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はしがき : 調査の目的と概要

　HEM-Net では発足以来しばしば海外に赴き、航空医療に関する先進諸国の実態

調査をしてきた。この 15年間に訪ねた国はドイツ、イギリス、フランス、スイス、

イタリア、オランダ、オーストリア、アメリカ、オーストラリアなどである。

　今回もまたドイツ、イギリス、スイス、イタリアを訪ねたが、その目的は特に、

これらの国々が救急飛行の安全確保について如何なる方策を取っているか、それを

調べることにあった。

　調査にあたったのはHEM-Net 理事の西川渉、山野豊の両名。調査の行程は下表

のとおりである。

欧州調査行程表
2016 年 訪問地 訪　問　先

7月 19 日（火） ミュンヘン

ADAC本部

　フレデリック・ブルーダー救急事業会社…社長

　エルウィン・シュトルペ医師

エアバス・ヘリコプターズ社

　ラルフ・セッツ営業部長（兼 EHAC監査役）

7月 21 日（木） ロンドン

LAA（ロンドン・エア・アンビュランス）

　チャールス・ネウィット運航部長

　ネイル・ジェファーズ首席操縦士

7月 22 日（金）チューリッヒ

REGA

　ステファン・ベッカー企画開発部長…

（兼 EHAC理事長）

7月 23 日（土）チューリッヒ
イタリア側空港ストのため、チューリッヒ空港

で朝から終日足留め

7月 24 日（日） ミラノ
ロンバルディア救急本部

　アルベルト・ピアセンティーニ医師

7月 25 日（月） ミラノ

レオナルド社（旧アグスタウェストランド社）

ヘリコプター救急事業部

　ドメニコ・ブビコ部長
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　ドイツではヘリコプター救急の中核として活動している ADAC（ドイツ自動
車クラブ）本部を訪ねた。ミュンヘン市内に最近新築された 23 階建ての真新しい

巨大な建物である。

　レクチャーをして貰ったのはフレデリック・ブルーダー ADAC 救急事業会社

社長、エルウィン・シュトルペ先生（ADAC顧問医師）、ならびにミュンヘンから

車で 1 時間ほどのドナワースにあるエアバス・ヘリコプターズ社から足を運んで

いただいた同社のラルフ・セッツ営業部長（兼 EHAC監査役）。

ドイツ・ヘリコプター救急の現状
　ドイツのヘリコプター救急は現在、下図のように全国 78 ヵ所の拠点でおこな

われている。

　

第 1 章　ドイツ
―ヘリコプター救急の基本モデルを創設―



4

　運航に当たっているのは主として ADAC とドイツ・エアレスキュー（DRF）の

両民間法人だが、ほかに内務省が一部を担当している。これで国内のほとんど全て

の地域が、15分以内にヘリコプターで飛来した医師の救急治療を受けられる仕組み

が形成されている。

　なお、ドイツは欧州大陸の中心にあって、南部のアルプスにかかる地域を除いては、

最も高い土地でも500〜 600メートルくらいの極めて平坦な国土である。

　ということは、左図のように半径50キロメートルの円で区切って、それぞれに飛行

拠点を置いていく配備をすれば、時速 200 キロのヘリコプターでほぼ 15 分以内に

全国がカバーできることとなる。

　これに対し、後述するスイスのような山岳国では平坦な円を描くだけでは、救急

ヘリコプターが全国平等に 15分以内に到達できるとは限らない。つまり、救急ヘリ

コプターの配備については地形を考慮する必要があるということだ。

ドイツの 2015 年実績
　左図のような配備態勢のもと、ドイツ救急ヘリコプターの 2015 年出動実績は

106,414 件、救護した患者数は 98,387 人であった。

　その中でDRF…（Deutsche…Rettungsflugwacht…e.V./German…Air…Rescue）はドイツ

国内とオーストリアに31ヵ所の拠点を持ち、うち8ヵ所で夜間飛行もしている。保有機

は EC135 や BK117 など、予備機を合わせて 50機以上。

　発足は 1972 年。以来、最近までの出動件数は 35 万回を超える。2015 年の出動

実績は 38,653 件であった。また 2016 年は、1〜 6月の半年間に 19,248 回、10 月

20 日までに 31,484 回の出動をした。これらは 1 日 100 件以上の出動に相当し、

拠点 1ヵ所当たりの出動は 1日平均 3件を超える。

ADACの実績
　DRFと共に、ドイツ・ヘリコプター救急の中核となって活動しているのがADAC

である。拠点数は全国の半分に近い37ヵ所。2015年の出動は54,062件、患者数は

48,000人を超えた。

　使用するヘリコプターは51機。うちEC135が 33機、BK117が 12機、最新の

EC145T2 が 6 機である。この EC145T2 を、ADAC は総計 14 機発注しており、

2017年中に全機受領し、古くなったBK117と取り替えてゆく計画が進んでいる。
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　出動件数の最も多い拠点はベルリンのベンジャミン・フランクリン病院で、2015

年が 3,838 件。次いで 2,000 件以上が 2ヵ所、1,000 件以上が 30 ヵ所、1,000 件

未満が 4ヵ所となっている。

　ちなみにベルリンの出動数が多いのは、周囲に湖水が多く、救急車では対岸まで

時間がかかるところを、ヘリコプターはひとまたぎで飛べるため。

　ADACの総数 54,062 件の出動内容は、医師が現場で患者を治療したのち救急車

に託した事例が 57%、ヘリコプターに患者を乗せて症状に応じた病院へ搬送した事

例が 25%、病院間搬送が 9%である。残り 9%は途中キャンセルのほか、臓器搬送、

血液搬送、山岳救助、海難救助など。

　なおADACは山岳救助を 1995 年から開始、海難救助を 2003 年から始めた。そ

のため医師を上空から現場に降ろしたり、傷病者を吊り上げたりするホイスト、す

なわちレスキューウィンチを使用することが多い。このホイストによる救急救助活

動は、これまで 2,622 回に達する。

ADAC 救急事業会社の社長会議室にて 
左からシュトルペ先生、ブルーダー社長、セッツ営業部長…
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ADACヘリコプター救急の歴史
　ADACは 1970 年 11 月、ヘリコプター救急を世界で最も早く日常的な制度として

実行に移した。当時のドイツは東西に分かれていたが、西ドイツでは 1960 年代

からアウトバーンの交通量が増え、自動車事故が急増する。

　この状態をADACが放置しておけなかったのは、自動車に関する車輌保険や搭乗

者の傷害保険、生命保険などを引き受けていたためであった。また当時ドイツ医学

界には、救急治療を迅速におこなえば多くの人が生命をなくさずにすむという考え

方が出ていた。

　そこで ADAC の教育担当マネジャーのゲアハルト・クグラー氏（のちに ADAC

救急事業会社社長、故人）はベル 206 小型ヘリコプターをチャーターして実験運航

を開始した。

　この実験にはミュンヘン大学の救急医たちが協力し、ヘリコプターに乗って交通

事故の現場へ飛び、その場で傷病者の治療に当たった。その結果、ヘリコプターは

救急車にくらべて治療開始までの時間を 3分の 1に短縮し、死者を 2割近く減らせ

ることが明らかになった。

ミュンヘン・ハラヒン病院を離陸する ADAC 救急機
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　この実績を受けて、1970 年から本格的なヘリコプター救急事業が始まる。拠点は

ミュンヘン市内のハラヒン病院。ここに救急装備をしたメッサーシュミット・

ベルコウ・ブローム社（MBB: 現エアバス・ヘリコプターズ社）の BO105 小型双

発ヘリコプター（標準 5座席）を置き、交通事故によって重傷の怪我人が出た場合、

救急本部からの要請で医師とパラメディックを乗せて数分以内に出動する体制を

ととのえた。

　この「ミュンヘン・モデル」はやがてドイツ各地に広がり、5年後に10ヵ所、10年

後には 30 ヵ所近くにまで普及する。そして 1989 年ベルリンの壁が崩壊、90 年に

東西ドイツの統一が成ると、旧東ドイツ地域でも救急飛行が始まり、拠点数は

急速に拡大していった。

　この間、1985 年には交通事故の死者数が 10,070 人となる。これは、ヘリコプター

救急の始まった 1970 年の死者 21,332 人が 15 年間で半減したことを意味する。

　無論ヘリコプターのお手柄ばかりでなく、道路や車の安全性が高まり、安全ベル

トが普及して運転マナーも良くなった、などの要因もあろう。けれどもヘリコプター

救急の効果も少なくなかったに違いない。

　ちなみに日本でも偶然の一致ではあろうが、ドクターヘリの始まった2001年から

2015 年にかけて、下表のとおり 15年の間に死者が半減している。

死者半減
ドイツ 日　本

年 交通事故死者 年 交通事故死者

運航開始 1970 21,332 2001 8,747

15 年後 1985 10,070 2015 4,117

事故も少なくない
　ヘリコプターによる救急飛行は決して容易な任務ではない。長時間の待機をした

のち、不意の出動要請で数分以内に離陸、未知で不整地の現場に着陸して傷病者の

治療に当たらなくてはならない。

　これを、アメリカのあるフライト・ドクターは「戦闘任務と変わらない。ただ敵

の弾丸が飛んでこないだけだ」とたとえている。たしかに、その待機と出動の体制は、

外敵の領空侵犯を警戒するスクランブル発進にも似たところがある。
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　そこで飛行の安全が問題となるが、ADACの場合は残念ながら、救急飛行を始め

て 9ヵ月後の 1971 年 8 月、現場へ着陸進入中のヘリコプターが電線に触れて墜落、

乗っていた 3人のうち 2人が死亡、1人が重傷を負った。

　以後、ドイツの救急ヘリコプターは下表に示すとおり、2009 年までの 40 年間に

合わせて 99件の事故が発生した。事故率は年を追って下がってはいるものの、年間

平均の事故は 2.47 件、死亡事故は 0.47 件となっている。

過去 40 年間のドイツ救急ヘリコプター事故

出動件数 事故総数
（出動 1万件あたり）

うち死亡事故
（出動 1万件あたり）

1970 年代 75,506… 13（1.72） 4（0.53）
1980 年代 252,200… 21（0.83） 3（0.12）
1990 年代 527,434… 34（0.64） 7（0.13）
2000 年代 846,879… 31（0.37） 5（0.05）
合　計 1,702,019… 99（0.58） 19（0.11）

　　〔資料〕J.…Hinkelbein,…MD,…University…of…Cologne,…2011

　上表は 2009 年までのものだが、2010 年以降も何件かの事故が起こっている

もよう。

　またADACだけをとっても、1970 年の発足以来 2015 年までの 45年間に 5件の

死亡事故を経験している。

ADAC訓練アカデミー
　以上のような状況から、ADAC は救急飛行の機長は経験 1,000 時間以上という

制限を設けている。

　また 2009 年には、ボン近郊に救急飛行アカデミー（ADAC…HEMS…Academy）を

開設、安全確保のための訓練を開始した。

　訓練の対象はパイロット、ドクター、ナース、パラメディックなど。救急飛行の

基礎的な訓練に加えて、飛行中の緊急事態にそなえるシミュレーター訓練をおこな

うのが主眼である。

　コクピット・シミュレーターは EC135 と EC145 の 2 台。これで基礎的な救急
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任務の操縦訓練を初め、機種拡張訓練、夜間飛行訓練、計器飛行訓練、非常事態訓練、

CRM訓練などをおこなう。

　キャビン・シミュレーターは EC135 ヘリコプターのキャビンを模した設備で、

救急医療機器が装備されている。

　また病院の救急治療室を模した訓練室もあり、ここで集中治療の訓練をおこなう。

そこに寝かされた患者（人形）は、隣接するコントロール・ルームからマジック・ミラー

を通して訓練生の動きを見ながら人形を操作し、症状を変化させることもできる。

　これらの施設によって、救急飛行に従事する運航スタッフおよび医療スタッフは、

基礎訓練、繰り返し訓練（Recurrent…Training）、ACRM（Air…Medical…Resource…

Management）訓練などを受ける。

　とりわけ訓練の重点は、乗員相互の意思疎通と協力のあり方、すなわちチーム

ワークに関する訓練（CRM:Crew…Resource…Management）に置かれる。そのため

職種の異なる要員を同時にコクピット・シミュレーターやキャビン・シミュレーター

に乗せておこなう合同訓練または協調訓練が有効であることが強調された。

　日本からも、このADACアカデミーへ訓練を受けにくる要員は少なくない。

　なおADACアカデミーは「昨日までの経験に頼るな。昨日まで良かったからといっ

て、今日も良いとは限らない。明日に向かってたゆまぬ改善が必要だ」という理念を

かかげている。

国境なきヘリコプター救急
　ドイツのヘリコプター救急は年を経て、国境を越えるようになる。1997 年ドイツ

北西部の 2 ヵ所の救急機が、オランダ政府との協定によって同国内の救急も

引き受けることになった。のちにオランダ北部のクローニンゲンでは大学病院の

屋上にドイツ機が拠点を構え、常駐するようにもなる。…

　また 2002 年からはオーストリアへも飛ぶようになり、最近はデンマークでも

飛んでいる。…

　こうしてドイツの救急飛行が国際的な活動を開始した頃、クグラーさんは

定年によって ADAC を退職した。同時に 2001 年 5 月ヨーロッパ救急飛行委員会

（EHAC:European…HEMS…&…Air…Ambulance…Committee）を設立、その理事長とし

て国際的な活動をさらに本格化した。

　EHACの目的は、ご本人の言葉によれば、ヨーロッパ各国政府が救急飛行に関し
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適切な政策を打ち出すように働きかけてゆくこと。第 2 に各国政府が救急飛行に

対し無用の規制をかけないよう、規制緩和を働きかけてゆくこと。第 3 に飛行

の安全と治療の効果を高めて救急飛行の日常的な永続性を確保してゆくことで

ある。

　いま EHAC には後述するように、欧州ばかりでなく米国や豪州など 22 ヵ国が

加盟し、その活動範囲を広げている。

ゲアハルト・クグラー氏
ADACヘリコプター救急を開設して、世界で初めて

日常的なヘリコプター救急制度をつくった。

また国際的な航空医療協会 EHACを創設した。
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　イギリスではロイヤル・ロンドン・ホスピタルを訪問、ここを拠点とするロ

ンドン・エア・アンビュランス（LAA）のチャールス・ネウィット運航部長

およびネイル・ジェファーズ首席操縦士のレクチャーを受け、ヘリコプター施設の

ご案内をいただいた。

…

英ヘリコプター救急拠点図

寄付金と富くじで運営
　イギリスのヘリコプター救急は、2016年秋の時点で24のプログラム（事業体）が

活動している。プログラムによっては複数の拠点を置いているところもあり、

第 2 章　イギリス
―大都会で活動するロンドン救急機―
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拠点数としては全国 33 ヵ所かそれ以上になる。国土面積に対する拠点密度は日本

とほとんど変わらない。

　そのうちスコットランドの 2 ヵ所は同地方政府の公費でまかなわれているが、

それ以外の拠点は公費の支援は少なく、主に担当地域の団体、企業、個人などの

寄付金によって運営されている。

　第 2 次大戦後、イギリスの政権を握った社会党は「揺りかごから墓場まで」と

いうスローガンを掲げ、国民の誰もが無料で病気治療を受けられるような制度を

つくった。その運営機関としてNHS（National…Health…Service）のシステムができ

たのは1948年だが、何故か救急ヘリコプターだけは今も対象になっていない。

　そのためか、欧米先進諸国の中で救急機が飛び始めたのは比較的遅く、1987 年

であった。それもイギリス各地の住民が自分たちの町や村にドイツやスイスのよう

なヘリコプター救急体制が必要ということから、わが家で使わなくなった家具や衣類

などを自宅の前庭や車庫の軒先で売る、いわゆるガレージ・セールのような方法に

よってヘリコプターをチャーターするための基金づくりを始めたのだった。

　そうした状況は今も変わらないが、ヘリコプター救急（HEMS）の普及につれて

各地の事業体が集まり、英国航空医療協会（Association…of…Air…Ambulances:AAA）

が結成された。

　AAAは、政府の公的資金による支援を求めてロビー活動をする一方、寄付金集め

のためのさまざまな運動を展開している。たとえばチャリティ・ショーと銘打った

音楽会やディナーパーティを初め、独自の Tシャツや文房具、玩具、さらには富く

じを売り出すなどの活動である。

　たとえばロンドン HEMS の場合、約 45,000 人の会員を集め、毎週 1 人 1ポ

ンドずつの富くじを買ってもらう。そのうえで金曜日ごとに抽選をおこない、コン

ピューターによる乱数発生法で当選番号が決まると、当選者に小切手で賞金を送る。

1等は 1,000ポンド、2等が 50ポンドで、賞金と経費を差し引いた残りはロンドン

HEMSに対する寄付金として扱われる。

ウィリアム王子の救急飛行
　こうしたヘリコプター救急事業体のひとつ、イースト・アングリアン・エアアンビュ

ランス（EAAA）では 2015年夏からウィリアム王子が救急パイロットとして仕事を

始めた。
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　王子は 2013 年 9 月まで 7年半、英空軍にあってヘリコプター・パイロットの任
務についていた。そのうち最後の 3年間は捜索救難航空隊に所属、156 回の出動を
して 149 人を救助したという。
　空軍での飛行経験は1,301時間だったが、退役後は改めて民間パイロットの資格を
取るための訓練を受け、14科目の筆記試験と実技試験に合格してヘリコプター運送
事業用操縦士（ATPL-H）となり、その後さらに救急飛行の実務訓練を受けている。
　EAAA の救急飛行を実施しているのはヘリコプター運航会社のボンド・エア
サービス社で、イングランド東部にあるノーウィッチとケンブリッジの 2ヵ所で
EC145T2 双発ヘリコプターを飛ばしている。
　王子はこのうちケンブリッジ空港の拠点で、少なくとも2年間の予定で社員として
勤務している。ボンド社からは年間 40,000 ポンド（約 580 万円）の給与を貰うが、
その全額を勤務先の EAAAへ寄付するとのこと。

救急ヘリコプターの操縦席にすわるウィリアム王子
　この仕事にあたり、王子は「救急飛行は大けがをした人や急病人など、最も危険な

状態におちいった人びとを救うわけで、これこそはまさしく国民への奉仕（パブリック・
サービス）だ」と語った。
　なお、EAAA は 2000 年に運航開始。夜間飛行もしており、2013 年には 2 ヵ所
合わせて1,670件の出動実績を有する。
　余談ながら、EAAAの最近の年次報告書では、ウィリアム王子が 2015 年 7 月に
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救急パイロットの仕事を始めてから1年間の寄付金は、それまでの3倍になったという。
金額にして55,000ポンドが163,000ポンド（約2,300万円）に増えたもので、これ
を同報告書は「ウィリアム王子効果」（Prince…William…effect）と呼んでいる。
　王子は、この夏には救急任務を終了し、王子としての本来の役割に戻ることになっ
ている。

ロンドンのヘリコプター救急
　今回の調査にあたって、われわれが訪ねたロイヤル・ロンドン・ホスピタルでは、

1989 年からヘリコプター救急（LAA:London…Air…Ambulance）が始まった。以来

25年間、無事故のうちに模範的な救急事業を展開している。

　ロイヤル・ロンドン・ホスピタルは 2011 年末、建物が地上 84 メートルの高層

ビルに改築され、その屋上にヘリポートが設けられている。ここに真っ赤な塗装を

したMD902 ヘリコプターを置いて、要請がかかるとパイロット 2 人とドクター

およびパラメディックの合わせて4人が乗りこみ、2〜3分で離陸する。

　ちなみにイギリスはアメリカ同様、救急治療に限ってパラメディックにも医師

に近い医療行為が認められている。したがってイギリスの救急ヘリコプターには、

これもアメリカと同じく、ほとんど医師が乗らず、パラメディックが現場治療に当る。

…

ロイヤル・ロンドン・ホスピタル
蒼い高層ビルが 2011 年に完成した病院建物。

高さ 84mの屋上に張り出したヘリポートが見える。
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　ただロンドンだけは別で、常に医師が乗りこむ。その考え方は、救急治療といえ

ども医師がおこなえば、救命率は 3 割から 4 割ほど上がるというもの。事実、ヘ

リコプターで飛んだ医師が路上で緊急手術をおこなうこともある。

ヘリコプターのほかに高速車も使用
　LAAのもう一つの特徴は、ヘリコプターのほかに高速車（ラピッド・カー）を使っ

ていること。ヘリコプターと自動車の両方を使いながら、同じ医療スタッフが 24時

間の救急対応をする。したがって外部に公表される出動実績は、ヘリコプターと自

動車の区別がなく、ヘリコプターだけの数字がよく分からない。

　むろん昼夜にかかわらず、迅速に救急事態に対応するという本来の目的からすれば、

患者に接触するための手段がヘリコプターであろうと自動車であろうと区別する

必要はない。

　けれども、われわれヘリコプター関係者からすれば話があいまいになる。取りあ

えず 2015 年の出動実績は、今回の調査で直接尋ねたところ、総数 1,826 件のうち

ヘリコプターは 660 件（36%）、高速車は 1,166 件（64%）との説明であった。

　が、2015 年は明確になったものの、過去 10年間といった統計の中では、ヘリコ

プターだけの実績がよく分からない。また時間帯や曜日による差異も集計されては

いるが、その中でヘリコプターの実績がどうだったのか、細部は不明である。

　ただし、先日の説明では、LAA自身、大きくヘリコプター出動が 35%、高速車が

65%と見ているようである。

LAAの救急出動実績
　以上を前提として、LAAの出動実績を見ると次のように要約することができる。

	2015 年の出動件数は 1,826 件。なお 2006 年から 10 年間では、ヘリコプター

と高速車を合わせて 17,568 件。年平均 1,757 件であった。

	2015 年の出動件数が最も多かった月は 8月。週は土曜日。時間帯は深夜 23 時

から 24時までの間。

	患者の性別は男性が 80%、女性が 20%。

	救護した患者の搬送先は、みずからのロイヤル・ロンドン・ホスピタルが 39%。

	出動目的は、交通事故が 33%、転落が 24%、刃物や銃弾による負傷が 29%、
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その他 14%であった。余談ながら、刺傷と銃創が 3割近くもあるのはいささか

驚かされる。

	交通事故に伴う救急患者は総数 620 人のうち歩行者が 44%、自転車が 10%、

自動車運転者が 15%、同乗者が 9%、バイク運転者が 21%、バイク同乗者が 1%

であった。

2 番機を導入
　なお LAA は上述の寄付や富くじによって集めた資金を、救急ヘリコプターの

運航費に充てるばかりでなく、2015 年には現用機（登録記号G-EHMS）に加えて、

同じ機種のMD902 ヘリコプター（G-LNDN）を中古で購入、2016 年 1 月 28 日

から実際に使い始めた。

　これによって、ヘリコプターの運航費は2機合わせて年間600万ポンドに増えるが、

急護を受ける患者は年間 400 人増になる見こみという。

ロンドン病院の屋上に降りてきた 2 番機
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大都会でなぜ安全に飛べるのか
　LAA のヘリコプターは、ロンドンという大都会の上空を自在に飛び回り、混雑

した市街地にも遠慮なく着陸する。

　飛行範囲はロンドンを取り巻くM25 高速自動車道路の内側がほとんどで、東西

60キロ、南北 50キロほどの範囲である。ドイツのような半径 50キロの飛行距離に

くらべると半分くらいしかないが、「余り遠くに飛んでも、時間ばかりかかって救急の

意味をなさない」という答えだった。

　たしかにイギリスの救急治療開始までのレスポンス・タイムは 8分と定められ、

ドイツの 15分に対して、ほぼ半分である。

　しかも、ロンドン周辺の空域には10ヵ所に及ぶ空港があって、航空機が絶えず行き

交っている。きわめて混雑した空域なのだ。

　ヘリコプター着陸の場所はトラファルガー広場、バッキンガム宮殿前、ピカデリー

サーカスなどを含めて、ほとんどが混雑した路上である。ロンドンには大きな公園が

多いので、そうしたところを利用すればよさそうなものだが「交通事故は公園では

起こらない」という答えが戻ってきた。

　こうした考え方の基本にあるのは、一刻も早く医師と患者が接触することで、

患者から 200m以内に着陸することをめざしている。結果として、患者から 50m

以内の着陸が 40%、100m以内が 59%、200m以内が 74%という実績である。

　では何故、大都会の路上に安全に着陸できるのか。最大の安全要因は警察の協力で

ある。ヘリコプターの出動と同時に、屋上ヘリポートにいる運航管理者はロンドン

警視庁（スコットランド・ヤード）に連絡し、目的の地点を伝える。すると、警視庁

から現場の警察官に指示が飛ぶ。

　警察官はヘリコプターの着陸可能な場所を選定し、歩行者や車の交通規制をして、

パイロットと無線連絡を取りながら障害物や風向などの注意を伝え、接地までの

誘導をする。あたかも旅客機が空港に入ってゆくときの管制官との交信と同様である。

　もうひとつ、救急ヘリコプターの離陸にあたって、運航管理者は航空管制本部にも

ヘリコプターの出動を告げる。これによって管制本部から…MEDEVAC…という特別の

優先コールサインが与えられ、ヘリコプターはこれを空中に呼びかけながら飛行する。

すると周辺を飛んでいる航空機は必要に応じて経路を変更したり、空中に待機して

道をゆずる。女王陛下の専用機ですら離陸を待つことがあるほどという。
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LAA ネイル・ジェファーズ機長から LAA の安全策を聴く

安全飛行の要件
　以上のような状況から、繰り返しになるが、ロンドン救急機の飛行の安全を要約

すると、次のようにまとめることができよう。
	使用機はカテゴリーAの双発ヘリコプター。万一片発が止まっても正常な飛行
が続けられる。

	パイロットは 2人乗務。
	救急本部との緊密な協力。救急電話を受けるロンドン・アンビュランス本部（LAS）
にヘリコプター専門のパラメディック 2人を配置して、かかってくる救急電話
を傍受しながら、ヘリコプターの出動が必要か否かを判断する。必要と判断し
たときは直ちにロイヤル・ロンドン・ホスピタルのヘリポートへ要請を出す。
加えて、このパラメディックは交替でヘリコプターにも搭乗し、現場治療にあ
たる。具体的には 1週間 LAS 勤務、次の 1週間はヘリコプター搭乗勤務、最後
の 1週間は休暇というシフトと聞いた。

	ロンドン警視庁の協力によって、現場警察官が着陸地点を選定し、交通規制をお
こない、ヘリコプターと交信しながら着陸を誘導する。
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	航空局の協力によって、ロンドン空域および空港周辺での最優先の飛行が認め

られている。

	市内には電線がない。

	夜間飛行をしない。その代わりに同じ医療スタッフが高速車で対応し、24 時間

の救急医療を続けている。

	市民の協力。救急現場では警察官の指示に従ってヘリコプターの邪魔にならぬ

ようにするほか、LAAの呼びかけに応じて寄付をする。
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　われわれはロンドンからチューリッヒへ飛び、空港でスイス・エアレスキュー

REGAのステファン・ベッカー開発部長の出迎えを受けた。ベッカー氏は、故クグラー

さんの後を継いで、現在 EHAC（欧州航空医療委員会）の理事長でもある。

時間距離による拠点配備
　スイスの国土面積は日本の九州とほぼ同じである。実際はスイスが 41,290 平方

キロなので、九州の 36,750 平方キロに対して 1.1 倍ということになる。ところが

ヘリコプター救急拠点は、スイスが 13 ヵ所、九州が 8ヵ所だから、スイスの拠点

密度は九州の 1.6 倍に相当する。

　このようにスイスの密度が高いのは、峻険なアルプス山岳国で、どこへでも 15分

以内にドクターが飛んで行けるような「時間距離」を考えて拠点配備がなされて

いるからで、その結果は下図に示すとおりである。

REGA の拠点配置図

　

第 3 章　スイス
―峻険なアルプスで救急と救助―
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　これら 13 ヵ所の救急拠点のうち、12 ヵ所は赤十字傘下の NPO 法人 REGA が
運営している。残り1ヵ所―スイス南西部（20P図左下）のみ、REGAに協力するジュ
ネーブ大学病院の EC135 ヘリコプターが飛んでいる。

REGAの 2015 年実績
　REGAの 2015年の運航態勢は予備機を含めて、EC145が 6機、アグスタウェスト
ランドAW609 ダヴィンチが 11機、チャレンジャーCL-604 救急ジェット機が 3機
であった。
　このうち EC145 はスイスの中でも比較的標高の低い地域を担当し、高いところは
AW109 ダヴィンチが飛んでいる。また救急ジェットは国外からの長距離帰還搬送を
担当し、日本へも患者を迎えるために飛んでくることがある。
　これらの航空機による救急活動は昼夜を問わない。2015年の出動はヘリコプターが
11,186 件、前年比 3.6% 増であった。ヘリコプターの出動が年間 11,000 件を超え
たのは初めてで、1日平均 30 件に相当する。そのうち夜間の出動はおよそ 2割を
占める。また飛行時間は総計 5,497 時間であった。
　ヘリコプターによる診療患者数は 9,208 人。うち疾病が 3,985 人、交通事故が
805 人、作業事故が 944 人、ウィンタースポーツ事故が 1,494 人、遭難登山者が
651人、その他の事故が1,329人。このように、ウィンタースポーツの事故と登山者
の遭難の多いのがスイスらしい特徴である。
　いっぽう救急ジェットの出動は 820 件で、4,117 時間の飛行をした。これに定期
旅客機による搬送や、無線通信による医療上の助言などを合わせると、国外患者の
救急対応は 2,431 人になる。
　こうした救急および救助の活動に伴う収入は1億4,700万スイス・フラン。1フラン
110 円として約 160 億円であった。うち 6 割がパトロンによる寄付金、4 割が
保険金その他の収入である。
　対する支出は1億 5,400 万フラン。差引き 710万フランの赤字だが、従来の収支
を合わせると、現在 5億 2,600 万フランの剰余金が残っている。つまり日本円にし
て 580 億円ほどの備蓄があるわけで、この豊かな資金によって施設や機材の更新が
次々とおこなわれている。
　なおREGAの従業員は、2015 年末現在 342 人であった。

パトロン制度
　上述のように、REGAの収入の 6割はパトロンとよばれる支援会員の寄付による
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もので、2015 年のパトロン数は 3,283,000 人に達した。これは前年の 254 万人か

ら一挙 3割増に当たり、スイス人口 824 万人の 4割に相当する。
　パトロンがこのように急増したのは、REGA が 2015 年からパトロン各人の病歴
など、詳しい個人データをコンピューターに記録し、緊急事態に際して即座に参照
できるシステムを開設したことによるものと思われる。
　この個人医療データは、救急電話の対象者が明確になると同時に、自動的に
REGA本部の運航管理センターに表示される。加えて出動するヘリコプターの機内
にも表示され、現場治療の参考にすることができる。
　なお、パトロンになるための年会費は、個人が 30 フラン（約 3,300 円）、夫婦 2
人が 60 フラン、18 歳以下の子供を含む家族が 70 フラン、18 歳以下の子供を含む
片親家族が 40フランである。
　このようなパトロンは急病になったり大けがをしたような場合、スイス国内
1414、国外ならば +41-333-333-333 に電話をするだけで直接チューリッヒの
REGA 本部につながり、昼夜を問わず救急出動や医療上の助言を受けることが
できる。

REGA の運航管理センター

　上の写真はチューリッヒの REGA 本部にある運航管理センターである。意外に

少数のスタッフだけで国内はもとより国外からの救急電話を受け、それに応じて

13ヵ所のヘリコプターと 3機の救急ジェットに出動指令を出している。
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　REGA は救急出動に対する費用の支払いを、患者の健康保険や医療保険など

から受ける。患者が保険に入っていなくとも、パトロンならば費用を請求され
ることはない。パトロンはREGAの救急救助を無償で受けられるのである。
　こうしたパトロン制度によって、REGA は政府や自治体から公的な援助を受け
ることなく、したがって政治や行政の制約を受けることもなく、自由な活動が可能
となっている。当初は、スイス政府から支援の提案もあったようだが、活動の自由
を確保するため、それを断ったという。

REGAの事故
飛行の安全について、あらゆる手段を講じている REGAだが、事故はどうしても
避けられない。
　たとえば2015年 2月26日、救急任務を終えて戻ってきたREGAのヘリコプターが
エルスフェルト飛行場に着陸する際、滑走路上でハード・ランディングを起こした。
同機には 4人が乗っていたが、3人が負傷して病院に搬送された。
　また 6 月 28 日には山の中の救急現場に着陸しようとして電話線に触れ、機体の
一部を損傷した。ヘリコプターは無事に着陸することができたが、乗っていた 1人
が軽傷を負った。
　これらの事故を含めて、REGAは 1998 年以来 20年近い間に 9件の事故を起こし
ている。
　そうした事故に対して、REGAはどのような方策を講じているのだろうか。その
あたりの施策を探ることが本調査の目的である。

REGAの飛行安全策
　救急活動の基本は安全である。他者を助けようとして自分が怪我をしたり死亡し
たりするようでは、何のための救急救助かということになる。
　こうした考えの下に、REGA の安全策は 2人の飛行安全担当者（Flight…Safety…
Officer:FSO）に始まる。1人は医療グループから、もう 1人は運航グループから選
任され、外部の専門機関によって安全担当者としての訓練を受けたのち、その任務に
就く。訓練の内容は「航空安全管理」「航空事故調査」などさまざま科目があり、大
学における短期間の講義も受ける。
　2人の FSOを中心として、REGAでは「インシデント・レポート・システム」が
機能している。その基本となるのは現場のクルーから FSO宛に組織内のイントラ
ネットを通じて送られてくる「エア・セイフティ・レポート」（ASR）である。
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　この発信者は、誰にも知られないような仕組みになっている。その目的は当事
者の責任や罪を問うためではなく、不安全問題を探り出すことであって、レポート
は飛行の安全性を高めるためだけに使われる。
　報告の内容が技術的な問題であれば、FSOは内部の技術委員会に問題を提起する。
委員会は年に 2回開催される。その検討の結果、これまでの実績では、6割がなん
らかの改善策につながった。
　この結果は直ちにスイス全域の現場クルーに知らされ、それぞれに作業手順を変
えたり、機器の改修をしたり、訓練プログラムを変更したり、さまざまな対応策が取
られる。
　緊急を要するときは、パイロット・ミーティングなどのしかるべき会合に問題が
提起され、討議と検討に供される。さらにレポートの要約は4ヵ月ごとに文書にして、
REGAの全員に配布される。

ケーブル撤去運動
　このようなシステムから生まれた安全策の一つが「ケーブル撤去」の運動である。
　スイスに限らないが、山の中では至るところにケーブルが張られている。電線、
索道、アンテナ、電話線、スキーリフト、ケーブルカーなどが、地上 25メートルか
ら 60 メートルくらいの高さに存在する。そのうちスイスでは 7,500 ヵ所ほどが正
式に登録され、周知されているが、ほかにも無登録のものが少なくない。（余談なが
ら、日本の送電線の位置がテロに襲われる恐れがあるとして周知されていないのに
は疑問が残る）
　スイスの無登録のケーブルの中には、すでに使っていないものもある。使い終わっ
たまま放置されているからだ。そこで 2001 年、今から 15 年前に REGAはこれら
の障碍物を撤去する運動を始めた。この運動はスイス航空局の賛同を得て、他のヘ
リコプター運航会社や軍隊の支援も受けられるようになり、マスメディアも報道し
てくれた。
　こうして運動が始まって 3〜 4年ほどの間に 200 ヵ所以上のケーブル類が撤去さ
れた。この運動は、その後も続けられ、最近までに総計 435 ヵ所の障碍物が撤去さ
れたというのが、今回の調査時点での数字である。
　もうひとつの安全策は、衝突警報装置の装備である。これは本来グライダーどう
しの空中衝突を防止するために開発されたもので、GPS 受信装置と、それによって
認識した自らの位置発信装置がついている。
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　したがって、この装置を搭載した航空機どうしは、お互いに相手がどこにいるか
を知ることができる。
　またケーブルやアンテナなど、地上の障害物についても警報が発せられる。スイス
ではグライダーの 9割以上がこの装置を装着しているが、REGAのヘリコプターも
全機これを取りつけている。

安全のための訓練　
　REGAの飛行安全策は、ハードウェアばかりではない。危険な任務が多いだけに、
現実に即したきびしい訓練がおこなわれる。
　REGAの運航クルーや医療クルーは、全員がそれぞれの任務に応じた所定の訓練を
受けなければならない。医療スタッフもヘリコプタークルーの重要な一員であり、
決して単なる同乗者や乗客ではない。
　各地の救急拠点では 1年に 1回「訓練週間」を設け、この「トレーニング・ウィー
ク」の間にホイスト、ザイル、長吊りケーブル（最長 225m）などを使った救助
訓練をおこなう。また空中に宙吊りのまま立ち往生したケーブルカーからの乗客
救出、スキーリフトからの救助、霧の中の飛行といった訓練科目もある。
　加えて、ヘリコプターによる救助任務の支援をしてくれる山岳救助隊との合同
訓練もおこなう。さらに警察、消防、病院など各緊急機関との間で、ヘリコプターを
如何に扱うかの訓練もおこなわれる。
　これらの訓練は、REGAの開発した標準操作要領（SOP）によっておこなわれる。
たとえばホイスト操作、吊り上げザイルの取扱い、長吊り救助、ケーブルカーからの
救出、消火のための放水、溺水者の救助、なだれ救助、夜間飛行、霧の中での出発、
クルー間の相互コミュニケーションなどの要領が定められている。
　
計器飛行態勢の構築
　REGAは出動要請を受けながら、悪天候のために飛べなかったり、途中から引き
返すような事態が年間 600 件にも上っていた。そこで 2013 年「アイスバード・プ
ロジェクト」を立ち上げ、氷結気象状態でも飛べるような全天候型の救急ヘリコプ
ターの導入をめざすことになった。
　そしてイタリア・アグスタウェストランド社との間で検討を重ね、2015 年 12 月、
AW169FIPS の 3機発注契約が結ばれた。FIPS とは…Full…Ice…Protection…System（完

全防氷システム）を意味し、氷結気象状態の中でも安全な飛行を可能にする装備で、

詳細は第 4章で述べる。
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　3 機の導入費は合わせて 5,000 万スイス・フラン（約 55 億円）。運航開始は

2021 年の予定である。

　こうした新しい機材の導入に並行して、REGAは 2014年から国内全域60ヵ所に

独自の気象ステーションを設置しつつある。これは気象状況を自動的に収集し

発信する装置で、2017 年に完成の予定。これで救急飛行中のパイロットは周辺地域

の正確な気象データを常時取得できるようになる。

　さらにREGAはスイス空軍などの協力を得て、下図のとおり計器飛行の可能な低空飛

行ネットワーク（LFN:Low…Flight…Network）の整備を進めている。ヘリポート、

空港、病院などを結ぶルートで、最初のルートはすでに完成し、2015 年 7 月から

試験運用が始まった。しかし、実際の救急飛行に使うには航空局の最終承認が必

要で、2015 年末現在まだ試用段階にあった。

　これら全天候ヘリコプターと地上施設が完備すれば、双方相まって、気象状態の

良くない場合でも、救急救助飛行が可能になる。それが REGAの大胆な将来計画で

ある。

スイス全土に整備中の低空飛行ネットワーク
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新しい救急ジェットの導入
　REGAは 2015 年 4月、カナダのボンバーディア・チャレンジャー 650 双発ジェッ

ト救急機 3機の導入を決定した。現用チャレンジャーの発達型で、2018 年に入手し、

運航を開始する予定。

　同機は現用機にくらべてエンジン出力が増し、最新のアビオニクスを装備、キャ

ビンの騒音が小さく、患者用ベッドの幅が広く、照明設備が改善される。これで患

者にとっても医療スタッフにとっても乗り心地が向上する。

チャレンジャー救急ジェットとベッカーさん

欧州航空医療委員会
　REGAでレクチャーをしていただいたステファン・ベッカー氏は、先にも述べた

とおり欧州航空医療委員会（EHAC:European…HEMS…&…Air…Ambulance…Committee）

の理事長（president）でもある。

　EHACは 2000 年 2月 25 日に設立された非営利法人で、ドイツのミュンヘンで法

人登録された。その目的は、欧州全域でおこなわれているヘリコプターと飛行機に

よる救急医療活動を支援し、広く普及させていくことにある。
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　その目的を達成するために、EHACはヘリコプターおよび飛行機による救急関連

の教育養成および研究調査をおこなう。なお、EHACの活動は必要に応じて、欧州

以外の国々にも及ぶ。

　これらの目標達成のために、EHAC は航空医療に関する情報を集める。また

傘下の民間運営者を代表して EASA（欧州航空安全庁）や関係諸国の航空当局と

協議する。さらに関係各国の航空医療関連団体と話合い、これらの団体に助言し、

支援する。

　加えて EHAC は関係各国の航空医療の質を高めるために、欧州全域に共通する

基準を策定する。この中にはパイロット、医療スタッフ、パラメディック、整備

技術者などの質的基準も含まれ、国際的な共通基準となることをめざしている。

　そして救急医療の質的な水準を高めるための情報の収集と分析などの活動もおこ

なう。また2〜3年おきに開催されるAIRMED（国際航空医療学術集会）を主催する。

　加盟国は現在オーストラリア、オーストリア、ブルガリア、カナダ、チェコ、

デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イギリス、ハンガリー、イタリア、

オランダ、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スペイン、スウェーデン、

スイス、アラブ首長国連邦、アメリカの 22ヵ国で、必ずしもヨーロッパ諸国ばかり

ではない。アメリカ、カナダ、オーストラリアなど欧州圏外の国も入っている。

　このようにEHACは、世界的な航空医療団体として規模を拡大してきた。とすれば、

日本からも加盟して、その活動に参加すると共に、国際的な情報交換を日常的に

おこなうようなことを考えてはどうだろうか。

　年会費は 750 ユーロとのことであった。
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　イタリアへは 7月 23 日朝スイスを発ち、昼頃ミラノに到着してロンバルディア

州の救急指令本部を訪ねる予定だった。ところがチューリッヒ空港に行ってみると、
イタリア側の空港がストのため、飛行機が飛ばないという。
　どういうストなのか、ほかに方法はないのか、いろいろ聞いてみるがよく分から
ない。とにかく夜の 8時頃になったら飛ぶというので、それまで 10 時間ほど空港
ロビーでなすこともなく待たざるを得なかった。
　結局、ミラノに着いたのは午後 10時頃で、夜が遅いにもかかわらずレオナルド社
の面高真理男氏に空港まで出迎えていただいた。さらに翌日朝から車でコモ湖に近
いロンバルディア救急指令本部まで走り、わざわざ日曜出勤をしていただいたアル
ベルト・ピアセンティーニ医師からレクチャーと施設のご案内を受けた。

イタリアのヘリコプター救急体制
　イタリアの国土面積は 30万平方キロ余り。日本の 8割に相当する。人口は 6,100
万で、日本の約半分。行政区域は 20州に分かれ、州によって面積も地勢も人口密度
も大きく異なる。100 年ほど前までは、それぞれが王国や公国に分かれ、今の共和
国に統一されたのは第 2次大戦の終わった後だった。
　イタリアの地勢は、北部のアルプス山脈にモンブラン（欧州最高の 4,810m）や
モンテローザ（4,634m）などの高峰がある。そこから南へ延びるイタリア半島は
アペニン山脈が縦断し、2,000 〜 3,000m級の山なみが連なる。したがって、これら
の山岳地で遭難事故が起これば、地上の手段だけでは救助がむずかしい。そのため、
かねてから軍や警察のヘリコプターが活動してきた。
　こうした中でヘリコプターによる救急救助の体制が本格化したのは 1992 年 3月。
国の法律が制定され、公費によって全国各地に拠点が整備されるようになってから
である。
　公費によるヘリコプター救急は従来からおこなわれてきた救急車の例にならった
もので、日本の考え方に似たところがある。拠点数は最近では 51ヵ所。ほとんどが

第 4 章　イタリア
―山岳地が多く、拠点密度も高い―
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大きな総合病院で、隣接する州との相互協力もおこなわれている。
　拠点配備の状況は下図のとおりで、イタリア全土が離島も含めて救急ヘリコプター

でカバーされている。ただし、各拠点の担当範囲は半径 80kmの円で示されている。

ほとんどの拠点で高速飛行性能を持つ AW109 が飛んでいるので、それでも良いの

かもしれない。

イタリアのヘリコプター救急圏 
半径 80kmの円で国土のほぼ全域をカバーしているが、

山岳地の多い北部が濃くなっている。

〔資料〕レオナルド社

　使用機はイタリア製AW109のほかに、BK117、ベル412、SA365N3ドーファン、

EC135、AB139 など。なお山岳地域の救急拠点ではAB412 と BK117C1 が多い。

飛行時間は 51ヵ所の拠点を合わせて年間およそ 2万時間。
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計器飛行もおこなう
　こうした救急体制は国の法律やガイドラインによってつくられたものだが、個々の

具体的な実施基準は州の規定にもとづく。救急ヘリコプターも、それぞれの州の特性

に合わせて配備されており、場所や機材の内容も州によって異なる。

　たとえばヘリコプターに乗り組む要員は、パイロットが原則として 2 人乗務。

これで計器飛行をするところもあるが、パイロット 1 人だけの拠点は有視界飛行

に限定される。

　医療スタッフは通常、救急治療の認定を受けた医師と看護師。これらの要員は

国の健康サービス機関（NHS:National…Health…Service）に所属し、620 人以上が

登録されている。またフライトナースの登録数は 800 人を超える。

　登録医師の 9割は麻酔医である。通常は救急治療、集中治療、その他の手術部門

で仕事をしながら、時に応じてヘリコプターの搭乗任務につく。したがって必ずし

もヘリコプター専属というわけではない。

8 分以内に救急治療開始
　大きな外傷や急性疾患などの緊急事案が発生すると、そこから最寄りの出動指令

センターに 118 番の救急電話がかかってくる。指令センターでは一定の基準（プロ

トコール）にもとづいて、ヘリコプターが必要と判断すれば出動要請を出す。

　現場に到着したヘリコプターは着陸するか、レスキューウィンチ、すなわちホイ

スト降下によって医師その他の医療スタッフを地上に降ろす。患者をヘリコプター

に乗せる場合も、ホイストを使うことがある。そのため救急ヘリコプターの半数

以上がホイストを装備している。

　とりわけロンバルディア州などイタリア北部の地域では、医療スタッフのホイス

ト降下による活動が多い。さらに山岳地や不整地ばかりでなく、ミラノのような都

市部でも、せまい道路でヘリコプターの着陸ができないときはホイスト降下をする

ことがあるらしい。したがって医師も看護師も 6ヵ月ごと、すなわち夏と冬に 1回

ずつホイスト降下の訓練を受ける。

　救急事案の覚知から治療開始までの「レスポンス・タイム」は、都市部では 8分

以内という規則がある。これは救急車でもヘリコプターでも、救急任務のすべてに

共通する規則である。

　ただし地域によって地勢が異なり医療施設の多寡が異なるので、山村部の過疎地
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では最大 20 分まで許容される。逆に NHS は、20 分まで許容されるような過疎地

でも、救急治療開始までの時間をできるだけ短縮するよう、救急ヘリコプターの

配備増強を州政府に勧告している。

　そのため警察機や消防機を救急に使っている地域もあるが、救急専用ではない

ので、他の本来の任務についているときは救急要請に応じられない。あるいは出

動までに時間を要する。したがって、時間が重視される救急任務に対して非専

用機の流用は望ましくないとされている。

ロンバルディア救急本部ヘリポートから出動する AW139 救急機

捜索救難にも当たる
　イタリアの診療患者数は、全国平均が拠点 1ヵ所あたり 600 人。うち 4割が交通

事故である。

　アルプスに近い地域では、なだれに埋まって低体温におちいった遭難者の救助も

おこなう。そのための教育訓練は、医療スタッフの標準的な基礎訓練となっている。

これらの訓練は救急患者や遭難者を助けるためばかりでなく、医療スタッフみずか

らの安全を確保するためにも欠かすことができない。

　また、国営の専門学校で訓練を受けた山岳救助隊員が同乗することも少なくない。

彼らはヘリコプター拠点に常に待機しているところもあり、また救助の現場に近い
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ところから乗りこむこともある。救助隊員が待機している拠点は、全体の半数を

超える。

　いっぽう湖水面や海上で救助活動をする場合、ヘリコプターは航空法の規定によって

洋上飛行装備をしなければならない。すなわち機体のフロート装備と搭乗者のライ

フベストである。

　海難救助の典型的な例は 2012 年 1 月ジリオ島の沖合で起こったクルーズ客船

コスタ・コンコルディアが 4,252 人を乗せてティレニア海で座礁、転覆事故を起こ

したケース。軍の捜索救難ヘリコプターと民間の救急ヘリコプターが協力して救助

活動をおこなった結果、死者は 40人ほどですんだ。

　以上のように、イタリアの救急ヘリコプターは半分以上の拠点で救急医療に加え

て捜索救難（S&R）任務にも当っている。

　また昼夜 24時間の出動をしている拠点は 2割以上の 12ヵ所という。

ヘリコプター救急の費用負担
　救急ヘリコプターに搭乗する医療スタッフは、国の機関NHSが提供する。

　一方、ヘリコプターの運航は州政府と民間ヘリコプター会社との契約によるもので、

公開入札によって決められる。契約は州の条例にもとづき、7 〜 9 年ごとの入札

によって更新される。

　救急ヘリコプターの運航経費には償却費、パイロットや整備士などの人件費、

燃料費や整備費などの飛行変動費、そして一般管理費が含まれる。これらの費用を

含むヘリコプター運航費は州の公費によってまかなわれ、患者に請求されることは

ない。
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アルベルト・ピアセンティーニ先生と面高真理男氏 
背景はロンバルディア救急本部

救急ヘリコプター最近の事故
　イタリア救急ヘリコプターの事故について、全体像はよくわからない。が、近年

では次のような事故が起こっている。

●　2015 年 8月 26 日

　救急のためのホイスト操作をしていたAW139 が送電線に触れ、医師とホイスト

操作員が 5メートルほど下の地面に落下、重傷を負って病院に搬送された。ヘリコ

プターそのものに損傷はなかった。

●　2013 年 8月 20 日

　シチリア島でベル 412 救急ヘリコプターが、救急現場付近に着陸しようとして砂

塵に巻きこまれ、ブラウンアウトにおちいって視界を失い、ハード・ランディング。

乗っていた 4人が負傷した。

●　2012 年 7月 21 日

　イタリア最北部のソンドリオ近郊に拠点を置く救急ヘリコプター EC145 が、



35

アルプス山中の谷間に転落したモーターバイクのけが人を救助したのち、離陸上昇中

に高圧送電線に触れて森林の中に墜落した。乗っていたのはパイロットのほかに
ドクター、ナース、救助隊員と、バイク事故を起こした患者など 6 人だったが、
高度が低かったため全員無事。
●　2011 年 11 月 9日
シチリア島カタニアで 5人を乗せた救急ヘリコプターが病院ヘリポートから飛び
立ったが、天候が悪く、尾部ローターが樹木に触れて横倒しとなり、副操縦士が
死亡した。
●　2009 年 8月 22 日
　コルティナ・ダンペッツォの山岳地で登山者を救助しようとして悪天候のため
電線に衝突、乗っていた 4人が全員死亡。

イタリアの飛行安全策
　こうしたヘリコプター救急の事故を防止するために、イタリアでは衛星による
航法システムをヘリコプターにも適用して、飛行の安全性を高める動きが始まっ
ている。
　これは欧州航法安全機構の開発した静止衛星補強型の衛星航法システムを使うも
ので、設備費の高い地上の航行援助施設が整備されていない地域を飛んだり、不整
地で離着陸するヘリコプターの安全性を高めるのが目的。
　とりわけ救急ヘリコプターは遠隔の過疎地で、気象条件の悪い中、それも夜間に
救急現場で離着陸しなければならない。しかし、救急現場や小さな拠点ヘリポート
や病院に、高額の費用がかかる地上航法施設は設置がむずかしい。
　これに対して、新しい衛星航法システムは平面的な位置情報ばかりでなく、垂直
方向の高度も正確に表示することができるので、特に着陸に際しては、ポイント・
イン・スペース（PinS）着陸をおこなう場合など、パイロットにとってすぐれた安
全手段となり得る。
　イタリアのピエモンテ州では、こうした EGNOS 航法が救急ヘリコプターで実行
に移されており、欧州航法安全機構のイタリア支局も今後の普及を促進しつつある。

レオナルド社を見学
　レオナルド社はミラノ郊外に本部を置く。7月25日、午後1時過ぎのルフトハンザ
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航空で日本へ飛び立つ日、われわれは早朝から同社を訪ねた。そしてヘリコプター

救急事業部のドメニコ・ブビコ部長のレクチャーを受け、昼前までヘリコプター

組立工場を見学した。

　この航空機メーカーは、戦前はアグスタ社の名前で飛行機を製造していたが、

戦後はアメリカのヘリコプターメーカーと提携し、ベル 47、206、212、412、シ

コルスキー S-61、ボーイング・バートル CH-47C チヌークなどをライセンス生産

してきた。

　さらに英国ウェストランド社と共同で EH101 を開発したことから両社の合併が

実現し、アグスタウェストランド社と称するようになった。この三発ヘリコプターが

AW101 と改称され、初飛行したのは 1987 年 10 月 9日。

　一方、アグスタ独自の設計になる軽双発ヘリコプターの開発が始まったのは1960年代。

A109Aと名づけられた同機は1971年8月4日に初飛行する。当時、中・小型ヘリコプ

ターとしては珍しい引込み脚を有し、高速性能と相まって注目された。

　その後A109 は、A109C、A109E パワー、A109K、A109 ダヴィンチ、A109SP

グランドニューと発展し、今も日本を含む多くの国で使われている。さらに 1990

年代、アグスタ社は陸軍向けのA129 マングスタ攻撃ヘリコプターを開発、2001 年

2月 3日にはAW139 大型双発機が初飛行した。

レオナルド社のヘリコプター組立工場にてドメニコ・ブビコ部長
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最近では、AW149、AW169、AW189 といった新世代機が次々と開発され、実用

化されている。

　なお同社は、この 1 年間に 3 度も社名を変更した。以前のアグスタウェスト

ランド社は 2016 年 1月、親会社の名前をとってフィンメカニカ社と名乗り始めた。

ところが4月の株主総会でレオナルド・フィンメカニカ社と改称され、さらに2017年

1月 1日からレオナルド社に変わることが決議された。

　これは同社によれば、500 年前にヘリコプターの原理を考えたレオナルド・ダ・

ヴィンチにちなむと同時に、この万能の天才が象徴するルネッサンス期にならって、

今後のヘリコプター界における新しい変革の時代をつくってゆく意気ごみを示す

ものという。

　

AW169 の開発とREGA向け改修
　レオナルド社の新しい製品のひとつがAW169 双発ヘリコプターである。標準乗

客数が最大 10 人という中型機で、2015 年夏に型式証明を取得し、実用化された。

最近までの受注数はおよそ 150 機。

その開発にあたって、レオナルド社は 10 年前からヘリコプター救急の必要とす

る機能を見きわめながら、これまでの経験に新たな飛行能力と安全性をつけ加え、

トランスミッションやローターシステムの設計にも新しい技術を採り入れ、2010 年

夏、新世代の救急機という特性を強調しながら計画を公表した。

　ストレッチャーは 2人分の搭載が可能。床面は平らで広く、飛行方向に対し縦向

きでも横向きでも搭載することができる。

　アビオニクス（電子機器）は 4軸のオートパイロット（自動操縦装置）、二重の

フライト・マネジメント・システム（FMS: 飛行管理装置）がついて操縦労力を軽減し、

パイロット 1人でも計器飛行が可能。

　さらに衛星を基本とする航法、通信、監視装置をそなえ、昼夜を問わず飛行可能。

また地形および空中での衝突防止装置も装備できる。
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新しい救急機をめざす AW169 双発ヘリコプター 

　これらの特性に着目したスイスのREGAは、機体装備のいっそうの改修を前提と

して 3機を発注した。
　レオナルド社とREGAとは、これまでもAW109ダヴィンチの開発などで協力して
きた。ダヴィンチは標準型AW109SP に対して、アルプス山岳地での救急救助飛行
に適した改良を加えたものだが、これはGPS 受信機を強化して、AW109SP グラン
ドニューに発展している。
　同じように REGAの求めるAW169 は、アルプスのきびしい気象条件下でも飛行
可能な全天候性をめざして、完全防氷装置を装備することになり、AW169FIPS（Full…
Ice…Protection…System）の呼称で改修が進んでいる。
　防氷装置はこれまで、中型ヘリコプターに装備するのは無理とされてきた。装備
が重い上に、主ローター、尾部ローター、および操縦席前面の風防に電熱を通すた
め電力の消費がいちじるしい。それでなくとも救急ヘリコプターは、機内の医療機
器や救助用ホイストのために大きな電力が必要となる。
　これが大型機ならば、所要の装備をほどこす余裕があるかもしれない。現に同じ
レオナルド社のAW139 大型ヘリコプターは 2010 年 5月以来、最近までに約 70機
が FIPS を装備して飛んでいる。
　しかし救急用の中・小型機に装備するには、まず小型・軽量でなければならない。
しかも高い機能と信頼性が要求される。
　特に REGA の要求は速度、航続距離、航続時間、高度性能、搭載量などヘリコ

プターそのものの基本性能も高くなければならない。さらに最新のアビオニクス
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（航空電子機器）を装備、レーダーによる障碍物の監視と回避装置を含むと同時に、

4軸のオートパイロット（自動操縦装置）をそなえ、パイロット 1 人で計器飛行が

可能であること。また吊り上げホイストを装備すること、といった内容であった。

　結果として、REGA からレオナルド社に求められた改修事項は 578 項目に

及び、契約書に添付された仕様書は257頁にもなった。「スイス・アーミーナイフ」の

ような小さくて沢山の機能を持ったヘリコプターが REGA の望みだったといえ

ようか。

　しかし、その望みはレオナルド社の想定していなかったものが多く、それを実現

するには基礎的な設計変更も必要で、改めてAW169 のダウンウォッシュの強さを

測ったり、病院の屋上ヘリポートにかかる荷重を測定したり、着陸時の衝撃を測る

など、さまざまな試験をするだけで 2年を要した。

　今その開発が進んでいるが、2020 年 6 月には欧州航空安全庁（EASA）の型式

証明を取り、AW169FIPS の呼称で REGAに引渡される予定である。

もうひとつの未来機AW609
　ヘリコプター・ルネッサンスをめざすレオナルド社は、AW609 ティルトローター

機の開発にも意欲を見せている。

　ティルトローターは固定翼の両端にエンジンとローターを取りつけ、これを立て

てヘリコプターのように垂直離着陸をおこなうと共に、上空ではローターを前方へ

ティルトし（傾け）てプロペラとして使いながら高速長航続の飛行をする。

　これが実用になれば史上初の民間ティルトローター機となるはずで、レオナルド

社はこのAW609 を、1996 年からアメリカのベル・ヘリコプター社と共同で開発に

踏み切った。ところが途中でベル社が手を引き、目下単独で開発にあたっている。

　原型 1 号機は 2003 年 3 月 7 日に初飛行した｡ 同機は 2006 年 1 月ヘリコプ

ター状態からローターを前傾して飛行機モードヘの遷移飛行にも成功｡ さらに高度

4,500mで 472km/h の速度を達成した｡ そして原型 2号機も 2006 年 11 月 9日に

初飛行している。
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ヘリコプター状態でホバリング中の AW609 

　機体構造はアルミ合金のほか複合材を多用し､ 主翼とローターブレードは全複合

材製｡ 胴体断面は円形で、キャビンは与圧されているため乗り心地が良く､ 騒音も
少ない。
　操縦席は最新のグラスコクピット｡ 操縦系統は三重のフライ･バイ ･ワイアを採用、
離着陸時に片発が停止しても安全な飛行ができる。また計器飛行はもとより、氷結
気象状態でも飛行可能。
　こうした AW609 は 2015 年 9 月、ウェストランド社の工場があるイギリスの
ヨービルからイタリアのミラノまで1,161kmを2時間18分で飛行し、同じ区間を車、
ヘリコプター、ビジネスジェットなどを乗り継いで移動するのにくらべて 3割以上
も早くなるという記録をつくった。滑走路の不要な垂直離着陸（VTOL）の特性を
生かして効果の高いことを実証したものといえよう。
　この特性によって、AW609 は海洋石油開発における沖合プラットフォームへの作
業員輸送、警察や消防の捜索救難、災害対応などの用途を目的としている。またア
メリカのヘリコプター運航会社 ERAグループは、同機を遠距離高速の救急飛行に使
う目的で、レオナルド社との間に相互協力の覚え書きを結び、救急機をめざす開発
試験の準備中。
　救急飛行は、これまで近距離の範囲についてはヘリコプター、長距離区間では固
定翼機が使われてきた。これに対し、垂直離着陸が可能で、しかも高速長航続のティ
ルトローター機であれば、救急機としてヘリコプターと固定翼機の両方の機能を果
たすことができる。それがAW609 のめざすところである。
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　ところが 2015 年 10 月 30 日、試作 2号機がミラノ近郊で 542㎞ /h の高速飛行

試験中に事故を起こし、乗っていたテスト・パイロット 2人が死亡した。このため

1号機も大事をとって飛行を自粛することになったが、2016 年 4月から再び飛び始

めた。また3号機も 5月から地上試験を開始しており、2017年夏には初飛行の予定。

　この事故によって、型式証明の取得予定は当初の2017年から1年遅れとなったが、

2018 年にはアメリカ連邦航空局（FAA）の型式証明を取得する計画である。最近

までの受注数は約 60 機と伝えられる。

　なお2016年10月、東京ビッグサイトで開催された国際航空宇宙展では、AW609の

要人輸送用キャビン・モックアップ（実大模型）が展示され、注目を集めた。

さまざまな機能を持つスイス・アーミーナイフ
ドクターヘリの意匠をつけた特別版は

ビクトリノックス・ジャパン（株）が発売中。
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　アメリカは、今回の訪問先には含まれていないが、欧州 4ヵ国と対比して理解を

深める上で、これまで別途におこなってきた調査結果をここに併載しておきたい。

　アメリカは国土面積が広いこともあって、下図の通り、ヘリコプター救急の拠点

が非常に多く、2015 年 9 月現在 864 ヵ所に達し、そこから飛んでいる救急ヘリ

コプターは 1,045 機に及ぶ。拠点数よりも機数が多いのは予備機が必要だからで、

夜間飛行をしているだけに拠点数の 2割増しになっている。

アメリカ航空医療学会の 2015 年航空医療拠点図

　さらに驚くべきは事故件数の多いことである。決して非難したり皮肉をいうわけ

ではないが、他国からすれば「反面教師」と見ることもできよう。

第 5 章　アメリカ
―事故多発の反面教師―
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　たしかに最近の救急ヘリコプターの事故は下表に示すとおりで、最近 10 年間の

事故総数が 95 件、うち死亡事故が 33 件である。すなわち、毎年 10 件近い事故が

発生し、3件以上の死亡事故が起こっていることになる。

最近 10 年間の米救急ヘリコプター事故
年 拠点数 機体数 救急ヘリコプター事故数 うち死亡事故
2015 864 1045 5 3
2014 846 1020 6 2
2013 812 970 9 5
2012 776 942 7 1
2011 764 929 6 1
2010 731 900 13 6
2009 714 867 12 2
2008 699 840 13 8
2007 664 810 11 2
2006 647 792 13 3
合計 ― ― 95 33

　〔資料〕アメリカ航空医療学会（AAMS）の ADAMSデータベース、シカゴ医科

　　　　……大学ブルーメン教授講演、NTSBデータベースなどから統合作成…

また上表には示されていないが、米運輸安全委員会（NTSB）の報告では、

最近 10 年間の救急ヘリコプターの事故による死者は 97 人に達するという。毎年

10 人ほどの人が死んでいるわけで、まことに恐るべき事態といわなければなら

ない。

　こうした状況はすでに 20年ほど前から続いていて、NTSB は 2009 年 2月、航空

医療関連のパイロット、医師、事業者、連邦航空局（FAA）など 41人の専門家を招

いて 4日間にわたる公聴会を開催した。その結果、半年後の 9月に救急飛行の安全

に関する勧告を出した。その主要事項は次のとおりである。

	パイロット訓練基準の制定

	シミュレーター訓練の強化

	運航会社の安全管理システムの構築
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	飛行データ記録装置（FDR）の搭載
	飛行データの正確な集計
	気象情報の活用
	低空域のインフラ整備
	夜間暗視装置の活用
	自動操縦装置の装備　

　この勧告にもとづいて、連邦航空局（FAA）が航空法を改正したのが 5年後の
2014 年 2 月。何故そんなに時間がかかったのか分からないが、その 5 年間にも
事故が絶えなかったのは左表に見る通り。外から見ていていささか悠長な気がする。
　その FAAによる法律改正の概要は、次のとおりである。

	地上接近警報装置（3 年以内）、電波高度計、飛行データ・モニタリング
装置（4年以内）を取りつける

	10 機以上の運航者は、組織内に運航管理センターを設ける（そこに勤務
する運航管理者（OCS）には薬物検査とアルコール検査をおこなう）

	有視界飛行の最低気象条件を雲高 240mから 300mへ、視程 3マイルから
5マイルへ拡大する

	機長は計器飛行資格を取得する
	患者搭載中の飛行はすべて旅客輸送基準に従う
	医療スタッフに対する安全訓練と安全ブリーフィングを必ず実施する

　この間、シカゴ医科大学のアイラ・ブルーメン教授は 2012 年 10 月、救急飛行の
安全策として、次の 4条件を提示した。
　　①　現場救急は昼間のみとする
　　②　着陸はあらかじめ確認した場所のみとする
　　③　使用するヘリコプターは双発機のみとする
　　④　パイロットは 2人乗務とする
　まさしく今われわれが実行している日本のドクターヘリの運航方式とほとんど
変わらない提案である。
　ブルーメン教授の「パイロット 2人」という提言に対して、ドクターヘリのパイロッ

トは 1人だが、横に整備士が乗っていて、航法、通信、外界監視など、副操縦士と

変わらない任務を果たし、パイロットの 2人乗務とほとんど同じ効果をあげている。
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　そうしたドクターヘリとブルーメン案はむろん偶然の一致だが、救急飛行の安全

をつきつめてゆけば、最終的には同じような結果にゆきつくのかもしれない。

日本でおこなわれているドクターヘリの事業形態は、理想形とまではいえぬにし

ても、それに近いといっていいのではないだろうか。

自由競争と高額請求
　アメリカのヘリコプター救急における事故は、なぜ続くのか。

　アメリカ社会は自由競争の原理で動いている。救急車も救急ヘリコプターも民間

の営利事業として運営されている。ヘリコプター事業の認可を得ていれば、空港や

ヘリポートに機体とパラメディックを待機させ、地域の救急本部と取り決めをして、

救急事案発生の際には出動要請をもらう仕組みをつくれば、すぐにも事業が始めら

れる。

　そこまではいいのだが、自由競争であるだけに真似をするものが出てくる。同じ

町や村で複数のヘリコプター救急事業が出現し、市場原理が働いて競争で救急機を

飛ばすことになる。

　また使用機は双発という規定もないので、およそ 1,000 機のヘリコプターは

ほぼ半数が単発機という現状である。無論その方が機体価格も運航費も安い。

さらに、それを操縦するパイロットの飛行経験や資質などを問わない事業体も

増える。

　また、夜間飛行は当然のごとくにおこなわれ、暗い中で救急現場に着陸する。

かつては機首下面の着陸灯で目標地点を照らしながら、その灯火の中を通り抜ける

ように降下してゆけばよい、などという危なっかしい着陸要領が真面目に提示

されたこともあったし、最近は夜間暗視装置（Night…Vision…Goggles:NVG）を

装備すれば可とする考え方が強いが、果してそれだけでいいのか疑問が残る。同時に、

天候の悪化などに多少の不安がある場合でも無理をして出動する。

　そのうえ救急料金の回収が円滑にゆかない。基本的には患者の加入している医療

保険が適用されるが、ヘリコプター救急会社はこれを保険会社へ請求しなければ

ならない。

　ところが保険会社は、患者の乗っていないときの飛行―すなわち待機の拠点か

ら救急現場までの飛行時間や、病院で患者を降ろしたあとの帰投時間には保険金を

支払わないといった条件をつけてくる。
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　その分を、ヘリコプター会社は患者の乗っていた飛行時間に割がけて請求する

ので、結果的にはほぼ同じ数字になるが、一方で民間医療保険には病院や医師の指

定など、さまざまな条件がついていて、部分的な支払いか、支払い拒否になること

も少なくない。

　そのうえアメリカでは医療保険に加入していない国民が 3,000 万以上も存在する。

　やむを得ず、ヘリコプター会社は運航費を直接、患者へ請求する。その金額が

2万ドル（約 200 万円）とか 5万ドル（約 500 万円）とか、誰もがすぐに払えるよ

うな金額ではない。中には自分の年収と同じくらいの料金が請求されたとか、その

金額を見て今度は心臓マヒを起こしそうになったとか、笑い話にもならない悲劇が生

まれている。

　瀕死の患者にとって、ヘリコプターか救急車か、搬送手段を選ぶことはできな

い。いっぽうで、ヘリコプター搬送は患者の支払い能力があるか否かに関わらずお

こなわれる。

　患者の方も病院までこんなに近いのに、なぜヘリコプターを使ったのかという疑問

を持つ人が出てくる。あとから調べてみると、自分が起こした交通事故の現場近く

に病院があった。それにもかかわらず、わざわざヘリコプターで遠くの病院へ連れ

て行かれた。むしろ救急車を使った方が早かったかもしれないではないかというの

で、人命救助が却って恨みを買うような結果にもなる。

　しかしヘリコプター救急会社は、患者の搬送費が支払われなければ訴訟を起こ

して裁判に訴える。それが決着するまでには長い期間を要する。それでなくと

も患者自身は治療費の支払いに困窮している事例もあって、ついには自己破産

せざるを得ない。アメリカの自己破産は「医療費」によるケースが最も多いと

聞いた。

　こうして今、アメリカのヘリコプター救急は安全上も経済上も、幾多の複雑な問

題をはらみながらおこなわれている。

最も危険な職業
　アメリカのヘリコプター救急について、上のような悲観的な見方で終わるのはど

うかと思っていたところへ、先に引用したブルーメン先生が 2016 年 12 月、ノース

カロライナ州シャーロットで開催された航空医療搬送学術集会（AMTC2016）でお

こなった講演をウェブ上で見つけた。
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　ブルーメン先生は17年ほど前からヘリコプター救急飛行の安全に関する先端的な

調査研究をしてきた。その最初の論文は 2002 年に発表された「航空医療搬送に

おける安全性と危険性」という表題である。

　そこに引用されたのは米運輸安全委員会（NTSB）が 1988 年に発表した集計で、

ヘリコプター救急と他のヘリコプター事業をくらべると、事故率は 2倍、死亡事故

率は 3.5 倍であったという。

　もっとも、当時はまだヘリコプター救急が始まったばかりの初期段階で、アメリカ

全体の救急ヘリコプターだけの飛行時間については必ずしも正確な統計がなく、

ブルーメン先生もそういう断り書きをつけている。

　しかし、それから何年か経って、ブルーメン先生みずから主宰するシカゴ大学航

空医療ネットワーク（UCAN）で実際に事故が起こった。2005 年のことで、先生

みずから事故は決して他人事（ひとごと）ではなく、いつでもどこでも起こり得る

ものであることを実感したという。

　こうして米ヘリコプター救急界の事故はいっこうに減らず、ついに 2008 年には

ピークを迎える。この年は 13 件の事故が発生し、29 人の死者が出たのであった。

これは、漁船員、きこり、警察官など、さまざまな危険な職業の中でも最も危険な

職業というべき死亡率であった。

最近のブルーメン講演
　さて、最近のウェブサイトで見つけたブルーメン先生の 2016 年 12 月の講演は、

およそ次の通りであった。以下は、その要約である。

「アメリカのヘリコプター救急事故は、近年になって減少傾向が見えてきました。

一方で昨年初めて救急専用ヘリコプターの機数が減り、救護した患者数も減りました。

ただし飛行時間はわずかに増加しております」

「アメリカの救急ヘリコプターが飛び始めた 1972 年から 2016 年までの 44年間に、

事故は 342 件発生しました。そのうち 123 件は死亡事故です。また 342 件の事故

機に乗っていた人は1,053人ですが、そのうち328人が死亡、116人が重症、136人

が軽傷、473 人が無事でした。

　死者 328 人の内訳は、乗員が 279 人、患者が 40 人、患者の家族などの同乗者

が 9人でした。さらに無事または負傷しながらも生還した人は 725 人で、生存率は

68.8%ということになります」
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講演開始前のブルーメン教授

「もう少し最近の1998年から 2016年までの集計を見てみましょう。この18年間の
事故は 222 件で、そのうち 73 件―ほぼ 3分の 1が死亡事故です。これらの事故
機に乗っていた人は 669 人。うち死者が 187 人、重傷者が 76 人、軽傷が 73 人、
残り 333 人は無事でした。また 187 人の死者のうち 160 人が乗員、21 人が患者、
6人がその他の人です」

夜間の事故は死亡事故になりやすい
　ブルーメン先生の講演は続く。
「死亡事故の割合を見ると、ヘリコプター救急初期の頃は事故の 40%が死亡事故で
した。それが 1990 年から 97 年は 46% に上昇し、98 年から 2016 年の間は 32%
に減少しました。つまり最近は死者の割合が減って、生還者が増えていることに
なります」
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「しかし昼間飛行と夜間飛行を分けて見ると、様子が変わってきます。夜間飛行中の

事故は全体の 49%で、事故件数そのものは昼間とほとんど変わりません。ところが

死亡事故は事故全体の 67% を占めるのです。つまり同じ事故でも、夜間の場合は

死亡事故になりやすいわけです」

「1998 年から 2016 年にかけて、アメリカの救急ヘリコプターは 520 万時間の

飛行をしました。そのうち 36%が夜間飛行でした」

　ということは、夜間飛行は全体の 3分の 1でありながら、事故は昼間とほぼ同数。

言い換えれば、夜間の方が昼間の 2倍ほど事故を起こしやすいということになる。

「事故の原因については、事故全体の 94%にヒューマンファクターが何らかの関係を

しています。また 25%は気象、24%は機械的な不具合、21%は CFIT、9%は着陸

場所の不具合でした。なお気象状態に起因する事故は 3分の 2が死亡事故になって

います」

　ここに挙げられたCFIT（Controlled…Flight…Into…Terrain）とは、正常な飛行をし

ている航空機が衝突の可能性に気づかないまま、山や地面、水面、障害物などに衝

突する事故のことである。こうした現象はパイロットの技量や経験にかかわらず

起こりうるもので、雲や濃霧による視界不良、山や丘陵など隆起した地形への接近、

あるいは着陸降下中などの状況下で、パイロットの疲労や睡眠不足などで注意力が

低下したり方向感覚を失なったときに起こることが多い。

　さらにブルーメン先生はいう。

「救急ヘリコプターが単発機か双発機かという問題も見逃すことはできません。

1998 年から 2016 年の間に事故を起こした救急機を見ると、単発が 116 機、双発

が 105 機で余り大きな差はありません。しかし、たとえば 2003 年当時、救急飛行

に使われていた単発機は 35%でした。それが 1998 〜 2016 年では 45%を占める

ようになりました。そして事故の 59%が単発機でした。さらに今年は、単発機が

53%まで増加し、事故の 75%を占めるまでになりました」

　やはり、単発機の方が事故を起こしやすいということである。

救急事業者は飽和状態
　ブルーメン先生は、ほかにも最近の興味深い傾向を指摘している。

「ひとつは救急ヘリコプター数が増加する一方、1 機あたりの飛行時間と患者搬送

数は減少しているのです。1994 年の 1 機あたりの飛行時間は平均 800 時間でし

たが、2003 〜 2008 年は 600 時間となりました。さらに 2008 年に事故が多発し、
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ヘリコプター救急の安全性が社会的な問題になると、それ以降の飛行時間が急に減

少したのです」

「今や米国の救急ヘリコプターは年間平均で 1機あたり 350 人の患者を搬送してい

ます。国全体では 30万人の患者数になります。また 1980年以来の患者は 637 万人

に上ります」

「飛行時間は年間 40万になったこともありますが、最近は 30〜 35 万時間程度です」

「救急ヘリコプターの機数は 1986 年に 151 機でした。それがアメリカ独自の自由

競争によって、10 年後の 96 年には 309 機と倍増し、2006 年にはさらに倍増して

648 機となり、今日では 852 機となっています。これに救急任務を兼務する警察機

などを加えると 979 機となり、予備機を入れると 1,048 機になります」

「しかし今や、規模縮小の時代に入ったのです。これはヘリコプター救急事業者が

増えて、業界が飽和状態に達したためです。結果としてプログラムの統合が進み

始めました。2002 年には 231 のプログラムが 377 機のヘリコプターを運航して

いました。それが今日では 218 のプログラムが 1,000 機ほどの機体を運航して

います」

「そして今や疑いもなく、救急ヘリコプターは安全になってきました。2002 年には

10万飛行時間あたり5件の事故が発生していました。それが今日では2〜 2.5件まで

半減しました。したがって 1980 年当時、救急ヘリコプターの乗員は 50人中 1人が

死ぬ確率にありましたが、今では850分の1にまで減少したのです」

　このように、ブルーメン先生は将来への希望をつなぎながら、最後に次のような

結論を語った。

「救急ヘリコプターの事故は、その4割がC2に起因します。その割合は悪天候よりも、

機械的な故障よりも大きい。『自分は安全だ。まさか事故に遭うことはない』などと

思っている人ほど、事故に遭遇する可能性が高くなるのです」

事故を招くC2

　これでブルーメン先生の講演は終わりだが、最後の「C2」とは何か。…Carelessness

（不注意）×Complacency（自信過剰）のことである。先生は、かねてからこの「C2理論」

を提唱しており、不注意と自信過剰が重なると事故につながりやすいとしている。

　具体的には、たとえば次のようなことである。
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	カウリングやラッチなどの留め具をしっかり留めない

	着陸地周辺の障害物や地上の異物の見落とし

	事業体の方針無視

	注意散漫

	燃料補給の失念や遅れ

	チェックリストによらない点検作業

	飛行前の不適切な計画と判断

	うっかりしたスィッチ操作

	医療クルーからパイロットへの再三の飛行要請

　なお、ブルーメン先生の講演は、毎年の AMTC 学術集会で恒例のようにおこな

われてきた。AMTCにおける一種の名物講演で、ヘリコプター救急の安全を主題と

して興味深く、分かり安く、筆者らもこれまでAMTCに出かけるたびに必ず聴いて

きた。

　アメリカのヘリコプター救急が先生のいうように、これから安全性を高めていく

ことを期待したい。



52

　
　

　以上に見てきた欧米諸国の実情から、本報告書の結論として、日本が如何にある

べきかを考える。
　2001 年から本格的に始まった日本のドクターヘリ事業は、以来 15 年間、関係
者の努力によって安全な飛行を続けてきた。この間の無事故記録は出動回数にして
15 万回を記録したが、2016 年 8 月、神奈川県で事故が発生した。われわれが欧州
における救急飛行の安全策を探る調査から帰国して 10日ほど経ったときのことで、
まことに残念というほかはない。
　幸い死傷者はなく、後述するように患者の治療にも影響はなかった。けれども、
いつなんどき何が起こるか、決して気をゆるめることはできない。そのことを改めて
思い知らされる出来事であった。

安全の 3要素
　救急ヘリコプターの安全策は、大きく必要条件と十分条件から成ると考えられる。
そのうち必要条件は、次の 3つの要素から成るといえよう。
　1　設備
　2　技能
　3　制度
　ここでいう「設備」とは、ヘリポート、格納庫、現場着陸地点などの地上施設、
ならびに使用するヘリコプター、装備品、機器類を含むもので、これらに不具合があっ
てはならない。
　「技能」とは、パイロット、整備士、医師、看護師、運航管理担当者（CS）など
の業務上の資格、ならびに安全上の技倆をいう。同時に、それらを獲得するための
訓練も重要で、資格取得のための基礎的な養成訓練はもとより、資格取得後も特に
緊急事態を想定した「リカレント訓練」をくり返す必要がある。これには実機では
困難な事態をシミュレーターによって再現しながら、要員の対応能力を維持し、
高めてゆくようにする。
　第 3 の「制度」とは、ドクターヘリにかかわる法律、条例、基準などをいい、
それに基づく組織体制のあり方こそが重要である。さらに費用負担をどのように
おこなうかも見過ごすことはできない。

第 6 章　日　本
―如何にあるべきか―
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　これらの 3 要素は安全上の必要条件である。これらの必要条件が欠けていては
そもそも安全の基本ができていないことになる。
　その安全上の基盤を確保した上で、この任務に携わる要員相互の人間関係、
意思疎通、もしくは協力態勢、すなわちチームワークが十分条件ということになる。
この必要条件と十分条件の両方が満たされてこそ初めて飛行の安全が確保される
こととなる。

ヘリコプターの「天敵」
　救急飛行は低空になることが多い。また不整地や未知の場所に着陸しなければな
らないこともある。こうした飛行に際しては、地上の障害物、特に電線や索道など
に触れるおそれが生ずる。現に救急飛行最初の事故は、1971 年ドイツで発生した
電線衝突によるものだった。
　またスイスのREGAが先に述べたとおり、障碍物の撤去運動をつづけているのも、
その危険性を強く意識した結果にほかならない。
　電線は、低空飛行任務が多いヘリコプターにとって「天敵」ともいうべきもので
ある。日本でも昔から電線衝突（ワイヤ・ストライク）のために多くの事故が起こ
り、多数の犠牲者を出してきた。特に1960年代から田畑の農薬散布が盛んになると、
散布中のヘリコプターがあぜ道に沿って張り渡された電線に衝突する事故が頻発
した。そのもようは下表のとおりである。
　近年は幸か不幸か、農薬散布作業が無人ヘリコプターに取って代わられるように
なり、電線との衝突も減ってきたが、この 5年ほどの間にも 2件の電線衝突が発生、
2件ともに死亡事故となり、合わせて 7人の死者を出している。いずれもドクター
ヘリの事故ではないが、決して油断はできない。

日本のヘリコプター電線接触事故
事故総数 うち電線接触事故 うち死亡事故 死　者 備　考

1970 年代 101 16 1 1 14
1980 年代 133 17 6 10 11
1990 年代 107 10 4 8 6
2000 年代 56 5 1 4 3
2010 年代 17 2 2 7 0
合　計 414 50 14 30 34

　〔資料〕運輸安全委員会事故報告書より集計
　〔注〕上表の「備考」は農薬散布中の事故件数
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　むろん電線も一方的な加害者というわけではない。ヘリコプターがぶつかれば

線が切れて停電になる。周囲の電力利用者には迷惑がかかり、復旧のためには時間

と費用がかかる。

　このような事態をなくすにはどうすればいいか。いうまでもなく電線の地中

化である。電線の地中化は世界的に進んでいて、ロンドン、パリ、香港では地中化率

100%を実現している。しかるに日本は東京 23区ですら 7%にすぎない。

日本でも 2016 年 12 月「無電柱化の推進に関する法律」が成立した。ただし、そ

の目的は「災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため」

となっていて、これまで多数の死者を出してきたヘリコプターの電線衝突につい

ては全く触れられていない。

　ここに「ヘリコプターの安全」または「ドクターヘリの安全」という目的を早急

につけ加えてもらいたいものである。

　ちなみにロンドンなどで、救急ヘリコプターが頻繁に路上着陸しているのは、

電線がないからである。日本でも 2015 年 10 月 28 日、宮崎駅前の十字路にドク

ターヘリが着陸し、咄嗟の救急活動ができたのは、その周辺に電線がないからで

あった。

宮崎駅前の路上に着陸して交通事故の救護に当たるドクターヘリ
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夜間飛行の問題
「救急患者は昼間にだけ発生するわけではない」「なぜドクターヘリは夜間飛行を
しないのか」といった声を聞くことがある。
　当然の言い分である。技術的にはドクターヘリも夜間飛行が可能である。ただし、
これを日常的な制度として採り入れるためには、乗員の待機時間が延びるので、
クルーのシフトを考えると、少なくとも 2倍、もしくは 3倍の人員が必要になる。
さらに離着陸の場所―待機の拠点やランデブーポイントに夜間照明設備がなけれ
ばならない。
　つまり人件費や設備費などが2〜 3倍にふくらむ。それらに要する費用をかければ
夜間飛行も可能になる。このあたりの体制整備が不十分なまま、個人の技能や感覚に
頼るだけで夜間飛行をすれば、間違いなく安全が損なわれる。
　いま救急ヘリコプターが夜間飛行をしている国はアメリカ、カナダ、オーストラ
リア、スイスなどである。ドイツも、ごく一部の地域で照明設備のととのった区間で
夜間飛行をするようになった。

夜間飛行をしない理由
　一方、ロンドンの LAAは夜間飛行をしていない。その論拠は次のとおりである。
	大都市の密集地で現場着陸が原則であるため、夜間は障害物の有無を見分け
にくく、安全が確保できない。

	夜間は離着陸の場所が限られ、現場近くに降りるのが困難。
	安全な着陸場所を探すのに時間がかかり　救急車との時間差がなくなる。
	夜間は道路の交通量が少ないので、救急車でも比較的早く現場に到着できる。
	夜間は騒音の影響が大きく、救急飛行反対の声を醸成することにもなりかね
ない。

	24 時間待機のためには、3倍の人員が必要になる。パイロットはもちろん、
消防隊員も運航管理者も全て 3倍の人員増と経費増になる。

	夜間整備ができないので予備機が必要になり、さらに経費が増える。
	機体の夜間飛行装備が必要になる。…
	離着陸場の夜間照明設備が必要になる。…
	操縦士の夜間飛行訓練が必要になる。…

　逆にアメリカでは、ほとんど全ての救急ヘリコプターが夜間も出動するが、その事

故率は先にシカゴ医科大学アイラ・ブルーメン教授の講演で見たように、非常に高い。
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これはブルーメン先生の別の講演で示された数字だが、1998 〜 2013 年（15 年間）
の米救急ヘリコプターの出動は、約 3 割が夜間飛行であった。ところが、事故の
半数は夜間に発生している。したがって夜間の事故率は昼間の 2.3 倍になる。同じ
く死亡事故は 67%が夜間であった。つまり同じような事故でも、夜間の方が死者を
出すことが多く、結果として夜間の死亡事故は昼間の 4.7 倍に相当する。
　とはいえ、照明設備と人員体制のととのったところでは、日本でも夜間飛行が
可能である。たとえば東京湾に面した浦安ヘリポートでは、連日「ナイト・クルーズ」
と呼ぶ夜間の遊覧飛行がおこなわれている。
　一般の乗客を対象としておよそ 15 分間、東京上空を飛び、美しい夜景を見せる。
夜間飛行を体験したい人は、誰でも、いつでも、むろん悪天候の日を除いて、この
夜間遊覧に乗ることができる。
　念のために、夜間飛行と計器飛行はまったく別のものである。夜間だからといっ
て計器飛行でなければならない理由はない。上空から街の灯火が見えたり、月や星
の光が見えるような場合は有視界気象状態である。そんなときは発着場所に照明設
備があれば離着陸が可能となる。逆に発着場所に照明がなければ離着陸できないか
ら、有視界気象状態であっても飛行はできない。

救急拠点数の問題
　ドクターヘリの拠点をどこに置くか。また全国にどのくらい必要かといった問題
は、安全問題とは直接結びつかないが、すでに 47ヵ所の拠点が定まった今も、平成
27年度の「厚生労働科学特別研究事業」など、さまざまな検討が続いている。
　これまでに見てきた外国の実例に照らし合わせると下表のとおりとなる。

先進 2 ヵ国と日本の現状
ドイツ スイス 日　本

面積（千平方キロ） 357 41 378
日本との対比 94% 11% ―

地形 平地 4千メートル級の高山 山地
拠点数 78 13 47

日本との対比 83ヵ所相当 118 ヵ所相当 ―
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　すなわちドイツの拠点数 78ヵ所は、その国土面積に対比すれば日本の 83ヵ所に

相当する。またスイスの拠点密度は日本の 118 ヵ所に相当する。

　ドイツは先にも述べたとおり、南部のアルプスにかかる地域を除いては最高

500〜 600メートルという平坦な国土であり、それゆえに地理的な距離だけを考えて

拠点配備をしてゆけばよいことになる。

　一方のスイスは 4千メートル級のけわしい山岳国である。それゆえ全国どこでも

15分以内に救急ヘリコプターが到達できるようにするには、時間的な距離を考えて

拠点配備を考えてゆかねばならない。

　しかるに日本の拠点配備は、ドイツのような地理的距離を考えたものでもなけ

れば、スイスのような時間的距離を考えたものでもない。いわば行政的配備となっ

ている。その結果、各県境の端の方や山奥の過疎地は、ヘリコプターでも 15分以内

に到達することができない。

　そこで今、日本が平地国ドイツと山岳国スイスの中間的な地形であるとすれば、

いささか乱暴ではあるが、両国の 83 ヵ所と 118 ヵ所の中間をとって 100 ヵ所の拠

点が必要といっていいのではないだろうか。

　したがって今の 47ヵ所という拠点数は、日本中どこでも 15分以内の治療開始が

できるようにするという考え方に立てば、まだ半分程度の普及にすぎない。

　この欠陥を補うために、隣県どうしの相互支援協定を結んでいる地域もあるが、

決して充分とはいえない。

　この問題は、飛行の安全とは直接関係ないとはいえ、住民の病気や怪我に対する

安全には大いに関係するところである。

　日本の拠点数は間もなく 50ヵ所になろうとしている。が、それだけでは決して充

分ではないことに留意しておく必要があろう。

救急飛行の『暗い瞬間』
　安全はタダではないし、安くもない。安全を確保するには、それなりの経費がか

かるのは当然だが、その経費は単なる出費ではなく出資と考えるべきであろう。つ

まり、後になって配当が戻ってくる投資なのである。

　ささいな出費を抑えたために事業そのものが大きく揺らぐ結果にもなりかねない。

無駄な冗費は論外だが、多少の余裕をもった予算措置を考える必要もあるのではな

いか。
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　こうした経費の充足を必要条件とすれば、十分条件は組織態勢のあり方という

ことになる。組織に所属する個々人の意思疎通、また組織間の意思疎通が重要であり、

相互に緊密な連携がとれていなければならない。

「鎖の強さは最も弱い環で決まる」という言葉がある。いかに立派な設備やすぐれ

た技倆があっても、どこかに小さな欠如があれば大きな事故につながる。

　そんな欠陥を補うには、関係者全員の連携が緊密でなければならない。その

あたりの問題について、先に述べた英国ウィリアム王子は救急ヘリコプターの

パイロットとして 2016 年 9 月 20 日、BBC 放送のインタビューに答えて、次の

ように語っている。

「ヘリコプター救急はチームワークそのものです。救急任務には時どき、ひと

りでは判断できない『暗い瞬間』（dark…moment）が生じます。そんなとき、咄嗟の

判断を助けてくれるのがチームメイトです」

英紙『ミラー』の報道記事

　最後に、わがドクターヘリは 2001 年の本格的事業開始いらい、15 年間を無事

故のうちに飛んできた。ただし残念ながら 2016 年 8 月 8日、神奈川県で事故が発

生する。幸い死傷者はなく、事故のために医療処置が遅れるようなこともなかったが、

この事故について、運輸安全委員会のウェブサイト「調査中の案件」頁には、次の

ような概要が掲載されている。

	発生年月日 :…2016 年 08 月 08 日

	発生場所 : 神奈川県秦野市平沢

	航空機区分 : 回転翼航空機

	型式 : 川崎式 BK117C-2 型

	登録記号 :…JA6917

	運航者 : 朝日航洋株式会社

	事故等種類 : 着陸時の機体損傷

	概要 : 当該機は、8月 8日 13 時 56 分神奈川県伊勢原市内場外離着陸場を

離陸し、14 時 04 分神奈川県秦野市内場外離着陸場に着陸した際に強めの

接地となり、機体後部のテールブームが折損した。

	死傷者 : なし
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　他方、イギリスの大衆新聞「ミラー」紙は 8月 9日付けの電子版に何故か「恐怖

のヘリコプター墜落」（Horror…Helicopter…Crash）と題して、次のような記事を

掲載した。

「青年と医師が病院へ向かう途中、恐しいヘリコプター墜落によって死亡した。この

悲劇的な事故は 8月 8日、日本のハタノで発生した。推定原因は、ヘリコプターの

着陸脚が破損したため、尾部が地面に触れ、機体が大破した。18歳の高校生は医師の

看護の下で病院まで搬送された。上空からの写真では、機体はブルーシートで覆わ

れ、その破片が周辺に散乱している。調査当局はこれらの残骸から事故原因の確定

を急いでいる」

　むろん大間違いの内容だが、なぜ、こんな記事が書かれたのか分からない。いず

れにせよ、日本語の新聞よりは遙かに大きな影響力をもつ英字紙である。

　事実、わが HEM-Net にも前述の EHAC ステファン・ベッカー理事長から

お見舞いのメールが届いたほどで、むろん訂正メールを送ったものの、日本に

とっては不名誉な誤報が世界中にばらまかれたにちがいない。

安全に「絶対」の文字はない
　この事故について、『HEM-Net グラフ』第 41 号（2016 年 10 月 31 日刊）は、

次のような記事を掲載した。ここに全文を再録しておきたい。

　

神奈川県ドクターヘリの事故について

　去る８月８日、神奈川県ドクターヘリに事故が発生した。
　出動現場に近い救急車との会合地点で着陸に失敗、ハード・ランディングとなっ

て胴体後方を大きく破損したものである。

　原因は運輸安全委員会の調査結果を待たねばならないが、運航関係者によれば、

気温 33℃を超える暑い日で、台風が近づいていたためか、周辺を山に囲まれた

地形の中で風が複雑に変動し、気流の乱れがあった。そのためヘリコプターが

接地点に向かって進入する間ローターが背後から突風を受けて揚力が低下、沈

下率が大きくなって制御しきれず、ハード・ランディングに至ったものと推定

されるという。
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　このように、救急ヘリコプターの事故は、決してアメリカやヨーロッパなど

の他人事ではない。われわれの身近なところで、いつ起こるかもしれないのだ。

　乗っていたのはパイロットのほか医師２人と看護師、整備士だが、高度が低
かったため幸い誰にもけがはなかった。地上の救急隊員も、患者が重態だった
ことから、全員が救急車の中で応急手当にあたっていた。そのため破損した機
体の破片が飛んだにもかかわらず、これに当たってけがをするような人もいな
かった。
　ヘリコプターの搭乗医たちは直ちに救急車に入り、緊急治療を開始した。医師
が２人だったのは、自転車に乗っていた高校生が乗用車にはねられ、意識不明の
重態という通報内容だったからである。
　医師たちの治療が続く中、救急車は病院へ向かって出発した。病院には20分後
に到着、本格的な治療がおこなわれたが、患者は６時間30分後に死亡する。
　これはドクターヘリ関係者にとっても病院にとっても痛恨の結末であった。
ましてやご遺族には無念この上ないことであっただろう。けれども担当医師か
ら肉親へ直接説明をしたところ、最後までご努力をいただいたというお礼の言葉
があったという。
　ドクターヘリの重要な役割は緊急事態におちいった患者のもとへ急行し、そ
の場で治療を開始することにある。その点、現場に出動した医師たちはヘリコ
プターの異変にもかかわらず、平常通りの救急処置にあたった。
　一方、メディアの報道の中には「事故のため患者を救えず」「着陸失敗で搬
送予定の高校生死亡」など、患者の死亡はヘリコプターのせいという見方があ
る。それも完全には否定できぬが、患者の状態や医師の冷静な治療ぶりから、
関係者は最善をつくしたといってよいであろう。
　ドクターヘリ事業は2001年に始まって15年間、13万回を超える救急飛行を、
関係者のたゆまぬ努力によって無事故のうちに続けてきた。今回はドクターヘ
リ史上初めての事故だが、幸い人身事故ではなかった。しかし本来は、けが人が
出てもおかしくない状況である。
　事故は、ちょっとした思い違いや判断ミスから始まる。その結果は、いかなる
大事に発展するかもしれない。これからも、事故はもとより、ささいな不具合も
生ずることのないよう、関係者の皆さんにはいっそうのご努力をお願い致したい。
　ここに、亡くなった患者さんのご冥福をお祈り致します。　　（西川　渉）
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　前頁の事故原因についても、その後、ミラー紙のようなデタラメは別として、

異なった見方が聞かれるようになった。事故の当時は風がなかったとか、セッ

トリング・ウィズ・パワーに陥ったのではないかというのである。最終的には

運輸安全委員会の調査結果を待つことになるが、航空事故の原因究明は一筋縄

ではゆかない。

　日本航空の御巣鷹山事故（1985 年）も全日空の東京湾墜落事故（1966 年）

も、30年も 50年も経ちながら、未だに原因に関する異論が出ているほどである。

いくつもの複雑な要因がからみあっているからだが、それだけに安全策につい

ても、これで充分という限界はない。

　ましてやドクターヘリの運航は航空関係者ばかりでなく、医療や消防を

含めてさまざまな分野の組織と人が関係している。それだけ複雑な要素が多く、

安全の確保には関係者の誰もが緊密な意思疎通をはかり、相互に協力し合って

ゆかねばならない。

「安全に絶対の文字はない」ことを銘記すべきであろう。

（完）
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