロンドンの救急ヘ

リシステムである。 

London Ambulance Service (London 救急隊統括部局 LAS )は、ロンドン市内周辺の、警

察、火事、救急といった全ての緊急要請を一括して引き受ける。LAS 本部に要請が入って

きた段階で、本部に待機しているパラメディックが、ヘリが必要かどうかを判断する。市

内中心部に近いロイヤル・ロンドン・ホスピタルに電話で出動指令が伝えられると、屋上

に待機しているヘリに、医師とパラメディックが搭乗して現場へ向かう。同時に地上では

最寄の拠点から救急車も向かう。他方、ヘリ出動は LAS 本部からロンドン警視庁に伝えら

れ、現場の警察官に伝えられる。現場の警察官は着陸地点を選定し、交通規制と群衆整理

に当たる。そして頭上に飛来したヘリコプターと無線交信しながら、市街地の路上、広場、

公園などにヘリコプターを誘導する。 

1990 年の運用開始から 6 年間で 4807 回の出動があった。そして 16 年間に、一度も事故

を起こしたことは無い３。 

事故のリスクが予想される救急現場の離着陸において、確実に安全を担保するためには、

救急ヘリクルーのみならず、地上の警察官も参加し、かつ有効な連携がとれていることが

重要であるということを、ロンドンの救急ヘリシステムが証明している。 

 

３．わが国のドクターヘリ 

航空法の改正に伴い、わが国のドクターヘリも現場に直接離着陸をすることが尐なくな

い。また高速道路上への着陸も承認されているので、今後増加することが考えられる。 

これまで述べたように、離着陸時の事故が多いため、現場での安全確保は重要な意味を

持つ。予め指定された場外離着陸場では、安全管理がある程度は保証されているものの、

救急現場へ直接着陸するような場合、それが特に高速道路本線上であるような場合には、

事故のリスクが増加することが予想される。 

 

神奈川県ドクターヘリが高速道路本線上に着陸する場合に、安全確保の点から運用につ

いて考察してみる。運用要綱によれば、ドクターヘリ出動が必要と判断されたとき、関係

諸機関との連絡体制は以下のようになっている（図１，２）。 



 

 

 

消防は高速道路会社（NEXCO）管制室に業務電話でヘリ出動の旨を連絡する。 

現場で消防、警察が調整をして、着陸候補地を選定し、傷病者情報、現地状況に関する

追加状況をあわせて消防通信司令室もしくはドクターヘリに報告する。 

消防通信司令室は、基地病院にホットラインで着陸地の決定場所ならびに傷病者、現地

状況に関する追加情報を連絡する。 

また NEXCO 管制室に業務電話で着陸決定場所を連絡するとともに、対向車線の交通規

制および安全確保が必要なときはあわせてその旨を連絡する。 

NEXCO 管制室はこれらの情報を警察の管理室に連絡する。 

 

 

管理室はこれを高速隊に連絡および指示し、高速隊は対向車線の交通規制および安全確

保を実施する。 



連絡を受けた基地病院は、ヘリコプターに対して航空無線（もしくは医療業務用無線）

にて着陸地点、傷病者、現地状況に関する追加情報を連絡する。 

機長は現場上空で着陸場所の確認ならびに安全確保の状況を目視で判断し、安全確保の

追加等の要望があれば消防無線で現場消防に依頼する。 

現場消防は、交通規制完了を含む着陸場所の安全確保を、警察と確認をする。 

現場消防は、ヘリに対して、消防無線で交通規制の完了ならびに着陸現場安全確保修了

の報告をする。 

機長は着陸の最終判断を行なう。 

ヘリ着陸。 

ヘリ離陸。 

現場消防は、警察、NEXCO に対してヘリが離陸した旨を報告し、交通規制の解除を依頼

する。 

この運用手順では、安全確保についての基本的条件として、警察、消防が現場に先着し

ており、有効な連携が取られているということである。現場着陸の際に、事故防止の観点

から、消防、警察が先着し安全を確保していることが必要である。 

コミュニケーションの手段では、この現場で活動している警察、消防は、無線を使わず

直接対話を取っている。通常、消防と警察の間では、無線のやり取りは行なわれず、また

ドクターヘリと警察の間でも無線交信は行なわれない。 

ドクターヘリが、現場に着陸する際の地上の安全確保に関するコミュニケーションは、

消防と無線連絡をとりながら行なわれる。いずれにしても、リアルタイムで様々な情報交

換のできることが重要である。 

 

４．メディカル・ディレクターの安全確保における役割 

 今後ドクターヘリを導入する自治体は増加していく。ドクターヘリの出動がこれから増

加していっても、事故を起こしてはならず、そのための risk management は確実になされ

なくてはならない。 

予め安全条件などが吟味され選定されている場外臨時へリポートへの離着陸においても

更なる安全確保は重要であるが、とりわけ事故災害現場直近に直接離着陸することも、航

空法で認可されており、増加していくことが予想される。さらには高速道路本線上の着陸

はこれまで、福岡、静岡などで数回行なわれているにすぎないが、着陸条件の見直し作業

が行なわれると増加することが予想される。 

離着陸時は事故がおきやすい phase のひとつである。それゆえ安全確保は事故を抑止す

る上で重要である。 

 安全を確実なものにするための施策として、ヘリコプターと地上にいる消防・警察の安

全確認のコミュニケーションは重要である。とりわけ現場への離着陸には、離着陸ポイン

トの判断、その周囲の人・車両の遮断といった、消防・警察による安全確保は二次災害を

防止する上でも不可欠である。 

 ドクターヘリのメディカルディレクターは、ドクターヘリを運用していく上で、事故を

起こしてはならないことを絶えず念頭におき、安全を確保するために消防、さらには警察

との良好な協力関係を構築していかなくてはならない。 



これを実現するためには、消防、警察と協議の上で、運用マニュアルに、連絡体制を含

めて取り入れること。次に関係者に周知することである。これにはマニュアル配布だけで

なく、説明会やシミュレーションを実施することが有用であろう。 

命を救うために活用されるべきドクターヘリで、事故があってはならない。そのことを

ドクターヘリにかかわる関係者全員が意識をすることも重要である。 
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Ⅲ 救急現場への着陸に伴う危険要素と安全方策 

 

中日本航空株式会社 

航空事業本部 機長 緒方龍一 

 

はじめに 

 ドクターヘリ安全運航の継続は、我々運航関係者にとっては恒久的な最重要課題である。

直接運航に携わり、安全運航の要である機長の役割は特に重大であり、その責任は重い。 

一般的に航空事故の多くは離着陸時に発生すると言われているが、CFIT(Controlled 

Flight Into Terrain)と言う巡航状態で航空機が操縦可能な状態にあるのに、地面等に墜落

する事故も多い。 

 有視界飛行方式による飛行が主流であるドクターヘリの運航は、気象条件に大きく左右

される。救急現場へ着陸する際、最終的判断は機長によるが、飛行特性上、低高度におけ

る運航が多く、障害物が隣接した不整地への着陸など、場外離着陸場への運用リスクは高

いものとなっている。 

ドクターヘリ運航は、緊急度が高く機動性および迅速性を有する。救急現場離着陸に際

して、それに伴う危険要素と安全方策について、機長の観点より考察する。 

 

１．場外離着陸場への着陸 

（１） 救急現場への着陸とは 

消防機関は患者発生の覚知と共に、ドクターヘリ要請のプロトコルにより、その要

請の有無を判断する。ドクターヘリ運航による救急現場着陸とは、患者発生地に最も

近い安全な着陸ポイントであること。救急現場への着陸形態は、基地病院や搬送先病

院ヘリポートへの着陸を除き、大きく二つに区分される。一つはランデブー方式と言

われる事前に設定された場外離着陸場への着陸。もう一つは航空法第８１条の２、捜

索又は救助のための特例を適用した、救急現場直近場外離着陸場への着陸方式である。 

 

（２） ランデブーポイントの特性 

 ドクターヘリのランデブーポイントは、場外離着陸場の着陸適地を運航管轄内に事

前に設定することにより、救急車および消防車両等とドクターヘリが迅速かつ安全に

会合することを目的とする。基準を満足した場外離着陸場が設定されていることによ

り、機長はその場外離着陸場の場所および障害物、地面の状況や地域的特性等の情報

を入手し、現地調査を行うなど事前に研究することができる。 

山岳地や市街地等救急現場への直近場外への着陸が困難と判断される場合、最寄り

のランデブーポイントへ着陸点を変更しこれを行う。消防関係者においては、ランデ

ブーポイントの事前設定は、迅速かつ確実な行動が可能となり、救急患者発生時に新

たにドクターヘリ着陸可能な場所を探索するよりも、使い勝手が良いものとなってい

る。この方式は機長にとっては、気象条件や運航状況にもよるが、比較的に精神的負

担の尐ない、安全度の高い着陸形態であると言える。                           



（３） 救急現場直近離着陸方式の特性 

   交通事故、労働災害、重篤な患者が発生した場合など、ドクターヘリを運航する県

によっても違いがあるが、救急現場直近への着陸要請となることがある。現場直近へ

の着陸は、まさに未知の着陸地点であり、機長にとっては精神的負担となり易く危険

要素の一因でもある。 

特に山岳地においては、着陸可能な場所は限定され、着陸地点や進入進出方向も障

害物が接近し風向に関係なく一方通行となる場合がある。離陸出力に余力がなくなり、

離陸出力限界近くで離陸しなければならない時もあるので注意を要する。強風で息が

ある時など、急に乱気流に遭遇する場合もあり危険度も高い。安全確保のためには、

気流の安定したランデブーへリポートへの変更、または付き添い者の搭乗を止め、離 

陸時の機体軽量化を図ることも安全対策の一つである。 

（４） 基地病院へリポートの問題点 

   基地病院へリポートには、地上のグランド施設等を利用する地上ヘリパッドと屋上

ヘリパッドとの二つに区分される。特に屋上へリパッドに離着陸を行う場合、機長は

気流の乱れに注意を要する。屋上へリパッドのある病院は比較的に人家が隣接した所

が多く、ドクターヘリの離発着については、騒音問題を考慮して進入進出コースが風

向風速に関係なく定められていることが多い。したがって強風時の運航の場合、病棟

の位置によっては、風に正対することができず大きな乱気流の中での離発着となる場

合がある。屋上ヘリパッドの運用については、離着陸に関する風速制限を細かく設定

し、特に重荷重での運航は慎重を期さなければならない。 

ドクターヘリの必要燃料は、運航管轄範囲を往復できる最長飛行可能な時間を計算

し、燃料搭載を必要最小限とすることにより、できる限り機体の軽量化を図っている。

その搭載量と運用については運航規程を満足するものでなければならない。患者搭乗

等により重荷重運航となる場合は、機体の出力に余裕がなくなり、離発着に際して予

期せぬ突風乱気流に遭遇した時など、オーバートルクや機体が落着することも予想さ

れ、非常に危険な状態に陥ることがある。オーバートルクとは機体の性能限界を超過

したことを意味する。性能限界を超過した場合は、特別点検等整備作業が必要となり、

安全性が確認できるまで、以後の運航は中止しなければならない。 

一方、基地病院が地上へリパッドの場合、病棟の配置によっては、屋上ヘリパッド

と同様、進入進出方向が一定方向に限定されるヘリパッドも存在する。離着陸方向が

一定方向となる場合は、風向の如何によっては背風や横風離着陸となる時があり、満

足した性能を発揮できず危険な離着陸となることがある。当然その場合においても、

厳しい風速制限を設けて運用を図るべきである。 

 

２．事前準備の必要性 

   運航の安全確保は、十分な事前計画にあると言っても過言ではない。操縦士は訓練

初期より事前準備の重要性については厳しい躾を受けてきたところである。緊急性を

要するドクターヘリ運航の場合は、それにも増して事前の計画準備が重要なことは言

うまでもない。安全な運航は十分に吟味され、練り上げられた運航計画にある。 

（１） CS（Communication Specialist）の役割 



   CS はドクターヘリ運航の要である。CS は救急出動の単なる連絡員ではない。運航

情報や救急事案に関する情報を一元的に管理する重要な役割がある。出動指示、消防

機関との調整、患者症例の把握と伝達、受け入れ病院への連絡、飛行計画の提出、着

陸地点の設定や場外関係機関との調整等極めて短時間でその業務を実施しなければな

らない。CS の任務はドクターヘリの中枢であり、業務内容は濃く、その任務は重い。 

CS は消防機関の要請により、機長と連携して運航可否の判断を行う。天候不良の場

合の判断は、特に連携が重要である。最終的な出動可否は機長判断によるが、機長と

の連携により、一次的判断は CS が行う。CS の配置により、総合的かつ客観的な判断

とすることができる。CS を基地病院に配置するということは、専属的且つ直接的に運

航を常に監視できる体制であるということである。その結果、豊富でリアルタイムな 

情報提供が可能となり、ドクターヘリの安全性に関する貢献度は大きいものであると

言える。 

（２） 事前準備と研究の必要性 

   ドクターヘリの運航の特徴は、出動指示があるまでは、どこに飛行するのか不明で

ある。また機長は、極めて短時間のうちにエンジンスタートを行い、瞬時に飛行計画

を練り離陸操作を行わなければならない。事前に管轄区域の気象状況や地理的特性を

把握して置くのは当然の義務である。特に飛行計画に影響する飛行場管制圏や特別管

制区、訓練空域、飛行制限区域、滑空場等の情報把握や管制周波数の確認など飛行情

報の入手に努め、事前準備と研究を怠ってはならない。 

（３） 飛行前点検と装備品、搭載書類の確認 

   機長は飛行作業を行う前に、必要搭載書類の確認の他、航空法に定められた飛行前

点検の実施など、出発前の確認事項を行わなければならない。同時に搭載医療機器等

の機体装備品についても状態点検を行う。また、ドクターヘリ運航に必要な地図や関

係書類、GPS の作動状況についても確認しておく必要がある。 

（４） スタッフブリーフィングおよび安全ブリーフィングの実施 

   ドクターヘリ運航開始前において、機長・整備士・CS が一同に会して、当日のスタ

ッフの確認、気象状況と予報、日没時刻、航空情報、機体の状況等の確認を行い共通

認識を図る。また、運航規程1に従い医療クルーに行う安全ブリーフィングにおいては、

医療機器の状態点検、無線機器の点検の他、シートベルトの装着法、電子機器や救急

用具の取り扱い、気象状況と予報や日没時刻の周知、当日の航空情報、非常時の行動

要領等必要事項を実施し、安全に対する注意喚起を行わなければならない。機長は、

その手法については画一的とならないよう工夫が必要であり、安全維持のためには繰

り返し注意喚起を行うべきである。 

（５） 緊急訓練と機長審査、監査 

   ドクターヘリ運航時においては、何時緊急事態が発生するか不明である。運航会社

は、緊急時が発生した場合に備えて、運航・医療クルーを交えた緊急訓練を定期的に

実施すべきである。緊急訓練の実施状況については、運航会社に一任されることが多

                                                   
1 運航規程：安全で円滑な運航を実施するための基準。航空運送事業者は航空法に基づき設

定しなければならない。 



く義務ではないが、実際に実機を使用して訓練を実施している会社もあり、その効果

は既に実証済みである。 

またドクターヘリ運航会社の機長は、年に一回、機長定期審査を受ける義務がある。

定期審査は監督官庁より承認された技能審査担当操縦士が担当し、機長に対し口述審

査および実地審査を実施し、知識技量ともに一定のスキルレベルにあるかどうかの確

認を行っている。 

定期審査とは別に、実機によりドクターヘリの運航状況を審査する機長業務審査は、

スキルレベルの把握や標準化、CRM・AMRM の状況確認、緊急時の対応要領など安全

対策にも有効である。同時に医療クルーは緊急時の対応についても演練することがで

きるため、臨場感があり効果的な審査となっている。 

 一方で、ドクターヘリ運航基地および病院においても、監査は定期的に実施する必

要がある。システムを客観的かつ全般に亘って観察する監査は、その不備や改善点を

指摘して標準化することが可能であり、安全性向上が期待できる。 

（６）導入教育と定期的な訓練と教育 

   ドクターヘリ運航に従事する医療および運航クルーについては、ドクターヘリ講習

会や施設毎に職種に定められた内容のもとに、安全教育を含めた導入教育が実施され

ている。また経年変化に伴い要員の交代、運航環境も刻一刻と変化する。可能な限り、

AMRM 訓練を実施するなど、医療および運航クルーが一体となって実施する定期的な

訓練や教育は必要であり、その実施法および教育訓練の内容については今後の検討課

題でもある。 

 

３．救急現場着陸に関する危険要素 

   救急現場において着陸操作を行う場合は、たとえ同一場所に着陸したとしても、気

象状況、クルーの構成、機体の重量や患者の状態など同じ運航条件はあり得ない。機

長は救急現場へ着陸を試みる際、安全に離陸することが可能かどうか、気流の状態、

経路上の障害物の有無等を総合的に考慮し判断を行う。 

ドクターヘリの現場は異業種の集合体であり、お互いの特性により業務が遂行され

ている。その仕事の特殊性により現場着陸や安全に対する考え方については、同床異

夢となっている場合もある。思いがお互いに一方通行とならないよう、意志の疎通を

頻繁に図るべきである。以下救急現場着陸に伴う危険要素について考察する。 

（１） CRM(Crew Resource Management)および AMRM(Air Medical Resource  

Management)について 

     CRM は、安全運航を達成するため機内で得られる利用可能な全ての人や機材、情報

などを有効かつ効率的に活用し、チームの力を結集して能力を発揮させることである。 

 AMRM は CRM を更に発展させ、救急業務を最も安全かつ効率的に関係者やシステ

ムを活用する方法であり、医療および運航クルーが一体感を持って救急業務を行うこ

とである。一般的な出動時のクルー編成は、機長・整備士・医師・看護師の４名であ

る。飛行中、機長は主に操縦に専念、整備士は、消防や医療機関との交信、航法の支

援、見張り等を行い機長のワークロード軽減に努めている。 

運航クルーの組み合わせについても、問題がないわけではない。年齢差による世代



格差、機長の権威勾配が強すぎても弱すぎでも問題がある。職人気質の強い技術職は

とにかく個性的である。気質や性格の違いによる意見の食い違いは、飛行中において

表面上はお互いの職務として業務は実施されていても、突出した個癖がぶつかり合う

場合、意志疎通を欠き協調性を阻害することとなり不安全要素の一つとなり得る。 

また、飛行中において医療クルーは、機長の判断を迷わすような発言は厳に慎むべ

きである。重大事故の発生や患者が重篤な子供である場合、医療クルーは熱意と過度

な使命感の塊となり、とかく無理な要求をしがちである。運航クルーにおいても過度

の使命感にとらわれることなく常に冷静に客観的に判断すべきである。特に天候不良

時においての不用意な発言は、機長の正常な判断を狂わせ、致命的な結果を招く要因

ともなり得る。医療関係者は運航に関する発言の重みを承知しておく必要がある。 

（２） 天候判断と天候の急変 

   ドクターヘリの運航は、事前の天候判断が肝要である。悪天が予想される場合は気

象現況と予報判断を確実にして注意深く運航しなければならない。また地理的特性に

より予期せぬ悪天となる場合があるので注意を要する。機長はＣＳからの助言を受け、

総合的判断により運航の可否を決定する。現況や予報共に運航規程を満足する気象条

件でなければ機体を出発させてはならない。 

日本はその地理的条件と四季の移り変わりにより、北から南に至るまで多種多様な

気象状況となる。台風や前線、低気圧の発生、また海霧、降雪、雷雤、強風など低視

程や低シーリングとなるような飛行については注意を要する。特に地域的な天候の急

変については、レーダーエコーに映らない悪天に遭遇する場合もあるので、その地域

の気象特性を事前に把握しておくことが必要である。飛行中に予期せぬ天候の急変に

遭遇した場合、CS との連携を密とし、周章狼狽することが無いよう代替地の選定等腹

案を持って飛行に臨むことが必要である。 

（３） 救急現場付近の着陸地の危険要素 

   ドクターヘリが着陸を行う地点は、平坦で広大な場所ばかりではない。時として不

整地や障害物が隣接する狭隘な場所についても、消防機関より指示される場合がある。

学校校庭や市町村のグラウンドも頻繁に指定され、着陸する場合も多い。接地帯は芝

地など土埃の比較的尐ない場所の選定が望ましいが、散水ができない場合、濛々と舞

い上がる土埃の中で着陸を行うことは、ブラウンアウト2の原因ともなり、機長の高度

判断を誤る要因でもあり不安全要素となっている。 

一方、寒冷地におけるドクターヘリ運航は、圧雪されていない新雪の場外で着陸操

作を行う場合、新雪の飛散により機長が目測を失うホワイトアウト3となり易く、その

結果、機体転覆に至ることがある。 

また、山岳地での運航は、標高の高さによる空気密度の低下、乱気流や突風による

オーバートルクなど機体性能や操縦性への悪影響があり、選定場所によっては不安全

要素となる場合が多い。機長はダウンウオッシュによる飛散物の巻き上げも含め着陸

                                                   
2 ブラウンアウト：地上付近において、ヘリコプターが巻き上げた土埃により視界が土色一

色となり、方向・高度・姿勢が識別不能となる現象。 
3 ホワイトアウト：雪や雲などによって視界が白一色となり、方向・高度・姿勢が識別不能

となる現象。 



時に不安全と判断した場合、躊躇なく着陸復行や着陸地点を変更し、代替地を選定し

なければならない。 

（４） 夜間運航について 

   夜間の運航については、慎重にこれを行うべきである。米国等の外国における救急

飛行の事故の大半は夜間運航である。夜間飛行は一種の計器飛行状態に準ずる。暗夜

においては、飛行中は雲の存在が判別できず無意識のうちに雲中飛行となってしまう

場合がある。また山岳地においては山の綾線が不明確となり、高度判定が非常に困難

となる。昼夜を問わず山岳地への運航についてはリスクが高い。いずれにしても、将

来的に夜間運航は、避けては通れない問題である。夜間設備の充実、厳格な運航気象

条件の設定、飛行ルートの設定、定期的な夜間飛行訓練や計器飛行、労務管理の問題

など検討課題は多い。 

現在、計器飛行方式によりヘリコプター専用の飛行ルートを設定し、ドクターヘリ

の夜間運航をいかに実現すべきか検討中の県も存在する。機体装備、施設や後方支援

体制の充実、人的要素を含め包括的に安全を検証し、実行には慎重を期すべきである。

また NVG(Night Vision Goggle) の運用についても検討されているところであるが、

万能ではなく、その精度や運用についても十分な研究が必要である。 

ところで、日中においても光線による不具合が発生する場合がある。日出日没等で

太陽が稜線近くに存在し、正面より光線を受けるような場合、特に朝日や西日が強い

時は目が眩み要注意である。障害物が見づらいばかりか季節によっては白黒のコント

ラストが強くなる場合があり、高度判定が困難となり離着陸に支障となることがある。

薄暮の状態においても降水現象や曇天の場合など、周囲の障害物が見づらい状況とな

る時もあり、日没前であっても場外における離着陸については、慎重を期さなければ

ならない。 

（５） 地上におけるヘリコプターの特性と注意点 

   場外離着陸場に着陸した冷機運転中のヘリコプターに対する関係者の安全確保につ

いては、十分に注意を払わなければならない。ヘリコプターの騒音により、関係者は

正常な判断を失い、気が焦って突発的な行動を取り易い。テールローターへの接近は

危険であり特に注意しなければならない。 

また、エンジン停止直後におけるメインローターの低回転は、風の影響を受け、強

風時においては瞬間的に大きく下方へ垂れ下がって回転する場合がある。搭乗者はも

とより地上関係者が、ローター低回転中に機体へ接近することは危険行為である。 

（６） 現場着陸に関する過去に生起した不具合事案 

   ランデブー方式や現場直近着陸方式に関わらず、ドクターヘリが実際に現場付近に

着陸した際に生起した不具合は多種多様である。常に運航各社は不具合や予防対策を

講じて運航に臨んでいる。しかしながら、出動数に比例し不具合発生の確率が高くな

るのも現実である。類似した場外離着陸場の誤認、ビニール袋の巻き上げ、土埃によ

るブラウンアウト、ダウンウオッシュの影響による洗濯物の汚染等の被害も発生して

いる。回転中の機体への不用意な接近。山岳地への運航では突発的な気流の乱れによ

る瞬間的なオーバートルクもある。この種の運用制限の超過は、強風時に構築物の影

響により乱気流となり易い屋上ヘリポートにおいても発生した事例がある。 



 また、バードストライク4の報告もあり、以後の運航停止事例も発生している。砂埃

等の FOD(Foreign Object Damage)によるエンジンへの悪影響、着陸後の電気系統等

の故障やエンジンスタート不良事例も報告されている。 

（７） 整備的なこと 

   ドクターヘリの運航に整備士が搭乗し、運航クルーとして業務を行っているのは我

国独自のシステムである。一部の県においては、副操縦士が同乗して業務を実施して

いるところも存在する。整備士は飛行前後の点検および飛行間の点検、飛行中の計器

類の監視などの本来の整備業務のほか、見張り、航法支援等の機長補助業務、地上の

安全管理、医療クルーとの調整補助などその役割は大きく重要なものとなっている。 

日本のドクターヘリは、現在まで幸いにして大きなトラブルは発生していない。整

備士搭乗によって機長とダブルチェックで安全確認を行うことにより、安定した運航

が確保され、その結果が現在に至っていると思われる。現場において機体トラブルが

発生した場合、軽微なものについては整備士同乗により早期対応が可能となり、ドク

ターヘリ就航率の向上につながっている。 

また、県によっては格納庫の無いドクターヘリ基地が存在する。機体の野外係留は

湿気による電気系統の機能不良など現場でのトラブルの一因ともなっている。寒冷地

における野外係留は、稼働率の低下を招き、機体カバーの頻繁な着脱など運航クルー

には大きな負担となっている。高価な機体を野外係留とすることは、機体の耐用年数、

整備上や経済的な問題、また保安上についても大きな影響がある。事実、野外係留時

に不法侵入者による機体カバー等への被害が発生している。台風避難、医療器材の保

護、雪や風雤等から機体を保護し整備性を高めるためには、格納庫の設置は必要不可

欠である。 

 

４．救急現場安全方策の重点事項 

   救急現場に関する安全方策は、一つの対策が終了すれば安全が確保されるというも

のではなく、すべての事例が複雑に関連している問題である。 

   安全運航は、不具合対策と予防措置の連続であり、全国展開中のドクターヘリにお

いては、今も継続している最も重要な課題である。 

（１） 気象条件と障害物の確認、現場の安全管理 

   緊急出動に際して機長は、要請を受けての天候判断では即応できない。現況と予報

は常に事前に把握し、ライブカメラ等を利用して出動の可否を明確にしておかなけれ

ばならない。離陸し現場へ到着する前に悪天候に遭遇した場合、無理をすることなく、

引き返しやランデブーポイントの変更等の処置を行う。一刻一秒を争う現場において、

引き返しや運航中止の判断を行った場合、機長の心理状態は複雑である。常に後悔と

反省の念がつきまとう心理状態に陥る傾向があるが、時には割り切りも必要である。

その判断は安全には代え難く、尊重されなければならない。 

現場上空に到達したら同乗の整備士と共に障害物の位置と周囲の安全を確認し、進

                                                   
4 バードストライク：鳥が構造物に衝突する事故をいう。主に航空機と鳥の衝突事例を指す 

ことが多い。 



入復行を前提として進入を開始する。お互いコールアウトを実施し安全管理を徹底し

て慎重な着陸を実施する。また着陸地点を間違えないよう十分注意する。 

医療クルーはお客様ではない。現場着陸に関しては横方向や後方の障害物との接近

状況や飛散物について見張りを行い、機長に報告すること。離着陸時のクルーの会話

は最小限にとどめ、操作に専念させるため私語は厳に慎むべきである。土埃の大量飛 

散が予想される場合、消防機関に散水を依頼する。新雪の場外の場合は圧雪をお願い

する。同時に着陸地点に着色をしてホワイトアウトの防止を図る。救急車は赤色灯を

点灯させ、ドクターヘリの着陸に影響のない位置で待機する。危険防止のためドアは

確実に閉めておく。着陸後も油断できない。医療クルーがやむを得ずローター回転中

に降機しなければならない場合、ローター回転面への接触や転倒しないよう地面の状

態にも注意する。 

エンジン停止直後、ローター回転中に関係者が間髪を入れず機体へ接近してくる場

合がある。強風時においてローター低回転となる時は、急にブレードが下方へフラッ

ピング5することがあり非常に危険である。救急車をドクターヘリの側方へ誘導する際、

車上のアンテナがメインローターに接触しないように注意する。 

現場には第三者が興味本位に集まってくることが多い。運航クルーは消防機関と連

携し、人の排除など無事に離陸するまで地上の安全確保に努めなければならない。 

 

（２） CRM・AMRM の確立 

運航開始前において機長は、整備士や CS と共に社内ミーティングを実施し、当日の

運航情報や気象状態注意事項等の確認を行い情報の共有化を図る。また、その後の医

療器材チェック時において医療運航クルーと共に緊急時の対応、航空情報や気象現況

予報、当日の注意事項等の安全ブリーフィングを実施する。ブリーフィング実施によ

り、情報の共有化とお互いの意思疎通を図っておくべきである。 

社内規程には、飛行中における機長のワークロード軽減のために、整備士と機長の

業務分担を明確にしておかなければならない。ワークロードの軽減は安全率向上に寄

与する。出動開始から終了まで、医療および運航クルーは情報を共有し、規範意識を

持ちチーム一体となって業務に就く必要がある。 

当日の終わりにあたっては、CS とクルー全員によるミーティングを実施し、現場着

陸の問題点や改善点など積極的な意見交換を図り、安全運航の確立に努めること。 

（３） 不安全事項の抽出と対策 

   機長は救急現場で起きた不安全要素や改善点などについては、消防や関係機関へお

願いするなど、その現場で解決を図る努力をする必要がある。法的な義務報告や会社

へ提出する機長報告書など重要な不具合事項については、当然関係者にその内容と対

策について周知徹底が図られるが、比較的重要度の低い問題点については、出張報告

や申し送り等で終わる場合がある。運航責任者にある者は、その内容が不安全に繋が

る要素があるものと判断した場合は、改善策を関係者全員へ周知徹底を図るべきであ

る。些細なものと思われる情報でもクルー全体で共有できることにより、事故や不具

                                                   
5 メインローターの上下動。 



合の未然防止となる場合がある。責任者は報告制度の充実を図らなければならない。 

（４） 支援体制の構築 

   ドクターヘリは、今日まで医療機関や消防機関と連携し、迅速円滑な支援と協力体

制を構築してきたところである。また自衛隊の航空基地では、ドクターヘリ運航に対

し理解があり協力的である。各基地においてはドクターヘリ円滑運用と安全のため飛

行実施に関する取り決めを行い、その運用が行われている。レーダーサービスの提供

はもとより、機体コールサインに「ドクターヘリ」を前置し管制との交信を行い、ト

ランスポンダ－の「DBC」6を特別に付与することにより識別が行われ、優先的な取り

扱いとなっているところも存在する。他機情報の提供は救急現場へ飛行する際、空中

衝突防止に有効である。更に天候急変の場合、管制より悪天情報が通報され、ドクタ

ーヘリの安全率向上に大きく貢献している。 

またドクターヘリは、時には公園等市街地への着陸も行い、教育施設への着陸も敢

行する。着陸に伴い、騒音問題や保険対応となるダウンウオッシュによる被害も多々

発生している。会社の後方支援体制の充実は当然であるが、現場でトラブルが発生し

た場合、円滑な運航を推進して行くため病院事務方の支援も大事である。並行して地

域住民への啓蒙は継続して行う必要がある。ドクターヘリを取り巻く支援体制の構築

と安全への啓蒙は、安全な現場着陸を行うための重要なポイントであると言える。 

（５） 機長の教育と訓練 

   現在、ドクターヘリ運航に従事している機長の多くが、物資輸送や農薬散布作業等

の現場経験が豊富な操縦士であり、場外離着陸の経験も豊かである。景気の低迷や社

会状況の変化から、今後それらの現場経験の尐ない機長が増えるだろう。操縦士の一

つの指標である飛行時間は尐なくなり、基準となる時間に達しても、場外離着陸場へ

の離着陸等の経験内容が浅くなってしまい、スキルレベルの低下が懸念される。した

がって、ドクターヘリ機長となるには、暦年がより必要となり、就労年齢も高くなる

ことが予想される。場外離着陸経験の浅い機長をドクターヘリの現場に投入するため

には、更なる地上教育の充実と導入時の飛行訓練を十分に行い、現場着陸も当初はラ

ンデブー方式に限定して従事させるなどの方策が必要である。 

また並行して、現にドクターヘリのみならず他業務に従事している機長についても、

年毎に平均年齢が高くなっている。加齢操縦士の従事についても将来的検討課題の一

つである。 

機長は、定期的な夜間飛行や屋上ヘリパッド離着陸等の訓練、時には計器飛行訓練の

実施も必要である。基地病院は尐なからず騒音問題を抱えている所が多いと思われる

が、訓練実施に関しては安全上の観点から、是非、支援体制の構築に努めていただき

たい。 

（６） 感染防止について 

患者接触に関しては、感染防止についても注意しなければならない。医療用手袋の

着用や出動終了後の手洗い、うがいは必ず実施する必要がある。インフルエンザ等の

                                                   
6 DBC(Discrete Beacon Code)：2 次レーダー個別コード 4 桁の数字からなり、末尾 2 桁が

00 ではないトランスポンダーコードを言う。〔例〕5377 



予防接種も必要である。通勤時においては、着替えを持参し飛行服のまま通勤しない

ことなど、周囲に対しても感染防止対策には注意を払うべきである。 

 

おわりに 

航空事故は過去の事故報告書や研究結果から、洋の東西を問わずヒューマンエラーが

主たる要因となっている。機長は自己の性格や限界を把握し、運航中は常に冷静さを失

うことなく自己研鑽に努めなければならない。飛行の是非については組織的に判断する。

最も神経を浪費する現場離着陸については、リスクが高いことを念頭におき、時には引

き返しの勇気を持って、常に慎重な着陸操作を行うべきである。 

ドクターヘリ運航に関する組織は、安全運航を最優先とする気風や習慣を育て安全文

化の構築に努めなければならない。組織や属する個人は、不安全要素の抽出とその芽の

摘み取る努力を怠ってはならない。 

最終的には安全文化を構築するのは人である。安全に関して、組織はトップリーダー

による強力なリーダーシップの発揮が必要である。リーダーシップが取れない組織の安

全性は著しく低下するだろう。ドクターヘリ安全運航の維持は、優秀な人材育成と継続

した教育と訓練が鍵である。 
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Ⅳ 救急出動時と現場での安全管理 

 

日本医科大学千葉北総病院 

主任看護師 大森 章代 

 

はじめに 

 ドクターへリに搭乗する医療者（医師・看護師）の役割は、現場への速やかな出動を通

して、重症（およびその可能性のある）患者に対して短時間で適切な治療・処置を施し、

適切な医療機関に搬送することである。その役割を遂行するために医療者は日々、たゆま

ぬ訓練と準備を怠ってはならず、当然、その中には出動時の装備と安全管理も含まれてい

る。 

わが国のドクターヘリは、幸いなことに試行事業より現在に至るまで緊急事態を要する

事故の経験はなく、「ドクターヘリは事故を起こさない」との根拠のない思いこみがある。

そのためか、医療者は安全に関する意識が低くなりがちで、全国の基地病院の安全に関す

る装備や認識もまちまちなのが現状である。 

しかしながら、実際のフライトや救急現場では「ランデブーポイントである学校の校庭

に、血液の付着している針を落としたまま現場を離れた」、「足が滑り、ヘリのステップか

ら落下した」などの様々なインシデントが発生している。勿論、すべてのインシデントは

あらゆる側面から検証され対策が講じられているが、医療者自身が安全に関して高い認識

を持ってさえいれば防ぎえたインシデントも多く存在する。ドクターヘリによる「診療」

のみならず、「運航の安全」や「医療の安全」を守ることも医療者に課せられた役割である

ことを理解しなければならない。 

本稿では、一般的な安全基準や、使用機体である MD902Explorer を基に当院が定めてい

る安全規定、フライトナースマニュアルを通して、「運航の安全」、「医療の安全」について

述べる。 

 

1.運航の安全 

 1)装備 

  (1)ヘルメット 

    航空機事故では頭部を損傷することが多いといわれており、通信ツールとしての

ヘッドセットのみでは緊急時に頭部を保護できない。そのため、頭部全体を覆うヘ

ルメットの使用は不可避である。 

ヘルメットにはマイク、バイザーが付いているため高価なものであるが、ヘリコ

プターの搭乗者の身を守るためには必要不可欠なものである。 

 

  (2)服装 

   耐熱性・耐火性の服が望ましい。服には走ったときなどに物が落ちないよう、ファ

スナーやマジックテープなどでポケットが閉じられるものがよい。また、名札はマジ



 

 

ックテープで固定され、飛散しないものを使用する。 

名札に関しては「医師」、「看護師」などその職種を明確にしておくことで、現場の

救急隊や消防隊、警察官などが認識しやすくするのがよい。 

 

(3)安全靴 

   足を保護できる安全靴が望ましい。安全靴はつま先に鉄板などを入れて補強し、滑

り止めを備えている靴である。最近では軽量化されているものもあるため、履きやす

くなっている。 

 

2)知識 

   搭乗クルーの一員として、ヘリコプターという航空機に関するあらゆる知識を持っ

て出動にあたることは重要である。 

 

(1)ヘリコプターの基礎 

   飛行原理、構造、性能、航空法令、運航管理、安全基準、航空医学等の専門的知識

を持ち業務にあたる。これらには医療とは直接に関係のないものが多いが、「運航の安

全」を理解するための知識と密接なつながりを持っているため軽視してはならない。 

  

 (2)緊急時の対応 

   ①シートベルト 

シートベルトは、身体を座席に固定することで座席外に投げ出されることを           

防ぐ装備である。離着陸の際のシートベルト装着はもちろん、飛行中も原則的に

外してはならない。万が一、外さなければならない場合は、機長、整備士にその

旨を告げ、了承をとる必要がある。 

 

   ②衝撃緩和姿勢 

     緊急着陸や緊急着水時においては、シートベルトを強く締めなおすだけでは 

く、衝撃緩和姿勢をとることが大切である。これにより着陸/着水時の衝撃が緩 

和され、身体保護に有効である。 

 

   ③機外脱出用ウインドウ投棄 

緊急時、機内より脱出しなければならない場合に備え、ドアの開放方法を熟             

    知しておく。ドアが変形し開放できない場合はウインドウを投棄しなければな    

らないため、その方法も確認しておかなければならない。 

 

    ④非常用装備 

      非常用装備品においては航空法に定められている以下のものがある。装備品 

が機内のどこにあるかを知り、使用方法について医療者も十分理解しておく必

要がある。 



 

 

 

a.消火器 

       キャビンでの発火、発煙があった場合、直ちに運航クルーにその旨を伝え

なければならない。運航クルーは状況に応じ対策を講じるが、発火、発煙が

収まらない場合には医療クルーに消火器が渡される。医療クルーには医療用

酸素を OFF にする、インバータースイッチを OFF にするなど、事態が最小

限にとどまるための行動が求められる。 

 

b.救命胴衣 

       パイロットにより機体が着水すると判断された場合、救命胴衣を装着する。

緊急時であるため、短時間で装着できるよう日常からの訓練が必要である。 

 

c.非常用信号灯 

       緊急着陸をした場合、当該航空機またはクルーの位置を捜索者に確認して

もらえるよう使用するものである。搭載されている非常用信号には、星火信

号、紅炎信号、発煙信号があり、それぞれの使用目的をよく理解しておかな

くてはならない。 

 

      d.エンジン停止 

       運航クルーの傷病状況によっては、キャビンにいる医療者がエンジンを停

止させなければならないことがある。そのため医療者もエンジンの停止方法

を知っておく必要がある。 

 

(3)実際 

    ①ブリーフィング・デブリーフィング 

運航開始前のブリーフィングでは、当日のクルー全員が集まり運航可能範囲の

確認や、天候、安全確認、予定等を確認する。 

デブリーフィングでは、出動時に生じた問題の提起、その改善方法の検討や翌日

の予定確認を行なう。 

 

    ②点検 

     毎朝の医療機器、薬剤の点検はもちろんであるが、機内に搭載している生体監 

視モニターや人工呼吸器、除細動器などの機器の固定状況を確認し、不十分であ 

れば整備士の協力のもと固定を確実にする。また、医療器材が収納されている引 

き出しやケースは正しく収納し、収容物品が脱落等しないよう注意が必要である。 

            

③乗降 

      ヘリコプターへの乗降については、すべてメインローターが完全に停止した 

状態で行う。しかし、以下の場合においてはこの限りではない。 



 

 

a.早急に患者に接触する必要のある時。 

       （患者の状態により早急に患者に接触しなければならない場合、医師はその

旨をパイロット、整備士に要求し、許可を得る。） 

      b.連続出動の必要がある時。 

       c.搬送先または臨時ヘリポートにおいて、強風のためメインローターの停止が

できない場合。 

 

    ④出動 

a.出動時、医療者搭乗の前にエンジンがスタートしている場合、パイロット、

整備士の許可が無い限り機体に近づいてはならない。また、ローターが回転

している時の機体への接近方法を理解しておく。 

 

       b.以下の３点を医療クルー全員が確認できるまで離陸をしない。 

       ヘルメットの装着とあご紐の固定 

       シートベルトの装着 

           ドアロックの確認 

  

     ⑤飛行中 

      シートベルトは外さないことが原則である。万が一、外す場合はパイロット、 

整備士に一時的に外すことを伝え、許可を得る。 

  

    ⑥着陸 

      着陸の際、上空よりヘリポート周囲に人や飛散物などがないか確認し、安全 

に着陸できるようクルーとして協力をする。 

          

 

    ⑦安全講習 

     われわれの施設では、医療者は、毎日のブリーフィング後の安全確認以外に年 1 

回の航空会社による搭乗者のための安全講習を義務付けている。 

また、新規採用の医療スタッフ（医師・看護師）や研修者（医学生、救急救命

士、自衛隊等）などへリポート内への進入する可能性のあるすべての者に対して

も、ヘリポート進入のための安全講習を義務付けており、受講していない者に関

してはヘリポート内の進入を禁じている。 

 

(4)格納庫 

    多くの基地病院には格納庫が無く、雨や雪、温度変化などの劣悪な環境のなかで

機体をヘリポートに駐機しており、台風接近時には社のヘリポートに帰還する状況

がある。 

基地病院の格納庫にヘリを収納することにより、ヘリにとって「良い環境」とな



 

 

る。「良い環境」を作る事はヘリの劣化を少なくし、収納している医療機器の寒暖の

変化で起こるトラブルを少なくもできる。これは「運航の安全」、「医療の安全」の

両方に関わる重要なインフラ整備である。 

 

2..医療の安全 

  1)感染 

    感染対策の基本はスタンダードプレコーションである。 

ドクターヘリで扱う患者はすべて感染扱いとし、医療器具などの消毒を行う。 

(1)血液汚染 

       救急現場において行う処置で最も頻度の高いのは静脈路の確保である。そのた

め血液が付着したガーゼや注射針など感染の可能性の高いものを扱うことが多く、

取り扱いには十分な注意が必要となる。 

       注射針には特に注意を払う必要がある。針刺しを防ぐため、留置針自体に工夫

がされているものを使用したり、使用後の針入れの工夫、使用した針の本数を確

認できるまで現場を離れないなどのルールを設け、事故防止に努めることが求め

られる。 

 

   (2)感染防御具 

     感染防御具の中には、ガウン、ゴーグル、マスク、N95 マスク（微粒子用マス 

ク）、マスキー51（防臭マスク）を装備している。 

     肺結核やインフルエンザ等に感染している恐れのある患者の搬送を行う場合も

ある。このような場合を考え、運航クルーへの感染を防ぐのも医療者の責務であ

る。そのため感染防御具はクルー全員分の装備を行う必要がある。 

 

(3)機内清掃 

     機内は処置室と同等である。そのため常に清潔な状態であることが望ましい。 

しかし、外という環境であるため、砂埃などで機内が汚染されることが多い。 

機内を清潔に保つため、出動毎に点検、清掃、消毒を行い、月 1 回すべての器

材を機外に出し、整備士と共に清掃、消毒を行う。機内消毒は、低濃度でも即効

性のすぐれた消毒作用がある次亜塩素酸ナトリウムを用ることが多い。 

 

  2)物品管理 

    機内およびバッグの中には、医薬品、医療器材が収納されている。薬品の中には 

向精神薬や劇薬、バッグにはメスや注射器、注射針などを収めている。 

そのため医薬品や医療器材は定数化し厳重な管理が必要となる。処置をした場所

で物を紛失したり、遺留をしてはならない。そのため現場を離れる際は指差し呼称

をし、すべてを確認したあと現場を離れるルールとしている。 

 

 



 

 

3)医療機器 

    機内に搭載されている医療機器は、すべて航空会社により電磁干渉を受けないか

を確認し、点検されたものを搭載している。医療機器は常に寒暖の差が激しい機内

に設置しているため、医療機器にとっては劣悪な環境下にある。そのため、毎朝の

使用前点検は確実に行う必要がある。 

 

4)患者の安全 

    患者が薬物中毒などにより不穏状態（興奮しているなど）にある時、医療者が暴

れる患者を静止できない状況となってしまうことが多く、狭い空間である機内は非

常に危険な場所となる。そのため医療者は患者の身体的状況を考慮し、救急車での

搬送とするか、鎮静剤を使用しドクターヘリでの搬送をするかの判断が必要となる。 

 

 5)現場直近での安全 

    交通事故による車内での閉じこめなど、患者を救出できず救急車収容までに時間

がかかるときは、医療者が臨時へリポートから現場に向かったり、事故現場の側に

ヘリを着陸させることもある。 

    現場ではレスキュー隊、消防隊が救出活動を行い、警察官が現場整理をしている。

混乱した状況の中で医療者は、目の前にいる患者にすぐに接触しようと、周囲の安

全を確認せずに接近してしまうことがある。しかし事故現場、特に交通事故現場で

は、車の破損によりフロントガラスが砕け散っていたり、ガソリンが周囲に流れ出

していることや、衝突によって電柱や樹木が傾いているなど、様々な危険が存在す

る。 

    患者に少しでも早く接触し治療を行いたいと思うのは医療者として当然のことだ

が、自らの安全を軽視することで二次災害が起こる可能性もあるため、医療者は事

故現場にいるレスキュー隊や救急隊等に指示を仰ぎ、安全が確保されてから患者に

接しなければならない。医療者としての「使命感」だけで行動してはならないこと

も理解しておくべきである。 

 

  6)インシデントレポート 

   ドクターヘリ業務の中でのインシデントには様々である。前述したような「校庭に

針を落とした」など、場合によっては感染事故となり得たインシデントもある。 

インシデントレポートは起こった事象に対し問題点を見つけ、改善策を講じ、再発

を防止するためのものである。インシデントは医療者だけではなく、運航スタッフと

も共有をすることによりお互いが注意し合える環境作りができ、再発防止につながる。 

    

おわりに 

 ドクターヘリの運航に際し最も重要なのは「安全」である。パイロットや整備士、運航 

管理者に任せる受動的な「安全」だけではなく、クルーとしての意識を高く持ち、「運航の 

安全」、「医療の安全」を能動的に守ることが医療者の役割であることを認識しなければな 



 

 

らない。そのためには、基地病院における「安全装備の標準化」、ドクターヘリに携わるす 

べての医療者に対する「安全教育の標準化」、「インシデント発生後の検証」が重要である 

と考える。 
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Ⅴ ＣＲＭ／ＡＭＲＭ訓練とドクターヘリへの応用 
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主席研究員 松尾 晋一 
 

はじめに 

日本のドクターヘリは関係者のたゆまぬ努力もあり、鳥衝突による緊急着陸等のインシ

デントはあったものの、幸い現在まで死傷者を伴う事故の発生はない。 

航空業界では以前より人的要因（ヒューマンファクター）に着目した事故防止のための

研究が行われ、ＣＲＭ（Crew Resource Management）といった概念やそれに基づく訓練等

が開発・実践されている。また、こうした危機管理の手法は医療や原子力発電等の分野で

も応用されているところである。さらに以前より救急出動や患者搬送等に航空機を活用し

てきた欧米においては、ＣＲＭを医療目的の航空機運航へ応用したＡＭＲＭ（Air Medical 

Resource Management）というものもある。 

本稿ではＣＲＭやＡＭＲＭの概念や、エアラインでの実践事例等を紹介し、ドクターヘ

リへの応用する際の留意点等についても考察する。 

 

１． エアラインにおけるＣＲＭ（Crew Resource Management） 

（１） ＣＲＭとは 

ＣＲＭという概念、およびそれに基づく訓練は、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）が 1970

年代に実施した人的要因による事故や不安全事象の調査研究がもとになっている。この

調査で航空機事故の多くは人的要因（ヒューマンファクター）、しかも個々の乗務員の

操縦技掚のようなテクニカルなものではなく、乗務員間の意思疎通上の誤解、チームと

しての能力が十分発揮されないこと等が要因になって発生していることが明らかにな

ったのである。 

従来の操縦技掚を磨くことに重点を置いた訓練だけではこうした事故を防止するこ

とはできない。そこで、コミュニケーションや意思決定、チームマネジメントといった

ノン・テクニカルなスキルについても訓練を行う必要性が認識されるようになり、ＣＲ

Ｍの概念は 1980 年以降急速に発展し、様々な訓練が開発されてきた。 

 

ＣＲＭは当初 Cockpit Resource Managementといわれたように、安全で効率的な運航

を達成するために、操縦室内の乗務員を中心に、利用可能な人的・物的資源（リソース）

や情報を効果的に活用することを指していたが、客室乗務員、整備士や運航管理者等の

地上スタッフ、管制官等あらゆる関係者との連携をより強調するために、Crew Resource 

Managementと言い換えられて現在に至っている。 

 

① ＣＲＭスキルの分類 

ＣＲＭスキルはプログラム等により多少の違いはあるが、次の５つに分類できる。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのスキルをバランスよく身につけ、状況に応じ各個人の能力をうまく組み合

わせ、チーム全体の能力を最大限に発揮できるようマネジメントすることを目指す。 

 

② ＣＲＭ訓練の内容 

効果的なＣＲＭ訓練の構成要素としては、大きく以下の３つが挙げられる。 

 

(i) セルフマネジメントにつながる「気づき」を中心とした初期導入 

ＣＲＭの原点として、人間の特性を理解するということが挙げられる。人間の

認知、判断、行動が常に完全ではないということはなんとなくわかっていても、

人間が陥りやすい傾向や人間の思考のメカニズムについては意外と知られていな

い。これらについて Awareness Wheel（気づきの輪）、SHELモデル等のツールを用

いながら、自らの状態、パフォーマンス、思考過程などを理解し、最適にマネジ

メントできるようにするとともに、他者の行動や思考についても考えることで、

状況認識、コミュニケーション、意思決定、チームマネジメントやワークロード

マネジメントといったＣＲＭスキルの重要性を認識し、後述の訓練の効果をより

高めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) チームマネジメント、トータルマネジメント能力向上のためのＬＯＦＴ 

 

 

各種のＣＲＭスキルを単に個人の知識としてだけでなく、体験として身につけ

るために行われるのがＬＯＦＴ（Line Oriented Flight Training）である。ＬＯ

ＦＴはシミュレーターを活用し、各種機材故障はもとより、天候の急変、急病人

 

ＣＲＭスキル 

コミュニケーション 

 

意思決定 

 

チームマネジメント 

 

ワークロードマネジメント 

 

状況認識 

 

予測、警戒、状況の把握・共有、 

問題の分析 

情報の伝達・共有、ブリーフィング、 

安全のための主張・質問 

解決策選択、決定の実行、 

決定・実行のレビュー 

 

業務の主体的遂行、チームの雰囲気づくり、 

チーム内の意見の相違の解決 

 

プランニング、優先順位付け、タスクの配分、 

個人・チームのストレス管理 

 

AW（Awaness Wheel） ＝ 気づきの輪 
 

AW とは、自分の内面の状態を知るためのツ

ールである。 

様々な状況の中で自らが体験したことを、感

覚・思考・感情・願望・行為の５つの領域に分

けて整理し振り返ることで、内面の状態を認

識することができる。 

これを他者の行動の理解にも活用すれば、

様々な場面でのコミュニケーションスキルの

向上に役立てることができる 



  

の発生等、実運航で発生しうる様々な状況を設定したシナリオに基づき実施され

る訓練である。ＣＲＭ訓練とＬＯＦＴは定期訓練の一部として実施することが義

務付けられている。実運航を模した臨場感のある訓練によりＣＲＭスキルの重要

性を認識し、訓練中の自分自身や他のクルーの状況認識、意思決定や行動の過程

について振り返ることで、チームとしてのパフォーマンスを最大限に発揮するマ

ネジメント能力をさらに向上させることができる。 

 

(iii) 継続的な強化 

いかにＣＲＭ訓練やＬＯＦＴといった個々のカリキュラムが効果的であっても、

それが一度きりのものであったなら、その効果は持続せず不十分なものになる。

既にエアラインには定期的なＣＲＭ訓練の実施が義務づけられているが、さらに

他の訓練や日常運航の中でもＣＲＭの概念が意識されるよう、組織の文化の一部

として定着させることが肝要である。 

 

③ ＬＯＳＡとＴＥＭ（Threat And Error Management） 

ＣＲＭ訓練やＬＯＦＴは決まった教材や予め設定されたシナリオに沿って行うも

のだが、これらとは別のアプローチとして実際の日常運航をＣＲＭスキル等に着目し

てモニターし、データの収集・分析をするＬＯＳＡ（Line Operations Safety Audit）

という仕組みがある。ＬＯＳＡは 1990年代にテキサス大学が米連邦航空局（ＦＡＡ）

の支援を受け開発した手法で、ＬＯＳＡ運営機関のオブザーバー、および専門の訓練

を受けたエアラインのオブザーバーの 2名が操縦室に同乗し、運航の一連の流れ、乗

務員の操作手順等の日常運航のありのままの姿を客観的に観察する。この中でエラー

に繋がる要因（＝スレット Threat）を収集・分析してエアラインに報告する。 

  

スレットとは直訳すれば「脅威」となるが、ここでは「運航の複雑さを増加させ、

エラーを誘発する様々な要因」とされる。また、エラーとは「クルーがその組織また

はクルーの意図や期待から逸脱するような行動をとること、または行動をとらないこ

と」とされている。スレットはエラーにつながり、エラーは「望ましくない状態」に

繋がる。この「望ましくない状態」を放置するとインシデントや事故に繋がるので、

これを適切にマネジメントしようとする概念が、ＴＥＭ（Threat And Error 

Management）である。 

 



  

 

 

 

 

 

 

（２） ＡＮＡでのＣＲＭ訓練等 

ＡＮＡでは 1987 年からＣＲＭ座学を開始しており、その後ＣＲＭセミナーやＬＯ

ＦＴ等も順次導入されている。現在のＡＮＡの定期ＬＯＦＴ訓練は航空法施行規則第

164条の「国土交通大臣が指定する訓練」として認可を受けている。 

 

① ＡＮＡ ＣＲＭ訓練の対象者 

全ての運航乗務員は乗員訓練センターや研修センターでＣＲＭ訓練を受けることに

なっている。訓練対象者ごとの訓練実施時期等は下表の通りである。 

 

対象者 実施時期／頻度 内容 開催場所 標準時間 

操縦士訓練生 昇格訓練中 座学 乗員訓練センター 14時間 

副操縦士 昇格後 0.5～1.5年 セミナー 研修センター 19時間 

機長昇格者 昇格訓練直前 セミナー 研修センター 19時間 

全運航乗務員 年 1回 座学 

LOFT 

乗員訓練センター 座学 3時間 

LOFT 3時間 45分 

指導層乗員 各職任用後 セミナー 研修センター 19時間 

 

 

② 訓練内容紹介 （各訓練のカリキュラム等紹介） 

(i) ＣＲＭセミナー 

副操縦士昇格後あるいは機長の昇格前等に合宿形式で実施される。様々なＣＲ

Ｍスキル等について学び、グループディスカッション等も交えながら、問題解決

能力を身につけることを目的とする。 

Threat & Error Management Model  
IATA（国際航空運送協会）が提供する安全プログラムにおける、エラーおよびその誘発要因となる

スレットを適正に認識し、インシデントや事故に発展しないようマネジメントする概念のモデル。 

LOSA のような監査やヒヤリ・ハットのような報告制度でスレットを収集、分析することが安全性向

上につながる。 



  

（訓練内容） 

 ＳＨＥＬモデル、ＡＷ等のツールを用いたセルフマネジメント 

 コミュニケーション、リレーションシップ、リーダーシップのスキルをベ

ースにしたチームマネジメント 

 セルフマネジメント、チームマネジメントをベースに、問題解決のための

合理的思考プロセスを使ったトータルマネジメント 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(ii) ＣＲＭ座学 

訓練センターの教室で機種、資格混合で開催される。毎年度テーマを決めて教

材が作成される。また、客室乗務員と合同の緊急脱出訓練はこのＣＲＭ座学と時

期を合わせて開催されている。 

 

(iii) ＬＯＦＴ 

全運航乗務員を対象に年１回、定期訓練の一部としてシミュレーターを用いて

実施される。運航の開始から終了まで、実際に起こりうる様々なトラブルが発生

する。訓練中教官は一切介入せず、２名の乗務員だけで発生事象に対応し、終了

後に発生事象や対応内容をビデオで振り返る。 

 

 

 

 

 

シナリオは機種ごとに１０～１５種類前後用意されているが、次の図はその一

例である。まず上昇中に貨物室加熱の警告が表示され、巡航に移った後、前部貨

物室ドアオープンの警告の表示とともに客室の急減圧が発生。さらに右エンジン

が停止し緊急事態となり、降下中には翼の高揚力装置が左右非対称になるという

不具合が発生する、といった具合である。これは 1989 年、ユナイテッド航空の

B747型機の前方貨物ドアが破損（この際、乗客 9名が機外に放り出されて死亡し

ている）、飛散した破片を吸い込んだ第 3、第 4エンジンを停止してなんとか着陸



  

したという実例に基づくシナリオである。 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

このような機体の不具合に加え、天候の急変や乗客に急病人が発生する等、状

況が複雑に展開していく。 

このように様々な問題が発生する中でも運航乗務員同士、あるいは客室乗務員

や管制官、地上のスタッフ等とも緊密に連携しながら安全に飛行を継続すること

が求められる。 

 

(iv) ＬＯＳＡ 

前回実施は 2006年 8月～10月の間、日常運航の中に潜むスレットやエラーを抽

出することを目的に、国際線を含む約 300便（1機種あたり 40～60便）で実施さ

れた。2007年 3月にはＬＯＳＡ運営機関ＴＬＣから分析結果が報告され、手順の

見直し等の改善に繋がっている。ＬＯＳＡは５年に１度実施されることが望まし

いと言われており、次回は 2011年の実施を検討中である。 

 

 

（３） 関連部署への拡がり（ＤＲＭ、ＳＲＭ） 

ＣＲＭ訓練は安全運航を維持するために不可欠なものとして各エアラインに広く定

着しているが、運航乗務員だけでなく、飛行計画を作成し飛行監視等を行う運航管理

者にもＣＲＭの概念や訓練が有効であるとして、ＦＡＡはＤＲＭ（Dispatcher’s 

Resource Management）実施のガイドラインを提示している。ＡＮＡでもこのＤＲＭ訓

練、さらに運航乗務員や運航管理者の業務を支援する運航支援者をはじめとする広範

囲の空港関係者向けのＳＲＭ（Station Resource Management）訓練を開発、実施して

いる。 

 

① ＤＲＭ 

2000 年より、ＡＮＡグループの便の飛行計画作成や飛行監視等を行うＯＣＣ

（Operations Control Center）ではＤＲＭ訓練を開発し、約８０名在籍の運航管理

者・運航支援者を対象に実施している。１日半かけて行われる１２時間のカリキュラ

ムで、ＣＲＭ同様、ＤＲＭの背景説明に始まり、セルフマネジメント、チームマネジ

メント、トータルマネジメントについて学ぶ。またＤＲＭにて習得したセルフ/チー

ム/トータルマネジメントを実線で発揮すべく、運航乗務員と同様にＬＯＦＴ訓練で

FWD CARGO 
OVERHEAT 

LE SLAT ASYMMETRY 

R ENG FAIL 

FWD CARGO DOOR OPEN 



  

あるＤＥＣＩＳＩＯＮ(Dispatcher Emergency and Crisis Integrated Simulation)

を運航管理者定期訓練にて年１回実施している。 

 

② ＳＲＭ 

ＤＲＭの導入に続き、空港での業務に従事する運航支援者、航空機の到着から出発

までの各種作業の工程管理者やロードコントローラー（航空機の重量・重心位置の管

理担当者）といった自社スタッフはもちろん、航空機の誘導や貨物等の搬送および積

み降ろしといった作業を担当するハンドリング会社等の空港スタッフ向けにも、同様

の基本概念に基づくＳＲＭ訓練を開発、羽田等主要空港のスタッフを対象に定期的に

実施するなど、ＣＲＭの取り組みはより広い範囲に拡大、定着している。 

 

③ さらなる拡がり 

 ＤＲＭ、ＳＲＭのように運航管理者や運航支援・ハンドリング関係者の訓練として

指定されているもの以外にも、例えば旅客サービス部門や整備部門等も含む空港関連

部署全体で実施するイレギュラー対応訓練や事故初期対応訓練等においても、ＣＲＭ

やＬＯＦＴの概念や手法を活かした訓練シナリオの設定や業務手順の検証を行ってい

る。 

こうした取り組みにより、関係者が航空機の安全運航に関し当事者意識を持って業

務に臨むよう仕向けることができる。地上ハンドリング会社のスタッフが着陸後地上

走行中の航空機の外観から機材の不具合を発見、整備部門への通報が迅速であったた

め、次便の出発までの時間内に対応できたといった事例もあり、広範囲の関係者の当

事者意識・参画意識が、運航の安全性や品質の向上につながっている。 

 

 

 

２． ＡＭＲＭ（Air Medical Resource Management） 

 

（１） ＡＭＲＭとは 

航空関係者のためのＣＲＭの概念を、航空医療関係者向けに発展させたものがＡＭ

ＲＭ（Air Medical Resource Management）であり、欧州ではＡＣＲＭ（Aeromedical 

Crew Resource Management）とも呼ばれている。 

 

① ＡＭＲＭガイドライン 

ＦＡＡはＣＲＭと同様にＡＭＲＭのためのガイドラインも定めている。基本的な

概念はＣＲＭと同じであり、操縦士や医療スタッフといった搭乗者、さらに地上の

運航スタッフ、医療スタッフ等の関係者全員が、ヒューマンファクター等の人間の

特性を理解しつつ、状況把握や意思疎通、意思決定、チームワークやワークロード

のマネジメントといったスキルを身につけ、チームとして最高のパフォーマンスを

引き出そうというものである。 

 



  

② 救急搬送に特有な「圧力」の排除 

救急医療搬送を目的とする場合、関係者に「一刻も早く患者の許へ」という強烈

な使命感が働くことが、一般的な航空機の運航との大きな違いである。このような

環境においても、航空機の出動あるいは運航継続等の可否判断自体は純粋に航空機

運航の観点のみから行われるべきであり、「救命者」としての感情は排除されていな

ければならない。こうした救急医療搬送に特有な感情のコントロールの重要性は「ス

トレス・マネジメント」「クリティカル・インシデント・ストレス・マネジメント」

等の一部としてＦＡＡのＡＭＲＭガイドラインでも言及されている。 

また、ＮＥＭＳＰＡ、ＩＡＦＰ、ＡＳＴＮＡ、ＡＡＭＳ、ＡＭＰＡ、ＮＡＡＣＳ

といった米国の航空医療関連の運航関係者、医療関係者の団体が中心となり、「No 

Pressure Initiative」という航空医療のミッションにおける、「飛ばねばならない、

飛び続けなければならない」という内外の圧力を排除する活動を始めている。この

活動では、Culture（文化）、Risk Assessment（リスク評価）、Enroute Decision Point

（運航中の判断基準）という３つの階層を定義し、全ての関係者が内外の圧力のな

い状態での状況判断や意思決定を行える環境整備を目指している。 

 

（２） ＡＭＲＭ訓練の実施例 

米国ではＡＭＲＭのような訓練プログラムを提供する民間企業が多数あり、これは

米国内の多数の救急ヘリコプター組織からの需要があることを示しているとも言え

る。訓練プログラムの中にはネットに接続したコンピュータがあれば受講可能な通信

教育方式など様々な形態のものが用意されている。訓練内容も多岐に渡り、ＡＭＲＭ

に加え、僻地で不時着した場合のサバイバルスキルについての実技訓練まで設定され

る場合もある。 

欧州ではＥＨＡＣ（European HEMS and Air ambulance Committee）の主導でＡＣＲ

Ｍを開発、独救急組織ＡＤＡＣが運営するＨＥＭＳアカデミーではシミュレーターを

用いた運航・医療のスタッフが参加するＡＣＲＭ訓練が提供されている。 

 

① 独・ＡＤＡＣ Luftrettung（独自動車クラブ航空救急会社）の例 

ＡＣＲＭは航空当局の規定（JAR OPS 3）の上でＣＲＭと同等の訓練として

扱われ、乗務員は３年に一度の訓練が義務づけられている。搭乗医師はこの

規定の対象外だが、ＡＤＡＣでは医師にも同等の周期で訓練に参加させてい

る。 

 

②  米・ＣＡＬＳＴＡＲ（California Shock Trauma Air Rescue）の例 

ＣＡＬＳＴＡＲでは軍および民間組織の両方の手法を参考に独自のＣＲＭ/

ＡＭＲＭ訓練プログラムを開発しており、全ての搭乗者が受講している。訓

練全体を統括するトレーナーが全てのメンバーの受講状況を管理し、確実に

情報を共有できるような体制となっている。 

搭乗者はＣＡＬＳＴＡＲに採用されると導入訓練の中で６～８時間のＡＭ

ＲＭを受講し、初期の飛行訓練（フライトナースで最低１０回の患者搬送）



  

の中でＡＭＲＭの概念を理解し、搭乗者間の明瞭で効果的な意思伝達やコー

ディネーション等が実践できることを示さねばならない。更に毎年のリフレ

ッシュ訓練がスタッフ会議や年２回開催される安全に関する訓練・議論

（Safety Stand-Down）において実施される。最初の訓練は他の新規採用者と

受講するが、各基地に配属後はそこに所属する同じメンバーで訓練を受ける

ことになる。 

こうした訓練以外にも、各ミッション終了後のデブリーフィングの中でＡ

ＭＲＭに関連する事項についても検証、議論することとされている。 

 

 

３． ドクターヘリへの応用 

ここでは前項のＡＭＲＭのような訓練プログラムを日本へ導入する場合の留意点等に

ついて述べる。 

 

（１） ＡＭＲＭ導入にあたっての留意点等 

① ＡＭＲＭ訓練シラバスの策定および指導者の育成 

訓練シラバスの策定にあたっては、欧米での先進事例を参考にしながら日本

のドクターヘリ運航環境、各地域の医療の環境等も考慮した内容とすべきで

ある。将来の指導者の育成も兼ねて、海外のＡＭＲＭ訓練にヘリコプター運

航会社や拠点病院の関係者を派遣、訓練内容や実施方法等について詳細に調

査することが必要である。国内の多数のドクターヘリ拠点の関係者に定期的

な訓練を実施するには、相当数の指導者の育成が不可欠であり、早急に着手

する必要があると思われる。 

 

② 関係者全員参加の原則堅持 

ＡＭＲＭ訓練はドクターヘリに関わる全ての関係者が参加し、定期的に実施

されること、また、チームマネジメント等の観点から、同じドクターヘリ拠

点で業務に従事する運航関係者、医療関係者がなるべく同時に参加する形が

望ましい。これらの条件は医療現場での人手不足という問題が深刻化する中

では厳しいものと思われるが、安全運航のために必要な投資として関係者の

理解を得られるよう啓蒙が必要である。 

 

③ 運航会社および病院の経営者まで含む関係者の理解 

航空機運航と救急医療という異なる文化のギャップを埋めるためには、ヘリ

コプター運航会社および拠点病院の、トップの強いコミットメントのもと、

経営トップから現場で働くスタッフまでのあらゆる階層の関係者が互いの業

務についてよく理解する取り組みが必要である。直接運航に従事しない経営

者や管理者層は、ともすると当事者意識が希薄になりがちであるが、安全文

化の醸成のためには特にこの層の理解、支援を得ることが重要である。 

 



  

④ 権限・役割分担・手順等の標準化 

全国のドクターヘリ拠点で複数のヘリコプター運航会社が運航を受託して

いる環境の中、各運航スタッフや医療スタッフの役割分担、運航の中でのス

タッフ間の連携や訓練の方法等については細かな点で相違があるものと推測

される。ＡＭＲＭ訓練や後述の監査の効果を上げるためにも、各種手順は運

用しているヘリコプターの機種や病院等の施設の違いに依存する部分を除き、

できるだけ統一されていることが望ましい。 

 

⑤ 監査の仕組みの導入 

ＡＭＲＭをさらに強化するため、ＬＯＳＡのような監査の仕組みを導入する

のも有効である。あくまで潜在的なスレットやエラーを抽出し、「誰が悪いの

かではなく、何が悪いのか」を特定するためのものでなければならないのは

言うまでもない。 

⑥ 情報の迅速な共有およびそれに基づく改善ができる仕組みの導入 

日常運航に潜む安全性に影響する事象を発見、共有して事故防止につなげる

ために、2006 年より国土交通省が開始した全運輸モードを対象としたＳＭＳ

（Safety Management System）の早期の導入、体制構築が重要である。ヘリ

コプター運航事業者にはこの仕組みが備わっているはずであるが、これを運

航関係者のみならず、医療関係者をも取り込んだものにしなくてはならない。 

ＳＭＳの原動力は、現場からの「ヒヤリ・ハット事象」や規程や仕組みの不

備等の報告であり、このような報告を多く集め、改善し、水平展開していく

ことが成否の鍵を握るとも言われている。そのための環境整備として、個人

が特定されない匿名での報告制度の整備、報告者個人の責任を追及しない非

懲罰制度の導入が必須である。 

 

 

おわりに 

安全への取り組みには終わりというものがない。関係者ひとりひとりの不断の努力がエ

ラーの発生を、あるいは発生したエラーが事故に繋がることを防いでいるのである。全て

の関係者が当事者意識・参画意識を持って、ＡＭＲＭやその他の安全確保の取り組みにつ

いて理解、実践することで、ドクターヘリの運航や関連する医療活動の安全性を維持・向

上できる。 

最後に長らく航空機事故等の分析や事故防止活動に貢献され、2009年 2月他界された黒

田勲氏のことばを紹介しておく。 

 

「安全」はこの世に存在しない。存在するのは「危険因子」とそれが顕在化した「危険」

だけである。潜在する危険因子を顕在化しないよう努力を続けた結果、何事も起こらな

かった状態を「安全」という。危険因子を排除する努力を一瞬でも怠れば、「危険」は

「事故」という形で顕在化する。 
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Ⅵ 運航会社における安全確保の施策と訓練 

朝日航洋（株） 安全推進室長 

望月清光 

 

はじめに 

 2010 年 3 月現在、全国 17 道府県でドクターヘリ事業が行なわれ、21 機のドクターヘリ

が運航されている。ドクターヘリ運航は、その全てがヘリコプター事業者に委託され航空

運送事業として運航されているが、ここでは、ヘリコプター事業者の一つである朝日航洋

㈱（以下「当社」という）を取上げて、「運航会社における安全確保の施策と訓練」を検証

する。 

 

1. ドクターヘリ運航会社の選定 

平成 13 年 9 月 6 日に厚生労働省医政局指導課から「ドクターヘリ運航委託契約に係

る運航会社の選定指針について」が公表され、ドクターヘリ運航会社は航空運送事業

許可を有し、ヘリコプターによる人員搬送飛行の実績を有するとともに、救急患者搬

送飛行、救難救助飛行、山岳飛行及び洋上飛行などの特殊飛行実績を有することが望

ましいとの指針が示された。また平成 12 年度厚生科学研究医療技術評価総合研究「災

害時における医療搬送のシステム作りに関する研究（ドクターヘリ）」でもドクターヘ

リ運航会社の資格として、（社）全日本航空事業連合会（以下「全航連」という）加盟

の運航会社であり航空運送事業許可を取得していること、患者搬送可能な双発タービ

ンヘリコプターを保有していること等が示されている。これらを受けて、全航連ヘリ

コプター部会ドクターヘリ分科会では平成 15 年 5 月 2 日「運航会社及び運航従事者の

経験資格等の詳細ガイドライン」を発行し、ドクターヘリ運航の安全を確保するため

に、ヘリコプター事業者が備えるべき要件を具体化した。 

 

2. 航空運送事業 

   航空法には航空機を運航して営む事業として次の二つがあり、いずれも国土交通大

臣の許可を必要とする。 

   ・航空運送事業：他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送 

する事業。                            

   ・航空機使用事業：他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運 

送以外の行為の請負を行なう事業をいう。 

    航空運送事業には旅客輸送、遊覧飛行、救急医療（ドクターヘリ）運航等があり、

空中撮影、調査視察、送電線パトロール、操縦訓練、薬剤散布、緑化作業、物資輸送、

報道取材等は航空機使用事業に分類される。航空運送事業を経営するものは、国土交

通大臣の許可を受けることが必要である。更に、使用する航空機の運航及び整備に関

する事項についても、運航規程及び整備規程を定めて国土交通大臣の認可を受けなけ

ればならない。このように航空運送事業では、航空法により航空機使用事業よりも高



  

 

 

度な安全基準を要求されている。 

 

3. 安全確保の施策 

   1991 年から 2005 年に米国で発生した救急医療ヘリコプター事故 127 件のうち

85.5％にヒューマン・ファクターが関係していたとの報告1がある。そこで、航空業界

においてヒューマン・ファクターの要因分析に用いられる SHELL モデルを使用して

当社の安全施策を検証してみる。 

 

 （参考）SHELL モデル 

   ヒューマン・ファクターは「人間が発揮する能力が周囲の状況によって大きな影響

を受けることを考え、そのことを人間の活動に有効に反映させる手段」と定義2され、

人間の能力は、周囲の条件から大きな影響を受けるため、その影響要因を概念的に表

したものが SHELL モデルである。ヒューマン･エラーを減少させるためには、中心と

なる L (人間)と周りの要素 S(ソフトウェア)、 H(ハードウェア)、E(環境),、L(他の人

間)との関係（接点）を注意深く整合させることが重要であるといわれている。 

   SHEL モデルの SHEL は、下記要素の頭文字をとったものである； 

S: Software(ソフトウェア)   例：手順、マニュアル、規則、コンピューター･ 

ソフト等 

     H: Hardware(ハードウェア)  例：工具、器材、航空機等 

        E: Environment( 環境 )     例：作業場の広さ、騒音、照明、職場の雰囲気、 

会社文化等 

        L: Liveware( 人間 )        例：中心の L は作業者、周りの L は同僚、監督者、

管理者等 

 

１） S（ソフトウェアー） 

   当社では航空運送事業者として、航空機の運航の方法を定めた「運航規程」、（付属

書として運航業務の詳細を定めた「運航業務実施規則」、航空機の操作方法を定めた「航

                                                   
1 HAI（国際ヘリコプター協会）2005 年発行の白書「救急飛行の安全性向上」 
2 ICAO（国際民間航空機関）1998 年発行「ヒューマン・ファクター訓練マニュアル」 



  

 

 

空機運用規程」、 操縦士及び運航管 理従事者の資格・訓練等を定めた

「QUALIFICATIONS MANUAL」等がある）、航空機の整備方法及び整備士の資格・

訓練等を定めた「整備規程」を作成し、航空局の認可を得ている。更に運航規程附属

書の一つとして AOM(Asahi Operation Manual) 及び AOP(Asahi Operation 

Procedure)を、救急医療輸送（EMS・ドクターヘリ）を始めとして遊覧飛行、旅客輸

送、物資輸送等各種業務飛行毎に定めている。また、ドクターヘリ運航においては、

担当基地病院毎に AOP 付属書を作成し、飛行基準と制限事項の他「出動要請から離陸」、

「離陸から救急現場着陸まで」等運航フェーズ毎の運航クルーの業務分担を詳細に定

めている。 

２） H（ハードウェアー） 

   ドクターヘリ運航に使用する当社のヘリコプター3には、前述の平成 12 年度厚生科学

研究医療技術評価総合研究「災害時における医療搬送のシステム作りに関する研究（ド

クターヘリ）」に定められた患者搬送が可能な救急仕様を施すほかに、「シングル・パ

イロット IFR（計器飛行）」を可能とする装備品（自動操縦装置、電波高度計他）、「消

防・医療用業務無線機」、「可動式着陸灯・サーチライト」、「ワイヤー・プロテクショ

ン・システム」、「エアコン」、300 箇所以上のランデブー・ポイント（場外離着陸場）

を表示させる「GPS MAP（地図）」等を装備している。 

加えて、将来的には夜間運航や IFR（計器飛行）運航を考慮して、米国 NTSB（運

輸安全委員会）が救急ヘリコプター事故減少のために勧告している「TCAS（空中衝

突防止装置）」、「EGPWS（強化型地上近接警報装置）」、「NVG（夜間暗視装置）」、「FDM

（飛行状況モニター・記録装置）」や「線状障害物探知装置」等の装備に関する導入の

検討が必要になると思われ、また導入に際しての費用負担については関係方面の配慮

も必要になると思われる。 

更に、風雪雤を避けてヘリコプターを良好な状態に維持し、夜間も含め的確に整備

作業ができる環境を確保するため、基地病院へリポートには格納庫併設を必須とする

検討も必要である。 

 

３） E（環境） 

   航空法では大型航空機（客席数が 30 又は最大離陸重量が 15,000kg 以上の航空機）

を用いる航空運送事業者には「安全管理規程」の策定・届出を義務付けている。その

ような大型航空機を運航しないヘリコプター事業者には、「安全管理規程」の策定・届

出義務はないが、全航連ヘリコプター部会では 2006－2007 年のヘリコプター事故の

反省に立ち、2008 年４月に「安全管理規程ガイドライン」を加盟会社に作成・配布し、

各社に自主的な「安全管理規程」の策定を要請した。これを受けて当社では、2009 年

3 月から「安全管理規程」の運用を開始した。「安全管理規程」の主眼は、経営トップ

が安全にコミットすると共に社員一人一人に安全確保の自覚・責任を持たせ、安全情

報を共有してリスク管理を行い、安全管理の PDCA サイクルを回し、社内に安全文化

を醸成することにある。 

                                                   
3 JA6914(MD902)を事例とした。 



  

 

 

   当社においては、「発生情報システム」という自発的報告制度を運用して不安全情報

を収集し、不具合発生時には要因分析を行なって原因を探求して再発防止策を採る

（Reactive 活動）と共にリスクを除去・回避・低減する未然防止活動（Proactive 活

動）を行なっている。更に経営幹部は、業務を現場任せにせず、定期的に「安全パト

ロール」を実施し、現場に密着して常に現地現物での確認指示を迅速に行なっている。 

 

４） L（人間） 

a) 操縦士（機長） 

   航空局が定めた「運航規程」認可の基準である運航規程審査要領細則には、路線を

定めて旅客の輸送を行なわないヘリコプター運航の場合、機長には 5 時間以上の夜間

飛行及び 500 時間以上の総飛行時間（100 時間以上の野外飛行を含む）並びに当該型

式機による 30 時間以上の飛行時間を要求している。当社の場合、ドクターヘリ運航

に従事する機長には、前述の全航連ドクターヘリ分科会「運航会社及び運航従事者の

経験資格等の詳細ガイドライン」に則り、2000 時間以上のヘリコプター飛行時間経

験並びに当該型式について 50 時間以上の飛行経験を有しているなど、より厳しい資

格要件を設定している。また、屋上へリポート離着陸経験、管轄区域の現地調査及び

調査飛行の完了、救急医療に関する研修修了等の条件も課している。 

   （参考）ヘリコプター事業者の操縦士のキャリアアップ 

     航空運送事業許可を取得しているヘリコプター事業者は、同時に航空機使用事

業許可も保有し航空機使用事業も行なっている。2008 年全航連ヘリコプター部会

加盟会社の飛行時間統計でみると、航空運送事業：15％、航空機使用事業：85％

の割合である。当社に就職した操縦士は事業用操縦士技能証明を取得した後、「高

高度飛行訓練」、「低高度飛行訓練」及び「不整生地4離着陸（屋上へリポート離着

陸、山頂及び狭隘地離着陸、送電線付近の飛行等）訓練」を修了し、審査を経て

使用事業機長に昇格する。その後「使用事業基礎訓練（農薬散布業務）」、「送電線

巡視業務訓練」、「散布スリング（緑化作業）訓練」、「空撮取材訓練」、「物資輸送

業務訓練」等を経てキャリアを延ばし、「旅客輸送業務訓練（単発機・遊覧・陸上）」、

「旅客輸送業務訓練（多発機・陸上・海上）」等修了後、審査を経て航空運送事業

機長資格を得ている。 

        （問題点）当社においては、農薬散布、報道取材、送電線パトロール等の業務飛行

経験はドクターヘリ機長にとって重要であると評価されているが、下表に見る

如くヘリコプター事業界全体の飛行時間は毎年減少しており、特に 2000 年以降

は新人操縦士を育てていた農薬散布、送電線パトロールや物資輸送の業務が減

少している。次世代のドクターヘリ機長育成に、新たな対応が求められている。 
             
 
 

                                                   
4 不整生地離着陸：不整地とは、認可された飛行場以外の離着陸場で離着陸帯が整地されて

いない場所を指し、生地とは、当該操縦士にとって初めて離着陸を行う場所を指す。従っ

て、不整生地離着陸とは、飛行場以外の整地されていない場所に初めて離着陸を行う場合

に用いられる。 



  

 

 

 

全航連ヘリコプター部会加盟会社の年間飛行時間推移 

 

 

b) 整備士 

    航空運送事業者に求められる「整備規程」では、整備士技能証明を取得した整備

士に必要な教育を行なった後「確認整備士」の発令をすることを求めているが、当

社においては、「確認整備士」資格を有して運航整備業務に従事する者を対象に「機

付長」審査及び発令を行なっている。これは、当社の整備士は整備業務に従事する

だけではなく、運航業務にも従事するからである。例えば、ドクターヘリ運航に従

事する整備士は、離陸前に搭乗するメディカル・クルーの安全確認、離陸後は機長

の航法支援及び無線送受信、着陸後には地上安全確認、ストレッチャー搬送等の業

務を行なう。「機付長」訓練には、運航業務の形態により、「物輸作業」、「架線作業」、

「薬剤散布作業」、「送電線パトロール作業」、「報道取材スポット作業」、「人員輸送」、

「救急医療輸送（EMS・ドクターヘリ）」等の訓練がある。また、当社においてド

クターヘリ運航に従事する整備士には、「機付長」資格の他、前述の全航連ドクタ

ーヘリ分科会「運航会社及び運航従事者の経験資格等の詳細ガイドライン」に則り

有資格航空整備士として５年以上の実務経験を有し、３年以上の当該航空機又は同

等以上の航空機を含む整備実務経験を有すること、航空特殊無線技士以上の無線従

事者資格を有すること、救急医療に関する研修を修了している等の条件を課してい

る。 

    （問題点）当社においては、ドクターヘリ運航に従事する整備士には、報道取材 

及び物資輸送の機付長経験が重要であると評価されているが、操縦士 

と同様、これらの業務減少に伴い次世代ドクターヘリ整備士の育成に 

新たな対応が求められている。 

 

c) 運航管理担当者（CS：コミュニケーション・スペシャリスト） 

    CS と呼ばれる運航管理担当者には、航空無線通信士又は航空特殊無線技士の資

格を有した 2 年以上の実務経験者で、救急医療に関して所定の研修及び任用訓練

を修了した者を充てている。前述の全航連ドクターヘリ分科会「運航会社及び運航



  

 

 

従事者の経験資格等の詳細ガイドライン」に則っている。CS は、ドクターヘリ運

航の「要」として情報の一元管理と飛行指示を行うほか、出動要請に対する可否を

消防機関や医療機関に回答する役割を担い、運航要請のプレッシャーに対する運航

クルー（特に機長）のバッファーとしても機能している。 

よって CS には、瞬時の情報処理能力、決断力が求められると共に、病院・消防・

警察関係者と良好な人間関係を築く能力も要求される。 

 

4. 訓練 

１） 操縦士 

    2005 年に米国で始まった IHST5活動の一環で、2000 年の米国におけるヘリコプ

ター事故 197 件の分析を行なったところ、事故操縦士のヘリコプター平均飛行時

間は 4600 時間だが、飛行時間分布でみると、下表の如く事故操縦士の約 50％が

1000 時間未満のヘリコプター飛行時間であった。しかし 1000 時間以上では、飛

行時間による事故発生度に差が少ない結果が報告された。（US JHSAT Year 2000 

Report） 

 

      米国 2000 年ヘリコプター事故の操縦士ヘリコプター飛行時間分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

また、この報告書の救急飛行に限定してみると、米国における救急飛行の事故

は 12 件あり、12 人の機長全員が事業用操縦士と IFR（計器飛行）の両資格保有

者であった。更にその内 3 人は ATP（定期運送用操縦士）資格保有者であった。

事故操縦士の中で一番操縦経験の浅い者で 2500 時間の飛行経験を持ち、最長は

10379 時間、平均飛行経験は 4873 時間であった。また、事故機と同型式のヘリコ

プター飛行経験が 100 時間以下の操縦士は 3 人であった。 

                                                   
5 IHST（国際ヘリコプター安全チーム）：2016年までに世界中のヘリコプター事故率を80％

減らすことを目標に安全活動を続けている。傘下に JHSAT（安全分析チーム）と JHSIT

（安全実行チーム）を持つ。 



  

 

 

さらに、この事故調査分析レポートでは、救急飛行は、①操縦者は常に不案内

で整備されていない急造の着陸地帯に、多くの場合夜間に着陸することを要求さ

れる。②現場から病院への距離及び遠隔地での気象通報サービスの欠如のため、

操縦者は自分の活動空域で得た経験を基に気象予報をする必要がある。③飛行リ

スク（気象、着陸地帯の適正、ホバリング必要出力、必要燃料の計算等）を評価

し、飛行が安全に遂行されるかを判断したのは操縦者自身であった。等の指摘も

されている。 

     また、1977 年の運航開始後、33 年間・23 万時間・死亡事故 0 件の記録を持つ

カナダの救急飛行においては、機長に①2000～3000 時間の飛行経験、②ATP（定

期運送用操縦士資格、③IFR 資格、④機長として 1000 時間の多発動機ヘリコプタ

ー飛行経験、⑤救急飛行で搭乗する機体と同型式機の飛行経験 100 時間等を求め

ており、これが前述の記録に貢献しているといわれている。 

  我国におけるドクターヘリ運航は、航空運送事業として行われているが、定期

エアラインの如く空港から航空路を目的地空港へ飛行するという運航ではなく、

航空法第 81 条の 26の適用を受けた運航に代表されるように、運航リスクの評価と

判断・実行を操縦士に委ねる運航である。従って、前述の事故分析結果と我国の

ドクターヘリ運航の現状から考えると、一定の資格保有と飛行経験を求めるとと

もに、ドクターヘリ操縦士育成に際しては、航空法の適用除外を受けていること

を考慮し、不整生地での離着陸訓練及びシミュレーターを使用した非常操作訓練、

天候悪化時のサバイバル操作としての低速飛行訓練（バックサイドの運航7）等の

充実を検討すべきと思われる。また、天候悪化時の対応や将来の夜間飛行への対

応を考慮すると、機長は管轄区域の地勢や気象等に精通していることが望ましい。

翻ってドクターヘリ運航会社選定に際しては、入札制度といった経済原理のみで

はなく、安全品質を担保することも必要である。 

 

２） 操縦士・整備士・CS 及びメディカル・クルー 

    ドクターヘリ運航は、航空運送事業とは言え、現実にはフライトドクター及びフ

ライトナース等のメディカル・クルーも運航クルーと一体となって安全運航に努力

している。チームの一体感を高めてチームパフォーマンスを発揮するために、ヘリ

コプター事業者では運航クルーに CRM(Crew Resource Management)訓練を受講

させ始めているが、今後はメディカル・クルーも参加した AMRM(Air Medical 

Resource Management)訓練を運航クルーとメディカル・クルーが一緒にかつ定期

                                                   
6 航空法第 81 条の 2：航空機は航空法 79 条で飛行場以外の場所での離着陸を禁止、法 80

条で危険を生ずる恐れのある区域上空を飛行禁止、法 81 条で最低安全高度飛行以下の飛行

を禁止しているが、ドクターヘリは法 81 条の 2 の「捜索又は救助のための特例」に該当し、

前 3 条の規定が適用除外となる。 
7 バックサイドの運航 

 ヘリコプターの必要馬力曲線は、Vy（最良上昇率速度）をボトムにした V 字型曲線を描

く。一般的常識では速度を増すには必要馬力が増え、速度を減らせば必要馬力も減少する

が、ヘリコプターの場合は、Vy 以下に速度を低下させると必要馬力が増える。この領域を

バックサイドと呼んでいる。 



  

 

 

的に受講することが望ましい。更には、シナリオを作って実際の運航をシミュレー

トした LOFT(Line Oriented Flight Training)訓練も行なうことが望ましいと考え

られる。 

以上 

【参考文献】 

 

1.「ドクターヘリ運航委託契約に係る運航会社の選定指針」H13/9/6 厚生労働省医政局指導

課長 

2.「災害時における医療搬送のシステム作りに関する研究（ドクターヘリ）」平成 12 年度 厚

生科学研究医療技術評価総合研究 

3．「運航会社及び運航従事者の経験資格等の詳細ガイドライン」H15/5/2 全航連ヘリコプ

ター部会ドクターヘリ分科会 

4.「救急飛行の安全性向上」2005 年白書 HAI 

5.「ヒューマン・ファクター訓練マニュアル」1998 年 ICAO 

6.「US JHSAT Year 2000 Report」2007 年 IHST 

7.「Preliminary Results」2008 年 EHEST 



 

 

第 2 章 救急飛行の安全に関する外国文献要約 

 

Ⅰ AMRM 訓練ガイドライン

 

2005 年 9 月 22 日 

アメリカ連邦航空局（FAA） 

 

対 象 

 本書はエア・メディカル・リソース・マネジメント（AMRM：Air Medical Resource 

Management）の訓練に関するガイドラインである。AMRM 訓練は救急飛行にたずさわる

組織の全職員を対象とする。すなわちパイロット、整備士、フライトナース、フライト・

パラメディック、フライト・ドクター、メディカル・ディレクター、特殊医療チーム（た

とえば早産児チーム）、コミュニケーション・スペシャリスト（運航管理担当者）、プログ

ラム・マネジャー、その他の地上支援者など、あらゆる職種の関係者を含むものとする。 

  

適 用 

 このガイドラインは救急飛行をおこなう組織の全員の訓練のあり方を示す。また消防や

警察の航空隊で、救急飛行をおこなうものにも適用される。 

 

背 景 

 救急飛行は時間的な制約があり、緊急を要する任務である。しかし、だからといって慌

ててミスをするようなことがあってはならない。この任務につく者の全員に共通する最優

先事項は「安全」の一と言につきる。チーム・メンバーの誰もが、運航クルーも、医療ク

ルーも、患者も、その他の関係者も安全でなければならない。 

 事故は予期しないところで発生する。しかも原因は一つではなく、いくつかの問題が連

続し、重なり合って、最後に目に見えるような恐ろしい事態となって表出する。この事態

を防ぐのは運航者と医療者を問わず、関係者全員の責務である。組織のメンバーは誰もが

最大限の努力によって安全に任務を遂行しなければならない。 

 ここで銘記しなければならないのは、患者には全く選択権がないということ。患者は、



 

 

いつどこで、どんなヘリコプターで救急搬送をされるか、自分では選ぶことができない。

この偶然を危険な結果に終わらせてはならない。 

 

AMRM の考え方 

 AMRM は組織の結束力を高め、状況の変化に的確に応じられるようにするための訓練で

ある。 

 

AMRM の基本概念 

 AMRM はもっぱら、救急飛行チームのメンバーの考え方、行動、ならびに他のメンバー

に及ぼす効果について管理するものである。 

 

（１）作業環境 

 作業環境は以下のメンバーによって形成され、相互の関係によって変化する。 

・経営責任者 

・運航担当役員 

・メディカル・ディレクター 

・運航部長 

・看護師長 

・整備士 

・コミュニケーション・スペシャリスト（運航管理、飛行監視、医療助手も含む） 

・プログラム・マネジャー 

・パイロット 

・フライトナース 

・フライト・パラメディック 

・現場救急隊 

・気象予報士 

・事務スタッフ 

 

（２）連絡 

 関係者の相互の連絡に関する訓練には次のようなものが含まれる。 

 

(2-1）意思の表明 

 自分の意思や考えを明確に表明できる性格の人は問題の存在にいち早く気づき、より良

い意思決定をして、事態を良好な方向へ導くことができる。 

  

(2-2）意見の違い 

 組織の中で個々人の意見が異なり、対立が生じても、それはむしろ意見交換の絶好の機

会であり、問題をより良く解決する結果につながる。組織内の対立はメンバーの個性、価

値観、ものの見方、目標、あるいは経験の違いから生じるものである。こうした対立を解



 

 

消するには、問題点を明らかにして、最終目的を明確に定め、他の選択肢を検討し、障害

を取り除き、相互に合意し、解決策を確認すればよい。 

 

(2-3）伝達経路 

 組織の中の意思伝達に障害が生じるとすれば、それは連絡の方法にさまざまな伝達経路

があって、その違いから生じることが多い。直接聞けば何でもない事実、感想、主張、意

見などが、間違った伝達経路から伝えられたために誤解を生じたり、ねじ曲げられたりす

ることがある。 

 

(2-4）組織の気風 

 組織の中に一定の気風や風土を醸成することは、AMRM の効果を高めるために必要なこ

とである。組織の全員が、トップからボトムまで、ボトムからトップまで気持ちを合わせ、

同じような考え方をすることが重要である。 

 AMRM が有効に機能すると、組織のあり方に検討を加え、その構造や意思決定の方法な

どに変更を求めることがある。すなわち組織というものはどうしても官僚的になりやすく、

その結果として否定的な基準が生まれる。AMRM はそうした弊害をなくすことになる。 

 硬直した組織の弊害をなくすために、組織のメンバーは AMRM 訓練によって、自分たち

の組織がどの方向を向いているのか、現状を是正して本来の目標へ向かって動きだすには

如何なる行動が必要か、組織内部でよく討議し検討する必要がある。 

 組織内の昔からの気風や風土が機能的でないとしても。個々のメンバーはしばしば何が

悪いかに気づいているはずで、そうした問題点について話し合うことにより解決策が出て

くる。そこから、メンバーの多くの人が好ましいと思うような作業環境が明らかとなり、

その実現に向かって動き出すことも可能となる。 

 ただし、そのような解決策は簡単には得られない。問題解決のための相当な努力と計画

立案が必要であることを覚悟しなければならない。 

 

(2-5）フィードバック 

 フィードバックは一定の方式にもとづいて、評価を交えることなく、客観的な記述によ

って、事態が進みすぎないうちに遅滞なくおこなわれるべきである。適切なフィードバッ

クは不安定を取り除き、問題を解消し、信頼を築き、関係を強化し、作業の質を高める。 

(2-6）上手な意思伝達 

 意思伝達の方法には言葉による伝達と、顔の表情や体によるボディランゲージの２種類

がある。しかし、ごく親しい身内どうしの伝達は別として、大きな組織の内外で自分の意

思を確実に伝えるには、誰もが認め、誰にも分かるような伝達方法を取らなくてはならな

い。 

 特に注意しなければならないのは最新の電子通信技術で、最近はこの伝達方法を使うこ

とが多い。たしかに、これは相手との直接対話ができないときでも、顔が見えない遠隔地

でも、意思を伝達することができる。しかし、それだけに相互の誤解を生みやすい。 

 



 

 

（３）チームの構築 

（3-1）個々人の役割 

 チームというのは、何人かの個人が相互に連携して共同作業をおこない、特定の任務を

達成するための小さな組織体である。このチームが所期の目的を果たすためには、チーム

内の人間と人間との関係、ならびに人間と機械との関係が良好でなければならない。その

ための個々人の行動にはチームの構築、情報の交換、問題の解決、意思決定、そして状況

判断などが含まれる。 

 

（3-2）個々人の能力 

 チームを構成するメンバー各人の知識、技術、能力は、複雑な組み合わせとなってチー

ムの機能を形成し、所期の目的に向かうこととなる。しかしチームとしての機能形成が適

切かつ充分でなければ、目的を達成することができないままで終わる。 

 

（3-3）相互依存 

 チームのメンバーは誰もが、他のメンバーの知識、技術、能力を尊重し、それらに依存

しつつ任務を達成することとなる。自分ひとりの知識、技術、能力だけで任務を達成する

ことはできない。 

 

（3-4）機能の限界 

 チームが有効な機能を発揮するには、自分たちを取り巻くあらゆる要件を考慮に入れ、

チーム機能の限界を心得て任務の遂行に当たらなくてはならない。 

 

（3-5）チームの安全 

 チームは特定の任務を遂行するための集合体である。チームのメンバーは誰もが相互に

他者の知識、技術、能力を尊重し、それらに依存しつつ、できる限り安全な方法で任務を

達成するよう努めなければならない。 

（3-6）任務の表明 

 チームとしての任務を明確に表明することは、内部の協力態勢を高め、機能を高め、安

全を高める結果につながる。 

 

（3-7）ブリーフィング 

 各人が職務につく前に、効果的なブリーフィングをおこなうことは、チームの目的をメ

ンバー全員に意識させ、相互の意思疎通を円滑にして、任務の遂行を安全にする。 

 ブリーフィングは、次のような要領でおこなう。 

 チームの全員が同じ情報を共有するため、全員が発言し、相互に質問し合い、思い違

いがあれば修正し合う。 

 チームの全員が参加意識をもって飛行を助けるような雰囲気をつくる。 

 患者の安全と保安に関する問題を再確認する。 

 気象条件、遅延、そして何か普段とは異なる飛行条件の有無を明らかにする。 



 

 

 標準作業要領（SOP）に定められた各人の行動要領を再確認する。 

 SOP から外れた作業になる可能性のあるときは、あらかじめ予想を立てておく。 

 チーム・メンバー各人の義務と責任を明確にし、再確認する。 

 

（3-8）デブリーフィング 

 デブリーフィングは、チームおよび個々人の職務遂行の結果を確認するものである。す

なわち有効であったこと、有効でなかったこと、あるいはマイナスだったことなどを全員

が発言しながら確認し合い、次の出動に備える。デブリーフィングには次のような事項が

含まれる。 

 所定事項 

 目的 

 有効だった事項 

 将来への教訓（エラーなど） 

 

（４）意思決定 

 意思決定の訓練については、次のような事項が含まれる。ただし、ここに示すだけとは

限らない。 

 

（4-1）状況判断 

 状況判断は各人の職務遂行のどの過程においても重要な要件である。職務遂行中のチー

ム・メンバーは、目的にかなった最適の判断をするよう訓練されなければならない。この

ことによって、安全な職務遂行が可能となる。 

（4-2）状況認識 

 状況認識が正しくできないことの背景には、多くの共通問題がある。個々人の問題とし

ては、たとえば経験、訓練、技術の練度、精神状態、健康状態、チームへの参加意欲など

の違いである。 

 また、チームとしての問題は、連絡の不徹底、あいまいな目的、食い違い、規定外の作

業または行動、先入観または固定観念、誰も飛ばしていないし誰も外界を見ていない、混

乱、SOP または事前ブリーフィングからの逸脱、限界を超えた操作、違法行為などで、結

果として任務を達成できないことになる。 

 

（4-3）安全管理 

 組織の中に安全管理体制を構築することは、組織の任務遂行の方針や作業要領の中から

危険な要素を排除し、安全性を高める結果となる。組織の中の各人に与えられた作業マニ

ュアルは、救急飛行のあらゆる段階について作業要領を定めたもので、組織の上位者によ

って全面的に承認されたものでなければならない。 

 

（4-4）運航上の意思決定  

 飛行の可否に関するパイロットの意思決定は、その時どきの飛行条件に応じて冷静な判



 

 

断ができるよう、組織的な支援がなければならない。 

 

（4-5）標準作業要領（SOP） 

 安全運航を実現するには、航空機に搭乗するクルーの全員が SOP をよく理解していなけ

ればならない。SOP は関係者の誰でも理解しやすく書かれ、いつでも誰でも参照できなけ

ればならない。 

 また、実際の作業の結果、今後いっそう安全かつ有効な作業ができるよう規定変更のた

めのフィードバックをすることも重要である。 

 

（4-6）突然の状況変化 

 この訓練は、飛行条件が最後の瞬間に変化した場合、それに対応するための方法を学ぶ

ものである。突然の変化とは、たとえば、これから搭乗する機体が急に変更になって予備

機を使うことになったり、気象の変化のために別の場所に着陸しなければならなくなった

り、同乗するクルーメンバーが予定外の人に変わったり、患者の容態が急変したりするこ

とである。こうした突然の変化に対応するには、リスク評価マトリックスがひとつの手段

となる。 

 

（4-7）気象 

 飛行中の気象の変化は、時として気象予報とは異なることがある。この場合の意思決定

は、いかなる場合でも航空法規に従うことである。乗員、乗客、患者の安全には妥協が許

されない。訓練に際しては、先ず離陸の可否を判断するための最低気象条件を知ること、

気象情報の入手方法を知ること、それにもとづいて出発の可否（go/no-go）または飛行継続

の可否を判断することなどを学ぶ。また、気象条件と機体装備に応じて、有視界飛行方式

で飛ぶか、計器飛行方式で飛ぶかを決定しなければならない。 

 

（4-8）計器気象条件（IMC） 

 計器飛行の訓練科目の中には、航空法規上の規定、IFR 進入、飛行経路上の操作、ゴー

アラウンド（着陸復航）の操作要領、飛行計画、飛行監視、緊急操作などが含まれる。加

えて、突然の天候悪化のために計器気象状態の中に飛びこみ、正常な操縦をしながら対地

衝突（CFIT）を犯すことのないよう、その回避の方法についても学ぶ。CFIT は特に明か

りが尐なく視程が悪い場合に起こりやすい。 

 

（５）ヒューマン・ファクター 

 ヒューマン・ファクター（人的要因）に関する訓練には、次のようなものが含まれる。 

 

（5-1）ストレス 

 ストレスは決して異常なものではなく、健康的ですらある。けれども過度のストレスは

精神的、心理的な苦悩を招き、その状態におちいると適切な判断や行動ができなくなるこ

とがある。 



 

 

 しかしストレスに対処し、冷静を維持し、強いプレッシャーを処理する方法はいくらで

もある。たとえばストレスの原因となっている問題に真っ向から立ち向かうとか、立ち向

かうだけの力がないときは状況の解釈を変更して情緒的な解決をはかるなどの方法である。 

 救急飛行の出動を決めるにあたっては、判断要素の中に患者の容態を入れてはならない。

われこそは救いの天使などと気負って行動するのはもとより、医療スタッフからの無言の

圧力に負けるのもよくない。 

 ストレスに対処するには、現実に起こり得る事態を前もって予測し、チーム内の充分な

意思疎通をはかり、孤独感を軽減し、気分の余裕を取り戻すなどの方法がある。 

 

（5-2）職務遂行上のストレス 

 自分の職務を遂行する上でのストレスは、救急飛行においてはクルーの誰もがしばしば

経験することである。特に救急飛行は時間的な制約があり、クルー各人が異なった職種と

役割を持っているため、専門業務に関しては人の手助けが得られず、また人の手助けをす

ることもできない。個々人が重い責務をになっているので、小さな失策でも大きなストレ

スがかかる。 

（5-3）疲労 

 「疲労」という言葉は、さまざまな場面で使われる。たとえば眠たい、だるい、精神的

に集中できない、長期にわたるストレスなどである。疲労がたまると本来の能力を発揮で

きなくなったり、勤務割を交替しなければならなくなったりする。 

 こうした疲労は主として睡眠不足、24 時間リズムの狂い、健康状態の悪化、空腹、ある

いはこれらの要素のいくつかの重なりによって生じる。 

 

（5-4）飛行の生理学 

 飛行の生理学について理解しておくことは、航空の安全にとって重要なことである。高

い空に上がることは、それだけで精神的、肉体的な影響を受ける。その結果、異常な状態

におちいると、本来の技能が発揮できないことにもなりかねない。 

 空間識失調はその一例で、前後左右の感覚がゆがんでしまい、機体の姿勢が傾いている

にもかかわらず真っ直ぐ飛んでいるように感じたり、水平に飛んでいるつもりで降下して

いたりする。こうした生理的な影響は医薬品の服用、カフェイン、アルコール、薬物など

によって生じる。 

 

（5-5）飛行の心理 

 飛行の心理は、困難な救急任務を迅速かつ安全に遂行しなければならないという心理的

なストレスの影響が大きい。このストレスがいつまでも残るようであれば、臨床心理学者

の協力を得て、その解消に努める必要がある。 

 

（5-6）ストレスの意味 

 ストレスが大きくなりすぎると、人の能力に影響し、本来の技能が発揮できなくなり、

反応が鈍化して動作が緩慢になり、視野がせまくなり、空間認識力が低下し、論理的な思



 

 

考力が衰え、注意力や集中力がなくなり、作業の負荷が増大する。 

 

（5-7）準備・計画・警戒 

 飛行の前途には何が待ちかまえているか分からない。飛行環境は思わぬときに突然変化

する。そこで優秀な乗員は常に「一寸先は闇」の向こうを予測し、気持ちを楽にして飛行

する。このような乗員は前もって適切な注意を払い、不測の事態が生じても即座に対応す

ることができる。 

 不測の事態が起こったときは、今なにが起こっているかをチームの全員に知らせ、あら

ゆる情報を分かち合い、飛行能力の低下を全員で監視し、これからどうするかを表明し、

さらに何かの変化があったときは直ちにチームの全員に知らせる。 

 

（5-8）作業負担 

 チーム・メンバーは作業の優先順位を心得ておき、各人の作業負担を分かち合い、最優

先の重要事項が後回しにならぬようにしなければならない。誰かの作業負担が過大になっ

たときは、そのことを声に出して全員に伝え、相互に助け合いながら、本来の任務達成に

努めなければならない。 

 

（5-9）個性の理解 

 個性には基本的な型がある。個性というのは、その人にとって「何」が大切か、意思決

定にあたって「何」が影響するかによって決まってくる。 

 

（5-10）グループ・ダイナミックス 

 「グループ」は自ら意思を決定する。グループとしての動きは、おそらく内部の潜在的

な構造が表出したものであることを知るべきである。 

 

（６）追加注意点 

 AMRM 訓練には、次のような事項を含むものとする。 

 ①基本 

 ②教化 

 ③知覚（気づき） 

 ④反復 

 ⑤フィードバック 

 ⑥強化と評価の継続実行 

 

 

AMRM 訓練の基礎 

 AMRM 訓練にあたっては、訓練を受ける側の組織の理念、方針、実態、作業内容などを

正確に反映したプログラムをつくるべきである。組織の管理者は、この訓練プログラムが

自分たちの実情を正確に反映していることを確認して受講することが必要である。 



 

 

 しかし、各組織ごとの独自性と同時に、次のような一般的な訓練教科もつけ加える必要

があり、これによって訓練の効果はいっそう高まることになる。 

 

（１）受講組織の実態調査 

 訓練教官は、受講組織ごとの独自の訓練内容を設計するにあたって、受講者たちがどの

程度まで AMRM を理解しているかを知っておく必要がある。受講者各人の経験や能力をあ

らかじめ調査することは訓練プログラムを作成する上で非常に役立ち、訓練の効果も上が

ることになる。 

（２）上位者の積極性 

 救急飛行チームのメンバーは、自分たちの所属する組織の上位者が AMRM 訓練を積極的

に受け入れようとしていることを知れば、自分たちも進んで訓練を受けようという気持ち

になる。AMRM 訓練の実施については、各組織の内部規定にも定めておくべきである。 

 

（３）訓練プログラムの作成 

 訓練プログラムは受講する組織の実情に合わせてつくる。といって余りに現実に即した

課題ばかりでなく、たとえば新しい航空機、医療機器、航空装備品、通信機器などの技術

的話題、最近入ってきた新人の話題など独自の課題を盛り込むことが有効である。 

 

（４）さまざまな訓練プログラム 

 AMRM 訓練には将来の訓練教官や上級管理職者など、特殊な職員に対するものも含まれ

る。これらの職員は大勢の受講者の中にまじっているが、時に応じてその人を中心に、独

自の職能を話題にすることも重要である。 

 

（５）訓練開始前の認識 

 訓練の開始に当たっては、まずこれからおこなう訓練の概要を受講者に示すと共に、航

空医療とはどういうものか、その全体像を知らせることも重要である。どうかすると、航

空医療に関する認識が各人勝手にばらばらであることも尐なくない。 

  

AMRM 訓練の構成 

 いかなる分野においても、成功や安全は偶然に得られるものではない。何らかの目的を

達成するには、入念かつ詳細な計画を立て、良質の訓練を経なければならない。航空医療

においても、最高水準の成功と安全を達成するには、次の４点の要素を含む AMRM 訓練が

必要である。 

 

（１）訓練教官の資質 

 AMRM 訓練の実施にあたっては、まず教官の資質が重要であり、しかも充分な人数が必

要である。そのためには先ず教官そのものを訓練する必要もあり、その訓練には次のよう

な科目を含める必要がある。 

 



 

 

（1-1）目的は何か 

 教官は受講者にヒューマン・ファクターについて理解させなくてはならない。それには

次のようなことを学ばせる必要がある。 

① ヒューマン・エラーを理解し、その原因を見分けること。 

② 事故に至る一連の流れを理解すること。 

③ セイフティ・ネットについて学ぶこと。 

④ 個々人の性格と言動の違いを知ること。 

⑤ 文書による連絡方法がヒューマン・エラーの減尐に役立つことを知ること。 

⑥ 効果的な連絡技術を学ぶこと。 

 

（1-2）受講者は誰か 

 教官の立場から見て、いま教室内にいる受講生たちは、それぞれ職種が異なることを忘

れてはならない。したがって、彼らは個性も言動も異なる。にもかかわらず、彼らは互い

に意思の疎通をはかり、一体となって安全に救急飛行を遂行しなければならない。教官と

しては、そのあたりを充分に理解し、留意しておく必要がある。 

 

（1-3）講義内容の組立て 

 自分が教官として講義する内容は、受講者の全員が充分に知識を習得できるような構成

でなければならない。受講者がどのようにして知識を習得するかは、大きく３種類に分か

れる。教官は、その全てに応じられるような講義内容を組立てなければならない。 

① 視覚による知識の習得を好む人 

② 聴覚による知識の習得を好む人 

③ 身体を動かして習得しようとする人 

 

（1-4）意欲の掻き立て方 

 大人はアカデミックな問題よりも、現実的な話題の方を好む。したがって教科の内容も、

自分が如何にして安全や成功に貢献できるか、積極的に参加するチャンスを如何にして見

いだすか、そのあたりの方法を学べるようにすべきである。 

 

（1-5）視覚教材のつくり方 

 視覚教材は、たとえばスライドやビデオがあるが、その内容や表現は受講者の注意を惹

き、関心を持たせ、理解しやすいものでなければならない。講義の初めから終わりまで、

一連の流れに沿った筋道が立っているべきで、いくつもの材料を断片的に並べるだけでは

理解も散漫になり、記憶しにくい結果に終わる。 

 

（1-6）講義の仕方 

 身体的な環境が大切である。リラックスした快適な環境をつくれば、受講者との間のや

りとりも活発になって、教育効果も上がるであろう。 

 



 

 

（２）基礎的な課題 

（2-1）AMRM 訓練の最初は、人間関係を主題とする座学である。その中にはチームの形

成と、意思伝達および意思決定の方法を含む。また自分の意見をいかにして表明するかに

ついても学ぶ必要がある。 

 さらに各自の使う言葉の意味するところや概念が異なっていては、チームとしての意思

決定がむずかしくなる。この問題を解消するには、まず座学によって講義を聴き、次いで

相互に討議すると共に、ビデオを見たり、ロールプレイをするなどして、各人の考えを共

通化してゆく。そのためには救急飛行チームの全員が参加する対話が重要である。 

 

（2-2）チームとしての意思決定は、経験を積んだ老練なメンバーの意見が優先するわけで

はない。チームに参加してきたばかりの新人の意見も聴く必要がある。 

 

（2-3）とはいえ過去に救急飛行チームの能力向上に貢献した事柄も引き続き講義の中に取

り入れられるべきである。 

 

（３）繰り返し訓練とフィードバック 

 AMRM 訓練は、繰り返し訓練（リカレント訓練）の中にも必ず取り入れなければならな

い。AMRM 訓練を繰り返すことによって、受講者の意識や考え方がリフレッシュされる。

さらに救急飛行チームが成長するにつれて、AMRM 訓練の内容も高度なものにしてゆく必

要がある。そうしたことによって、受講者は訓練を繰り返すたびに、意思伝達や人間関係

について新しい進んだ考え方を学ぶことになる。 

 

（４）訓練の強化 

 AMRM の概念は、技術訓練や職能訓練など他の訓練にも必ず含ませるのがよい。そうす

れば AMRM の考え方がしっかりと身につき、いっそう強化されてゆく。 

 AMRM 訓練は職種の異なる人材が一緒に訓練を受けることに意義がある。その目的は、

さまざまな人や職能が一つの統合システムとなって有効かつ安全に機能するためであり、

それには次のような方法がある。 

 

（4-1）技術訓練 

 技術訓練は、初めての基礎的な訓練も繰り返し訓練も含むが、そのひとつはシミュレー

ション訓練である。この訓練によってチームのメンバーは他のメンバーの職務や責任をよ

りよく理解することとなる。シミュレーションの中には、救急飛行から救急治療室（ER）

の医療スタッフや運航管理者まで、さまざまな職種に対応する模擬訓練が含むようにする。 

 医療クルーに対しては、ヘリコプターが緊急事態に陥ったときの対処の仕方を教えるこ

とも必要である。とりわけ重要なのは、パイロットがけがをしたり意識を失ったりして操

作ができなくなったとき、医療スタッフといえどもエンジンを切ったり、無線操作をする

必要がある。逆に、パイロットは機内に搭載された医療器具の作動を止める操作を学ぶ必

要がある。 



 

 

 

（4-2）事例研究 

 過去の事故や不具合について学ぶことは、同じことを繰り返さないという意味で非常に

重要である。 

 救急飛行にあたる関係者は、医療スタッフに限らず、過去の医療上の不具合について学

ぶ必要がある。また航空事故の実例は運輸安全委員会（NTSB）、航空安全報告システム

（ASRS)、米国航空安全データ分析センター（NASDAC）などの事故報告から、さまざま

な例が得られる。 

 これらの資料によって、事故の実態、原因、および今後の対応策を学ぶことができる。 

 

（５）異職種同士の合同訓練 

（5-1）問題解決 

 問題の解決は４段階のステップを踏んでおこなう。第１段階は問題は何かを見きわめる。

そして過去に同じような事例はなかったかどうかを考える。第２段階は如何なる解決策が

あるかを考え、その中の最適と思われる一つを選定する。 

 第３段階は選定した解決策によって問題を解決する。第４段階は問題解決の後にもう一

度問題を読み返し、その問題に対する解決が正しいかどうか、合理的かどうかを見直す。 

 

（5-2）ストレスの自覚 

 ストレスは個人的なものであり、時と共に変化し、増大する。その結果、ストレスが自

分の耐えうる限度を超えると、精神的、肉体的な破綻をきたす。そのためストレスの原因

を知ることは非常に重要である。原因の中には、生活習慣、気持ち、身体、仕事、および

環境の変化などがある。 

 

（5-3）役割を入れ替わる 

 チーム・メンバーの他の人の立場を理解するには、その人の必要事項を理解しなければ

ならない。すなわち―― 

①その人の立場の価値または意味は何か 

②その人が何を欲し、何を必要としているか 

③自分の必要事項や関心事にくらべて、どの程度同じか 

④その人と合意するには何をすればいいか 

⑤その人の必要を満たすには何をすればいいか 

 

 

（5-4）意見が分かれたときの訓練 

 チーム・メンバーの何人かが自分たちなりに最良と考える行動を取りながら、それが他

のメンバーの賛同を得られない場合がある。このように意見が分かれたときにどう対処す

るか。そんなときは複雑な反対意見にも耳を傾け、熟慮再考して、問題の所在を確認する。

そのため相手の考えていることを充分に聴き出すと共に、先方にも考え直すように仕向け



 

 

る。 

 ひとつの問題について長く話し合えば、新たな疑問が生じる一方で、相互の理解も深ま

るものである。 

 

（5-5）論争の解決 

 チーム・メンバー間の論争は悪いことではない。特に、人間関係において避けることの

できない問題について話し合う好機ともなる。チームとしての意思決定の質は、あらゆる

意見や考え方を検討することによって高められる。論争は次のようなステップを踏んで管

理すればよい。 

①問題を洗い出す。 

②解決の目標を立てる。 

③別の解決策を考える。 

④障害物を取り除く。 

⑤合意する。そして 

⑥解決の結果を承認する。 

〔注〕AMRM 訓練は、教室の中で黙って講義を聴いているだけでは効果が上がらず、無駄

に終わる。積極的に参加し、繰り返し発言し、行動することが大切である。 

 

AMRM 訓練プログラムの評価 

 AMRM は最も有効かつ強力な訓練方式である。ただし、それには常に、訓練の結果が目

的を達し得ているかどうか、検証を続けなければならない。したがって事業体の中に組織

的な検証システムをつくり、追跡調査をする必要がある。このことによって、AMRM 訓練

の内容は改善されてゆくことになる。 

 実際、こうした評価を続け、その結果に応じてプログラムの改良を続けてゆくと、訓練

内容は常に新鮮で、その時どきの問題に対応できる有効なものとなる。この評価の方法に

は訓練担当の管理者による観察とフィードバック、ならびに受講者のアンケート調査や申

告などがある。 

 中でも有効な評価方法のひとつは救急飛行のチーム・メンバーが教官の助言を受けなが

ら、自分自身が体得した訓練の結果を振り返ることである。教官は AMRM 訓練の良かった

ところ、悪かったところを指摘する。特に訓練上有効だったと思われることについては、

それをさらに強化して次の訓練に生かすようにする。 

（１）AMRM 訓練科目の中で特に大きな評価の対象となるのは基礎的な部分で、意思の疎

通、意思決定、チームの結束と維持、労力負担、および状況判断などが含まれる。また昔

ながらの技術的熟練との調和も大切である。加えて、AMRM 訓練の結果が組織全体に如何

なる効果をあげているかについても評価する必要がある。 

  

（２）評価の結果を訓練プログラムに取り入れるのはいいが、その前にチーム・メンバー

の態度や行動に関するデータを集積しておくべきである。そして、一定期間をおいて、彼

らの上に訓練の効果があったかどうかを見る。そのうえで訓練プログラムの中に、評価の



 

 

結果を組みこむようにすることが望ましい。 

 

（３）AMRM 訓練を効果あらしめるためには、絶えずプログラムの強化とフィードバック

がなければならない。チーム・メンバーはAMRMの考え方を身につけておくために、AMRM

訓練を繰り返し受けなければならない。このようにして、訓練内容の改善とフィードバッ

クを続けてゆけば、チームのメンバー各人とチーム自体も自然に訓練結果を実行するよう

になり、仕事の上の技能を高めることとなる。 

 

（４）役に立つフィードバックは、必ず評価の対象としなければならない。その評価は受

講者と教官の両方がおこない、今後の訓練プログラムに取り入れるかどうかを決める。こ

の評価作業にあたって、AMRM の考え方そのものも評価の対象となるのは当然のことであ

る。 

 

（５）評価の結果をまとめるにあたっては、事業組織の社風もしくは気風も評価されなく

てはならない。そして AMRM によって浮かびあがってきた問題点を作業基準の中に取り入

れることにより、チーム・メンバー各人の質が向上し、チームとしての機能も向上するの

である。 

 

まとめ 

 救急飛行に従事する事業組織にとって、組織全体を対象とするリソース・マネジメント

訓練が重要であることは、近年ますます広く認識されるようになった。 

 AMRM 訓練を有効におこなうには、まず訓練教官の養成から始める必要がある。 

 AMRM 訓練は基礎訓練から始めて、繰り返しながらフィードバックを重ね、改善強化し

てゆく。救急飛行に従事する事業組織のメンバーは誰もが重要な資源である。救急飛行の

搭乗者ばかりでなく、経営者も上級管理職者も地上支援スタッフも、全員が AMRM 訓練を

受ける必要がある。 

 そのことによって組織体の中に安全の風土が醸成され、訓練を繰り返すことによって強

化されてゆく。そこから、いっそう有効かつ安全な救命飛行が実現するのである。 

 

（要約：西川 渉） 



 

 

Ⅱ 救急飛行の安全戦略 

 

2009 年 4 月 22 日 

米国政府説明責任局（GAO)調査報告書 

 

調査の理由 

 航空医療は、生命の危機に瀕した外傷患者その他の急病人が生き残るための手段として、

広く認められている。その一方で、近年の事故多発により政府機関、一般国民、メディア、

そして業界自身からも疑問視されるようになった。 

 その結果、米国運輸安全委員会（NTSB)は連邦航空局（FAA)に対し、安全上の規制を強

化し、監視を強めるように要求した。 

 そこで本調査報告書は、 

（１）救急飛行業界の規模、構成、安全に関する最近の動向 

（２）飛行の安全に関する業界および政府の最近の動向 

（３）救急飛行の安全性向上のための戦略立案の可能性 

 について調査した結果を報告する。 

 調査にあたって、GAO（United States Government Accountability Office）は NTSB と

FAA から得られた最新の情報資料を分析し、救急飛行に関する最近のさまざまな文献資料

を参照し、FAA および業界の代表者たちに会って話を聞いた。 

 

調査の結果 

 航空医療業界は近年、規模が拡大し、安全に関する関心も高まっている。規模の拡大は、

そのほとんどが地域主体の独立企業によるもので、従来からの病院拠点の事業を含めて、

2003 年頃から競争が激化しはじめた。 

 しかし、2003～08 年の６年間を見ると、救急飛行事故が特に増えたわけではなく、年間

平均で 11～15 件くらいである。例外は 2008 年で、9 件の死亡事故が起こった。このこと

が社会問題として取り上げられるようになり、疑問を惹き起すことになったのである。 

 ところが業界にも FAA にも、飛行時間の正確な集計データがなく、したがって事故の増



 

 

加は事業規模の拡大に比例しているのか、あるいは事故率は下がっているのか、その程度

のことさえ判然としないのが実態である。 

 近年は、しかし、業界も FAA もさまざまな技術情報を発したり、事故軽減の方策を打ち

出したり、救急飛行に適用される気象条件や巡航速度の最低条件を改めるなどの努力を始

めている。 

 ところが、こうした努力にもかかわらず、2008 年は最悪の結果となった。この状況を踏

まえて、救急飛行の安全性向上のために、GAO は当面以下のような対策を取るべきだろう

と考える。 

(1) 救急飛行の完全かつ正確なデータの集積 

(2) 安全に貢献する技術の活用 

(3) 安全のための努力続行 

(4) NTSB による勧告の完全実施 

(5) 航空医療業界に安全管理システム（SMS)の適用 

(6) 航空医療サービスを監督する州政府の役割の明確化 

(7) 航空医療サービスの適切な利用 

 

背 景 

 救急飛行はアメリカの救急医療制度の一部を成す重要な要素である。それは、救急現場

に医療スタッフを送りこんで迅速な治療開始を可能にするだけでなく、患者の病院間搬送、

移植臓器の搬送、その他の緊急輸送に使うことができる。 

 航空医療には、固定翼機（飛行機）による長距離搬送もある。飛行機は救急任務といえ

ども飛行場から飛行場へ、航空管制の監視の下に飛ぶのが原則である。それに対し、ヘリ

コプターは咄嗟の要請に応じて未知の不整地に着陸しなければならないことが多く、また

管制の支援のないまま夜間の気象条件の悪い中へ突っこんでゆくようなこともあって、飛

行機にくらべると作業条件が良くない。 

 機数は、ヘリコプターと飛行機ではほぼ３対１の比率になっているが、ここではヘリコ

プターだけを対象として考える。 

  

事業形態 

 アメリカのヘリコプター救急事業は、さまざまな形でおこなわれているが、多いのは病

院拠点の事業と地域拠点の独立事業である。 

 病院拠点の事業は病院が主体となって治療をおこない、医療スタッフを提供すると共に、

外部のヘリコプター運航会社からパイロット、整備士つきでヘリコプターをチャーターし、

運用する。この場合、運航会社は FAA の事業免許を保持していなければならない。病院は

運航会社に対し、チャーター料として運航費を支払う。 

 もうひとつの独立企業が主体となる事業形態は、FAA の航空事業免許を保有する企業が

医療スタッフと運航クルーを雇用して、一定地域の自治体や病院との間で取り決めをおこ

ない、救急事案発生の際には、要請を受けて出動するものである。運航費は患者から回収

することになるので、回収できない場合もあって、リスクを伴う。 



 

 

 なおヘリコプター運航会社の中には、これら両方の事業をおこなうところもある。すな

わち病院拠点の事業をおこなう一方で、独自の事業を展開する。 

 この二つの事業形態のほかに、警察、消防、自治体などの公的機関や軍隊によっておこ

なわれている救急飛行もある。さらに自分自身は病院でもなければヘリコプター運航会社

でもない団体が救急飛行の仲介や斡旋をしている例もある。 

 

適用法規 

 救急飛行のほとんどは、警察や軍隊によるものを除いて、患者搬送中は連邦航空規則

（FAR)パート 135 の規定にしたがって飛ばなくてはならない。また患者を乗せていないと

きは、FAR パート 91 で飛ぶこともできる。したがって救急出動は同じ出動であっても２種

類の規則が適用される。 

 ただし運航者の多くは、患者が乗っていてもいなくても、パート 135 の規定にしたがっ

て飛んでいる。 

 FARパート135とパート91の違いは気象条件と休養に関する最低基準が異なることで、

パート 135 の方がきびしい規定になっている。 

 

規模の拡大と競争の激化 

 航空医療の関係者は、多くの人が業界規模の拡大を指摘する。しかし正確なデータが少

ないため、どの程度拡大したのかはっきりしない。ここ数年来の救急機数および拠点数は、

国際航空医療学会（AAMS: Association of Air Medical Services)が関係機関の協力を得て作

成する ADAMS データベースから知ることができる。 

 それによると、データベースが開設された初年度の 2003 年は、救急ヘリコプターが 545

機、救急拠点が 472 ヵ所だったが、2008 年は機数 840 機、拠点 699 ヵ所になった。いずれ

も５年間で 1.5 倍前後に増えたことになる。 

 しかし飛行時間も 1.5 倍に増えたかどうか断定するわけにはゆかない。というのは FAA

が救急ヘリコプターの運航者に飛行時間の報告を求めていないので、実際の数字が判然と

しないからである。FAA が飛行時間の報告を義務づけているのは定期航空だけである。 

 もっとも FAA は昔から、エアタクシーや自家用機の飛行時間について推定値を出してき

た。これは航空機の所有者をサンプルとして選定し、飛行時間の提示を求め、その結果か

ら全体を推定するものである。しかし、信頼性は高くない。 

 NTSB はかねて、FAA に対し、パート 135 にもとづく運航に関しては、飛行時間の報告

を求めるよう勧告してきたが、今のところ実行されていない。 

 飛行時間はさておき、航空医療関係者とのインタビューの結果では、近年の業界拡大の

ほとんどは独立企業の参入によるものという。その結果、一部の地域では競争も激しくな

った。独立企業の参入が増えた理由は、高齢者と障害者を対象とする政府管掌の医療保険

メディケアの診療報酬が1997年から救急搬送にも適用されるようになったためというのが

大方の見方である。 

 特に 2002 年から徐々に支払いの範囲が広がり、2006 年１月には航空医療費の全額が支

払われるようになった。そのためヘリコプター救急事業の費用回収が確実になり、収入も



 

 

増加する可能性がでてきたため、競争はいっそう激化した。これに伴い、不安全な要因も

増えたというのが、関係者の見方である。 

 その典型的な例は、いわゆる「ヘリコプター・ショッピング」で、同じ地域に複数のヘ

リコプター救急事業者が存在するため、救急指令センターは、どれでも好きなように選ぶ

ことができる。また、一つの事業者が気象条件が良くないという理由で断わると、次の事

業者を呼び出し、前の事業者に断られたことを告げることなく要請を出す。こうしたこと

を何度も続けてゆくと、そのうちに出動に応じるところも出てきて、不安全な結果を招く

ことになる。 

 たとえば 2004 年７月、救急現場で患者を乗せて飛び立ったヘリコプターが離陸直後、立

ち木にぶつかって墜落、乗っていたパイロット、フライトナース、パラメディックおよび

患者の４人全員が死亡した。この事案では、事故機が飛ぶ前に３社が出動を断っていた。

その中の１社は現場近くまで接近しながら、霧のために引っ返したほどである。しかし事

故機のパイロットは救急センターから、天候が悪いために３社から断られたといった事実

をまったく聞かされてなかった。 

 なお 2006 年には FAA が全米の救急指令センターに書状を送り、「ヘリコプター・ショッ

ピング」という言葉を使って、この種の出動要請を禁止する業務要領をつくるよう求めて

いる。 

 特に気象条件が良くなかったり、夜間だったりすると、危険性は大きくなる。 

 

多発する事故 

 1998 年から 2008 年にかけて、NTSB のデータによれば、航空医療業界では毎年平均 13

件の事故が起こった。このうち事故件数の最も多かったのは 2003 年で、死亡事故の多かっ

たのは 2008 年の 9 件である。 

 

救急ヘリコプター11 年間の事故                        

年 事故総数 うち死亡事故 

1998 8 4 

1999 10 3 

2000 13 4 

2001 14 2 

2002 13 5 

2003 19 4 

2004 14 6 

2005 15 6 

2006 12 3 

2007 11 2 

2008 12 9 

合  計 141 48 

〔資料〕NTSB データ 



 

 

 

 また総数 141 件の事故のうち 48 件が死亡事故で、死者の数は 128 人である。さらに 1998

年から 2007 年までの死者の数は年間平均 10 人であったが、2008 年になるや死者数は大き

く 29 人まではねあがった。 

 しかし、これだけのデータで、飛行時間や事故率の正確なデータもないまま、規模の拡

大がすなわち事故増加の原因であると断定することはできない。 

 GAO も 2007 年、FAA に対し飛行時間を含む飛行内容の詳細を収集するよう勧告したと

ころである。FAA は、これに応じて救急ヘリコプターの全運航者にデータの提示を求めた。

しかし、それに対する反応はきわめて低いのが今日までの実情である。 

 

 実際の飛行データはないけれども、救急ヘリコプターの飛行時間や事故率について推定

の試みをしている団体がある。ひとつは航空医学会（AMPA)である。AMPA は運航者を調

査した結果から推定しているが、それによると、救急ヘリコプターの事故率は近年わずか

ながら減少しており、10 万飛行時間あたり約３件という。 

 また死亡事故率は 2007 年が 10 万飛行時間あたり 1.54 件、2008 年が 1.8 件であった。 

 事故の原因は、ほとんどがパイロット・エラーである。さらに夜間飛行、天候悪化、へ

き地への飛行などもしばしば原因となっている。 

 

 一方、NTSB の 1998～2008 年のデータでは、パイロット・エラーが事故原因の 70％以

上を占める。また夜間、悪天候、地形といった飛行環境も 54％であるという。 

 

 ヘリコプターの救急飛行に夜間の事故が多いことはよく知られている。しかも、夜間の

事故は昼間以上に恐ろしい結果となる。また気象条件の良くない強風や濃霧のときの事故

も多い。 

 へき地への飛行が事故原因になるのは、パイロットにとって不慣れな地形を飛び、未知

の不整地に着陸しなければならないためである。 

 

安全の強化 

 近年の救急ヘリコプターの事故多発に応じて、安全性向上のさまざまな取り組みがなさ

れるようになった。 

 AAMS は 2008 年７月、医療と航空の両分野から代表を招いて安全会議を開き、両分野の

交流がいっそう緊密になるような策を講じた。 

 

FAA の動き 

 FAA は航空事業の安全を統括する国家機関である。近年は特に救急ヘリコプターの安全

回復のための努力を続けており、救急ヘリコプターの運航者に協力して、安全のためのガ

イドラインや検査要領などを出している。 

 FAA の最近の文書には次のようなものがある。 

 



 

 

 ヘリコプター救急の特殊性にもとづく監督強化――検査官の増強 

 技術情報の強化――夜間暗視装置 NVG と対地接近警報装置 TAWS の基準設定 

 事故緩和プログラムの創設 

 最低気象条件および安全飛行高度の改定――2008 年 11 月 14 日、救急飛行はすべて、

FAR パート 135 に従って飛行しなければならないとする新しい基準を出した。 

 運航管理ガイダンスの発出――出動前のリスクの判定、飛行前および飛行中の情報交

換、運航支援の強化などのためのガイドラインの作成。 

 

 FAA は最近まで救急飛行に関しては本来の権限を行使してこなかった。運航者に対する

勧告やガイダンスを出すものの、その実施を義務づけていないため、せっかくの安全施策

が実行されていないのである。 

 FAA によれば、施策の法律化には何年にもわたる時間と手間がかかるため、緊急問題に

迅速に対応しなければならない FAA の機能を妨げることにもなる。そこで法規をつくるよ

りもガイダンスを発行して、救急飛行の安全を確保しようとしてきた。しかし、これらの

ガイダンスに従うかどうかは運航者の義務ではなく、どの程度実行されているか、FAA は

掌握していなかったのである。 

 そこで GAO としては、かつて FAA に対し、こうした任意のガイダンスが運航者によっ

てどこまで実行され効果を挙げているか、承知しておくべきであると勧告した。それによ

り FAA は 2009 年１月、各地の安全検査官に指示して、調査をさせた。その結果、調査の

対象となった運航者 74 社のほとんどは実行していたという。 

 

ヘリコプター救急の安全性向上戦略 

 業界や政府の努力にもかかわらず、2008 年は最悪の事故多発年となった。この状態は、

とうてい社会的に容認できるものではない。 

 GAO としては、以上に述べたような調査結果から、ここに救急ヘリコプターの安全性向

上のためのいくつかの戦略を提案したい。 

 

（１）ヘリコプター救急の完全かつ正確なデータの取得 

 かねて指摘されているように、FAA は救急ヘリコプターの出動件数や飛行時間に関する

基礎的な情報を持っていない。FAA は 2008 年、ヘリコプター救急の運航者すべてを対象

に調査をしたけれども、回答が得られたのは４割以下であった。 

 したがって、調査の結果についても信頼性は薄い。また回答率が低いことから、完全な

データを得るためには、飛行時間などの報告を義務づける必要があると思われる。  

 これらのデータが不完全で信頼できないうちは、ヘリコプター救急業界の全貌を把握す

ることはできない。したがって安全性向上のための努力もどこまでやればいいのか、正確

な目標を定めることができない。 

 

（２）安全技術の活用 

 安全性向上のためには、そのための技術やインフラを適切に活用する必要がある。 



 

 

 たとえば旅客機の場合、地形衝突警報装置（TAWS)を開発し装着することによって、今

ではほぼ完全に、この種の事故はなくなった。正常な飛行をしながら、乗員の気づかぬう

ちに山にぶつかったり、障害物や水面に突っ込む事故は、先にも述べたとおり CFIT：

（Controlled Flight Into Terrain）といって決して少なくないし、その結果は大きな不幸を

招くことになる。 

 また夜間暗視装置（NVG）も役に立つと思われる。今後の技術的課題としては電線やケ

ーブルの探知装置を開発すること、ならびに TAWS をヘリコプター用に強化することであ

ろう。 

 しかし 2009 年２月の NTSB の公聴会でも明らかになったように、こうした技術開発は

今のところ必ずしも活発ではない。NTSB はかねて、FAA に対し救急飛行のための TAWS

の開発を業界に求めるよう勧告してきた。 

 FDR とコクピット・ボイス・レコーダー（CVR)の救急ヘリコプターへの取りつけも１年

以内に検討を終わるよう求めているところである。 

 

 

（３）救急飛行の安全性向上に関する努力の継続 

 救急ヘリコプター業界も政府も、安全性向上の努力を継続し、中断してはならない。 

 1980 年代なかば救急ヘリコプターの事故が多発したため、NTSB は 1988 年 FAA に対す

る 19 項目の安全勧告を発した。FAA もそれに応じて具体策をとったため事故は減少したが、

時間がたつにつれて再び事故が増える傾向を見せ始め、2003 年にピークに達した。 

 その後、業界の努力によって事故はいくらか減ったものの、2008 年には三度び大きなピ

ークに達した。このことから、安心したり努力が減ったりすると、事故が増えるといわざ

るを得ない。 

 

（４）NTSB の勧告の履行 

 NTSB は 2006 年、救急飛行に関する特別報告書を出したが、その中で特に FAA に対す

る４項目の勧告があった。それは次のとおりである。 

① 救急飛行は患者が乗っていようと乗っていなかろうと、医療スタッフが同乗している限

り FAR パート 135 の規定にしたがって飛行する。 

② 飛行のリスク評価プログラムをつくって実行に移す。 

③ 出動判断と飛行追跡監視に関する正規の手順を定める。 

④ 救急ヘリコプターに TAWS を取りつける。 

 

 この４項目のうち、2009 年１月までに FAA が実行に移したのは出動判断と飛行監視だ

けであった。ところが 2009 年２月の NTSB 公聴会では、業界の多くの人が NTSB の４つ

の勧告に同意する証言をしたのである。 

 これらの勧告は、すでに法制化する案もでており、いずれ法律として施行され、業界の

義務となる可能性が大きい。 

 



 

 

（５）安全管理システムの救急飛行への応用 

 飛行の実施にあたっては、機長を初めとする関係者の判断が間違うことのないよう、い

くつもの基準や手順が定められ、それに従って決断がなされてゆく。しかし多くの基準が

つくられてゆくうちに、互いに矛盾するものができてくる。 

 その結果、FAA が 1998 年から 2004 年の救急飛行事故を調べたところ、運航管理がおこ

なわれてなかったり、出動判断の基準が不充分だったりしたことが原因とみられるような

事故が多く見つかった。 

 こうした問題をなくすために、FAA は救急ヘリコプターの運航者に対しガイダンスを提

供し、飛行リスク評価の手段をつくり、安全管理システム（SMS:Safety Management 

Systems）を構築するよう指導すべきである。 

 

 

（６）救急飛行の監督に関する州政府の役割を明確にすること 

 救急飛行の業界は州政府が広範な監督権を振り回し、こまごました問題に口を出してく

ることを嫌う。しかし経営者の中には、住民の健康維持管理の一部として、州政府が救急

飛行に関する法令をつくることも当然と考える。しかしまた、国の「航空規制緩和法」に

より州政府が航空輸送の運賃、路線、サービス内容などの規制を禁じていることから、救

急飛行事業も自由におこなわれるべきであるとする意見もある。 

 こうしたことから、救急飛行の現状は州政府や自治体の監督が限定されたものとなって

おり、しかも州によって程度が異なる結果となっている。 

 ここは矢張り、住民の健康管理という観点から州政府にも救急飛行の監督権をもたせる

ような国の法令が必要であろう。 

 

（７）救急飛行の適切な利用 

 救急飛行に関連する団体や医師の中には、救急ヘリコプターの利用が過剰だったり、不

要だったりするという意見を表明しているところがある。また患者の搬送先についても、

医学的な理由よりも保険の内容や病院との取り決めによって決まるというのである。 

 ヘリコプターの過度の利用は安全を損ない、患者のためにもよくないという意見もある。 

 また最近は、救急車よりもヘリコプターの方が患者のためになる例は少ないという調査

結果も見られる。もっとも、これにはヘリコプターの方が救命率は高くなるという反論も

見られる。 

―― 完 ―― 

 

 以上がアメリカ下院の航空関連の委員会に、2009 年４月 22 日付けで提出された報告書

の概要である。 

 GAO（Government Accountability Office）はアメリカ議会の傘下にあって、議会および

連邦政府の支援のために、連邦政府の事業や方針について監査、調査、分析、評価をおこ

ない、議会の予算決定に関連して勧告や助言をおこなう機関として活動している。 

（要約：西川 渉） 



 

 

Ⅲ 救急飛行の事故分析 

―― NTSB 公聴会での証言速記録 ―― 

 

2009 年２月３日 

アイラ・ブルーメン教授（シカゴ大学救急医学） 

 

 本日これから申し上げることは、われわれ研究グループが長年にわたって、救急ヘリコ

プターの事故を調査分析してきた結果であります。 

 その調査結果を申し上げる前に、NTSB が 1988 年、救急飛行の事故 59 件とその他の FAR

パート 135 の飛行を比較したところ、救急ヘリコプターの事故率は 10 万飛行時間あたり

12.34 件で、他のヘリコプター事業分野の２倍に近く、死亡事故率は 10 万時間あたり 5.4

件で 3.5 倍に近いという結果が出ています。つまり、救急飛行は同じヘリコプターの運航で

はありますが、それ自体、危険な要素をはらんでいるといえるかもしれません。 

しかし安全とは危険がないということではありません。その危険を克服することが安全

なのであります。 

 

事故件数 

 さて、われわれの調査は 2002 年に始まりました。救急ヘリコプターの事故および死亡事

故を集計し分析するものですが、その後も新しいデータを追加し、毎年秋の AMTC（Air 

Medical Transport Conference）で公表しながら今日に至っております。 

 データの出発点は 1972 年です。この年から民間ヘリコプターによる救急飛行が始まりま

した。08 年までの事故件数をたどってみますと、NTSB の報告が出た 1988 年頃から 90 年

代なかばに向かって、事故件数はわずかながら減少し、98 年頃から急に増加しました。そ

して 2008 年には死亡事故が一挙に増えたわけです。 

 1972 年から 2008 年までの事故は総数 264 件。そのうち 98 件が死亡事故です。また 264

件の事故機に乗っていた人は 797 人。そのうち 264 人が命を失くしました。 



 

 

 さて、事故が増え始めた 1998 年以降、2008 年までの 11 年間を取ってみますと、事故件

数は 146 件で、72 年以来 37 年間に起こった事故の 55％を占めております。また死亡事故

は 50 件です。近年になって事故が急増したことが分かります。 

 このことは 1988～97 年の 10 年間と 98 年以降の 11 年間を見ても、前の 10 年間は年間

平均５件の事故ですが、98 年以降の 11 年間は 12.4 件です。なぜ２倍半にもなったのか。

飛行件数が増えたのか、安全性が落ちたのか、よく分かりません。しかも、この 11 年間は

徐々に事故が増える傾向を示しています。 

 こうした事故の増加について、拠点数や機数の多い地域では事故も多いという意見もあ

ります。だからといって、それが競争の結果によるものか、単に機数が多いからなのか、

はっきりしたことは分かりません。いずれにせよ、救急ヘリコプターの事故は特定地域に

限ることなく、全米いたるところで起こっています。 

  

死亡事故 

 ところが死亡事故の割合を見ると、1990 年から 97 年までは 46％だったけれども、98 年

以降は 34％に下がった。1980～89 年の 39％よりも低い。すなわち、最近 11 年間は事故は

増えたけれども、死亡事故の割合は減ったという状況になっています。 

 この 11 年間に救急ヘリコプターの事故に巻き込まれた人は 430 人です。そのうち 131 人

が死亡しました。ちょうど３割です。死者の内訳は乗員が 111 人、患者は 16 人、その他４

人です。 

 ただ 2008 年は一挙に 29 人が死亡しました。ヘリコプター救急の歴史上、最大の死者で

す。 

 救急飛行の事故は、いつ、いかなる理由で起こるのでしょうか。夜間の事故は 49％です。

昼夜半々といえるかもしれませんが、夜の出動件数は全体の 36％です。 

 事故の原因は、77％がヒューマン・エラーだそうです。最も多いのは障害物への衝突で

す。電線、樹木、看板、支線などにぶつかるわけです。次いで天候悪化ですが、機材故障

は 17％、その他３％、原因不明２％となっています。対地衝突（CFIT：Controlled Flight  

into Terrain)、すなわち正常な操縦をしながら山や地面にぶつかる事故も 11 年間に 21 件

発生し、そのうち 19 件が死亡事故となっています。 

 天候悪化による事故は 19 件ですが、死者が出た割合は 56％です。他の死亡事故も合わせ

た割合は 34％ですから、天候悪化による事故は死亡事故になりやすいといえるでしょう。 

 

事業規模 

 次に米ヘリコプター救急の事業規模を見ます。2008 年、救急ヘリコプターは 668 機でし

た。それまで、救急ヘリコプターは長年にわたって着実に増えてきました。それも、1986

年の 151 機から 95 年には 293 機となり、2005 年には 585 機と、だいたい 10 年ごとに倍

増してきました。このようにヘリコプター救急事業が拡大した理由は、この数年来、飛行

料金の支払いが公的保険メディケアからも支払われるようになったことが大きな要素のひ

とつではないかと思われます。 

 なお救急飛行をしているヘリコプターは、このほかにもあります。州、市、カウンティ



 

 

などの自治体、それに軍隊もアラスカ州やハワイ州で一般住民のための救急飛行をしてい

ます。これらを合わせると、全米の救急ヘリコプターは2008年の時点で836機になります。 

 一方、プログラム数も同じように増えてきましたが、この２～３年はわずかながら減っ

ております。これは相互に合併したり、吸収されたり、事業の閉止があったりしたためで

す。そろそろ飽和点に近づいたのかもしれません。 

 

飛行時間 

 われわれ研究グループは、救急ヘリコプターの運航者に直接あたって調査をしてきまし

た。2002 年の調査開始の当初はヘリコプター運航会社５社にあたっただけですが、2005～

06 年はヘリコプター10 機以上を保有する９社にあたり、2007 年は５機以上を保有する 15

社、2008 年は 20 社の調査をしました。 

 これで全米プログラム数の８割、ヘリコプター数の９割ほどカバーできるわけですが、

その調査結果は、この 12 年間の飛行時間が１機あたり平均 575 時間でした。 

 さらに必ずしも正確な数字ではありませんが、1972 年から 2007 年までの救急ヘリコプ

ターの飛行時間はおよそ 470 万時間と思われます。そして年間飛行時間は近年 40 万時間に

近づいております。 

 

患者救護数 

 次に、われわれは運航者の直接調査によって、患者数の調査を試みました。昔の数字は

余り正確ではないと思いますが、最近６年間は１機あたり年間平均 425 人の搬送になって

おります。 

 そうすると 1972 年から 2007 年までの間に 430 万人くらいの患者がヘリコプターで救護

されたと推定されます。 

 

事故率 

 以上のようなさまざまな数字を総合して推定しますと、10 万飛行時間あたりの事故率は

５件を切っております。2000 年から 2003 年は５件を上回っておりましたが、その後は５

件以下です。特に 2006～08 年は約３件です。また死亡事故は 1992 年以来、10 万時間あた

り２件以下です。 

 このような事故率を他の航空分野の事故率とくらべてみると、軽飛行機などのジェネラ

ル・アビエーション分野よりも低く、ヘリコプター全体よりも低い結果となります。 

 ただし死亡事故率は、どうかすると最も高くなっています。2006 年と 07 年は一時的に、

ジェネラル・アビエーションやヘリコプター全体よりも低くなりましたが、2008 年は一挙

に高くなりました。 

 

危険な職業 

 次に救急飛行という仕事が他の仕事にくらべて危険かどうかという問題です。 

 これを労働省の統計から、さまざまな職業について、従業員 10 万人あたりの死亡率を比

較します。 



 

 

 

危険な職業 

職  種 死亡率（人/10万人） 

漁業 111.8 

林業 86.4 

操縦士 66.7 

鉄鋼業 45.5 

農業牧畜業 38.4 

屋根屋 29.4 

送電線建設修理 29.1 

石炭鉱業 28.4 

運転手 26.2 

ごみ収集業 22.8 

巡査 21.4 

〔資料〕米国労働局、2007 年 

 

 この表から見ると、死亡率の高い職業の第３位に航空機のパイロットとフライト・エン

ジニアがきています。死亡率は 10 万人あたり 66.7 人です。 

 そこで、これと同じように救急ヘリコプターのパイロットや医療クルーについて、われ

われの調査結果からヘリコプター１機あたりの従事者を平均 18 人と推定しました。内訳は

パイロットが４人、フライトナースやパラメディックなどの医療クルーが８人以上、そし

てパートタイマーやバックアップ要員などを考え、全員誰でも危険の度合いは同じと仮定

します。 

 そうすると 2008 年のヘリコプター救急事業の従事者は、全米で 12,000 人未満となりま

す。言い換えれば約 12,000 人がヘリコプター救急の仕事をしていたわけですが、この年死

亡した乗員は 23 人でした。 

 そうすると従事者 10 万人あたりの死亡は 164 人になります。これを上の表に当てはめる

と最も危険な漁業従事者の 111.8 人を超え、この上ない危険な職業ということになります。

同様に 2007 年を計算しますと 10 万人あたりの死者は 50 人となって、第４位になります。 

 さらに過去 29 年間の死亡率は 10 万人あたり平均 212 人、最近 10 年間の死亡率は平均

113 人と推定されます。この 113 人という死亡率も漁業従事者より多く、最も危険な職業に

位置します。 

 

患者の危険度 

 一方、患者さんの危険度はどのくらいでしょうか。過去 29 年間に救急ヘリコプターで搬

送された患者数はおよそ 450 万人です。そのうち 34 人がヘリコプターの事故で死亡しまし

た。したがって 10 万人あたり 0.76 人です。これを救急車の事故で死亡した患者数とくら

べると面白いのですが、データがありません。 

 そこで、1999 年に米国科学アカデミーの医科学研究所が出した数字とくらべてみます。



 

 

これは医療事故や医療ミスのために病院で死亡した患者さんの人数ですが、年間 44,000～

98,000 人で、10 万人あたりの死亡率は 131～292 人となります。これは非常に高い死亡率

で、上の表に照らしても飛び抜けて高い。 

 このように救急ヘリコプターは事故が多いけれども、患者さんの生命まで大量に奪って

いるわけではないことが分かります。もちろん１人でも死者が出るのは問題ですが、運航

クルーや医療クルーの乗員たちが自分の命をかけて人を助けようとしている――そんな構

図が見えてくるのではないかと思います。 

 とはいえ、救急機の事故はもっともっと減らさなくてはなりませんし、必ずや減らせる

はずであります。 

（要約：西川 渉） 



Ⅳ 死亡無事故のカナダ救急飛行 

―― NTSB 公聴会での証言速記録 ―― 

 

2009 年 2 月 3 日 

シルベーン・セクイン 

（カナディアン・ヘリコプター副社長） 

 

全体像 

 本日はカナダの救急飛行がどのようにおこなわれているかについて、お話いたします。

アメリカとはやや異なったところもありますので、ご参考になれば幸いです。 

 最初にカナダ全体のヘリコプター救急のもようを概観します。専用機による救急飛行が

始まったのは 1977 年。救急飛行の条件はパイロット２人乗りで、それぞれ計器飛行の資格

を有するということでした。 

 それから 30 年余りたった現在、カナダ全体で拠点 13 ヵ所。予備機を含めて 20 機のヘリ

コプターが飛んでおります。運航するのはヘリコプター会社４社です。 

 救急事業の形態は、基本的にはアメリカと変わりません。病院を拠点として、ハイウェ

イの事故その他の救急事態に対応します。夜間も飛びます。計器飛行もします。４社のひ

とつ STARS は夜間暗視装置（NVG)も使い始めました。 

 これまでの飛行時間は総計およそ 23 万時間と推定されます。この間、一度も死亡事故は

ありません。2008 年に１件の事故がありましたが、死者は出ていません。 

 ヘリコプターの運航費は公的資金でまかなわれています。したがってアメリカのような

料金回収の苦労がありません。契約は州政府の厚生省が入札によって決定します。 

 

４州 13 拠点で実施 

 カナダのヘリコプター救急は上述のとおり1977年オンタリオ州トロントでベル212双発

ヘリコプター（標準 15 席）によって始まりました。次いで 1985 年アルバータ州カルガリ

ーで STARS が BK117（10 席）の運航を開始、1996 年にはブリティッシュ・コロンビア

州とノヴァスコシア州でも始まりました。 

 こうして現在は４つの州で、４社が救急ヘリコプターを運航し、およそ 2,100 万人の人

口をカバーしています。総人口は約 3,320 万人です。 

 そこで州ごとの現状を見てゆきます。オンタリオ州では拠点７ヵ所で 11 機のシコルスキ

ーS-76A が飛んでおります。運航開始から最近までに 17 万時間を飛び、死亡事故はありま

せん。出動の 35％は夜間で、25％が計器飛行です。2010 年からは S-76A（14 席）に代わ

って、AW139（14 席）が 10 機導入される予定です。 

 アルバータ州では拠点３ヵ所で５機の BK117 が飛んでおります。1985 年以来 25,000 時

間を飛び、死亡事故はありません。夜間飛行は 40％、計器飛行は１％以下です。2009 年か



ら３機の AW139 が BK117 の補強のために導入され始めました。 

 西海岸のブリティッシュ・コロンビア州は拠点２ヵ所で S-76A が２機とベル 222（10 席）

が１機飛んでおります。1996 年以来の飛行は 25,000 時間を超え、死亡事故はありません。

夜間飛行は 45％、計器飛行は 25％程度です。 

 東海岸のノヴァスコシア州は拠点１ヵ所、S-76A が１機飛んでいます。1996 年以来 9,000

時間ほど飛んで、死亡事故はありません。夜間飛行は 35％、計器飛行もおよそ 35％です。 

 以上を一表にすると下のようになります。このほか、これらの定常的な救急飛行を補う

ために、必要に応じて他社のヘリコプターを臨時にチャーターして救急飛行に充てること

もあります。この場合は安全を考慮して昼間の飛行に限定し、また余り遠隔の地まで飛ば

ないようにしております。 

 

州 開始年 拠点数 使用機 飛行時間 夜間飛行 計器飛行 

オンタリオ 1977 7 S-76A×11 170,000 35% 25% 

アルバータ 1985 3 BK117×５ 25,000 40% １％未満 

ブリティッシュ・ 

コロンビア 
1996 2 

S-76A×２ 

ベル 222 
25,000 45% 25% 

ノヴァスコシア 1996 1 S-76A 9,000 35% 35% 

〔注〕飛行時間は事業発足以来の累計 

 

医療クルーの訓練 

 救急ヘリコプターに乗りこむ医療クルーは、オンタリオ州とブリティッシュ・コロンビ

ア州がパラメディック２人、アルバータ州とノヴァスコシア州がパラメディックとフライ

トナースです。しかし、救急患者の内容によって変わることもあります。 

 医療クルーの訓練は、パラメディックの場合、乗務のための基礎的な事項、機内での任

務、緊急時の対応、毎日のブリーフィングなど。さらにホバリングしながら外へ出る訓練

もおこないます。完全な着陸ができない場所で外へ出なければならないようなこともある

からです。 

 またパイロットなどの運航クルーも含めて、山の中のサバイバル訓練や水中からの脱出

訓練もします。 

 訓練のためにはシミュレーターも使います。 

 

 

出動指令 

 以上のような救急ヘリコプターに出動要請を出すのは、各地の指令センターです。救急

電話の受付け拠点には医師も待機していて、電話を受けた職員が判定できないときは医師

と相談し、ヘリコプターに出動要請を出すか出さないかを決めます。 

 電話を受ける職員は判定のための訓練を受けており、指示書を持っていて、それにした

がって判断します。指示書にはヘリコプター、飛行機、救急車などのいずれを出動させる

か、判定の仕方が書いてあります。現場到着までの時間や傷病の程度などを勘案して判定

するわけですが、そうした基準に合わないような事案のときは医師に相談し、最終的な判



断を下します。 

 

法規と訓練 

 次に法的な枠組みですが、気象条件や夜間の有視界飛行条件はカナダ航空法に定められ

たとおりです。計器飛行はパイロット単独でも可能ですが、救急飛行では認められません。 

 また夜間暗視装置（NVG)の使用は、STARS 社が始めたばかりですが、障害物の上空 1,000

フィート以上、視程３マイル以上という有視界条件に限っております。ただし山間部の飛

行は視程５マイル以上です。 

 パイロットは NVG の訓練を受ける必要があります。基礎的な講義を受けたのち、３時間

の実飛行訓練を受けます。さらに上級の NVG パイロットになるには 35 回の離着陸訓練と

山間部での飛行訓練をおこない、上級課程の講義も受けます。 

 われわれはカナダ航空法と州当局の実施条件を厳格に守って仕事をしております。州当

局の条件の中にはシミュレーター訓練も含まれております。そして最低 2,000～3,000 時間

の飛行経験（州によって異なる）、1,000 時間の機長経験、100 時間の当該機種経験、定期

事業用操縦士の資格、計器飛行資格、夜間飛行の訓練終了、身体検査合格証などが要求さ

れます。また水中でのサバイバル訓練も必要です。 

 副操縦士は最低飛行経験 500 時間ですが、夜間飛行訓練を終了し、計器飛行の資格を持

っていなければなりません。 

 繰り返しますが、使用機は全て双発機で、計器飛行装備をしており、パイロットは２人

乗務、機長は定期事業用と計器飛行の資格を持ち、シミュレーター訓練を受けております。 

 また機体はほとんど格納庫に納め、整備士が常に点検しております。 

 これらの条件は、しかし、カナダに限ったことではありません。アメリカでも、たとえ

ばニュージャージー州警察は、双発ヘリコプターS-76B を使い、計器飛行の資格を持った

パイロット２人が乗り組み、運航管理も１ヵ所に集中しています。そして 1988 年以来

35,000 時間以上の救急飛行をしていますが、事故は皆無です。 

 

安全管理システム 

 次は、安全管理システム（SMS)を、どのようにして救急飛行に応用するかという問題で

す。 

 航空の安全は明らかにトップダウンによって始まります。すなわち要員、機材、施設、

訓練などの内容を決めるのは組織のトップです。その基本方針の下に中間管理職の人たち

が作業要領や判断基準を定めます。現場の職員は、これらの基準に従って仕事を進め、 

「Go or No‐Go」の判定をします。 

 上に立つ者は、安全にかかわる現場からの報告に耳を傾け、些細なことにもきちんと対

応し、罰則を科してはなりません。些細な問題に対応することが大事故の予防になります。

というのは、ここで一度、処理の前例をつくっておけば、次に同じようなことが起こるの

を予防したり、現場の職員だけで対応できるようになるからです。 

 この積み重ねが標準作業要領（SOP)や方針になってゆくわけです。 

（要約：西川 渉） 

 



 

カナダのヘリコプター救急拠点 

 



Ⅴ 救急ヘリコプターの安全に関する勧告 

 

2009 年 9 月 1 日 

米国運輸安全委員会（NTSB） 

 

 

59 件の事故調査報告書 

 ヘリコプターによる救急医療サービス（HEMS)は、緊急事態におちいった患者を遠隔の

地から時間をかけずに搬送できる点で、住民に対する重要な機能を果たしつつある。 

 ヘリコプター救急は医療と航空という二つの分野の高度に進歩した技術を統合し、１日

24 時間休みなく飛ばなければならない。これによって毎年 40 万人の患者が救護され、移植

臓器が搬送されている。 

 その存在意義は大きいが、一方で悪天候、夜間、未知の場所への着陸といった悪条件も

あって、他のヘリコプターの飛行にくらべて事故のリスクも大きい。 

 そこで NTSB は、かねてから救急飛行の安全に注意し、1988 年にはひとつの調査結果を

発表した。それは 1978～86 年の間に発生した救急ヘリコプターの事故 59 件を精査したも

ので、この結果により NTSB は FAA、気象庁、および２つの関係団体に対し 19 項目の安

全勧告を出した。 

 この勧告には訓練、運航規則、搭載機器、業界の協調体制、疲労と休養などの問題が含

まれる。 

  

55 件の事故分析報告書 

 その後 1990 年代末から 2000 年代初めにかけて、ヘリコプター救急事業は急速に拡大し

た。それにつれて、事故件数も増加し始めた。この増加傾向にかんがみて、NTSB は 2006

年１月、救急飛行に関する特別調査報告書を発表した。 

 この報告書は 55 件の事故を分析したもので、対象となったのは過去３年間に発生した救

急ヘリコプターの事故 41件、飛行機の事故 14件である。これらの事故による死者は 54人、

うちヘリコプターの事故による死者 39 人であった。分析の結果、55 件中 29 件は正しい判

断と措置が講じられていれば、防止可能なものであった。 



 この報告書が出た 2006 年、救急ヘリコプターの死亡事故は３件、死者５人に減った。翌

2007 年は救急ヘリコプターの死亡事故２件、死者は７人であった。ところが 2008 年、死

亡事故８件、死者 29 件と急増したのである。これはヘリコプター救急史上最悪の記録であ

る。 

  

公聴会の開催と課題の抽出 

 2008 年の事故急増に伴い、NTSB は 2009 年２月、４日間に及ぶ公聴会を開催した。証

人は 41 人。そのうち８人はヘリコプターの運航者、12 人は関連団体の代表、６人はメーカ

ー、４人は病院の関係者である。 

 加えて、数人の団体代表が直接、証人に質問した。この団体とは、FAA、HAI、AAMS、

救急操縦士協会、エアメソッド、ケアフライトである。 

 この公聴会の結果、次のような課題が明らかになった。 

 操縦訓練の充実 

 飛行時間データの集積 

 飛行記録装置とそのデータの活用 

 安全管理システム（SMS) 

 気象情報 

 自動操縦装置の利用またはパイロット２人乗務 

 夜間暗視装置 

 料金回収の問題 

 連邦政府としての方針とガイドライン 

 

勧 告 

 以上の状況にもとづいて、NTSB は以下の勧告をおこなう。 

 

★ 連邦航空局（FAA）への勧告 

1. 救急飛行に従事するヘリコプター・パイロットの訓練基準を、天候悪化や障害物な

どの緊急事態を勘案して策定し、慣熟するまでの繰り返し訓練の頻度を定める。 

2. 前項の基準ができたならば、救急ヘリコプターのパイロットに対し、FAA 承認のシ

ミュレーターによる訓練をおこなうよう要求する。 

3. 救急ヘリコプターの運航事業者に対し、組織内に安全管理システム（SMS)を構築し、

危機管理を実行に移すよう要求する。 

4. ヘリコプターの運航事業者に対し、使用するヘリコプターにフライトデータ記録装

置（FDR）を取りつけ、その管理体制をつくって、正常な操縦操作範囲その他の安

全限界から逸脱した操作がなかったかどうかを監視するよう要求する。 

5. 救急ヘリコプターの運航者に対し、年ごとの総飛行時間、有償飛行時間、有償飛行

距離、搬送患者数、および出動件数を報告するよう要求する。 

6. 救急ヘリコプターの運航者に航空気象情報のデジタル・データの利用を認める。 

7. 救急ヘリコプターの飛行が安全に遂行できるような低空域のインフラ整備について

検討し、その効果を公表する。この中には気象情報の収集と発信、位置情報の自動



監視発信システム（ADS-B)の役割も含まれる。 

8. 前項の低空域インフラ整備が有効と判断されたならば、これを実行に移す。 

9. 救急ヘリコプターの運航者に対し、夜間暗視装置を取りつけ、パイロットに使用法

の訓練をして、夜間飛行に際してはそれを使うように求める。 

10. 救急ヘリコプターは自動操縦装置（オートパイロット）を取りつけ、パイロットに

使用法の訓練をして、パイロット２人が乗務していないときは、それを使うよう要

求する。 

〔訳注〕ADS-B：Automatic Dependent Surveillance-Broadcast とは衛星利用の航法シ

ステム。航空機が GPS で得た位置情報などを高精度で、頻繁に自動発信する仕組みで、

せまい空域で低空を飛ぶヘリコプターにとっては極めて有効であり、他機との間隔を保

ち、相互に通信することもできるので、航法上の安全性が高まるという。 

 

★ 公的運航者への勧告 

1. 救急飛行に従事するパイロットに対しシミュレーターや訓練装置を使って、天候悪化

や障害物件などの緊急事態を勘案して訓練し、これを繰り返し実施して慣熟をはかる。 

2. 管理プログラムを含む安全管理システム（SMS)を実行する。 

3. 使用機に FDR を取りつけ、そのデータ管理体制をつくって、正常な操縦操作範囲その

他の安全基準から逸脱した操作がなかったかどうかを監視する。 

4. 使用機に夜間暗視装置を取りつけ、パイロットの訓練をして、夜間飛行に際してはそ

れを使うように求める。 

5. 救急任務に使う機体にオートパイロットを取りつけ、パイロットの訓練をして、２人

乗務でないときは、それを使用する。 

 

★ 救急関連の連邦合同委員会への勧告 

1. 州政府や自治体の救急医療システムの構築に際して、救急ヘリコプターの使い方に関

する全国共通のガイドラインを作成する。 

2. 救急出動に際して、そのときの状況に最適の搬送手段を選ぶためのガイドラインを作

成する。 

 

★ 厚生省保険局への勧告 

1. 救急ヘリコプターの飛行料金について、救急事業の安全の程度に応じて支払い額を変

更することが適当かどうか検討する。 

2. 前項の検討の結果、それが適当ということになれば新しい支払い体系をつくり、安全

策の実施程度の高い事業体に対しては、高い金額を支払うこととする。 

（要約：西川 渉） 



Ⅵ ヘリコプター運航者へ安全運航の呼びかけ 

 
2010 年 2 月 21 日 

メーカー４社の CEO 共同声明 

 

 近年ヘリコプターの事故が多発し、メディアの度重なる報道によって一般市民の関心が

高まると共に、その安全性について否定的な認識が生じるに至りました。安全の問題は、

ヘリコプター界が最重要視しているところですが、現下の状況は最悪といわざるを得ませ

ん。 

 安全は、ヘリコプターの用途や運航者によって大きな違いがあります。けれども、私ど

もメーカーは全ての事故について深い関心を抱いており、製品および運用マニュアルにつ

いても安全上の見地から改善を続けております。これらを利用していただく運航関係者の

皆さまも、私どもの推奨する整備規定および運航規定に則ると共に、国際ヘリコプター安

全チーム（IHST）が推奨する安全強化基準を実行するよう、ここに要請いたします。 

 IHST は 2006 年初めの発足以来、北米、欧州、ブラジル、インド、アラブ湾岸の各国で

数百のヘリコプター事故について原因を分析し、再発防止策を見出すべく努力してきまし

た。分析の結果は IHST のウェブサイトに公表されております。問題の所在はヘリコプタ

ーの機種や運用の違いによって異なりますが、安全性の向上をはかるには大きく次の４つ

の領域に努力を集中すべきことが特定されました。 

 

１.安全管理システム（SMS） 

２.訓練 

３.最新の機器およびシステムの利用 

① 飛行データ監視（FDM）システム 

② 異常モニターシステム（同システムが入手可能な場合） 

③ 特定の飛行目的に応じた特殊装備品の使用（たとえば夜間暗視ゴーグル、対地

衝突警報装置、悪天候に備える計器飛行装備など） 



４.整備基準の厳守 

 

 上の SMS、訓練、および FDM に関する詳細は、IHST のホームページの中の“Safety 

Resources”の頁に掲載してあります。努力の焦点をどこに当てるべきかを確かめるために、

そしてあなたが次の事故を起こす当事者にならないためにもご利用ください。 

 

＜署 名＞ 

ジュゼッペ・オルシ（アグスタウェストランド社長） 

ジョン・ギャルソン（ベル・ヘリコプター社長） 

ルッツ・ベルトリング（ユーロコプター社長） 

ジェフリー・ピノ（シコルスキー社長） 

 

 

共同声明調印後の握手をするヘリコプター・メーカー４社――左から 

アグスタウェストランド、シコルスキー、ユーロコプター、ベルの各社長 

 

〔HEM-Net 注〕 

 上の文書は去る 2 月 21 日、ヒューストンで開催された国際ヘリコプター協会（HAI）総

会で、ヘリコプターメーカー４社の社長によって発せられた共同声明である。国際ヘリコ

プター安全チーム（IHST）の主宰する安全問題討議ののち、４人そろって署名がなされた。

この共同声明の末尾に記された IHST のホームページには、安全のためのツール・キット

として、 

Safety Management System（108 頁） 

Helicopter Training Toolkit（45 頁）  

Helicopter Flight Data Monitoring Toolkit（22 頁） 

などの参考資料が掲載されている。膨大な量なので、ここに要約することはできなかった

が、ぜひ参考にしていただきたい。 

 



 

なお、IHST の掲げる安全目標は下図のとおり、2001～05 年のヘリコプター事故を基準

として、2016 年までの 10 年間に救急機に限らず、全ヘリコプターの事故率を８割減とす

る。すなわち、2005 年当時の事故率が 10 万時間あたり 9.4 件だったが、これを 2016 年ま

でに 1.9 件まで減らそうというもので、実際に 2006～09 年の事故率は目標通りに進んでい

るという。 

 

 

 

（要約：山野 豊） 



Ⅶ 議会への提言 

 

2009 年 4 月 17 日 

米ヘリコプター事業用操縦士協会 

 

 PHPA は事業用の資格を持つヘリコプター・パイロット 4,000 人以上の会員から成り、

そのうち 1,500 人余が救急飛行の実務にあたっている。 

 われわれはヘリコプター救急飛行（HEMS）の安全性向上策が決して容易ではなく、費

用もかかることをよく承知している。だからといって、放置しておくことはできない。PHPA

としてもかねてから、救急飛行の事故多発を憂慮してきた。 

 幸か不幸か、ここにきて NTSB の公聴会を初め、政府機関、業界、メディア、そして社

会一般の人びとが HEMS の安全問題に関心をもつようになったことは喜ばしい。しかし、

対話や論議ばかりで、実行がなければ、安全を回復することはできないことも知っていた

だきたい。 

 われわれパイロットとしては、事故原因の多くが「パイロット・エラー」という結論に

なっていることについて、大きな疑問を抱いている。これはコクピットの外側から見ただ

けの結論に過ぎないのではないだろうか。 

 ヘリコプター事故の詳細について、最近では国際ヘリコプター安全チーム（IHST）が世

界的に努力を重ね、分析を進めている。しかし、まだ統計的な処理にもとづく分析にすぎ

ない。 

 不幸にして、ヘリコプターには旅客機のような飛行記録装置（FDR)が搭載されていない。

したがって事故原因の究明も隔靴掻痒の感を免れない。 

 対地衝突（CFIT）の原因にしても、なぜベテラン・パイロットが正常な航空機を操縦し

て、山や地面に突っこむのか。本当のところはよく分からぬまま、パイロット・エラーと

して片付けられてしまう。 

 この場合パイロットはむしろ、事故の犯人ではなく犠牲者なのである。この問題につい

て、パイロットは長年沈黙してきたが、事故の背景にあるのは適切な装備や訓練がなされ

てこなかったということだ。というのもヘリコプター業界の経済的な現実から見て、同じ

パイロットとはいえ定期航空のパイロットとは大きく異なるところである。 

 たしかに事故の罪をパイロットに着せれば、話は簡単であり、おそらく正しいかもしれ

ない。たとえば小型の単発ヘリコプターが限度いっぱいの重量で夜間、暗視装置もなけれ

ば対地接近警報装置（TAWS）もなく、コパイロットやオートパイロットも乗せないまま、

ギラギラした明かりで照射された交通事故の現場から漆黒の闇に向かって飛び立てば、電

線にぶつかったり方向を見失ったりすることもあろう。しかし、だからといって、こんな



ことから生じた事故をパイロットの所為だというだけでは、次もまた同じことが起こるで

あろう。 

  

 われわれパイロットたちは、救急飛行の安全確保は決して簡単かつ安価だと思っている

わけではない。救急ヘリコプター業界が、その総意として、真に定期航空の安全水準にま

でゆきたいと考えるならば、それと同じ方法を取るべきである。ヘリコプターの操縦は大

型旅客機の操縦よりもやさしいとは限らない。むしろ複雑で、飛行条件も困難な状況にあ

ることが多い。 

定期航空業界は安全性を高めるために、過去数十年にわたって機体装備、訓練、支援体

制など目に見える形で改善の努力をしてきた。ヘリコプターについても同じ努力が必要だ

が、そのためには莫大な費用と時間がかかるであろう。しかし、だからといって、立派な

基準をつくるだけで、それに従うか従わないかは企業や個人の任意でよいというのでは、

事態は変わらない。 

新しい基準ができたことによって、パイロットがそれを気にする分だけ、新しい種類

の事故が起こるかもしれないのだ。社会一般の人びとも、結局いかに緊急事態だからとい

って、そんな危ない手段で救急搬送をしてもらいたいとは思わなくなるであろう。 

 アメリカのそんな状態にもかかわらず、隣国カナダでは救急飛行も定期航空と同程度の

安全水準にある。すなわちカナダでは過去 30 年余り、同じような救急飛行を続けていなが

ら、HEMS の死亡事故は一度も起こしていないのである。 

 

提 言 

 以上により、われわれ PHPA は次のように提言する。これは豊富な経験をもったプロ・

パイロットたちが飛行のたびに、その責任を充分に自覚しつつ、安全に目的を完遂するこ

とを願ったものである。 

 

１ 航空機の信頼性 

（１）整備 

 PHPA は目下、IHST の調査研究の結果を待っており、その結果に応じて見解をまとめる

予定である。 

 

２ パイロットの信頼性 

（１）訓練 

 パイロットの飛行時間と経験について、HEMS 以外の分野におけるものは必ずしも、そ

のパイロットが救急飛行に適しているかどうかを測る目安とはならない。 

 新たに雇用したパイロットを直ちに単独で機長として HEMS の仕事につけるかどうか、

それとも既存の経験あるパイロットのもとで副操縦士として同乗し仕事に慣熟させるかど

うか、いずれにしても事前の相当量の訓練が必要である。 

 米国では今のところパイロット２人乗務の救急飛行はおこなわれていない。そのため

PHPA としては新人パイロットを機長として仕事につけるには、社内訓練を充分におこな

うことが重要と考える。この訓練の中には不整地への着陸、夜間飛行、悪天候下での飛行



も含めるべきである。 

 さらに新人パイロットばかりでなく、救急飛行に経験のあるパイロットについても、緊

急操作などの再訓練が必要である。再訓練は年に数回、そのパイロットが普段乗っている

機種を使って、普段飛んでいる地域でおこなうのが望ましい。 

 ただし、こうした訓練を頻繁におこなうのは費用もかかるので、精度の高いシミュレー

ターが利用できれば、それを使うのもよいであろう。 

 

（２）乗員の休養 

 乗員については、一般的な基準にしたがって休養を与えるようにする。 

 

（３）安全への動機づけ 

 運航者は組織内に安全管理システム（SMS：Safety Management System）を構築する

必要がある。安全は単なる文書や口先（リップ・サービス）だけで保てるものではない。 と

りわけ組織のトップにある人びとの姿勢や言動が重要である。 

 これについては外部からの観察と規制がものをいう。たとえば保険会社は航空機の保険

を引き受けるにあたって、その会社の安全への取り組みを充分に見きわめ、SMS もできて

いないような企業に対しては保険料を高くするなどの措置が必要であろう。 

 また安全に関する法規に違反しているような企業に対しては、当局もきびしい罰則を科

すべきである。 

 

３ 支援システム 

３ｰ２ 基礎的体制 

（１）NVG 

 救急飛行は日常的に夜間でも飛んでいることから、夜間暗視装置（NVG：Night Vision 

Goggles)か、それに相当する装備を早急に取りつけ、パイロットの訓練をする必要がある。

この取りつけ期限は向こう２年以内とし、それ以降は、こういうものを装備していないヘ

リコプターの夜間飛行を禁じ、昼間出動に限定する必要がある。 

 

（２）TAWS 

 対地接近警報装置（TAWS：Terrain Awareness and Warning System）は、現用機に関

しては向こう３年以内に取りつけることとする。また新たに買い入れる機体については、

最初から装備することとする。 

 

（３）電線衝突防止装置 

 現用機については全機、電線衝突防止装置を直ちに取りつける。また新たに買い入れる

機体については、最初から装備することとする。 

 

（４）GPS マップ 

 GPS を利用したカラー・ムービング・マップは、今後１年半以内に救急ヘリコプターの

全機に取りつける。 



 

（５）FDR 

 フライト・データ・レコーダー（FDR：Flight Data Recorder)はコクピット・ボイス・

レコーダーを含めて、向こう４年以内に救急ヘリコプターの全機に取りつける。ただし旧

式の小型機などは、正規の FDR が大きすぎたり重すぎたりするだろうから、そのときは最

小限ビデオによって計器類をモニターし、記録する仕掛けを取りつける。このようにして

得られたデータは事故予防のための再訓練に使用する。 

 

（６）計器飛行装備 

 救急ヘリコプターは計器飛行装備をする必要がある。その期限は５年以内とし、それ以

降は計器飛行装備のない機体は昼間飛行に限定することとする。 

 

（７）パイロットの２人乗務 

 パイロットの２人乗務は、ヒューマン・エラーを防止するための最良の手段である。と

りわけ夜間の不整地着陸などにあたっては必須の条件であろう。どうしても２人乗務がで

きないときは、自動操縦装置（オートパイロット）が必要である。ただしオートパイロッ

トはコパイロットの代わりにならないことを承知しておかねばならない。 

 

（８）多発機 

 救急ヘリコプターは多発機を試用し、カテゴリーA、すなわち離着陸時および飛行中にエ

ンジンの一つが止まっても安全な飛行が続けられるような機能をもつ機種とする。 

 

（９）気象情報 

 FAA と気象庁は全国各地に自動気象観測ステーションを設け、せまい地域の気象が正確

に把握できるようなシステムを構築し、救急ヘリコプターのパイロットが飛行中も飛行前

も、いつでも情報が取れるようにすべきである。これによって、気象の急変に遭遇して起

こる救急ヘリコプターの事故は大幅に減らすことができるであろう。 

 

（10）ADS-B 

 FAA は 2005 年、衛星利用の航法システム ADS-B (Automatic Dependent 

Surveillance-Broadcast) を整備するといって担当部局まで設置しながら、作業はいっこう

に進まない。このシステムは特にせまい地域で低空を飛ぶヘリコプターにとっては極めて

有効であり、他機との間隔を保ち、相互に通信することもできる。 

 議会は、このシステム整備に必要な予算を十分に認めると共に、FAA による整備作業の

進捗状況を監視する。 

 

（11）運航管理 

 救急出動に際して、特に気象条件の悪いときなど、パイロットには面と向かってではな

くとも、無言の圧力がかかる。しかし、このことは飛行の安全にとって負の影響をもたら

す。FAA は、もっと積極的に、救急飛行を認可された事業者の運航管理体制や出動決定の



手順について、冷静な判断がなされるような指導をすべきである。 

（要約：西川 渉） 

 

 

 

 

 



Ⅷ 航空医療事業のリスク・プロフィール 

 
2009 年 4 月 

飛行安全財団（FSF） 

 

 これは、アメリカの飛行安全財団（FSF : Flight Safety Foundation）が 2009 年４月に

出した手引き書である。航空医療事業には危険が多く、事故を伴うというが、その危険要

素はどこに潜んでいるのか。それを明らかにして関係者の参考に供し、対策を講じてもら

うのが目的である。 

 全体は 60 頁にわたるが、その骨子の部分をここに要約する。 

 

※  ※  ※ 

 

救急飛行の重要性 

 航空医療は、世界の多くの国で救命救急医療の重要な一部を成している。とりわけ救急

現場から病院まで、地上搬送では間に合わないようなときに患者の生死を分ける有効な機

能を発揮する。加えて、救急用の特殊装備をした航空機は、大規模な自然災害やテロ攻撃

などの緊急事態に際しても、重要な役割を果たすことができる。 

 救急飛行は昔ながらの救急車搬送にくらべると、一見してコストが高くつくように見え

る。けれども長い目で見るならば、その費用効果はいちじるしくすぐれていることが分か

るはず。患者の立場から見ても、航空搬送でなければ死んでいたかもしれないし、適時か

つ適切な初期治療を受けていなければ、生涯にわたって後遺症が残り、高い治療費に苦し

んだかもしれない。繰り返すが、航空医療は今や、救急医療サービス（EMS）における不

可欠で有効な構成要素にほかならない。 

 ヘリコプターによる救急飛行サービス（HEMS）は、アメリカでは連邦航空法 FAR 

Part135 にもとづく航空事業会社のほか、地方自治体、病院など、非営利団体も運営してい

る。これらの業界を統合する航空医療サービス協会（AAMS）は、ヘリコプターの搬送患



者数を年間およそ 40 万人と見ている。 

 民間ヘリコプターによる病院拠点の救急飛行は 1972 年に始まったが、迅速な搬送によっ

て得られる医療上の効果が評価され、成長と拡大が続いている。1995 年から 2008 年にか

けては、13 年間に 130％の成長となった。すなわち航空医療の業界規模は 2.3 倍の拡大を

遂げたのである。 

 

安全の問題も増大 

 ところが、こうした規模の拡大は安全上の問題をも増大する結果となった。 

 米国運輸安全委員会（NTSB）によれば、2002 年 1 月から 2005 年 1 月までの３年間に、

救急飛行の事故は総数 55 件であった。しかし、その多くは簡単な予防措置で避けられたと

見られる。たとえば些細な見落とし、飛行危険度の認識の違い、運航管理者の手順の間違

い、古い技術の採用などである。 

 さらに、最近 12 ヶ月間に９件の事故が発生、35 人の死者が出たが、NTSB は調査の結

果から、安全に関する業界の姿勢に対し、いっそう強い警告と勧告を発するに至った。 

 このような死亡事故の増加は、航空関係者はもとより、医療関係者や一般市民の間に強

い懸念を惹き起こしている。そこで航空医療業界も、ようやく安全のための作業を開始し

た。NTSB も 2009 年２月、大規模な公聴会を開き、問題点を明らかにすると共に、勧告を

まとめつつある。 

 一方で、国会議員や公的機関も、効率の良い危機管理によって、安全性の改善に向かう

戦略目標と施策を立て始めた。 

 危機管理にはさまざまな段階がある。本書は、その各段階を「リスク・プロフィール」

という形で示し、航空医療業界に危機管理の戦略を考えるための全体像を提示するもので

ある。航空医療の関係者は、各プロフィールを見ながら、個別にリスクの枠組みと危機管

理計画を立てて貰いたい。 

 一方で国会議員も、本書を参照することにより、個々の運航業者が柔軟かつ有効に救急

任務を果たしながら、同時に安全目標を達成できるような法令の制定に向かうことが可能

となろう。 

 さらに本書は、航空医療の関係者に対する呼びかけでもある。すなわち関係者は、今す

ぐ「安全のための行動」を起こし、身近に潜む問題点を探り出し、潜在的な危険要素を取

り除いて、事故をなくすための努力を続けてもらいたい。 

 

 

リスク・プロフィール表 

 下の表は、危険度の最も高いリスクから始まって、さまざまな段階のリスクを示す。右

端のリスク・レベルの欄に記載されている数字は、これが同じであればリスクのレベルも

同じであることを意味する。 

 

 

 

 



 

番号 

 

リスクの内容 

リスク 

レベル 

 

１ 

救急医療に関する国の施策が明確にされていないことによるリスク。今

の救急医療制度は過去20年来、目的も枠組みもないまま混乱状態にある。 

非常に 

高い  

（１） 

 

２ 

不十分な費用回収によるリスク。医療費に関する今の弁済制度は、ヘリ

コプターの運航費や、将来の新しい技術を導入する費用までまかなえる

ような金額ではない。 

非常に 

高い 

（１） 

 

3 

航空医療に関する連邦政府、州政府、地方自治体の責務と役割の不明確

なことによるリスク。各政府機関のどこがどの程度に航空医療事業を監

視監督するのか明確ではない。 

非常に 

高い 

（１） 

 

4 

航空医療事業に対する各州ばらばらの行政制度によるリスク。許可条件、

拠点設置の必要性、安全要件などが州によって異なり、相互に矛盾する

ところまである。 

非常に 

高い 

（２） 

 

 

 

５ 

現在のヘリコプター救急はきわめて過酷な条件の下でおこなわれてい

る。たとえば下記のような基準が明確に定められてなく、したがってリ

スクも大きくなっている。 

－救急ヘリコプターの出動基準 

－ヘリコプター搬送の必要性 

－出動要請機関 

－出動要請の手順 

－運航者における出動要請受け入れの条件 

－ヘリコプター出動後の飛行監視 

 

非常に 

高い 

（２） 

 

６ 

ヘリコプター救急には多様な事業形態があり、目的や利害が競合する場

合が多い。事業の多様性は企業間の競争の原因にもなり、安全性を損な

うリスクが潜んでいる。 

非常に 

高い 

（２） 

 

７ 

ヘリコプター救急業界は、安全管理システム（SMS）が導入されたばかり

で、安全に対する考え方、処理、実行が満足のいく水準にまで達してい

ない。 

非常に 

高い 

（２） 

 

８ 

ヘリコプター救急は、航空、医療、緊急機関（消防、警察）の協同作業

である。にもかかわらず、これらを総合的に管理監督する組織または機

関がない。 

非常に 

高い 

（３） 

 

９ 

ヘリコプター救急事業の経営者たちは、この事業に潜在するさまざまな

リスクを特定し、分析し、リスクを減らすような努力をせず、それが必

要であることに気づいていない。 

高い 

（４） 

 

10 

全米の空域システムその他の航空インフラが不備のために、救急ヘリコ

プターが飛行する空域が制約され、計器飛行を選択する余地が運航者に

与えられていない。 

高い 

（４） 

 

11 

ヘリコプター救急業者に対する監督、法令、規制などの制度が煩雑に過

ぎて、運航者が自信をもって自主的に安全確実な運航体制や計画などを

高い 

（４） 



つくろうとする意欲を奪っている。 

 

 

 

12 

ヘリコプター救急事業は航空従事者と医療従事者との緊密な連携が必要

だが、医療従事者の方はどうしても飛行の安全に関する配慮が薄れる。

医療クルーも乗員の一員とはいえ、その立場はあいまいになりがちで、

夜間暗視装置（ＮＶＧ）の取り扱い、同乗する患者家族または関係者へ

の安全ブリーフィング、業務上のブリーフィング、ストレッチャーの積

みおろし、運航上の安全確認、飛行後のデブリーフィングなど、積極的

な参加意欲が薄れて、リスクが高まる。 

 

高い 

（４） 

13 航空医療業界には、真のリスクを知り、危機管理を理解した具体的な安

全文化の熟成が不足している。 

高い 

（５） 

 

 

 

14 

航空医療事業にはさまざまな関係者が存在し、めいめいが自分の利益に

なるような方式で事業を進めようとする。そのため業界内に混乱が生じ、

複雑にからみ合った法令も守られないまま、以下のようなリスクが引き

起こされる。 

－航空医療には、航空、医療、緊急機関（消防、警察など）の３分野の

法律が関係している。 

－これらの法律は相互に重複したり触れ合ったりしているが、相互の境

界が明確ではなく、その上しっかりしたつながりもできていない。 

－３分野の法規や政策がぶつかり合って矛盾した場合、どちらが優先さ

れるのか、広く認められた権威構造が確立していない。 

 

 

 

高い 

（６） 

 

１５ 

航空医療事業に関する定義と事業範囲が確立していない。そのため行政

機関も事業者も本来の持てる能力を充分発揮できていない。こうした欠

陥から、国の施策を策定したり実行したりする場合の基本となるデータ

の集積に制約が生じている。 

 

高い 

（６） 

１６ 航空医療事業の安全分析や事業監視の結果は、議会にも業界自体にも伝

わってない。したがって、業界の真の姿を誰も正確に把握していない。 

高い 

（６） 

 

１７ 

ヘリコプターによる救急飛行は日常的に病院間搬送と現場救急をおこな

うが、その運航環境やインフラ整備が十分な水準に達していない。その

ため飛行方式や安全基準が各個ばらばらで、患者、乗員、機体、一般市

民のリスク増大を招いている。 

 

高い 

（７） 

 

１８ 

病院間輸送に使用するヘリパッドの運用を標準化されていない。加えて、

ヘリパッドの安全管理のための責任の所在と人的資源が病院、運航者そ

の他の利用者の間で明確になっていない。 

高い 

(７) 

 

１９ 

航空界ではシミュレーターを初めとする高度な訓練設備が広く利用され

ているが、航空医療業界ではコストがかかりすぎるという理由で、ほと

んど利用されていない。 

高い 

（７） 

 

２０ 

航空医療事業は財務的なリスクが大きいため、業務の実施にあたっては

最低限の基準に合わせるだけで、より高い安全性を求めて安全管理体制

を改善してゆくといった考え方が少ない。 

高い 

（８） 

 航空医療事業の業務の輪郭を定める定義がないため、国や州、あるいは  



 

２１ 

 

業界レベルでのリスク管理が困難をきたしている。加えて、事業活動の

趨勢が変化しても、容易に特定できないし監視もされていない。また業

界の全貌をつかみ、その変化を見てゆくのに必要な統計データなども不

備なまま放置されている。 

高い 

（８） 

 

２２ 

航空界では安全性を向上させ、インシデントを減らしてゆくために、絶

えず技術的な進歩が見られる。それに対して航空医療業界には、こうし

た技術を取り入れ活用してゆこうという姿勢が見られない。 

高い 

（８） 

２３ 新しい技術の導入に伴う技術的、文化的な変化に対し、航空医療業界は

なすすべを知らず、無力である。 

高い 

（８） 

２４   航空旅客輸送における乗客と異なり、航空医療事業における患者や医療

スタッフは自分の乗る航空会社を選ぶことができない。 

高い  

（８） 

 

２５ 

航空と医療の安全管理システム（SMS）が法律や政策のレベルで統合され

ていないため、実務面で相互に矛盾したり、優先順位を争ったりして、

航空医療事業に効果的な SMS の導入をはばむ結果となっている。 

 

高い 

（８） 

 

２６ 

 

航空医療業界の運航管理が有効かつ健全でないため、運航上の意思決定

が貧弱で無責任となっている。 

高い 

（９） 

 

 

（要約：山野 豊） 



 

 

第 3 章 米・独における救急飛行の安全訓練施設 

（訪問調査報告） 

 

Ⅰ 米フライト・セイフティ・インターナショナル 

 

 2010 年２月下旬、米テキサス州フォトワース近郊のフライトセイフティー・インターナ

ショナル社（FSI）を訪ねた。 

 この会社はベル・ヘリコプター社の工場に隣接し、本来はベル機の購入者に対する操縦

および整備の訓練を担当する施設だったが、それが発展して救急飛行に特化した訓練もお

こなうようになった。対象はパイロットや整備士ばかりでなく、パラメディックやフライ

トナースなどの医療者も含まれる。 

 なお、同社はフロリダ州ウェスト・パームビーチにも、シコルスキー工場のそばに訓練

施設を有する。 

 

訓練の概要 

（１）パイロット訓練 

 救急パイロットの訓練コースは、救急飛行の安全を確保するための訓練で、４日間のコ

ースである。 

 地上のシミュレーターなどを使った訓練で、実際の飛行をするわけではなく、訓練を受

けるパイロットがこれから実際に乗る機種が何であろうとかまわない。 

 この訓練で特に強調されるのは「エア・メディカル・リソース・マネジメント」（AMRM）

である。この講座は最近の実際の事故を例にとって詳細な分析を加え、将来いつ襲ってく

るかもしれない危険をあらかじめ察知して、これを避けるための知識と心構えを学ぶ。 

 具体的には機器の作動、計器の指示、気象情報の分析、飛行計画の立て方などを教室で

学んだのち、フルモーションのシミュレーターに乗って、さまざまな場面を想定した訓練

をおこなう。 

 特に気象状態が悪化したときの具体的、現実的な状況を再現し、それに対処することに

よって、パイロットに AMRM の基本原理を体得させる。 

 加えて、フォトワースにはベル・ヘリコプターの各機種、ウェスト・パームビーチには

シコルスキー機のシミュレーターが用意されているので、パイロットがこれから搭乗する

機種に応じた訓練を受けることもできる。 

 

（２）医療スタッフの訓練 

 救急飛行に従事する者は、パイロット、パラメディック、フライトナース、運航管理者

の全員が米連邦航空局（FAA)の推奨する AMRM の訓練を受けることが望ましい。 

 フライトセイフティーは、その AMRM の訓練要領を開発し、実施している。この中には

緊急事態の察知と状況判断、情報交換、相互協力（チームワーク）、最終決断など、ヒュー



 

 

マン・ファクターに関わる訓練が含まれる。 

 この訓練コースは１～２日でおこなうもので、教室での講義とシミュレーターによる実

技の訓練から成る。シミュレーター訓練は実際に起こった事故例に基づいてシナリオをつ

くっているので、受講者は現実に近い緊急事態を体験することができる。そして、この訓

練を受けた医療スタッフは、飛行の安全に影響する要素が如何なるものであるかを体得す

ることになる。 

  

（３）安全フォーラム 

 フライトセイフティーでは年に１回、２～３日間のシンポジウム「救急飛行安全フォー

ラム」を開催する。その目的は救急飛行業界に安全の思想を普及してゆくためである。フ

ォーラムの参加者は、救急飛行の安全について語り合い、討議をし、訓練の重要性につい

て認識を深めることとなる。 

 ここで取り上げられる課題は次のようなものが含まれる。 

 最終決断の方法 

 リスク評価の方法 

 エア・メディカル・リソース・マネジメント（AMRM) 

 天候急変時の対処 

 夜間飛行 

 対地衝突（CFIT)の防止 

 最新の技術（TCAS、TAWS、NVG など） 

 シミュレーターのシナリオ（LOFT など） 

 FAA の発出した通達や法令 

 このフォーラムの参加者は、救急飛行に従事するパイロットや医療者はもとより、運航

会社やメーカーの経営幹部も含まれる。 

 

〔注：略語〕 

CRM：Crew Resource Management  

CFIT：Controlled Flight Into Terrain (正常飛行のままの対地衝突：シーフィット) 

TCAS：Traffic alert and Collision Avoidance System（空中衝突防止装置） 

TAWS：Terrain Awareness and Warning Systems（対地接近警報装置）  

NVG：Night Vision Goggle（夜間暗視装置） 

LOFT：Line Oriented Flight Training 

 

 

体験受講 

（１）教室での講義 

 以上のような訓練を進めているフライトセイフティー・インターナショナル社で、われ

われはコクピット・リソース・マネジメント（CRM)の講義を受けた。これは最近サンディ

エゴ消防局航空隊員のための講義を再現したものである。 



 

 

 講義はパワーポイントを使い、具体的な事故例を出して、そこから得られる安全上の教

訓を示すというもの。 

 講義の中に Safety Culture の話が出てきた。日本では、これを文字通り「安全の文化」

という人が多いが、分かったようで分からない表現ではないだろうか。「安全の風土」とか

「安全の社風」とでもいった方が分かりやすいように思われる。 

 さて、安全の風土という考え方は、フライトセイフティーの講義によれば、1986 年のソ

連チェルノブイリ原子力発電所の事故を教訓として始まったものという。あのような事故

を防ぐには、組織全体に安全に対する積極的な姿勢がなければならない。 

 そうした積極性を生み出すのは、組織のトップであり、トップの組織運営の姿勢こそが、

組織の中に安全の風土を生み、定着させることができる。組織の管理者は組織内の出来事

を、常に安全という見地から見ていて、必要に応じて構成員の注意を喚起しなければなら

ない。 

 すなわち、トップダウンによって方針を示し、ボトムアップによって実行するというこ

とになる。言い換えれば、安全にかかわる問題が発生したときは、組織の全員が問題の解

明と修正に参加し、解決することが必要である。解決の結果は二度と同じことが起こらぬ

ように、作業基準の中に規定する。しかも、こうした基準を守るだけでなく、それを超え

る努力こそが事故をなくすことにつながる。この努力の中には、たゆまぬ訓練と組織の改

善が含まれる。 

 繰り返しになるが「安全はトップにはじまり、安全の風土はトップ・マネジメントがつ

くり出す」のである。 

 

（２）定期航空との差異 

 もうひとつ、この講義の中で次のような表が示された。これはエアラインの旅客機とヘ

リコプターの運用内容が如何に異なるかを示すものである。英語では Public Service 

Helicopters となっていた。消防局のヘリコプターを指すものであろうが、これを救急ヘリ

コプターとかドクターヘリと読み替えることもできよう。いずれにせよ、これらのヘリコ

プターが極めて悪い条件の中で飛行任務にあたっていることを示すものである。 

 

エアライン ヘリコプター 

よく組織された専門家の組織による飛行 通常は非専門的な行政組織の一部として飛

行 

飛行基準は完全に法規化されて厳格 飛行基準はほとんどが FAR91 の緩慢なもの 

定常的な飛行のみ 広範な任務遂行 

すべて計器飛行による保護 ほとんど有視界飛行。時おり悪天候に遭遇 

パイロットは全員 ATP（定期運送用操縦

士）資格が必要 

ATP 資格は求められない 

空港から空港への飛行 ほとんどは未知の場所へ飛び、障害物や危

険の多い不整地に着陸 

 



 

 

 上の表の中で「行政組織の一部として飛行」とあるのは、この講義が消防航空隊員向け

のものだったからであろう。 

 

（３）シミュレーター訓練 

 こうした講義のあと、われわれは最高度の精度をもつシミュレーターに乗り、何故か秋

田空港を飛び立って、小型ヘリコプターが墜落炎上している現場に向かい、けが人を収容

して、病院の屋上ヘリポートに着陸する模擬飛行をおこなった。 

 

 

 

ベル 430 のシミュレーター。ほかにも FSI はベル 212 など数台のシミュレーター

を保有する。機能は最高度のもので、これで訓練した時間は実機による飛行時間

と同等に勘定される。               

 

シミュレーターに乗って救急現場に飛んでゆくと、小型ヘリコプターが墜落して



 

 

いる。その向こうに炎が高く燃え上がっているのは、ヘリコプター墜落の際、機

体が立ち木に触れて燃料が漏れ、それが火災になったものであろう。 

 

 

患者を乗せて病院へ接近。その屋上にヘリポートがあって、赤地に白十字の標識が見

える。ヘリコプターはここに着陸し、患者をおろして訓練を終わった。 

 

 この翌日、われわれはベル・ヘリコプター社の訓練施設を訪ねた。そして同じようなシ

ミュレーターを見せてもらったが、そこではエンジン停止に伴うオートローテイションや、

片発停止によるカテゴリーA の緊急着陸を体験することができた。 

 念のために「オートローテイション」は全エンジン停止の場合、主ローターの自動回転

によって滑空しながら安全に接地するもの。「カテゴリーA」は下図に示すように、病院屋

上などのせまいヘリポートから離陸する場合、周囲にエンジン停止時の不時着場が取れな

いときは、もとのヘリポートへ着陸するか、そのまま飛行を続けられる状態で離陸する方

式をいう。 

                          



 

 

 

カテゴリーA 離陸方式の一例模式図 

 

（西川 渉） 

 



 

 

Ⅱ ドイツの ADAC HEMS アカデミー 

 

HEMS アカデミー 

 米救急ヘリコプターの事故の多さに対して、欧州は比較的少ない。アメリカのような激

しい自由競争が少ないためか、あるいは航空法の規制がきびしいためか。いっぽうで運航

者みずからも安全について関心が高く、遵法の気持ちも強いからではないかと思われる。 

 そうした中で欧州ヘリコプター救急の中心的な役割を果たしてきたドイツの ADAC 航空

救助法人が昨 2009 年、ボン近郊に HEMS アカデミーと呼ぶ救急飛行訓練所を開設した。

HEM-Net では 2010 年 6 月、その施設を直接見学する機会を得たので、ここにご報告する。 

 

飛行訓練と医療訓練 

 HEMS アカデミーはパイロットの操縦訓練と、医療者を含む救急関係者全員の幅広い訓

練を目的として設置された施設である。操縦訓練のためには EC135 と EC145 の２基の訓

練シミュレーターを用意している。ただし今のところ、EC145 のシミュレーターはまだソ

フトウェアが完成していない。 

 また医療訓練のためには、病院の救急治療室を模した部屋を設け、救急患者のマネキン

人形が置いてあり、さまざまな病状を再現して救急治療訓練をおこなう。さらに救急医療

装備をつけた EC135 ヘリコプターの機体モックアップを用意してあり、運航クルーと医療

クルーが同時に乗りこんで、ヘリコプターが緊急事態に遭遇した場合の脱出訓練などをお

こなう。 

 すなわち HEMS アカデミーは、パイロットの操縦訓練、計器飛行訓練、資格試験に加え

て、救急飛行の実際の任務に即した医療訓練や安全訓練をおこなうための施設である。 

 訓練の内容は受講生の要望に応じて、基礎訓練、慣熟訓練、リカレント訓練などがある。

教官は無論 HEMS アカデミーに所属するが、訓練を受ける側が教官を伴ってきて、この施

設を利用しながら自分たちだけで訓練を進めることもできる。 

 また運航クルーと医療クルーが一緒になって、現実の飛行で遭遇する危険を想定した緊

急対応訓練も可能である。 

 

操縦訓練シミュレーター 

 操縦訓練のためのシミュレーターは２台用意されている。うち１台は上述のとおり未完

成だが、操縦席から見た前方の湾曲スクリーンには水平 210°、垂直 60°の範囲で外部の

光景を映し出し、着陸訓練に際しては建物や障害物が３次元の立体映像として映写される。 

 これらの訓練プログラムは全て欧州共通の航空規則 JAR-OPS3（救急飛行規則）と

JAR-FCL2（Flight Crew Licensing-Helicopter）にもとづき、次のような課目が含まれる。 

 ・慣熟チェック 

 ・技能試験 

 ・機種拡張訓練 

 ・計器飛行訓練 



 

 

 ・リカレント訓練  

 ・実務飛行訓練（たとえば救急飛行、石油開発支援飛行など） 

 ・CRM 訓練 

 ・２人乗務訓練 

 

医療訓練シミュレーター 

 医療訓練は主として医療スタッフに対し、専門的な訓練をおこなう。それも単なる救急

業務ばかりでなく、ホイストを使った救助訓練や集中治療なども訓練の対象となる。 

 救急用の EC135 ヘリコプターを再現した実物大モックアップ（Christoph SIM）には、

救急機としての医療機器を現実そっくりに装備してあり、これに患者の模擬人形

（Sim-Man）を加えて、専門的な救急医療訓練を可能としている。さらにヘリコプター・

モックアップに乗せた模擬人形を集中治療室に搬送し、病院スタッフに引き渡す業務など

を訓練する。 

 また同乗するパラメディックは医師を補助する一方、患者の容態が安定しているときは

気象情報を取る、航法の援助をするなど、パイロットの支援にもあたるので、そのための

訓練もおこなう。 

 この訓練にあたっては、実際に生じた事例をもとにシナリオをつくり、訓練教官が背後

のコントロール・ルームから訓練生に問題や指示を出すなどしておこなわれる。たとえば

小さな病院から大きな病院への施設間搬送、患者の容態変化への対応、クルー間のコミュ

ニケーションに必要なリソース・マネジメント訓練などである。さらに予定搬送先の病院

が悪天候のために着陸できないなど、普通に生じうる状況も訓練シナリオに取り入れてい

る。 

 訓練の内容には次のような課目が含まれる。 

 ・基礎訓練 

 ・リカレント訓練 

 ・衛生学訓練 

 ・医療機器取扱い法 

 ・ヒューマン・ファクターに関する ACRM 訓練 

 ・病院間搬送に関するマネジメント 

 

日本人も訓練可能 

 以上のように ADAC の HEMS アカデミーはヘリコプター救急にたずさわる関係者全員

の訓練センターである。飛行シミュレーターを初め、実物大モックアップや模擬集中治療

室などが用意されているため、比較的安い費用で実践的な訓練をおこなうことができる。

しかも実際の飛行では不可能な緊急事態を再現し、対応の仕方を訓練することも可能。 

 基本的な訓練は HEMS アカデミー施設内で９～10 日間にわたっておこなわれる。訓練生

は世界中どこからでも、日本からでも受け入れて貰える。ただし教官との意思の疎通が必

要で、そのためにドイツ語か英語の会話ができなければならない。 

 昨年の開設以来、基本訓練はこれまで 12 回おこなわれた。また ADAC 従業員に対して



 

 

は年１回２日間のリカレント訓練をおこなう。 

 こうした HEMS アカデミーについて、昨年秋のドイツ航空雑誌が紹介記事を掲載してい

る。その概要は以下のとおりである。 

 

ドイツ航空雑誌から要約 

 100 年の歴史を持つボン空港。ここに世界でも類を見ない近未来的な施設がある。HEMS

アカデミーだ。そこでは、最新のシミュレーターを使ってヘリコプター・パイロットとエ

アレスキュー隊員の訓練が行われている。 

 コクピットの窓を激しい雨が叩く。ボン・ヴェーヌスベルクにある病院ヘリポートは、

うっすらと線の形に見えるだけ。この悪天候のなか、ADAC エアレスキュー所属の黄色い

EC135 が搬送しているのは、一刻も早く手術が必要な患者。ところが、接地点を示す大き

な H マークに向かってパイロットが着陸態勢に入るや、今度は片方のエンジンが停止して

しまう。エアレスキュー隊にとっては最悪の事態だ。 

ただし、これは危険な状態を模した訓練である。クルーは実際に危ないわけではなく、

ヴェーヌスベルクの上空を飛んでいるわけでもない。 

 ここは ADAC の HEMS アカデミーである。クルーがいるのは、アカデミーにある飛行

シミュレーターの中だ。このシミュレーターでは、極度の悪天候にエンジン停止という事

態を、実際に危険にさらされることなく体験することができる。飛行のもようはカメラで

撮影され、その映像は後でおこなわれるデブリーフィングの場で再生される。それによっ

て、パイロットは自分の示した反応と措置について分析することができる。 

 ADAC エアレスキューは、1,250 万ユーロ（約 15 億円）を投じてボン・ハンゲラー空港

に世界最新のヘリコプター・シミュレーション・センターを設置した。最新のフルフライ

ト・シミュレーター２台は、EC135 と EC145 ヘリコプターを模したものだが、ヘリコプタ

ー・シミュレーターのほかにも、この訓練学校には実物を忠実に再現した集中治療室を備

え、病院の救急救命室で見られる実物と同じ設備をそなえている。 

 EC135 の実物大モックアップでは、パイロットと医療クルーとの間の連携訓練も行われ

る。第一に優先されるのは、緊急時における患者の救出で、ストレッチャーに寝かされて

身動きのできない患者は、自力で脱出することができない。このような患者を如何に迅速

かつスムーズに助け出すか。これは救急医療の一連の作業行程のなかで最も弱い部分であ

り、訓練のなかでも特に重点が置かれている。 

 ２台の飛行シミュレーターが備える映像システムは極めてリアルなもので、パイロット

ですら自分が訓練装置の中にいることを忘れてしまうほどである。視野は横 120 度、縦 60

度で、足元の窓も使える。そして高性能のプロジェクター10 台が、あらゆる気象・光・視

界の状態を真に迫って再現する。いうまでもなく、夜間暗視ゴーグル（NVG）の使用訓練

も可能。 

 激しい雨粒が叩きつけていたように見えたコクピットの風防ガラスは、そもそも全く存

在していない。シミュレーターに高価な窓ガラスは必要ない。雨粒が本当に窓ガラスに流

れているように見えるのは、ひとえに高品質の３次元映像のおかげである。リアルな音響

が、その効果をさらに高めている。 



 

 

 コクピットと教官用スペースを備えた２台のフライト・シミュレーターは、球形をした

ドームの中に収められている。ドームの直径は７メートル。電動プラットフォームに乗っ

て、ドームは６つの自由度で動く。これで、実際には決して体験できないような危険な飛

行状態を再現することが可能になる。 

 このシステムは欧州航空法規の基準を満たしており、これを使えば、パイロットは実機

による飛行と変わらない技能試験を受けることができる。 

 また、このシミュレーター訓練によって、別のヘリコプター・モデルの飛行資格を取得

したり、定期訓練、計器飛行資格、クルー・リソース・マネジメント（MCC, CRM)などの

訓練をおこなうことができる。 

 救急飛行の運航クルーおよび医療クルーの養成と反復訓練のために、HEMS アカデミー

にはトレーニング用コンピュータを備えた訓練装置もある。試験に際しておこなう飛行前

点検は、ヘリコプター実機を使うことはできないため、パイロットがモニター上で外観チ

ェックをできるプログラムも開発された。 

 また狭い病院ヘリポートへの進入、吹雪のなかでの飛行、計器気象状態と強風の中での

石油プラットフォームからの離陸、あるいは激しい雨と同時にエンジンが一発停止した状

態での着陸など、さまざまな訓練シナリオが準備されている。 

 HEMS アカデミーでは近く、24 時間いつでも訓練が可能になる予定である。 

（松尾晋一、山野豊、西川渉） 

 



ADAC HENS Academy

飛行シミュレーターが2台。ヘリコプター機種はEC135とEC145。
ただし手前のEC145はソフトウェアが未完成で、まだ稼働していない。

訓練用の模擬救急治療室
正面中央に患者の模擬人形が寝ている

トーマス・ヒュッチ訓練所長

マリア・フォン・ナツーシアス医師
この先生のレクチャーを受けた



クリストフ・シミュレーター

救急装備をしたEC135の実物大モックアップ
機体内部は本物の救急ヘリコプター
と同じ医療機器が装備されている



 

 

第４章 ドクターヘリ安全のための提言 

 

 

1. 組織トップの安全に関する姿勢の明確化 

 組織内の「安全の文化」はトップの姿勢によって決まる。飛行の安全を最優先とする気

風、習慣、風土を醸成するためには、ドクターヘリを運営する病院、運航会社、その他の

関係機関のトップ、あるいはそれらを統合したドクターヘリ事業組織のトップが率先して

安全に関心をもち、安全上の理念および方針を示すと共に、常に安全の見地から物事を判

断し、それに基づいて組織の全員が行動するように指導する必要がある。 

 

2. 組織内部の意思疎通の緊密化 

 ドクターヘリは医療と航空の連携事業である。この事業に従事する医療クルーと運航ク

ルーは常に一体となって安全に業務を遂行しなければならない。それにはクルー全員の円

滑な意思疎通と事業組織内の情報共有化が必要であり、常に緊密に連絡を取り合う必要が

ある。 

 

3. 安全教育の標準化と反復訓練の実施 

 ドクターヘリ事業を安全に推進してゆくには、優秀なクルーの確保が必要である。それ

には運航クルーおよび医療クルーの基礎教育はもとより、定期的な反復訓練を実施し、業

務審査をおこなって安全意識を強化し、知識および技能水準の向上と標準化をはかる必要

がある。この中には AMRM 訓練を含めることが望ましい。 

 

4. 外部機関との共同訓練の実施 

 訓練はドクターヘリ事業体の中だけでおこなうばかりでなく、ときに応じて消防および

警察も参加する訓練が望ましい。この場合、救急患者を救護する正常な出動訓練のみなら

ず、悪天候でヘリコプターが不時着するなど、異常事態の発生を想定したシナリオ訓練を

おこなうことも考えられる。 

 

5. 安全会議の定期的な開催 

 ドクターヘリを運営する基地病院では、尐なくとも半年に一度は関係者全員の安全会議

（勉強会）を開催する。これには外部の消防および警察関係者の出席を求め、過去半年間

の飛行、医療、もしくは地上作業に関するインシデント、ヒヤリ・ハット事象を明らかに

し、相互に話し合い、情報を共有すると共に再発の防止をはかる。 

 

6. 外部関係機関、特に警察との通信連絡手段の確保 

 救急飛行中の安全確保のためにはヘリコプターと関係機関との連絡通信がきわめて重要

である。その手段として、現在は航空無線による基地との連絡、医療無線による病院との

連絡、防災無線による救急隊との連絡が可能だが、現場警察官との連絡は安全上きわめて

重要である。相互に自由かつ緊密な通信連絡ができるようにすべきである。 

 

 



 

 

7. 拠点ヘリポートにおける格納庫、待機室の完備と充実 

ドクターヘリは拠点病院で待機する。しかし病院によっては現在なお格納庫のないとこ

ろがある。ヘリコプターという精密機械を風雨にさらしたままでは日常の点検整備に支障

をきたすばかりでなく、安全上、保安上の重大問題が生じるであろう。拠点病院には格納

庫の整備が必須であり、かつ乗員の待機室も事務と休養のとれるように充実する必要があ

る。 

 

8. 道路はヘリコプターの離着陸が可能な設計を 

 高速道路の建設に際しては、ドクターヘリの安全な離着陸を考慮し、道路両側の照明、

看板、防音壁その他の構築物をできるだけ低くし、必要最小限の高さに抑える。また一般

道路に沿った電柱や電線も極力なくすよう、地中化の促進をはかる必要がある。 

〔注〕電線の地中化進捗率は、国土交通省の 2008 年３月の資料によれば、ロンドン、パ

リ、ボンが 100%、ベルリン 99%、ニューヨーク 72%であるのに対し、東京 23 区は７％、

大阪市と名古屋市がいずれも４％、そして日本全体では２％でしかない。 

 

9. ドクターヘリ事業に対する安全監査の強化 

 運航会社と病院を含むドクターヘリ事業組織に対し、安全監査を定期的におこなう。運

航会社については航空局の年に一度の安全点検がおこなわれるが、ドクターヘリに関して

は、定期航空界における国際航空運送協会（IATA）の安全監査機関 IOSA(IATA Operational 

Safety Audit)にならって、独自の安全監査制度を創設する必要がある。 

 

10. 安全報告の制度化 

航空の安全を高める方法のひとつとして、前車の轍を踏まないためにも、過去の実例に

学ぶことは非常に有効である。事故調査による原因究明の最大の目的はそこにある。それ

には日常経験する運航面、医療面のインシデント報告と集積が必要になるが、そのための

機関として「ドクターヘリ安全情報センター」（仮称）を法令によって新設し、既存の公的

組織の中に置くことを提言する。 

 

 

[注１]新設機関の設置場所としては、定期航空のインシデント報告を受けている(財)航空

輸送技術研究センター（ATEC）のほか、HEM-Net なども考えられる。 

[注２]この種の報告は、わが国では集まりが悪い。定期航空の場合アメリカでは年間３万

件の報告があるのに対し、日本では 40～50 件しかない。ひとつは米国の司法取引のよう

な制度がないため、報告者本人が「航空の危険を生じさせる行為」（通称：航空危険行為

等処罰法）などで刑事罰に問われるためである。この点は内部告発者を保護するための

「公益通報者保護法」にならって、「安全通報者保護法」といった制度を設ける必要があ

るかもしれない。 

[注３]ICAO（国際民間航空機関）は世界各国に対し「自発的安全報告制度」を設けるよ

う勧告している。 



 

あとがき 

 

 ドクターヘリ、すなわち救急飛行は航空と医療という全く異なった二つの分野による協

働事業である。両分野ともに高度な知識と精緻な技術と豊富な経験を必要とし、しかも危

険を伴う。したがって両者の協調が充分でなければ、その危険が表面に浮かび上がり、人

命にかかわる事故を招く。 

 そうした事故を如何に防ぐか。それを考えるのが今回の共同研究であった。ドクターヘ

リにたずさわる職種の、それぞれの皆さんに参加していただき、討議を交わして積み上げ

たのがこの報告書である。 

 

 しかし当然のことながら、文書だけでは安全は保てない。文書や規定にもとづく管理、

監督だけでも安全は維持できない。当事者の意識と意欲が重要であり、実行または行動が

ともなわなければならない。 

 当事者とは、ヘリコプターの搭乗者だけではない。その飛行を支える地上職員はもとよ

り、運航会社や病院の管理職者や経営者、そして救急、消防、警察、さらには道路、空地、

河川敷などの管理者から最後は一般市民まで、あらゆる人がドクターヘリの当事者にほか

ならない。 

 この人びとの実行と協力があって、初めて安全は成り立つ。本報告書は、そうした人び

とへ呼びかけたものである。 

 

 繰り返しになるが、この報告書はドクターヘリの安全を確保するためには如何に考え、

如何に実行するか。その糸口を探ったものである。この糸口が、当事者の安全のための現

実的な行動に結びつくことを願うばかりである。 

 ドクターヘリは今、日本中で毎年１万回近い飛行をしている。この出動要請は数年にし

て倍増するであろう。すべては人の命を救うためだが、それが逆の結果になってはならな

い。 

 安全のための方策には限りがない。これで大丈夫、これで安心というときはこないかも

しれない。それだけに、今こそが安全のための施策を実行に移すときであろう。ドクター

ヘリがもっと増加し、人命救護のために安全に飛びつづけることを願ってやまない。 

 

(西川 渉） 



HEM-Net 研究報告書

ドクターヘリの安全に関する研究と提言

2010年3月31日

特定非営利活動法人

救急ヘリ病院ネットワーク
（HEM-Net：Emergency Medical Network of Helicopter and Hospital）

理事長　國　松　孝　次

事　務　局
〒102-0082

東京都千代田区一番町25番（全国町村議員会館内）
TEL：03-3264-1190
FAX：03-3264-1431

hemnetda@topaz.plala.or.jp
ウェブサイト：http://www.hemnet.jp/




