
HEM-Net シンポジウム報告書

大規模災害時における
ドクターヘリ運用体制の構築と連携協力

2017年3月

認定NPO法人
救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）



HEM-Net シンポジウム

大規模災害時における
ドクターヘリ運用体制の構築と連携協力

― 目　次 ―

■開会の挨拶
篠田　伸夫（HEM-Net理事長）………………………………………………………………… 2

■基調講演
…　近年の災害対策基本法改正とこれからの大規模災害対応

緒方　俊則（内閣府大臣官房審議官（防災担当））…………………………………………… 4

■パネリストスピーチ
厚生労働省地域医療計画課災害時医師等派遣調整専門官… 小谷　聡司………19
熊本地震・厚生労働省DMAT事務局副本部長（ドクターヘリ統括本部長）
前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科副部長… 町田　浩志………25
熊本地震・熊本県災害対策本部　DMAT調整本部副本部長（ドクターヘリ調整部担当）
佐賀県医療センター好生館救命救急センター　副センター長… 佐藤　友子………31
日本航空医療学会
災害時におけるドクターヘリのあり方検討委員会委員長… 早川　達也………37
消防庁国民保護・防災部広域応援室長… 仲村　吉広………43
JAXA災害対応航空技術チーム主任研究開発員… 小林　啓二………48
ウェザーニューズ航空気象コンテンツグループ　グループリーダー… 高森　美枝………53

■パネルディスカッション… ……………………………………………………………………………59
　…大規模災害時におけるドクターヘリ運用体制の構築と連携協力
　……コーディネーター

HEM-Net理事　武居　丈二
　……　
■閉会の挨拶

HEM-Net副理事長　小濱　啓次… ……………………………………………………………82

■提言……………………………………………………………………………………………………85



1

大規模災害時における
ドクターヘリ運用体制の構築と連携協力

― シンポジウム開催の概要 ―

シンポジウム次第

趣　旨…:… …　2015年7月及び本年2月に、防災基本計画が改正され、ドクターヘリを災害支援

ヘリコプターとして位置付けるとともに、「厚生労働省等はドクターヘリの運用体制の構

築等を通じて、救急医療活動等の支援体制の整備に努めるもの」とされたところで

あり、本年4月に発生した熊本地震においても、自衛隊、消防、警察等のヘリととも

に、ドクターヘリが大きな任務を果たしています。ドクターヘリは、今年度、全国で

50機を超えるまでに配備が進む予定であり、平時の救急医療等での活動に加え、今

後いつどこでも起こりうる大規模災害時の役割は益々期待されるところであります。… …

　本シンポジウムでは、大規模災害時におけるドクターヘリの運用体制や被災地での連携協力

について、内閣府、厚生労働省、総務省消防庁等関係機関の方に熊本地震への対応等の最近

の動向も踏まえ討議していただき、必要な提言を行うことを目的として開催するものです。

日　時…:… 2016年12月1日（木）　13:30~17:30

会　場…:…全国町村議員会館2階会議室

参加者…:… 約200人

総 合 司 会…:…西川　…渉（HEM-Net理事）

開会の挨拶…:…篠田　伸夫（HEM-Net理事長）

基 調 講 演…:…近年の災害対策基本法改正とこれからの大規模災害対応
緒方　俊則（内閣府大臣官房審議官（防災担当））

パネルディスカッション :大規模災害時におけるドクターヘリ運用体制の構築と連携協力
パネリスト:

小谷　聡司（厚生労働省地域医療計画課災害時医師等派遣調整専門官）
町田　浩志（…熊本地震・厚生労働省DMAT事務局副本部長（ドクターヘリ統括本部長）

前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科副部長
佐藤　友子（…熊本地震・熊本県災害対策本部　DMAT調整本部副本部長

（ドクターヘリ調整部担当）
佐賀県医療センター好生館救命救急センター副センター長）

早川　達也（…日本航空医療学会　災害時におけるドクターヘリのあり方検討委員会委員長）
仲村　吉広（消防庁国民保護・防災部広域応援室長）
小林　啓二（JAXA災害対応航空技術チーム主任研究開発員）
高森　美枝（ウェザーニューズ航空気象コンテンツグループグループリーダー）

コーディネーター:
HEM-Net理事　武居　丈二

閉会の挨拶…:…小濱　啓次（HEM-Net副理事長）
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開会の挨拶

認定NPO法人…救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）理事長

篠田 伸夫

　皆さん、こんにちは。HEM-Net理事長の

篠田でございます。本日は、「大規模災害時

におけるドクターヘリ運用体制の構築と連

携協力」と題しましてHEM-Netシンポジウ

ムを開催いたしましたところ、こんなにも大

勢の皆様方にお越しいただき、心から御礼申

し上げます。

　私どもは、年に1回は必ずシンポジウムを

開催することといたしておりまして、また、

その結果は冊子にまとめ世に問うとともに、

ホームページにも掲載し、多くの関係者の皆

様に閲覧をいただいているところです。

　また、シンポジウムの討議を踏まえ、提

言を行ってきたところでございます。平成

23年3月11日に発生した東日本大震災につ

きましては、発災から8カ月後の11月25日

に「ドクターヘリと消防防災ヘリのコラボ

レーション-東日本大震災の教訓を踏まえて

-」と題しましてシンポジウムを開催いたし

ました。パネルディスカッションの過程で多

くの課題が浮き彫りになったことから、それ

を踏まえ幾つかの提言を行いました。

　すなわち、1つ、ドクターヘリを防災基本

計画に位置づけるべきこと。1つ、大災害時

におけるドクターヘリの全国的運用システ

ムを制度化すべきこと。1つ、航空法施行規

則第176条を改正すべきこと。1つ、救助ヘ

リコプターどうしの相互調整の場を設置す

べきこと。1つ、ドクターヘリの指揮命令系

統を一本化すべきこと等であります。

　私どもは、国に対しまして、この実現方を

強く要望いたしましたところ、おかげさま

で、航空法施行規則第176条の改正、それ

から、ドクターヘリの防災基本計画への位置

づけ、そして、救助ヘリコプターどうしの相

互調整の場の設置につきましては実現をみ

たところであります。

　ただ、残念ながら私どもにとりまして大変

重要な大災害時におけるドクターヘリの全

国的運用システムとドクターヘリの指揮命

令系統の一本化については、いまだ厚生労働

省のほうから指針が示されていないところ

でございます。

　実は本年3月末には指針が発出されるとい

うことでしたので、今か今かと待っているう

ちに、4月14日、熊本地震の発生の日を迎

えてしまいました。震度7の熊本地震が発生

し、2日後には再び震度7を記録して、こち

らのほうが本震であると、非常に異常な地震

となったことは、皆様ご記憶のとおりでござ

います。

　HEM-Netといたしましては、この熊本地
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震についてもぜひシンポジウムを開催した

いと考え、早くから準備を進めてきたところ

であります。皆様にとっても、そもそも指針

が示されていない中で、ドクターヘリはどの

ように被災地に飛来したのか、どのような活

動をしたのか、どのような問題に逢着したの

か。また、東日本大震災から学んだ教訓はき

ちんと生かされたのかなど、知りたいことが

たくさんおありかと存じます。

　本日は、発災から7カ月あまりが経過して

おりますので、熊本地震に関わった国やドク

ターヘリ関係者の方々も、かなりの熟度で情

報の整理や問題点の分析を終えられている

のではないかと考えております。したがいま

して、本日のシンポジウムは、時宜にかなっ

た大変充実したものになるのではないかと

期待をいたしているわけであります。

　シンポジウムでは、最初に内閣府の緒方俊

則防災担当大臣官房審議官に「近年の災害対

策基本法改正とこれからの大規模災害対応」

と題しまして基調講演をいただいた後、7名

のパネリストの皆様からご発表いただきま

す。まず最初に、討議全体のベースとなる指

針案につきまして、厚生労働省地域医療計

画課の小谷災害時医師等派遣調整専門官か

ら詳しくご説明をいただき、その後、順次、

各パネリストからご発表いただいた後、パネ

ルディスカッションへ移行したいと考えて

おります。

　本日は、フロアに専門の方々も大勢お見え

であります。どうか積極的にご発言ください

ますようお願い申し上げます。

　以上、主催者としての開会のご挨拶とさせ

ていただきます。よろしくお願いします。
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基調講演
近年の災害対策基本法改正と
これからの大規模災害対応

内閣府大臣官房審議官（防災担当）
緒方　俊則

　皆さん、こんにちは。ご紹介にあずかりま

した、内閣府の大臣官房審議官の緒方でござ

います。これから、政府の防災関係の取組と、

最近、取組んでおります災害対応につきま

してお話をさせていただきます。まず、こ

のような機会をいただきましたことに厚く

御礼を申し上げます。また、日頃、ドクター

ヘリに携わっておられます関係の皆様にお

かれまして、平時と発災時の緊急医療活動に

おいて大変なご尽力をいただいております

ことに対しまして深く敬意を表します。

　12月に入り年末となり、本年を振り返り

ますと、4月に熊本地震、10月には鳥取県

の中部を震源とした地震がありました。ま

た、先週の11月22日には福島県沖のマグニ

チュード7.4の地震があり、津波警報も出さ

れました。そのほか、8月には台風が3つも

北海道に上陸し、そして台風10号は北海道、

岩手県に大きな被害をもたらしました。こ

のように本年は災害が多い年になりました。

皆様と同様、災害対応に緊張感を持って取組

んできているところです。

　それでは、順次資料に基づき進めてまいり

ます。

　まず、最初は、戦後の自然災害による死者・

行方不明者数の推移です。戦後すぐの時期は

台風とか大きな地震とか、国土も脆弱だった

こともあり、多数の死者・行方不明者が出る

災害が相次ぎました。昭和34年の伊勢湾台

風では死者・行方不明者数が5千人を超える

大災害となりました。その後、ここまでの大

規模な災害はしばらくありませんでしたが、

平成7年に阪神・淡路大震災、平成23年に

は東日本大震災が起きました。

　昨年12月に私どもは、「防災4.0」未来構

想プロジェクトを立ち上げ、今年6月には有

識者提言が出されました。その中では、今、

触れました3度の大災害について、我が国

の防災に関する取組の大きな転換点になっ

たと位置づけています。まず「防災1.0」は

伊勢湾台風であり、この災害を契機として、

昭和36年に災害対策基本法が制定されまし

た。「防災2.0」は、阪神・淡路大震災であり、

1
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政府の危機管理初動体制の強化や、耐震診

断、耐震補強の取組が進められることとなり

ました。それから、「防災3.0」は東日本大

震災で、大規模地震の被害想定や対策の見直

し、原子力政策の見直しなどの措置が講じ

られました。そしてこの提言では、気候変

動がもたらす災害の激甚化がこれら大災害

に相当する可能性があるということで、「防

災4.0」として、行政だけではなく1人ひと

りが災害のリスクとどう向き合うかを考え、

備えるための契機となるような防災・減災

対策を進めていくという方向性が打ち出さ

れました。現在、具体的な取組の推進を図っ

ているところです。

　次に、災害対策基本法についてです。基本

理念、防災に関する組織、防災計画について

の条項や、災害対応としては、予防、応急対

策、復旧といった段階ごとに各実施責任主体

の果たすべき役割・権限の条項、それから被

災者保護対策、財政金融措置、災害緊急事態

に関する条項が盛り込まれています。

　「防災計画」には、まず総理が会長となっ

ている中央防災会議が作成する「防災基本計

画」があります。この計画のもとで各省庁、

日銀、日赤、NHKなど指定公共機関が「防

災業務計画」を作成しています。各都道府

県、市町村には「地域防災計画」があります。

それぞれの計画は、予防段階、応急段階、復

旧段階、それぞれにおいて各主体が実行すべ

き事柄が記述されています。先ほど篠田理

事長からご紹介がございましたが、ドクター

ヘリについても「防災基本計画」の中で位置

づけられています。

　政府の初動対応ですが、政府では、一定規

模以上の災害が起きますと緊急参集チーム

が立ち上がることとなっています。このチー

ムは、参集がかかると30分以内に官邸に集

まって初動対応を開始することになってい

きます。災害対応ですから、24時間いつ参

集の連絡があるかわからない、そのような状

5

4

3

2



6

況の中でメンバーは日々を送っています。最

近では、鳥取県中部を震源とする地震の時、

また、先週の福島県沖のマグニチュード7.4

の地震の時に緊急参集が行われました。ち

なみに震度6強になりますと、全閣僚に参集

がかかります。場所は、官邸が使えなくなっ

た場合には、内閣府、防衛省、立川広域防災

基地の順に変更されることとなっています。

　これは、先ほどの話では「防災3.0」とな

りますが、東日本大震災を踏まえた災害対策

を簡単にまとめたものです。1つは、各種災

害想定の見直しです。首都直下地震、南海ト

ラフ地震等の被害想定の見直しが行われま

した。後ほどご紹介します。2つ目は、災害

対策法制の見直しです。それから、防災基本

計画も見直しが行われました。

　ここから数枚、東日本大震災を踏まえた

災害対策基本法の改正資料をつけています。

災害対策基本法は、2回にわたって改正が行

われました。左側が改正前、真ん中が第1弾

改正、それから右側が第2弾改正です。

　まず、平時の備えですが、防災計画につ

きましては、第1弾改正として、各自治体が

他の自治体と結ぶ応援協定についての内容

が盛り込まれました。また、第2弾改正では、

住民が主体となってつくる地区防災計画に

関する規定が盛り込まれました。

　それから、災害予防としては、第1弾改正

では、住民の責務としての災害教訓の伝承、

防災教育などに関する内容、第2弾改正では、

まず、住民の責務としての備蓄等の明確化

6

7

8

9

10
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があります。防災基本計画ではさらに具体的

に最低3日、推奨1週間としています。また、

指定緊急避難場所と指定避難所を区別して

指定する仕組みや、避難に支援を要する方に

ついての名簿の作成・利用制度が創設されま

した。

　次は、応急対策、特に初動期。

　その次は応急対策の初動期以降について

です。

　一番上は物資の関係ですが、熊本地震で

取組んだプッシュ型の物資の支援について、

この時の改正で盛り込まれています。それ

から、被災者の保護として、第1弾改正時に、

市町村の区域を越えて避難を行う「広域避難

制度」についての規定が盛り込まれました。

それから、一番下は、ボランティアの関係で

すが、国と自治体がボランティアとの連携に

努めることが定められました。

　それから、これも応急対策の初動期以降の

続きですが、市町村による罹災証明の交付や

被災者台帳の作成について制度化が図られ

ました。いずれの制度も被災者が支援を受け

るための基盤となるものです。

　復旧・復興としては、災対法とは別に、一

番下に※印で書いていますが、「大規模災害

からの復興に関する法律」が制定されまし

た。今回、熊本地震では、その中の一部の規

定が活用されました。

　以上飛ばし飛ばしとなりましたが、東日本

大震災を踏まえた災害対策基本法改正の内

容の概略をお話しました。これらの改正以降

11

12

13

14

15
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進めており、年内には通行可能になる見込み

です。

　熊本地震対応の政府の体制ですが、発災

直後に非常災害対策本部を立ち上げました。

非常災害対策本部は防災担当大臣が本部長

の災対法は2度の改正が行われ、路上に車が

放置され、災害対応を行う緊急車両の通行の

妨げになる場合、放置車両を排除できるよう

にするための仕組みと、廃棄物に関しまして

広域で処理する仕組みが導入されました。

　ここからは、2つ目の「これからの大規模

災害対応について」ですが、まず、熊本地震

についてお話をさせていただきます。

　熊本地震につきましては、既にご案内のと

おり、震度7の地震が2回起きまして、震度

1以上を観測する地震も4,000回を超えてい

ます。非常に大きな人的被害、住家被害とな

り、文化財、農地、家屋にも甚大な被害がで

ています。

　交通インフラもかなり被害を受けました。
19 の写真ですが、阿蘇大橋付近では橋が落ち

まして、大量の土砂が流れ、国道、JRとも

にまだ再開の見込みが立っていません。右下

の写真は俵山トンネルですが、熊本と阿蘇を

つなぐルートのひとつで、外輪山の下を通る

トンネルです。国交省が代行して復旧事業を

17

18

19 

20

21

16
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ですが、最初のころは安倍総理、菅官房長官、

高市総務大臣も毎回ご出席され、直接、指揮

をとっていただきました。

　現地では、発災の翌日の4月15日に、内

閣府副大臣を本部長として現地対策本部を

立ち上げました。

　22は、時系列で現地での活動状況を整理し

た資料です。時間の経過により、電気、ガス

など、徐々にライフラインが回復、避難所も

集約が進み、学校も再開していきました。現

対本部は、人命救助を第一に活動し、フェー

ズの推移を受けて、避難所を中心とした物資

の支援をはじめ被災者の支援に力を入れて

取組んでまいりました。

　避難者と避難所の推移ですが、赤い線が避

難所数で、水色の棒グラフが避難者数になっ

ています。避難者数では、4月17日、2回目

の震度7の地震があった次の日ですが、18

万人を超える数となっています。なお、この

数には車中泊や在宅避難者の数は入ってい

ません。

　その後、ライフラインの回復などが進み、

1カ月後には避難者の数も1万人ぐらいにな

りました。それ以降、応急仮設住宅の整備が

進み、避難所から仮設住宅へ移って行かれる

方も増え、避難所の数も減ってまいります。

11月中には全ての避難所が解消となりまし

た。

　24は、今回の地震で見られた様々な避難形

態の例です。車中泊の方や、在宅避難という

ことで、被災しているご自宅で生活を続けて

おられる方、テント泊の方がおられました。

政府のほうでも、県、市町村と連携しながら

支援に取組んだところです。

　避難所につきましては、生活環境の改善

に取組ました。25の左上の写真は、パーテー

ションを設置した避難所の様子で、多くの避

難所でこのようなパーテーションの設置を

行いました。右側の写真は、それぞれご家族

のご事情に応じてエリアを分けている避難

所の様子です。また、洗濯機の設置を行い、

特に熊本は5月に入りますと暑くなってきま

22

23

24

25
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すので、大急ぎでエアコンの設置も進めまし

た。

　26は、避難所・住まい提供の流れをまとめ

た資料です。データは、11月15日現在のも

のです。一番左側は避難所で、それから、応

急的な住まいに移っていただき、恒久的な住

まいの確保に向けて支援をしていくという

流れです。応急的な住まいの確保の欄です

が、応急仮設住宅につきましては11月14日

現在で4,303戸の建設が全て終了し、入居し

ていただいています。民間賃貸住宅を活用し

たみなし仮設住宅も提供を進めてきており、

こちらは11月13日現在で1万1,452戸にな

り、建設仮設住宅よりも多くなっています。

それ以外にも、各自治体の公営住宅の空室へ

の入居も進められています。

　プッシュ型支援の資料ですが、水色の棒グ

ラフが食料の供給量です。今回、政府では初

めて本格的なプッシュ型支援を実施いたし

ました。輸送に当たっては民間事業者の協

力に加え、自衛隊にも相当協力していただ

き物資を避難所まで届けていただきました。

食料の供給量は5月6日までで累計約263万

食を供給いたしました。4月も下旬になりま

すとニーズも次第に食料から生活物資へと

変わっていきました。

　支援物資ですが、県ではグランメッセを広

域的な拠点と位置付けており、物資を一旦

集積し、そこから県内の被災市町村に運ぶ

ことになっていました。実際は、グランメッ

セ自体が被災し使用できない状態になりま

27

28

29

30

26
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したので、佐賀県の鳥栖、福岡県の久山の倉

庫を代替の広域物資拠点とし、全国からの物

資を集め、そこから熊本県内に送ることとし

ました。国のほか、各自治体や民間企業等か

らも支援物資が集まってきました。

　職員派遣の状況ですが、全国から多数の自

治体職員が応援に入りました。業務としては、

最初は避難所の運営が中心でしたが、4月末

からは罹災証明の業務も増えてきました。

　また、NPO・NGOとの連携が今回もかな

り活発に行われました。8月21日現在です

が、累計で11万人を超える一般の方も個人

ボランティアとして地域に入っていただき

ました。

　現在、熊本地震からの復旧・復興に向けて、

政府では鋭意事業に取組んでいますが、並行

して、今回の震災対応に当たった職員の知見

を今後の災害に活かすということで、初動対

応検証チームを立ち上げて検証を行いまし

た。現地に入って活動した幹部級も含めた国

の職員にレポートを出してもらい、それを

資料として、会合を持ち、意見を交わし、7

月20日に検証レポートとしてまとめました。

この検証レポート（…31 …）では、中心は3番

の自治体支援と4番の避難所運営、5番の物

資輸送です。それぞれの職員から現場で感じ

たよかったこと、うまくいっていないと思っ

たことなどを出してもらい整理して、〇、×、

△がつけられています。

　さらに、有識者を交えてのワーキンググ

ループが立ち上がっています。熊本県の蒲島

知事や、地元の市町村長にも入っていただい

ており、来週、12月5日に報告書案がとり

まとめられる予定となっています。報告書の

活用を通して、今後、熊本地震の経験を南海

トラフ地震や首都直下地震へ生かしていく

こととしています。

　次に、台風10号の関係です。東北地方の太

平洋岸に台風が上陸したのは、1951年に気

象庁が観測を始めて以来のこととなり、岩手

県や北海道に大きな被害をもたらしました。

　34の写真は孤立の状況ですが、岩手県岩泉

町は山の中の平野が少ないところで集落が

分散している地域であり、生活道路が壊れ、

一時かなりの集落が孤立しました。「9月18

日に全て解消」と書いていますが、この間は

ヘリコプターなどにより、孤立地域に物資や

薬を運んだり、孤立地域の住民の方に町の中

心部に移っていただくといった取組を鋭意

31 32

33
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進めてまいりました。並行して道路の啓開も

進められ、9月18日に全て解消となりまし

た。

　 35 は、北海道の被害の写真です。農地、

JRの線路ほか、大きな被害を受けました。

　36は、岩手県の被害状況の写真です。左上

が岩泉町のグルーホーム「楽ん楽ん」です。

ここで9人の方がお亡くなりになった場所で

す。右下が久慈市で、中心の商店街がかなり

水につかりました。

　 37は、台風10号について政府がとった体

制です。31日8時50分に総理指示、13時に

関係省庁災害対策会議など。総理、防災担当

大臣ともに、北海道、岩手、両方に入り現地

視察を行っています。

　これは、岩泉町を流れる小本川の発災時の

水位等の資料です。左下が「楽ん楽ん」の

周辺の地図です。38左下写真の◯マークがグ

ループホーム「楽ん楽ん」の場所です。その

すぐ横に同じ法人が経営します老健施設「ふ

れんどりー岩泉」があります。こちらのほう

は3階建てで、入所者は全員3階に移動して

無事でした。

　小本川が左から右のほうに流れています

が、「楽ん楽ん」の少し北側の道路に沿って

川から溢れた水が流れて、急激に水かさが増

してきました。

　38の左上の枠内ですが、8月30日朝の9時

頃に町内全域に避難準備情報が発令されて

います。避難準備情報では、グループホー

ムにおられるような要配慮者につきまして

36

37

38

34

35
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は、必要な支援を受けながら立ち退き避難

をしていただくことになります。それから、

14時ごろに町の一部地区に避難勧告が出ま

すが、そのほかの地域には、朝の9時に避難

準備情報が出た後、避難勧告や避難指示は出

されませんでした。気象台や、県の土木セン

ターからは役場に対しては警戒を促す電話

が行われていました。こういった状況を踏ま

え、教訓として今後に生かすため、内閣府で

有識者による検討会を立ち上げて検討を進

めており、明日、第2回目を開催いたします。

　 39は、検討会で検討している、内閣府の

「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガ

イドライン」の充実の方向性についての資料

です。避難準備情報の名称変更なども検討対

象に上がっています。また、福祉施設自体、

水害に対応する計画を作成して訓練も行う

ことにはなっていますが、実情を踏まえて、

厚生労働省では対応の検討が進められてい

ます。そのほか国土交通省でも対策の検討が

進められています。

　3つ目として、ここからは地震対策の話を

進めていきます。

　まず、南海トラフ巨大地震の被害想定です

が、死者・行方不明者数約32万人、全壊焼

失棟数約238万棟。このような大きな被害

が想定される南海トラフ地震への対策が課

題となっています。

　南海トラフ地震防災対策特別措置法が制

定され、そのもとで、自治体や企業などで

計画的な対応が進められています。1都2府

707市町村は、南海トラフ地震への地震防災

対策を進める必要がある地域として指定を

されています。また、南海トラフ地震に伴う

津波避難対策を強化すべき地域として、1都

13県139市町村が指定をされています。

　また、南海トラフ地震について、具体的な

応急対策活動についての計画も昨年3月に策

定されました。この計画では、10の重点受

援県に対して、救急救助・消火等、医療、物資、

39 40

41

42
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燃料、緊急輸送ルート・防災拠点という分野

ごとに、部隊の進出をはじめとした具体的な

活動のあり方について計画を策定し、このも

とで訓練も行われています。

　これは人命救助のために重要な発災後72

時間を軸にして、各分野の活動を整合的で調

和のとれた形で進めるための目安を示した

ものです。

　次は、首都直下地震の関係です。場所が首

都圏ということで、起きた場合は大きな被害

が想定されています。ここで示されている被

害想定は、特に被害が大きくなる都心南部で

起きた場合のものです。

　これは、首都直下地震対策特別措置法に

基づきつくられた首都直下地震緊急対策推

進基本計画の概要です。一番下の「7.緊急

対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速

な推進に関し政府が講ずべき措置」の枠内

に「減災目標」があります。今後10年間で

想定の被害状況、例えば最大死者数は、約2

万3千人から概ね半減、最大建築物全壊・焼

失棟数は約61万棟から概ね半減という目標

46

47

4845
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を立て、その達成に向けて、各省庁連携して

対策に取組んでいます。

　首都直下地震につきましても、南海トラフ

地震への対応と同じく、具体的な応急対策活

動に関する計画を策定しています。特に、帰

宅困難者への対策が盛り込まれているのが

特徴で、一斉帰宅の抑制に向けた呼びかけ、

一時滞在施設の確保などが盛り込まれてい

ます。

　また、「南海トラフ沿いの地震観測・評価

に基づく防災対応検討ワーキンググループ」

について少しご紹介します。南海トラフの

地域における地震は90年から150年サイク

ルで繰り返し発生しています。1854年には

安政の東海地震が発生して、32時間後に安

政の南海地震が発生しています。終戦の時

期を挟みまして、1944年に昭和の東南海地

震、約2年後に昭和の南海地震が発生してい

ます。

　大規模地震対策特別措置法ですが、昭和

53年に制定されたもので、東海地域を地震

防災対策強化地域として、地震防災に関する

対策を強化してきています。その法律の枠組

みでは、常時観測体制の中で、地震予知情

報や警戒宣言などを出す仕組みが定められ

ています。法制定後40年近くが経ち、今日、

近い将来に南海トラフ沿いの広い範囲で大

規模な地震の発生が懸念されるようになっ

てきています。このワーキンググループで

は、こういった状況を受けて、地震予測の現

状も踏まえ、地震防災対応のあり方について

の検討を進めています。

　次に、火山対策についてですが、2年前の

御嶽山の噴火災害を受け、火山法の改正が行

われ、対策を強化してきています。改正法で

は、新たに火山災害警戒地域が設定されまし

た。この地域に指定されますと、指定され

た地域の県、市町村は火山防災協議会を設置

し、火山対策の具体策を検討してもらい、そ

の結果に基づき、関係自治体の地域防災計画

を修正することとなっています。そのほか、
49にあるような火山対策の強化の取組を進め

てきています。

　最後に、「洪水・高潮氾濫からの大規模・

広域避難検討ワーキンググループ」について

の検討をご紹介して終わります。昨年、常

総市を中心としました大規模な水害が起き

ましたが、その際も多くの方が逃げ遅れて、

ヘリコプターで救助されました。これがもし

49 50

51
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都内でということになりますと、数も相当な

ものとなり、ヘリコプターによる救出もそう

簡単なことではないといわれています。左下

の枠ですが、荒川右岸低地氾濫の場合の被害

想定では、孤立者数が最大で約86万人とさ

れています。地下鉄等にも広い範囲で浸水被

害が生じることが想定されています。このよ

うな中、このワーキングでは、大規模かつ広

域となる避難をどのように進めていくかな

どそのあり方について検討を行っています。

　かなり飛ばし飛ばしになりましたが、準備

した資料はここまででございます。ご質問等

があればお受けさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。（拍

手）

【西川】　私のほうからちょっとご質問した

いんですけれども、熊本の場合、災害現場の

上空を取材のヘリコプターがたくさん飛ん

だのではないかと思いますが、どうだったで

しょうか。

【緒方】　熊本の場合も飛んでいたと思いま

す。

【西川】　これは、阪神・淡路大震災のときか

らの問題ですけれども、その騒音によって被

災者の声がわからないとか、あるいは救助者

の邪魔になるというような問題はありませ

んか。

【緒方】　取材の対応によっては、災害応急対

応に影響がでることはあると思います。

【西川】　そうですね。阪神の後は、「サイレ

ントタイム」を設けるというようなことも当

時の兵庫県知事から提案があったりしたわ

けですけれども、それからもう長く、法律と

いうとちょっと大げさですが、きょう現在、

決まったものが、はっきりしたものが一向に

ないように思われるんですけども。

【緒方】　サイレントタイムについては、法

律で定められているものではありませんが、

必要がある場合にマニュアルで自粛を要請

できることとなっています。

【西川】　そうですね。今、いろいろ対策のお

話がありましたけれども、またお考えいただ

きたいと思います。

【冨岡】　鹿児島の米盛病院の冨岡と申しま

す。非常にわかりやすい、広い話をありがと

うございました。

　その広い話の中で本当に小さなところ

だったんですが、スライドの中でございまし

た南海トラフ地震のときのDMATの配置と

いうことで、応援のところですけれども、主

要10県に絞るんだというご案内がありまし

て、まさに多分そうなるんだろうと思うんで

すが、それ以外の周辺県の部分はDMAT以

外の何からのスキーム、例えばJMATなんか

をそこに活用するのを考えていらっしゃる

のか。あるいは、その県の中で何とかという、

県の防災計画のほうに落とし込むのか、その

辺は何か具体的なものは決まっているんで

しょうか。

【緒方】　南海トラフ地震では、被害が特に甚

大と見込まれる地域に対して応援部隊を重

点的に投入することになります。DMATも

そういった方針のもとに参集を進めていく

ことになります。被害が出ている地域で応援

部隊の重点的投入とならない場合、まずは地

域内において医療などの対応に全力をあげ

ていただきたいと思います。

【冨岡】　ありがとうございます。恐らく、今

日のこの後のシンポジウムも、その話になる

かと思うんですが、ドクターヘリの参集を

どこにするかというのは、それに関わって、

恐らく被災県の中に、あるいは隣県でつくっ

ていくような形になっていくのかなという

感じもいたしますが、そこもリンクしてやっ

ていらっしゃる、検討されているというとこ

ろでしょうか。



17

【緒方】　先ほどの具体計画の中にはでてき

ていませんが、それぞれの自治体の地域防災

計画の中などに盛り込まれることもあるか

もしれません。

【小濱】　HEM-Netの副理事長の小濱でござ

います。後でちょっとお話をと思ったんです

けど、せっかくの機会ですので。

　私、防災というのは、国民がけがをしない

ように、極端に言えば死なないようにとい

うのが防災だと思うんですけど、ところが、

今、お話がありました災害対策基本法の中の

中央防災会議の構成員の中に日本医師会が

入っていないんです。私は、阪神・淡路大震

災からずっと言っているのですが、ぜひ日本

医師会を中央防災会議の中に入れてほしい

と言っているのですが、なかなか入れてくれ

ないですね。

　あと、原中前日本医師会長のときにお願い

して、当時、まだ防災関係は国土庁の所轄

だったと思うんですが、そこへお願いに行っ

ていたら、やっと入れてくれたのですが、日

本医師会とトラック協会が並んでその他の

中に入っているのです。日本の防災には医

療がないのですよね。それが地方に行くと、

地域防災会議になるのですね。医師会が入れ

られないのですね。

　実は私、阪神・淡路大震災のときに、医療

被害調査、その後の対策に関与しましたけれ

ど、最初、兵庫県の防災対策の委員会に医者

を入れてくれなかったのです。要らないとい

うことで医師を入れないのです。当時の保健

福祉部長が、6,000人もの県民が死んでいる

のに医者を入れない防災対策に入れないの

は、おかしいだろうと言って、やっと入れて

くれたのですけどね。それで分厚い、防災

計画ができましたけど、医療はわずか半ペー

ジしかないです。

　その後、私、南海トラフ地震の対策を見た

のですけど、その中に災害医療の専門家は誰

もいませんよね。要するに医者がいないんで

すよね。だから、地域防災計画も医者がいな

いのです。中央防災会議にもいない。です

から、防災の本質が違うのではないかと私

は思っているのです。それがずっと気になっ

て、たびたび医師を入れてくれと言っている

のになかなか入れてくれない。

　それで今回、災害のときに、どうなってい

るのかなと思ってネットで調べてみると、何

と地域支援連絡協議会会長の名前で、現日本

医師会長の横倉先生が入っているわけです

ね。誰も、横倉先生が医者だとは思いません。

私は、横倉先生が医者だと知っていますけ

ど、医者をぜひ、緒方審議官のほうで中央防

災会議の中に日本医師会として委員を入れ

ていただきたいと思います。でないと、日本

にはいつまでたっても災害に医療がないの

です。

　福島の震災では医師の席ができると思っ

ていましたら、福島医大の田勢先生が福島

県の対策本部に行ったら、「先生の席はない、

帰って下さい」と言われたんです。最後は

度々呼ばれて、「次からは席を作ります」と

言われたそうなのですが、法律上は医師の席

はないのですね。中央防災会議に医者が入れ

るように、お願いしたいんです。

【緒方】　中央防災会議のメンバーの中に医師

の方が入っていないということだったかと

思いますが、ご案内のとおり、今は入ってい

ただいています。医師会と歯科医師会、医療

関係の数団体の全体として「被災者健康支援

連絡協議会会長」として入っていただいてい

ます。

【小濱】　私は、防災会議の席をばっと見まし

たけど、お医者さんは誰もいませんですね。

ほかの領域の方で、医療をわかっている人は

多分いないと思うんです。日赤は、医者と
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違いますから。日赤は、物資の搬送等で入っ

ているわけですから、医療をわかっている人

が全然いないんです。

　ですから、そこを、いつも疑問に思ってい

るのです。はっきり言ったら、防災って何な

のと言いたいですね。

【緒方】　各県でも医師会を指定地方公共機

関に指定をし、防災会議に入っていただいて

いると思います。

【小濱】　医療が災害のベースだと思うので

す。最初から災害医学とか救命医学がないの

です。ですから、医師会は災害に対して割と

冷たかったんです。私は、原因は、消防法改

正のときに、医師会は病院前の対応を全部消

防に丸投げしたのです。ですから、医者が

災害時は入るべきなのに入っていないのは、

はっきり言って医者が悪いんですけど、私

は、それを医師として反省して、今は医師が

災害現場に行くドクターヘリとなっている

のですけど。ですから、ぜひ日本医師会を中

央防災会議の中に正式の委員として入れて

いただきたいと思うのです。それがお願いで

す。

【緒方】　発言のご趣旨は承っておきます。

【西川】　時間が参りましたので、これで終了

したいと思います。緒方審議官には貴重なお

話をいただきまして、ありがとうございまし

た。（拍手）
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　皆様、私、厚生労働省医政局から参りまし

た災害時医師等派遣調整専門官を拝命して

おります小谷と申します。皆様方におかれま

しては、日々、災害医療体制及び救急医療

体制の中でドクターヘリにご尽力いただき、

まことにありがとうございます。

　先ほど篠田理事長のほうからもご指摘い

ただきましたように、我々厚生労働省として

幾つかのことに取組んでまいりました。本

日、本来であれば、ここの場で、この指針が

出ましたという形でお伝えしたかったとこ

ろでございますが、諸般の事情で遅れており

ます。近々出る形（注:12月5日発出）にさ

せていただいておりますが、この大規模災害

時のドクターヘリ運用体制に係る指針とい

うものに関してご説明させていただきたい

と思います。

　これは、甚だ余談となりますが、この指針

自身は、何と6年間かかってつくらせていた

だいております。私の前々任からずっと続い

てきておりまして、その間におきましては多

くの先生方のご助言、激励等、それよりも多

い叱咤をいただきながら日々過ごしてきて

おりますが、その内容についてまずご説明さ

せていただきたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。

　まず、先ほど篠田理事長からもご指摘があ

りましたが、その指針に至る背景をご説明さ

せていただきます。

　東日本大震災においてドクターヘリの被

災地での活動を受けて、災害医療等のあり方

に関する検討会というもので活動が検討さ

れました。その結果、得られた課題として3

つ、消防機関等からの要請がなければ緊急出

動ができないという問題、災害時におけるド

クターヘリの運航要領が各都道府県で策定

されていないという問題、最後に、大規模災

害時における全国規模でのドクターヘリの

運用体制が確立されていない、この大きな3

点が課題とされました。

　それを受けまして、まず第1については、

航空法施行規則の一部を改正する省令とい

う形で、国土交通省令第90号で変更という

パネリストスピーチ
大規模災害時の

ドクターヘリ運用体制構築に係る指針
厚生労働省地域医療計画課災害時医師等派遣調整専門官

小谷　聡司

1
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ことになりました。その結果、ドクターヘリ

が航空法における捜索、または救助のための

特例の対象となりました。結果的には、消防

機関等の要請がなくても出動できるという

形にさせていただいております。

　続いて、第2についてですけれども、航空

法施行規則第176条の改正、こちらは、先

ほど理事長のほうからもありましたが、これ

を課長通知名で全国に発出しております。そ

の中で、各都道府県においてドクターヘリの

運航要領を策定することという形でお願い

しているところでございます。全都道府県で

できているかということの確認も進めてお

りますが、まだ十分ではないところが多々あ

ります。ただ、こういう形で進めていくとい

う1つの指針が示されたということでした。

　それに加えて、第3に関して指針の作成と

いうものが求められたとお考えください。指

針自身に関しましては、早期に発出いたしま

すので、発出後またごらんになっていただき

たいと考えておりますけれども、大きな方針

として2点挙げさせていただいております。

　それは、災害時におけるドクターヘリの指

揮命令系統及び災害時におけるドクターヘ

リの参集方法、この2点を大きな方針の中に

入れさせていただいております。

　まず、そのうちの1点、災害時におけるド

クターヘリの指揮命令系統に関してご説明

させていただきます。

　どうしても役所のやる業務になりますの

で、言葉の定義というものをまず皆様方にご

理解いただきたいことかと思います。こち

ら、防災基本計画のほうにも記載されており

ますが、航空運用調整班というものを記載さ

せていただいております。

　これは、被災都道府県災害対策本部内に設

置される航空機の運用を調整する内部組織

になります。こちらは、警察、消防、国土交

通省、海上保安庁、自衛隊、あとはDMAT

都道府県調整本部の航空機運用関係者など

の参画を得て、こちらの各機関の航空機の円

滑な運用及び安全な運用を図るためのもの

になります。

　先ほど皆様方からご指摘もありましたが、

災害時というのは各機関が多数の飛行機、ヘ

リを飛ばす形になったりなどします。そう

なってくると、あまり考えたくはないですけ

ども、空の渋滞のような形になる可能性があ

りますので、その整理を行うことになると

3  2

4
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お考えいただけたらよろしいかと思います。

これを航空運用調整班とします。

　航空運用調整班の中で活動する組織とし

てドクターヘリ調整部というものを策定さ

せていただいております。これは、あくまで

都道府県医療本部内の医師、もしくはCSで

あったり、関係者が、この航空運用調整班の

内部にも属するという形で、医療の側の意見

を航空運用調整班の中で生かしていくとい

う形の組織だとお考えください。

　さらに、ドクターヘリ本部というものを被

災地の中に設置いたします。こちらは、ドク

ターヘリ調整部の指揮下になりますけれど

も、直接的な指揮下というわけではありま

せんが、実際に参集してきたドクターヘリ

の運用調整をこちらが行うという形になる

とお考えください。実務的な形でのドクター

ヘリの運用に関しては、このドクターヘリ本

部というものが基本的な形になるとお考え

いただけたらよろしいかと思います。

　以上の3つの言葉を踏まえまして、災害時

におけるドクターヘリの指揮命令系統は大き

く分けて、この形になるとお考えください。

　都道府県災害対策本部の中に都道府県医

療本部というものが設置されます。DMAT

の都道府県調整本部が設置されることもあ

れば、されないことももちろんあるかと思い

ます。その中でドクターヘリ調整部にいる方

が、都道府県医療本部及び航空運用調整班ど

ちらにも所属する形で、航空機に関する医療

活動に関する調整を行います。

　この都道府県医療本部の指揮下のもとに

DMATであれば、DMAT・SCU本部であっ

たり、DMAT活動拠点本部などが設置され

ていきながら、その中の1つとしてドクター

ヘリ本部というものが置かれていくことに

なります。

　このドクターヘリ本部が、この後述べます

が、全国から参集、もしくは被災地内でのド

クターヘリの活動に関する指揮命令系統の

実務的なところの主幹を握るという形に枠

組みをつくらせていただいております。

　実際に、ここに誰が入るのか、どこに設置

するのかということに関しては、地方レベ

ル、各自治体ごとの対応ということもありま

すので、こちらに関しては、後ほど早川先

生等のほうからご説明があると思いますが、

日本航空医療学会等から、また1つの案につ

いてなどご指摘いただく形で、まず国として

は、この大きな枠組みを皆様方にご提示させ

ていただきたいと考えております。

　続きまして、指針の大きな方針の2番目に

なりますが、災害時におけるドクターヘリの

参集方法ということになります。こちらに関

しても幾つか定義をさせていただいており

ます。

　まずは、このドクターヘリ基地病院地域ブ

ロック及びドクターヘリ連絡担当基地病院

5 6
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というものを設定させていただきます。

　ドクターヘリ基地病院地域ブロックとい

うものは、大規模災害時において被災地にド

クターヘリの派遣を効率よく行うため、全国

を地域ブロックに分けております。平成28

年10月11日現在のものをこの後に示させて

いただきます。

　そして、そのブロック内におきましてド

クターヘリ連絡担当基地病院というものを

設定させていただきます。こちらのほうは、

ドクターヘリが大規模災害時において効率

よく派遣できるよう、ブロック内でドクター

ヘリの派遣、待機等のドクターヘリの被災地

活動の調整を行う病院という形で定義させ

ていただきます。

　こちらのほうは、非常に誤解を招くこと

があるかと思いますので、改めてご説明さ

せていただきますが、このドクターヘリ連

絡担当基地病院は、各地域におけるドクター

ヘリの派遣、もしくは待機における指揮権を

持つわけではありません。基本的にドクター

ヘリの活動というのは、ドクターヘリ自身が

所属する都道府県が各病院に対して事業委

託という形で行っていることになりますの

で、例えば例を出して言うのであれば、今回

の地震が発生した熊本県は、基本的には九州

ブロックに当たります。九州ブロックの連絡

担当基地病院は久留米大学になるんですが、

福岡県の大学病院が熊本県及び鹿児島県、佐

賀県等々のドクターヘリの活動に対して指

揮を行うという形は基本的にあり得ない。佐

賀県、鹿児島県等のドクターヘリというの

は、やはり、その県の中での活動をまず想定

されていることになりますので、連絡担当基

地病院というのは、あくまで、その地域の中

で、どのドクターヘリを動かせばよいのか。

どのドクターヘリを被災地に向かわせて、同

時にどのドクターヘリを待機させるのかと

いうことに関して調整を行う病院だとお考

えいただけたら幸いかと思います。

　基本的にドクターヘリ自身は、各都道府県

において、その地域の中での救急医療の中の

1つの大きな役割を担っているはずです。で

すので、全てのドクターヘリが、その被災県、

大きな災害が起きたので全部行ってしまう

と、今度は行ってしまった地域におけるドク

ターヘリの活動ができなくなってしまうと

いうことがありますので、そういう意味での

調整を行う機関だとお考えいただけたらよ

7
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に飛んで行ったので、福岡と長崎では佐賀県

の分のカバーを行うようなことで調整して

くださいというような形でお願いしていく。

これは、あくまで指揮ではなく依頼という形

になりますが、その辺は、指針のほうには細

かく書いておりますけれども、まずは、こち

らのほうでは、その体制をご説明させていた

だいたところです。

　このドクターヘリ連絡担当基地病院がド

クターヘリの派遣の調整を行った上、被災都

道府県が設定するドクターヘリ参集拠点に

ドクターヘリが向かっていきます。そして被

災都道府県の中では、都道府県医療本部にお

いてドクターヘリ調整部が設定され、その

ドクターヘリ調整部のもとでドクターヘリ

本部が設置されます。このドクターヘリ本部

が、参集してきたドクターヘリの活動に関す

る現場における指揮権を担う形になるとお

考えいただけたらと思います。

　では、これが、先ほど内閣府審議官のほう

からもご説明いただきましたが、南海トラ

フ地震のような超広域な災害になってきた

場合にはどうなるのか。被災県が非常に多

岐にわたるという形になると思われます。A

県、B県、C府という形になっていった場合

に、それぞれの県において被災都道府県災対

本部が設置されます。それぞれにおいて調整

本部等が設置されていきますが、それぞれ

のニーズに応じた形で連絡担当基地病院そ

ろしいかなと考えております。

　こちらが一応、ドクターヘリ基地病院地域

ブロックという形で、平成28年10月11日

時点での形になります。この丸をつけている

ものが基本的に連絡担当基地病院ということ

で、現時点で設定させていただいております。

　ただ、こちらに関しては、各病院の今後の

動き等も見ながら変わっていく可能性は十

分にあるかと考えておりますが、現時点で

は、こちらのほうで設定させていただいてお

ります。

　このドクターヘリ連絡担当基地病院及び

ドクターヘリ基地病院地域ブロックという

概念をまずご理解いただいた上で、どのよう

な形で災害時におけるドクターヘリの参集

を行っていくのかということをご説明させ

ていただきます。

　まず、これは単一都道府県の発災という形

でお考えください。これは、例えて言うので

あれば、今回の熊本地震のような形だとお考

えいただけたらよろしいかと思います。被災

都道府県の災対本部においてドクターヘリ

のニーズがあるということが判断されまし

た。であれば、この被災都道府県が所属して

いるブロックにおけるドクターヘリ連絡担

当基地病院に連絡します。ドクターヘリ連絡

担当基地病院は、その地域内におけるドク

ターヘリ基地病院に、どこのヘリが飛ぶか。

例えば佐賀県のほうは、ドクターヘリが熊本

10 11
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れぞれが調整していくというのは、基本的

には不可能に近いかと考えておりますので、

一旦、そのニーズを全て厚生労働省のほうで

受け取って、各ドクターヘリ連絡担当基地病

院に伝えていくという形をとらせていただ

こうかと考えています。

　もちろんこの際には、厚生労働省の省内だ

けではなく、DMAT担当事務局等々とも協

力しながら、十分な協議を行った上で調整を

行っていく形になりますが、一旦、厚生労働

省のほうでニーズの調整を行った上で、連絡

担当基地病院にそれぞれの対応を伝えてい

く。その後のそれぞれの対応については一緒

ですね。単一都道府県の対応だと考えていた

だけたらよろしいかと思います。

12 　非常に多岐な内容になっております。まず

は概略だけのご説明という形になりますが、

早晩出させていただきます指針のほうでま

たご確認いただけたらと思います。

　その他の指針の記載事項におきましては、

ドクターヘリ参集拠点について、もしくは

ドクターヘリスタッフの身分保障について

等々書かせていただいております。

　ただし、本指針というものは、あくまでも

大規模災害時のドクターヘリ運用体制構築

に係る基本的な事項について定めるものと

考えておりますので、都道府県における自発

的な取組を制限するものではないという形

の記載もさせていただいております。

　ちょっと早口になってしまいましたが、現

状のドクターヘリの運用に関わる指針とい

う形でご説明させていただきました。これ

は、6年越しになりますが、初めて出させて

いただくことになります。引き続き、今後と

もブラッシュアップなどは必要だと考えて

おりますので、皆様方のご助言等をいただけ

たら幸いかと思います。本日はありがとうご

ざいました。（拍手）
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　私は、今回の熊本地震ではドクターヘリ統

括本部という名前のところで活動したので、

その報告をさせていただきます。

　 1 のスライドですが、東日本大震災の後に

厚労科研費の松本先生を中心とした研究班

で、大体、被災地内に参集のドクターヘリの

指揮系統図は、こんな形が出されていて、こ

れをもとに実は毎年訓練をされていました。

私自身も、東日本では実際にドクターヘリ関

係の仕事をして、その後、毎年訓練でいつも

ドクターヘリ本部調整部と言われるところ

でずっとやっていたせいなのか、今回、ドク

ターヘリに関わったのかなと思います。

　このガイドラインなんかは、私がこれを

やったときには全くない、前提も何もないの

で、ただ、何となく、そのときあった知識を

フル活用してやったというのが実際でござ

います。

　実際、当日の流れなのですが、本震が発

生して、私は、別件でDMAT事務局に電話

したら、ちょっと来てくれと言われて、うち

の上司も簡単に行けと言ったので行きまし

た。途中で何か地域ブロックがやっている

よみたいな、学会で何か考えているんだよ

という情報を中川先生（東海大）からちょっ

といただきながら、そういうアドバイスを

もらいながら何すればいいんだろうと思い

パネリストスピーチ
平成 28 年熊本地震における
ドクターヘリ統括本部の活動

熊本地震・厚生労働省DMAT事務局副本部長（ドクターヘリ統括本部長）
前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科副部長

町田　浩志
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ながら、DMAT事務局に着いてみたら副本

部長でドクターヘリをやれと。このドクター

ヘリ統括本部は誰が名づけたかわからない

んですけれど、ドクターヘリ統括本部という

名称がちょっと何か上からぽくってという

ご不満を一部いただいたりはしたんですが、

これは、決して僕がつくったわけじゃないの

です。これだけは、ここでどうしても言いた

かったんで言わせてもらいます。

　 4 の指揮系統図を見ますと、DMAT事務

局のところにぽこんとドクターヘリ統括本

部という名前ができたんですね。ただ、熊本

のほうで佐藤先生を中心にもうドクターヘ

リがいろいろと活動や、準備をしていたと聞

いていましたので、あくまでドクターヘリの

現地での活動は、当然、熊本県のドクターヘ

リ調整部が決めることだと思っていました。

私にできることは、とりあえずバックアップ

しようということで、何か困ったら相談に乗

りますよ的な立場で考えていました。

　そうはいっても、具体的に何か仕事をしな

きゃいけないということで、何をしたかとい

う仕事の内容は、ここに書いてみました。

　 6 は、毎年やっている政府訓練とか、ブ

ロック訓練で大体、企画すると1カ月近く県

庁とか運航会社とか、いろんな関係各機関と

調整をして、それでこの間1カ月ぐらいはつ

ぶされることを1日で全部やらなければいけ

ないんだというのが結論です。

　ドクターヘリ統括本部の仕事は、各訓練は

参集した段階で用意ドンで訓練が始まりま

すけど、参集した段階までは、実は企画段階

でやったことを、この時間でやらなければい

けないんだということで、実際、ヘリをどこ

まで参集させるかとか、あとは各運航会社さ

んとのいろいろな調整のほうに、ほとんどそ

の仕事ばかりで追われた3日間だったと思い

ます。

　実際の指揮命令系統はもともとこんな感

じです。九州のほうで立っていた上にぽこん

と乗っかって、この上にまた乗せちゃったの

が、ちょっと申しわけなかったなと思うんで

4 5

6

7
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すけど、指揮命令系統図を描きました。

　ただ、やはりこの仕事は、調整事が多いの

で、普段ドクターヘリとかやっていないと絶

対できない。そういう意味では、各基地病院

の先生と、あとは、これも賛否両論いろいろ

ありましたけど、やはり普段の政府訓練で大

体、この辺をやらされているのが、うちと

千葉の北総病院の先生たちだったので、ルー

ルがまだ周知されていなかったという事実

もあったので、そこは、ちょっと現地のほ

うにも北総の先生とか、うちの先生にも行っ

ていただいて、現地の先生方とご協力させて

いただいてやらせていただいたということ

があります。

　実は4月19日以降は、九州以外のヘリは

地元に戻っていただいたので、九州だけで

やっているのに、東京から何か偉そうにやっ

ているのも申しわけないなということで、佐

藤先生のほうに、「あとは先生のほうで全て

お願いします」ということで、指揮命令系統

の一番トップが先に閉めるという思い切っ

たことをやらせていただいて、何とか偉そう

にはやっていないぞというアピールもさせ

てもらったということでもあります。

　そんな中で、実際、DMAT事務局に僕は

たまたま入ったんですけど、超急性期は情

報が一番入ってきますので、そういう意味

では、どこまでを呼ぶかというのは、結構、

判断はし易かったなと思います。

　ということで、最終的には関西広域連合さ

んまで広がらせていただいて、いわゆる関西

ブロックですね。ヘリを全部で14機。中川

先生のほうから地域ブロックに担当者がい

ますよということを聞いていたので、各先生

にそのエリアの調整はお任せした。これは、

僕としては負担が減って非常によかったで

す。

　最初に僕らが把握していた、先ほどの指

揮命令系統下で動いていたのは実は14機で、

63人の医療搬送を行ったんですけど、後か

8 9
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ら熊本のドクターヘリが独自で救助に出た

りとか、鹿児島のドクターヘリが新生児の搬

送で活躍されたということが入って、そうい

う指揮命令系統以外も合わせると全部で79

名の医療搬送が行われました。実は参集した

ドクターヘリは、1日当たり1機1.9人しか

運べなかったということで、これは、今日は

ちょっとお話ししないんですけど、この医療

ニーズの吸い上げも今後考えていかなきゃ

いけないかなと思います。最終的には14機

で79人ですね。

　搬送先は、このような形で、県外に搬送し

ていましたということで、実はガイドライン

が先に出るもんだと思ってここに出してい

るのですけれど、ガイドラインには載ってい

ない図の中に、ぽこんと、あえて欄外に入れ

たんですけど、こういう立場で、ちょっとお

仕事をさせてもらったという形になります。

　今回やっていて思ったのは、ガイドライン

が出ても多分すごく困るなと思うのは、先ほ

ど言ったとおりドクターヘリは、結局、最

終的には各県からの要請をもって初めて基

地病院が関わってヘリが飛べるんですけれ

ど、そこの県までのルートが各県によってば

らばらでした。絶対に熊本県からの要請じゃ

ないと飛ばないと言った県もありました。そ

こは、私が熊本県の代理人になった形をとっ

て電話してオーケーもらったりとか、逆に

DMAT事務局からの要請じゃないとお金が

つけられないんで、DMAT事務局からの要

請にしてくださいという形で、この辺の各県

庁への電話の半分ぐらい、私は、3人ぐらい

の役割を担ってお願いして飛んでもらった

わけです。

　実は県内では、いつでも要請があったら

行っていいよという準備はできていたみた

いなんで、要は熊本県からの要請をどういう

形でやるかというのが決まっていないんで、

これは、今後、絶対詰めたほうがいい。これ

は、多分、ガイドラインが出ても絶対困ると
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ぱり熊本県、被災県の調整部に負担をかける

のはよくないのかなと思っています。

　最後に、私の結論としては、発災直後は

混乱していますので、ドクターヘリ調整、

ちょっと大変なので、少し厚生労働省に近い

立場で書いたんで、結局、上からで申しわけ

ないんですけども、やはりドクターヘリにか

かわる、そういうサポートをする調整事項、

県との調整、各運航会社との調整、JAXAさ

ん、ウェザーニューズさんとの調整、いわゆ

る調整に徹する、訓練の準備をするような

チームは絶対に必要かなと、このたび感じま

した。

　あくまでドクターヘリ統括本部という名

前がいいかどうかは私もわかりませんが、ド

クターヘリ・リエゾンでもいいかなと思いま

す。私の発表はこれで終わります。ありがと

うございました。（拍手）

思います。私自身がまさに困りましたから。

全部の県に電話しましたけれど。

　あとは運航会社の方に、今回、本当に現地

にCSの方に来ていただいて、ドクターヘリ

本部等で運航形態に関わっていただき、非常

に助かりましたが、まだ派遣の費用支弁と

か保障が曖昧です。今回、ありがたいこと

に14機、7つの運航会社が来ていただいた。

ただ、逆に言うと、この7つの運航会社全部

と調整しないとできません。ヘリが増えれ

ば増えるほど会社も増えるので、要は車の会

社と同じ別メーカーですから、やはり、これ

は一括にここにいて全部動くわけじゃない。

同じことを7回、調整のために電話しました。

　あと、運航動態システムに関しては、これ

は、JAXAさんとウェザーニューズさんのご

協力で、このように見られるようになった

んですけど、これも、結局、各運航会社に、

こういうのをやっていいですかと全部出さ

なきゃいけないので、こういう調整を、やっ
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　よろしくお願いします。佐賀の好生館病院

の佐藤と申します。先ほど町田先生がお話

しされた部分とかぶるところをちょっとは

しょりながら進めます。先ほどの町田先生の

発表では、16日に正式にヘリ調整部という

のが発足したようになっておりますが、前震

のときから、ちょっと、そういう調整活動と

いうのを行っておりますので、超急性期とい

うところでお話をさせていただきます。

　前震以降の熊本県庁での初動ですが、21

時26分に、後になってわかった「前震」が

発災してDMATの待機要請がかかっていま

す。活動拠点本部の設置がなされて、熊本県

から直近の統括DMATと災害医療コーディ

ネーターの参集要請がかかっております。

22時30分に厚生労働省の災対本部の設置

がなされて、22時45分に熊本県の災害医療

コーディネーターであり、統括DMATであ

る熊本日赤の先生が着いております。

　何で私がこんなに早く県庁に着いてし

まったかといいますと、私は今、熊本市に住

んでいて、熊本から佐賀の病院に通っている

ので、家は被災しているし、電車も高速も使

えなくて自分の病院には行けなくて、仕方な

く県庁に行ったらこんな早い時間になって

しまったというような感じでした。

　それから、DMAT派遣要請がかかりまし

て、活動拠点本部、参集拠点が決まりまして、

各DMATが出動しております。

　 2 の写真は、当日の前震の後の熊本県庁の

災害対策本部の中ですけれども、同じフロ

ア、同じところに医療対策の医療本部のほう

も同じように立ち上がっております。

　県庁のレイアウトとしましては、全機関の

合同会議は、医療も最初から入れていただい

パネリストスピーチ
平成 28 年熊本地震におけるヘリ調整部活動

超急性期の空路調整
熊本地震・熊本県災害対策本部　DMAT調整本部副本部長（ドクターヘリ調整部担当）

佐賀県医療センター好生館救命救急センター副センター長
佐藤　友子
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ていたようなんですが、合同会議のテーブ

ルがある中に医療班と、それから広報であっ

たり、ホワイトボード1枚隔てたところに自

衛隊や緊急消防援助隊や、それから航空運用

調整班もあったという形で、ホワイトボード

をちょっとのぞいたら、裏のほうでこういっ

た消防の方、自衛隊の方、海保の方とお話を

しているというような状況でした。

　実は私が着いたときには、DMATの調整

本部とか、統括DMATとか、ドクターヘリ

の調整をどうにかしようというよりも、どち

らかというと、医師も2人しかいませんでし

たし、残りは全部、県庁の医療政策課の方と

いうことで、ほとんど災害医療コーディネー

トというような感じで15日朝までは活動し

ておりました。

　朝までにわかったことは、益城と阿蘇がど

うやら救助事案が進行中である。防災ヘリ、

自衛隊ヘリは、現場ミッションをしている。

それから、県内の救急基幹病院にずっと経時

的に連絡しまして、外傷重症患者は初療でき

3

ている。ただ、今後、マンパワーは不足する

し、交代は必要だろう。それから、資機材が

不足するだろう。空床確保のために、恐ら

く近隣、他県への搬送は必要になるだろう。

それから、病院避難を要する医療機関という

のも15日の朝までに何件かわかってきてお

りましたので、病院支援DMATの必要であっ

たり、資機材の確保・運搬手段であったり、

ヘリ搬送というようなところも、ここから準

備をし始めたというところです。それから、

病院避難については、陸路・空路、搬送先の

調整ということを始めました。

　15日朝の時点では、ドクターヘリの運用

の方針としましては、熊本県のドクターヘリ

はともかく県内の現場救急要請に対応させ

よう、応援のドクターヘリについては、支援

体制が確保できるような病院間搬送に、これ

は安全第一ということで、そういうふうな活

動方針を立てておりました。

　連絡担当基地病院の先生からすぐにご連

絡をいただきましたので、九州内のドクター

4
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ヘリの調整を依頼して、そちらのほうから中

四国のドクターヘリの調整も依頼していた

だいたという形です。

　それから、県庁からも当該県庁へドクター

ヘリ派遣の要請を行っていただいて、最終的

には町田先生からもしていただいていると

いう形です。

　一番困ったのがヘリの参集拠点で、そもそ

も熊本空港をヘリの参集・SCU展開という

ところで想定してあったところが、ここが閉

鎖されてしまいまして、屋外エリアの使用も

許可が得られませんでした。防災航空基地と

いうところについては、ここは防災ヘリがた

くさん飛んできていて、ドクターヘリを少な

くとも、その時点で6機は飛んでくるという

ことになっていたんですけど、6機が駐機で

きるエリアがない。自衛隊基地についてもい

ろいろしてみた結果、許可が得られないとい

うことで、これにはいちばん医療政策課の方

もご苦労されたんですけれども、防災航空隊

の訓練で使用したことがあって、複数のヘリ

が駐機できるというスタジアムを設定した

ところです。

　SCU展開も考えて電源・屋内エリアの使

用の許可も得たけれども、私は、結局、その

場所へ行っていないので、そのスタジアムが

本当にどういう状況なのかというのが全く

わからない状況で、ここが決まってしまいま

した。

　これは、さっき町田先生のスライドに出て

きていました。調整部のほうで航空運用調整
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班ということになっておりますが、このとき

はヘリコプター運用調整所とか、合同航空調

整班とか、さまざまな機関がいろんな名前で

呼んでいました。

　これも、ちょっと割愛します。

　ドクターヘリ以外に、ほかの機関のヘリと

も航空運用調整させていただいて、最初の5

日間で防災ヘリ、自衛隊ヘリ、海上保安庁の

ヘリで、これだけの患者さんの搬送もなされ

ております。

　ここからが、活動の検証と課題を抽出した

いと思うんですが、CSCAで行きます。

　最初のCでは、九州ブロックの連絡担当基

地病院の先生からすぐに連絡をいただいて、

特に北部九州3県では、通常救急を補完しな

がら熊本にも必ず2機出すというようなルー

ルができておりました。ただし、派遣要請の

方法は、先ほどもありましたように、ブロッ

ク担当間、県庁間といった二段構えとなって

しまいました。

　医療本部の隣に航空運用調整班があった

というのは、これはよかったことなんじゃな

いかと思っております。

　課題としましては、やはり災害時の運用要

綱というのを策定していた県が九州内でも

少なくて、我々、佐賀県でも運用要綱をまず

つくりましょうと。それから、平時の各機関

に周知することと訓練をしようというよう

な話になっております。

　指揮命令系統の混乱についても、これもや

はり平時に、先ほど出ていたような指揮系統

図という周知が必要だと思います。

　本当に困ったのは、当初の本部要員が圧

倒的に不足しておりまして、動態監視とか、

CSとか、フライトプランとかというような

ところは全く頭が回らないような状況でし

たので、こういったロジスティク担当を早期

投入するというのは必要かと思います。

　それから、災害超急性期にはいろんなネッ

トワークが動きますので、こういった人たち
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とも平時の情報共有が必要かと思います。

　安全に関しましては、さっき言いましたよ

うに、駐機場所、給油場所の確保に難渋をし

ました。安全第一ということで、他県の応援

ヘリをできるだけ現場救急に回さないとい

う方針をとった結果、応援ヘリがあまり出動

しないというような結果にもなりました。

　課題としまして、やはり他県の人に正確な

場所が、新しい場所というのはわかりにくい

というところがありますので、想定した場所

が使用できなかったときの事前策の設定と

いうのが必要だろうと思っております。

　それから、臨時に設定したスタジアムに支

援隊は、常にはいていただけなかったので、

安全管理を自分たちでしなきゃいけないこ

ともあると。これは、自分たちでわからない

といけない。

　運航状況は、リアルタイムでは不明でし

た。動態監視システムが稼働できたところか

らちょっとわかるようになって、安心できる

ようになったなというような感じはありま

した。

　コミュニケーションについては、搬送依頼

というのは、最初のルールとしては、このよ

うにしておりましたが、課題としてドクター

ヘリ本部とメッセージツール、LINEですと

か、メッセンジャーを使用してのやりとりと

いうのは、間違いは少なかったんですけど、

暗号化できるツールというほうが活用は望

ましいかなと思っております。

　運用状況については、全て把握する必要は

ありませんけれども、空もかなり渋滞してお

りましたんで、航空運用調整班との情報共有

のために定期的な連絡は必要だと思ってお

ります。

　統括本部との連絡共有というのはできた

ように思います。

　ロジスティク部門、陸路搬送のほうとも情

報は共有しないといけないと思うんですが、

これは、隣同士でもやっていることがなかな
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かわかりにくくて、定時のミーティングは

やっていました。

　九州各県については、コンタクトリストを

掲示しまして、各県ともかなり早期に自県の

ヘリ運用の方針を連絡いただいております。

　行政については、最初、やはり用語の理解

とか、必要性の説明というところに時間がか

かりましたけれども、慣れてくると、こちら

の依頼はほぼ受けていただけたと思います

ので、ここもやはり運用要綱の策定・共有、

それから、政令指定都市というところも考え

ていかないといけないところかなと思いま

す。

　航空運用調整班とは、運用状況は随時教え

ていただけましたし、こちらの要望をかなり

聞いていただいたんですけれども、リエゾン

を置くということが常駐できませんでした

んで、行ったり来たりというようなことには

20 なってしまいました。待機していただいたヘ

リを有効に活用できないという時間もござ

いました。

　医療機関についても、DMATを有さず、

ヘリ運用になれていない、EMISを見ること

ができない医療機関と連絡方法を検討する

必要はあると思います。

　県外搬送の決定時期についても、熊本県は

平時からの救急体制が充実しておりました

ので、こちらはかなり準備できたんですけれ

ども、搬送時期を逸した症例がなかったかの

検討は必要だと思いますし、ヘリの要請のタ

イミングについても今後検討が必要だと思

います。

　これらを踏まえまして、やはり災害時の運

用要綱を策定して、ブロックで共有するこ

と、訓練すること、これは大事だと思います。

　それから、動態監視システム、メッセージ

ツール等々、ITの活用というのも必要かな

と思っております。

　まとめです。とにかく、即時性と統制とい

うような運用を両立させることは非常に難

しいなと思いましたが、先ほどの厚生労働省

の指針が発出されることによって、こういっ

た問題が改善できればというふうに期待し

ております。ありがとうございました。（拍

手）
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　聖隷三方原病院の早川と申します。本日

は、日本航空医療学会の災害時のドクターヘ

リのあり方検討委員会としてお話しさせて

いただきたいと思います。

　私がここで申し上げるのは、あくまでも後

出しじゃんけんのようなもので、後から実際

の熊本地震におきますドクターヘリの活動

等を調査いたしまして、それとあわせて活動

というものを厚生労働省から間もなく発出

されるであろう指針と照らし合わせて、課題

というのをまとめたところでございます。

　改めまして、実際の熊本地震におきます活

動に携われた方で日本航空医療学会からの

調査にご協力いただきましたことに対しま

して、この場をお借りして御礼申し上げま

す。ありがとうございました。

　さて、東日本大震災でのドクターヘリの活

動を受けまして、さまざまなレベルでいろい

ろなことが一応進んでおりました。一番進ん

だ部分といたしましては、やはり航空法の施

行規則第176条の改正であったかなと思い

ます。英知を結集していろいろやっておった

わけですが、熊本地震発災時の状況というの

は、今から振り返ってみますと、大まかな合

意形成の途上であったのかなと思います。と

いうことは、実は何も決まっていないのとほ

ぼ同じであったというところがございます。

　ということになってきますと、やはりドク

ターヘリが災害時に活動するための根拠を

しっかりと明示する必要があったかな、そ

ういうことになろうかと思います。これが、

先ほど小谷さんからご発表のありました厚

生労働省発出の大規模災害時のドクターヘ

リ運用体制構築に係る指針、これになると思

パネリストスピーチ
大規模災害時のドクターヘリの

運用体制の構築について
日本航空医療学会、災害時におけるドクターヘリのあり方検討委員会委員長

早川　達也
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います。

　これの骨子につきましては省略いたしま

すが、災害対策本部の中にドクターヘリ調整

部ができますよ、実際の参集ドクターヘリの

指揮はドクターヘリ本部がとりますよ、こう

いったことをしっかりと頭に入れる必要が

あろうかと思います。

　これは、先ほど小谷さんのほうからは参集

までの過程につきましては図式していただ

きましたので、私のほうでは、実際に活動す

る場合どうなのかなということを模式図で

お示ししたいと思います。

　やはり、さまざまな現場であったり、病院

からであったり、出動要請というのは、あく

までドクターヘリ本部にいただくんですよ。

ドクターヘリ本部が傘下のドクターヘリに

対して出動指示を出して実際に活動する、こ

ういうイメージをしっかりと共有する必要

があるだろうと。

　では、実際にドクターヘリ調整部、何する

のといったところでは、やはりDMATとし

ての、例えばSCUの広域医療搬送を前提と

した地域医療搬送等、DMATとして行う場

合には、やはりドクターヘリ調整部のほう

からドクターヘリ本部に出動要請を行って、

ドクターヘリ本部が出動指示を出す。実際に

出動してSCUに患者さんを運ぶということ

もあり得るかと思います。

　一方で、ドクターヘリ本部で、オーバーフ

ローしてしまったようなケースについても

ドクターヘリ調整部に上げて、他機関のヘリ

の使用について航空運用調整班の担当リエ

ゾンにお願いして、実際にヘリを飛ばしても

らう。こういったイメージを持つのがいいの

かなと思います。

　地域ブロックとドクターヘリ連絡担当基

地病院の役割につきましては、先ほど小谷

さんのほうからご説明がありましたので省

略いたしますが、やはり調整に当たっては、

先ほど町田さんのほうから厚生労働省に近
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いところが絶対必要ですよというお答えも

ありましたけれども、実際には連絡担当基地

病院の役割というのが、今後大きいのかなと

いうふうに私は考えております。

　そして、実際に熊本地震でのドクターヘ

リの総出動件数でございます。先ほどから、

町田さん、あるいは佐藤さんとの報告と若干

差があるように見えますが、こちらのほうは

出動件数という形でまとめさせていただき

ました。お二方のご報告では搬送という形に

主眼が置かれておりましたけれども、あくま

でも出動という切り口で調査してみますと、

こういう形になります。やはり一番上の熊本

県、大分県、そういった被災地県内の出動が

非常に多かったんだなというふうに言える

かと思います。

　そして、応援ドクターヘリの出動に関して、

民間ヘリも含めますと、最終的には87件の

出動があって95名の患者さんを搬送ないし

対応したという形になろうかと思います。

　熊本地震を受けての課題をまとめてみま

すと、先ほどから出ております連絡担当基地

病院、調整に汗をかいていた連絡担当基地病

院が、近畿ブロックからドクターヘリが参

集してくる情報というのは伝えられていな

かった。これは、悪気があったわけでも何で

もなくて、連絡担当基地病院の役割というも

のが明示されていなかった以上、こういうこ

ともあるのかなと。

　一方、応援ドクターヘリの総出動件数は

55件あったわけですが、いわゆるドクター

ヘリ本部からの要請として明確に認識され

ていたものは37件でありました。県庁の要

請、DMATからの要請という形で、何もド

クターヘリ、勝手に飛んだわけじゃないんで

すけれども、ドクターヘリ指揮命令系統の中

で大きな役割を持つドクターヘリ本部とい

うものが認識されていたのは少なかったの

かなと。

　さらに、活動したドクターヘリのうち災害
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時の活動について、運航要領に明確に記載

されていたものは7施設にとどまっておりま

す。また、動態管理システムによって、初め

てドクターヘリと消防防災ヘリという複数

機関のヘリコプターのリアルタイムの位置

情報が同一端末でモニタリングされたわけ

ですけれども、やはり、これの調整には時間

を若干要したようだといった課題があるか

と思います。

　課題ばかり言っているのではなく、実際、

ドクターヘリとして活動してみて、これは、

やっぱりよかったのかなと思ったものが幾

つかございました。佐賀県ドクターヘリは、

ドクターヘリ本部の指揮下で活動を行うと

ともに、熊本県内医療機関からの依頼に基づ

いて熊本県と佐賀県の調整のもとに自主的

な支援活動を行った。

　やはりドクターヘリの機動力というもの

を考えた場合に、こうした活動はやっていい

のかなと。一方で、情報の共有というのは必

要であろうということは申し上げておきた

いと思います。

　鹿児島県のドクターヘリが新生児医療の

地域ネットワークからの要請を受けて、小児

患者に特化した活動を行ったということに

つきましても同様であろうかと思われます。

　また、搬送先の決定につきましては、佐賀

県内の搬送に関しては佐賀大学病院を一時

集約場所として、とにかく一元的な搬送を

行って、そこから先は、佐賀大学病院が調整

する方向となった。これは被災地内の負担が

軽減されたと聞いております。また、実際に

民間のドクターヘリも患者対応に従事した。

こういった表に出にくい部分ですけれども、

それぞれ皆さん工夫していたのかなと思わ

れます。

　ということで、熊本地震発災時の状況とい

うのは、合意形成の途上であって、何も決

まっていないということを申し上げたんで

すが、実はそれぞれのドクターヘリ基地病

院、行政が、従来の知見をもとに手探り状態

で、関係各機関と調整しながら参集活動を一

生懸命行ったと申し上げていいのかなと思

います。

　実際に大規模災害時のドクターヘリ運用

体制の構築のためには、さっきからさんざん

強調されております。大規模災害時のドク

ターヘリ運用体制構築指針の発出でありま

す。間もなくということでございますので、

お待ちいたしましょう。

　では、それが出れば大丈夫なのかというこ

とは、我々自身が考える必要がございます。

やはり指針に基づいた道府県の具体的な取

組が必要となってまいります。すなわち、こ

ちらについて整理いたしますと、やはり航空

法に基づいた、きちんとしたドクターヘリ運

航要領、ちゃんと書き直してねということで

あります。そして、医療法に基づいた保健

11 12
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医療計画にもちゃんとドクターヘリの役割、

書いていますかという話です。

　さらに、災害対策基本法、防災基本計画、

地域防災計画によりますと、医療救護計画に

もちゃんと書いていますか。あるいは指針が

出た以上、これをきちんとやらんと実際の調

整の際に、どこに連絡していいかもわからん

ということにもなりかねないということで

ございますので、ここはしっかりと強調する

必要があるように思います。

　そして、発出後に必要な実際の具体的な取

組といたしまして、これも強調されてきたと

ころでございます。地域ブロック単位ごと

に道府県庁、ドクターヘリ調整部、ドクター

ヘリ基地病院、ドクターヘリ本部、ドクター

ヘリ、消防防災ヘリ、DMATが参加した合

同訓練を定期的に実施することが必要であ

ろうと思われます。

　実際に2014年度の関東ブロック訓練にお

きましては、我々の施設のドクターヘリと緊

急消防援助隊が連携した訓練というのも行

いました。そうしたことも含めまして、こう
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した訓練を実際に企画・立案していくことが

大事であろうということで申し上げたいと

思います。

　私の発表は以上でございます。（拍手）
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　ただいまご紹介にあずかりました消防庁

広域応援室長の仲村でございます。よろしく

お願いいたします。

　まずもってHEM-Netにおきまして、この

ように多くの関係者が集まりまして、話し合

える場をつくっていただきましたことに感

謝いたします。私は、消防防災ヘリコプター

を所管しております。地震や風水害等の大規

模な災害のときには、消防防災ヘリコプター

を含む、先ほどもありました緊急消防援助隊

の被災地で円滑に活用するためのオペレー

ションを行ったり、平時は消防防災ヘリコプ

ターの関係者の皆様が円滑に仕事を進めら

れるような施策の充実等を進めているとこ

ろでございます。

　本日は、大規模災害時のドクターヘリの運

用と連携協力とのテーマでございますので、

消防防災ヘリが大規模な災害時にどのよう

な任務を行っているのか。それは、計画ベー

スもあります、実際ベースもあります。そう

いった事項を中心にお話し申し上げていき

たと思います。

　まず初めに、消防防災ヘリコプターの配

備状況でございます。消防防災ヘリコプター

は、平成28年11月1日現在、76機体制でご

ざいます。県内にヘリコプターの配備がない

未配備県域は2県域となっておりまして、お

おむね全国をカバーできているのではない

かと考えております。

　各地域の状況を見ますと、例えば東京でご

ざいます。東京消防庁が8機保有しておりま

すが、県によっては1機というところもあり

ます。県土が広い北海道では3機体制となっ

ております。また、この運航主体も、いわ

ゆる消防機関、横浜市消防局とか、消防本

部が持っているパターンと、都道府県が持っ

ているパターンの2つのパターンがあるとこ

ろでございます。

　続きまして、 2 は消防防災ヘリコプターの

活動の状況でございます。近年の大規模災

害におきましては緊急消防援助隊として出

動し、その高速性や機動性を生かしまして、

情報収集、指揮支援、消火・救急・救助活動

パネリストスピーチ
大規模災害時のドクターヘリの

運用と連携協力について
消防庁国民保護・防災部広域応援室長

仲村　吉広

1



44

等を実施するなど、大きな役割を担っている

ところでございます。

　平成26年度中の全国の出動件数は7,061

件となってございます。これは平成27年の

速報値ですが、6,842件、また、平成25年

は6,868件となってございますので、近年、

7,000件前後で推移がなされているところで

ございます。

　 3 は、救急活動状況についてですが、この

救急活動状況（3,456件）でみますと、内訳

で最も多いのが転院搬送で1,202件となって

ございます。医師搬送というような任務も行

い、これは537件となってございますので、

これらを2つ合わせ救急活動の中でおおむね

半数程度を占めている状況でございます。

　 4 は、大規模な災害のときに消防防災ヘリ

コプターの出動はどうなっているのかとい

うことについて、計画ベースのものについて

説明をしていきたいと思います。

　まず、下のほうに基本的な出動計画という

のがございます。熊本地震や常総水害などの

大規模な災害で、まず県内の消防機関で活動

を行いますが、県内の機関だけでは対応でき

ない場合、県外の航空隊が消防庁長官の求め

に応じて緊急消防援助隊として出動いたし

ます。

　この応援出動する都道府県大隊、陸上隊

や、航空小隊は、災害が発生した都道府県に

対しまして応援出動する県をあらかじめ計

画や要綱で定め、都道府県、それから消防本

部に通知等をしてございます。したがって、

各消防本部、あるいは都道府県におきまして

は、発災した場所によって、自分たちの県が

出動準備等を行わなければいけないのかと

いったようなことがわかる内容となってご

ざいます。

　例えば下の右側のほうを見ていただきた

いんですが、航空隊のところでございます。

第1次出動航空小隊といたしまして、被災都

道府県に対して10航空隊を指定となってご

ざいます。例えば岩手県で災害が発生した場

合、台風10号による災害等が発生した場合

というようなこともありましたが、指揮支援

部隊として指揮支援部隊長を輸送するとこ

ろは仙台市が担当する。上空から情報収集を

行う航空小隊は青森県と宮城県が対応する。

救急救助、輸送等を行うというのが北海道・

札幌市、秋田県、山形県、福島県、栃木県、

新潟県等と定められておりまして、ここを考

3

2 4
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慮して必要な航空隊に対して国のほうから

出動の要請等を行うといったような流れと

なってございます。

　それから、出動準備航空小隊というのが下

にございますが、これは、その第1次航空小

隊より大規模な対応が必要な場合等に、近隣

の都道府県を指定して、ここに必要な場合に

は出動等の要請を行うといったような内容

でございます。

　左側のほうが第1次出動都道府県大隊と

なっておりますが、これは陸上隊の場合でご

ざいまして、同様に被災した県の隣県の4県

に対して出動等を行うというような指定を

行って、大規模な災害等が起きて、実際必

要な場合には消防庁長官の求めによりまし

て出動等を要請するといったような流れと

なっておるところでございます。

　これが一般的な災害でございまして、特に

具体的に東海地震、首都直下地震、東南海・

南海、南海トラフ地震、こういった地震が発

生した場合には具体的なアクションプラン

というものを定めてございます。そのアク

ションプランに基づいて、緊急消防援助隊が

出動等をしていくんですが、1つ、南海トラ

フにおける緊急消防援助隊アクションプラ

ンの概要というものについてご紹介させて

いただきます。

　南海トラフの場合は、ポイントとして地震

発生後、重点受援県、実際、被災等を受け

た受援県以外から応援可能な全ての緊急消

防援助隊を一斉に迅速に投入するといった

内容となっています。また、被害を想定し

て、あらかじめ策定したパターンがございま

す。応援県のパターンでございますが、その

パターンに基づいて出動等を行っていくと

いったような流れとなっています。

　また、航空小隊については、被災地以外の

出動するところの消防力を維持するために

残留する7隊以外の出動可能な全ての隊が出

動して、情報収集、消火・救助・救急活動等

を実施するといったようなことを定めてい

るところです。

　続きまして、 6 は、実際8月にございまし

た岩手県内での消防機関の活動の状況でご

ざいまして、例えばヘリコプターにつきまし

ては情報収集に加えて、陸上からの進出が難

しい孤立地帯が多数発生したため、ホイスト

による上空からの救助活動等を迅速に実施

したところでございます。

7

65
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災ヘリだけでなくて、警察、自衛隊、ドクター

ヘリなどが集合して活動いたします。これら

の調整が必要となってきますので、航空運用

調整班というものを設けまして、自衛隊、海

上保安庁、警察などの実働部隊のヘリ運航者

が集まり、地区割や任務分担、さらには日々

の情報共有活動などを行う場というものを

設けることとしています。

　これにつきましては、防災基本計画、国の

防災計画や南海トラフ・首都直下地震の具体

計画、これは国の計画でございますが、この

中でも位置づけ等を行っているところでご

ざいます。

　それから、実際の航空運用調整でございま

すが、27年9月の関東・東北豪雨、常総水

害の際に、茨城県に出動した緊急消防援助隊

がヘリコプターによって272人を救助いた

しました。このときヘリコプターは、航空運

用調整担当によりまして、エリアなどを調

整して行ったところでございます。そういっ

　こういった緊急消防援助隊につきまして

は、具体的な運用をしておりまして、日ごろ

の訓練等が大事でございます。毎年、全国を

6ブロックに分けて緊急消防援助隊ブロック

合同訓練を実施していまして、ブロックの各

都道府県の緊急消防援助隊が参加等してい

ます。この訓練には、消防防災ヘリコプター

も参加し、中高層建物から孤立者の救援等々

の訓練も実施しているところでございます。

　平成28年度は、鳥取県中部を震源とする

地震のため、中国・四国ブロックは中止と

なりましたが、その他の5ブロックで実施し、

1,029隊、3,949人が参加いたしました。

　続きまして、 8 は、後ほど小林様のほうか

ら詳しいご説明があるかもしれませんが、消

防防災ヘリがより機動的な活動ができるよ

うにするため、動態管理システムの配備を進

めておるところでございます。

　その次に、 9 は小谷様のほうからのご説…

明がありましたが、大規模災害時には消防防

8
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た活動等も行ってきております。

　我々、災害時に被災地を応援する緊急消防

援助隊の充実・強化を引き続き図っていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたした

いと思います。

　私からの説明は以上でございます。（拍手）
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　JAXAの小林と申します。よろしくお願い

します。

　私のほうからは、今お話ししていただきま

した動態管理システムにつきまして紹介を

していきたいと思っております。

　今、JAXAでは、D-NETと呼んでいる研

究をしています。このD-NETというのは「災

害救援航空機情報共有ネットワーク」とい

う研究名の略称となっております。これは、

災害救援、Disaster…Reliefをする航空機の

ネットワークをつくり上げたいという希望

でD-NETというふうに呼んでおりまして、

特徴としては、ここに書いてあります3つで

す。

　基本的には、地上と上空の間でやり取り

をするデータの標準化の提案をしています。

いろいろなメーカーが動態管理に関する機

器をつくっていますが、標準化が行われな

いまま、いろいろな機器のメーカーが製品

をつくると、A社がつくった機器のデータは

B社の機器では見ることができない、そうい

うふうになってしまいますので、そういうこ

とにならないようにしようということを提

言しています。

　そのため、3番目のところが一番大事で、

特定の機器に限定しないということを前提

に研究開発を進めています。ただ、このイ

メージだけでお話しすると、なかなか世の中

が進みませんので、実際には市販されている

機器を一部カスタマイズして共有化できる

ようにして、実証実験などを行っています。

　今現在、国内で使用可能な機器とJAXAは

共同研究などを締結しまして、防災訓練です

とか、あるいは実災害において使用できる、

そういう体制を整備しています。現実に動態

管理システムを使用している中で特にユー

ザーが多いのは、この左側の総務省消防庁で

す。JAXAのD-NETは、総務省消防庁の動

態管理サーバーと連携をしています。JAXA

は、総務省消防庁と協定を締結して、運航管

理の研究をしています。この関係で、この図

の枠組みができています。

　 2 の右上のウェザーニューズ社製のイリジ

パネリストスピーチ
大規模災害時における

ドクターヘリ運用体制の構築と連携協力
JAXA災害対応航空技術チーム主任研究開発員

小林　啓二

1
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ウム通信機につきましても共同研究を行っ

ていて、防災訓練などで連携しているという

状況です。

　それ以外の機器につきましても、国内で使

われる可能性があるとか、有効性が認められ

るものについては、適宜、航空局も含めて、

いろんな機関と調整をして実証実験を行っ

ているという状況です。

　実際に、この体制を使って何をしているか

といいますと、一番大きいところでは、毎年

夏に実施されている、大規模地震時医療活動

訓練におけるドクターヘリと消防防災ヘリ

の連携実証で、位置情報の共有などの連携を

行っています。

　2014年度には九州地方を中心にして行

いまして、2015年度は首都直下地震想定、

2016年度、今年は南海トラフの中部地域、

それを想定したところにおきまして連携の

実証を行っています。

　また、これ以外につきましても、DMAT

のブロック訓練などにおいても複数回実

施していますし、先週行われた関東の

DMATブロック訓練におきましても連携の

検証を行っています。

　このように防災訓練などで、その連携実証

を積み重ねたことにより、今年発生しました

熊本地震におきまして、時間はかかったとい

うのはあるんですが、実際の災害対応におい

て連携ができたと考えています。

　熊本地震の際には、消防防災ヘリコプター

の中でも一部、まだ動態管理システムが搭載

されていない機がありましたので、JAXAが

保有している運用評価用のシステムを活用

しました。このシステムは、完全持ち込み型

と呼ばれるタイプで、必要に応じて通信機器

と表示機器を載せるもので、これを実際に九

州に運びまして、載せるに当たりましては電

磁干渉試験など必要なプロセスを経まして、

それで問題がないことを確認してから実際

に使用しました。

　また、熊本県庁では、ドクターヘリと消防

防災ヘリの連携状況がわかるタブレットを

航空運用調整班に設置しました。熊本県庁

ではインターネット環境が使えましたので、

それを活用しました。

　このように実運用において位置情報の連

携が深まってきています。現在は、その次の

連携を見越して、位置情報以外の情報につい

てもドクターヘリと消防防災ヘリで連携が

2 3
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できるように研究開発を実施しています。

　まず一例として、これは、平成24年度、

25年度の厚生労働省の科研費の中でやらせ

ていただいたものなんですけれども、災害時

の変換ルールということで定型文の情報共

有実証をしました。ドクターヘリと地上の間

で、どういうメッセージをやりとりする必

要があるかということをまとめたものにつ

きまして、これは、共同研究をしているウェ

ザーニューズさんとJAXAとの間で、これを

実際に通信して実証実験も行いました。

　また、今、D-NETというJAXAの研究は

D-NET2というフェーズに移っています。

D-NETでは、災害救援航空機、特にヘリコ

プターを中心とした情報共有を行っていた

のですが、東日本大震災のような広域の災害

を受けて、有人機だけでなく、人工衛星や無

人機など、使える航空宇宙機器は全部使う

べきであろうということで、陸域観測衛星、

ここではALOS-2、あるいは高速通信衛星

WINDS、「きずな」と呼ばれているものです

が、こういった衛星ですとか、あるいは無人

機を活用して、有人の航空機は非常に貴重な

資源ですので、この貴重な資源は有人機でし

か実施できないところに配分する、そのよう

な研究も行っております。

　こちらの図（… 7 …）が、その一例を示して

います。これは九州で実施したときの訓練

で、水色で薄く示されているのが陸域観測衛

星で抽出したと想定した津波の浸水域を示

しています。浸水をしているところに、あら

かじめデータベースで設定した災害拠点病

院などがある場合は、その病院から連絡がな

くても赤色で表示をすることによって、連絡

がなくても、まずヘリコプターを飛ばそうで

すとか、そういう判断支援を行うシステムの

研究開発を行っています。

　今まで受け側だったものを、航空宇宙機器

をうまく使用し、このようにGISと連携する

ことによって、より迅速でかつ安全な救援活

動を実施したい、救援活動に貢献したいと考

えております。

　また、無人機、今、ドローンと呼ばれるも

のが非常に出てきていますが、今後、災害が

発生すれば間違いなくドローンが使われて

くると思います。ドローンの使い方も、使い

方によっては非常によくなると思うんです

が、まだルールが完全にはできていない状態

だと思いますので、例えば、この左側に出し

5
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も実施しています。図の右側のD-NET…Web

というのは、スマホのようなもの、個人端末

で、電子化された災害情報などをどこでも見

ることができるシステムです。もちろんユー

ザIDですとか、パスワードといったもので

管理する必要はあるんですが、一度入力すれ

ば、それがどこでも見ることができる、そう

いう環境も整備していきたいと考えており

ます。

　最後に、まとめですが、ドクターヘリとほ

かの機関との情報共有は、今、技術的に可能

なレベルに到達しています。防災訓練などで

も実施してきています。

　今後は、実災害で迅速に機能するための枠

組みが非常に重要になってくると思います。

また、位置情報については、ほぼほぼ動くよ

うになってくる、そういう技術的なレベルに

なってきていますが、無人機との連携ですと

か、あるいは災害情報などをより関係する機

関にいち早く伝える、そういう技術をどんど

ていますが、有人機側、ヘリコプター側で、

今、無人機がどのあたりを飛んでいるのか、

今後どのあたりを飛ぶ可能性があるのか、無

人機のエリアはどこであるのかとか、ある

いは、ある程度近づいたら警告を出すとか、

そのような研究も行っております。

　これにつきましては、JAXAには無人機を

研究しているチームもありますし、日本で今

動いている無人機のいろんなプロジェクトと

連携してやっていきたいと考えております。

　また、航空機を有効に使うためには、航

空機に必要な情報、例えば他県から応援に

来たときにどこに行けばよいのか、なかな

かわかりにくいことも課題となっています。

また、救援活動をする航空機の中では、どこ

に危険があるのかわかりにくいという状況

があると思いますので、そういった情報を左

側、D-NET…IPと呼んでいますが、インタラ

クティブプロジェクターを使って情報を電

子化しまして、それを機体のほうに送る研究

8
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んつくっていく必要があると考えておりま

す。

　それは、ただ研究で終わるだけではなく

て、社会実装しないと意味がないと思ってい

ますので、その社会実装をするためには、例

えば車ですとか、いろんな機関との連携です

とか、あるいは既にあるシステムとの連携が

重要になってきます。新しいシステムに取っ

てかわるのではなくて、今あるシステムとう

まく融合する、そういったことも考えていく

必要があると思います。

　実用する上で特に重要なのは、一番下の運

用ルールです。ただつくって、技術的にオー

ケーということではなくて、これが誰から

も認められる、そういう運用ルールをつくっ

た上で使っていく必要があると考えており

ます。

　以上です。（拍手）
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　ウェザーニューズ航空気象チームの高森

と申します。よろしくお願いいたします。

　私からは、今日は、まず今年4月の熊本地

震で、実災害で初めてドクターヘリと消防防

災ヘリ相互の位置情報連携がとれましたの

で、そのときの事例と今後の課題について、

また、ドローンと空域共存など、今後想定さ

れる災害時の情報連携について、この2点に

ついてお話をさせていただきたいと思いま

す。

　まず、こちらは熊本地震のときの動態監

視の画面です。中央に益城町がありまして、

この赤い色がドクターヘリ、青色が消防防

災ヘリになります。通常、ドクターヘリは、

この左下にあります気象情報端末上にヘリ

の位置情報が出まして、消防防災ヘリは、ま

た別の端末に表示されるんですが、今回の熊

本地震では、ウェザーニューズとJAXAさん

のD-NETサーバーをつなぐことで、2機関

のヘリの位置情報が両方の端末、システム上

で表示、共有できるようになったということ

なんです。

　衛星通信を使っていますので、無線不感地

帯でもどこでもリアルタイムな位置情報を

把握でき、この画面を各所で見ることができ

ました。

　こちらが実際の熊本地震のときの動態の

パネリストスピーチ
ドクターヘリ運行動態管理と気象災害情報の

　これまでと今後の発展
ウェザーニューズ航空気象コンテンツグループグループリーダー

高森　美枝
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状況なんですけれども、熊本県庁のドクター

ヘリ調整部で現場指揮に当たられた千葉県

の北総病院の本村先生によりますと、「複数

機関の位置情報を同一画面上でモニタリン

グできることは、安全で効率的な運航、情報

共有の点において極めて重要です。今回は、

他機関ヘリによる医療搬送も行いましたが、

実災害において、この有用性が実証されたと

言えます。複数ドクターヘリの位置情報を把

握することが極めて困難であった東日本大

震災のときと比べると隔世の感があります」

とお話しされていました。

　5年半前といいますと、ホワイトボードに

地図を張って、参集するヘリの位置をこのよ

うにマグネットで表示していた形。ヘリの位

置をリアルタイムに把握することは難しく、

連絡がとれない、あるいは戻ってくるまで安

否がわからないなど、安全面と通信面での課

題が残りました。

　そこで、この課題を解決すべく、この5年

半、主に5つのステップで技術開発を行って

まいりました。

　まず、ドクターヘリが今どこを飛んでいる

のかについては、医療機器をたくさん積んで

いるドクターヘリに持ち込める衛星通信シ

ステムの開発を運航会社様のご協力のもと

進めてまいりまして、展開が始まったのが

2013年3月です。複数ヘリの動態監視もちょ

うど同じ時期に実現しました。

　次に、災害時は空よりも陸路のほうが圧倒

的に数が多いということで、車両にも同じシ

ステムを搭載し、空と陸の連携が実現したの

が2013年8月でした。

　さらに、地上とヘリとのコミュニケーショ
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ンがとりたいということで、災害時によく使

うメッセージやフリーテキストをヘリから

地上側に送ったり、患者搬送中などの情報が

地上の動態監視上で見られるようになった

のが2014年8月。

　そして、他機関との連携が実災害ででき

るようになったのが、今年の4月ということ

で、日付を入れますと、一歩一歩ではありま

すが、皆様にご協力をいただきながら、東日

本大震災のときの課題を技術的に少しずつ

クリアしてまいりました。

　今では、平常時ではほとんどのドクターヘ

リが衛星を使った動態監視、気象情報を活用

されておりまして、このように5年半前と比

べますと、いろんなものが見える化できるよ
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すべき点はあるのではないかと考えます。

　最後に、今後の災害情報連携について考え

ていきたいと思います。災害時に集まる複数

機関のヘリに加えまして、ここ最近増えてき

たのが無人機、ドローンの存在です。この1

年間にも改正航空法が施行されてから、約1

万件を超える飛行申請がありまして、そのう

うになってきました。

　ただ、できたことばかりではなく、もち

ろん課題もあります。それは、技術的には、

発災直後からヘリの位置情報の共有が可能

になってきたわけなんですが、実際はまだ開

示までに時間がかかるということです。

　こちらにずらっと4月17日の時系列が並

んでいますが、要するに現地熊本から7時

51分に動態監視の要請があってから表示ま

でに約7時間かかりました。理由は、災害発

生時、情報共有をオープンにするのに明確な

トリガーやフローがまだ決まり切っていな

いということなんです。そのためにも、事前

協定の締結、他機関との情報連携を想定した

訓練、災害時の通信費の補助など、まだ検討
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ち無人航空機事故として墜落やドクターヘ

リとのニアミスが報告されたケースという

のが30件以上、既に報告されています。

　事故の一番の原因は、ドローンの操縦技術

にありますが、逆にドローン操縦者の技量の

現状というのも、有人航空機側でも認識をし

ておかなければならないかもしれません。

　一方で、今後、ドローンは、人が入れない

超低空の被災地や被災状況の応答のない病

院に行って状況をカメラで撮って、それを災

害対策本部に送って病院避難の判断に使う

など、航空医療の現場において使われるケー

スも出てくるのではないかと思います。

　国家戦略特区を指定しまして、国として

もドローン産業を最近推し進めている中で、

近い将来の空のイメージですけれども、この

ように飛行機が飛び、小型固定翼機が飛び、

その下にドクターヘリが飛び、さらにその下

にドローン、こんな空の構図が本当に近い将

来来るかもしれません。

　そのためにも既に進めていますが、ドロー

ン機体の見える化、有人機、無人機を融合し
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た安全運航管理システムの構築を急ぐ必要

があると考えます。

　まとめです。動態監視の全国配備は進みま

して、実災害において他機関ヘリとの連携が

とれ、その有効性が実証されてまいりまし

た。

　最近、頻発する災害に備えて、関係機関と

の情報共有方法、運用フローを早急に構築し

て、訓練を通じて、より災害時に生かせるも

のを皆様とともにつくっていけたらと思っ

ております。ご静聴ありがとうございまし

た。（拍手）
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【武居丈二】（HEM-Net理事）　パネリスト

の皆さんに壇上にお上がりいただく前に、私

の方で2枚だけスライドを説明します。

　航空法施行規則第176条の改正とこれを

受けて厚生労働省から平成25年11月に通

知が出されたということを踏まえ、今回の

シンポジウムに向けこの9月に各都道府県に

HEM-Netからアンケート調査を実施しまし

た。

　ひとつは、防災基本計画の関連する部分

の改正に伴い地域防災計画を見直したかと

いう問いです。回答のあった34団体中、実

施済みが29%（10団体）、検討中が65%（22

1 

パネルディスカッション
パネリスト

小谷　聡司：厚生労働省地域医療計画課災害時医師等派遣調整専門官
町田　浩志：…熊本地震・厚生労働省 DMAT 事務局副本部長・…

ドクターヘリ統括本部長…
前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・…
救急科副部長

佐藤　友子：…熊本地震・熊本県災害対策本部…DMAT 調整本部副本部長・…
ドクターヘリ調整部担当…
佐賀県医療センター好生館救命救急センター副センター長

早川　達也：…日本航空医療学会…
災害時におけるドクターヘリのあり方検討委員会委員長

仲村　吉広：消防庁国民保護・防災部広域応援室長
小林　啓二：JAXA 災害対応航空技術チーム主任研究開発員
高森　美枝：…ウェザーニューズ航空気象コンテンツグループ…

グループリーダー
コーディネーター

武居　丈二：HEM-Net 理事
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団体）です。残り6%（2団体）ありますが、

ここも何らかの事情があるところのようで

ほぼ全て取組んでいる等の結果になってお

ります。

2

　 2 のスライドは具体的な運航要領の見直し

です。これは、先ほどのものよりも進んでい

まして、見直し実施済み41%（13団体）で、

現在検討中が53%（17団体）です。やはり

残り6%（2団体）なんですけれども、その

うち1団体はドクターヘリを持っていないと

ころでして、もう1団体も若干の事情があっ

て考えていないということで、こちらもほ

ぼ全ての団体が現在行っている、あるいは

今後行う予定だということです。私どもも、

熊本地震や今回のシンポジウムを契機とし

まして、全国で寄って立つべき枠組みや仕組

みづくりが進んでいくことを期待しながら、

後半のディスカッションに移っていきたい

と思います。

　前半で盛りだくさんの発表がありまして、

時間の関係で駆け足になったところなど、ご

参加されている方にはもう少し聞きたかっ

たというところもあったかと思います。その

ような点も含め、これからさらに理解を深め

ていきたいと思います。

　お感じになったと思いますが、今回は熊本

地震等の具体的な活動事例というものが出

てきましたので、抽象的なお話ではなくて、

そういったものを通じながら、それぞれの任

務について、角度や視点は違うんですけれど

も、全体像がかなりよく見えてきたんではな

いかと思いますので、これから関連する内容

につきまして議論をさらに深めていきたい

と思います。

　まず、熊本地震対応から見えてきた課題に

ついて、パネリストの皆様から、それぞれの

お立場でお話がございました。佐藤さんから

お話がありましたが、佐賀からではなく熊本

の自宅から駆けつけることができた。私も事

前打ち合わせの時に「佐藤さん、何でこんな

に早く行けたんですか」と聞いたんですけれ

ども、私もかつて消防庁で初動対応を何度も

経験していますが、先ほど町田先生からもお

話がありましたように、訓練と本番とはこん

なに違うのかと思うほど訓練のシナリオで

書いていることが一挙に押し寄せてきます。

災害発生後、30分、1時間、3時間、6時間、

12時間、24時間という流れの中でやるべき

ことや調整すべきこと、想定外のことが次か

ら次に出てきて、非常にご苦労もあったと思

うんです。そして、航空運用調整と災害医療

の重なった部分でドクターヘリ調整を機能

させなくてはならない。私自身も災害時のオ

ペレーションをやっていたので今回注目し

たのですが、意図したのか、偶然だったのか、

フロア配置が非常に絶妙でした。佐藤さん、

ホワイトボードを挟んで、どうしてあんなに

いい場所にそれぞれが配置されていたので

しょうか。そして初期の要員がもう少し必

要だとすると、今後私たちが考えるときに

スペースをどう確保していくかは重要だと

思いますが、そのあたり実際にお感じになっ

たことも含めてお聞かせいただければと思

います。

【佐藤友子】（熊本地震・熊本県災害対策本
部 DMAT 調整本部副本部長（ドクターヘ
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リ調 整 部 担当））　ありがとうございます。

陣地取りといいますか、最初の対策本部の配

置というのは、今日いらっしゃっていますけ

ども、熊本県の医療政策課の方でたしかどん

と陣地をとられて、同じフロアに医療関係を

まとめてつくるというふうにしたところが

一番ではないかと思います。

　そこは、もともと災害医療コーディネー

ターの研修ですとか、DMATのこととか精

通された方がいらっしゃっていたというと

ころが大きかった。

　あと、隣に自衛隊とか、航空運用調整班と

か、緊急消防援助隊の指揮支援隊というのが

来ていて、その方たちも隣にいたというの

が、これまでの災害に比べるととてもよかっ

たと思います。一方で、ホワイトボード1枚

の壁というのも実はちょっと感じたところ

で、何とか途中で、このホワイトボードを外

せないだろうかと考えたのですが、お互いの

記録板というのがどうしてもあそこになっ

てしまって、ホワイトボードは外せないと

いうので、配置はすごくよかったのですが、

次の課題はそこかなと思いました。

【武居】　熊本県の方はどちらでしょうか。こ

の配置の中には県内の緊急消防援助隊もホ

ワイトボードの向こうにおりますね。多分、

訓練のときとか、いろいろ考えられたのかも

しれないのですが、もし何かございましたら

補足的にお願いできますか。

【中嶋】　熊本県医療政策課の中嶋と申し

ます。佐藤さんから振られて突然の指名で

ちょっと面食らっておりますけれども、災害

対策本部の配置自体は、当然、明確に場所取

りまでは決めておりませんので、臨機に対応

した結果がこうなったというところも多々

あるんですが、航空運用調整班の固まりにつ

きましては決まっておりましたので、ある程

度そのあたりの統制は計画できていたかな

と思っております。

　今、ちょうど佐藤先生がおっしゃられたと

ころは、私も実際に当時対策本部に入ってお

りまして感じておりましたけれども、やはり

ホワイトボードを1枚挟んで、それがまさし

く壁になっておりまして、円滑な情報共有

というのが当時なかなかうまいこといかな

かったというのが、ちょっと反省材料かなと

思っております。

【武居】　ありがとうございます。今後、私

たちも参考にしたいお話でした。実際、一方

で、町田さんの方では広域的なオペレーショ

ンが出てくるということで、若干時間的な

タイムラグがあるんですけれども、先ほど

のお話を少ししていただきたいと思います。

たしか厚生労働省に近い立場で云々という、

なかなか絶妙な、しかしちょっとわかりにく

いお話がありました。もう少しわかりやすく

立ち位置の組織のことなり、チームのことを

お話いただけますでしょうか。

【町田浩志】（熊本地震・厚生労働省DMAT
事務局副本部長（ドクターヘリ統括本部長）
前橋赤十字病院高度救命救急センター集
中治療科・救急科副部長）　ありがとうご

ざいます。今度出されるガイドラインはす

ばらしいものだと思っているんですけれど、

ほかの機関のヘリと違うのは、ドクターヘリ

は民間の方のご協力があって成り立ってい

るという大前提があります。なので、訓練
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の調整も実は非常に大変なんです。だから、

しっかりとしたある程度バックがあるもの

が保障してあげないと、民間会社は当然です

ので、そういうところで、やはりリエゾン的

な立場、統括本部という名前がひとり歩き

してしまっているところもあるんですけど、

リエゾン的な立場で、やはり民間と医療と

公共をつなぐというところ、それから県も

そうですが、そういったところが重要になっ

てきます。

　先ほどの地域ブロックを見ましても、例え

ば関西であれば、地域ブロック連絡担当調整

は大阪になっていますけど、実際に災害時に

出るのは関西広域連合・徳島というかたちに

なっています。これは今直せということでは

なくて、そういう矛盾が生じたときに、そこ

を調整することを被災県にかぶせるのは非

常に負担になってしまう。被災県の負担を極

力減らすためにある程度権限を持った立場

というか、一言、「ここの依頼だよ」という

と通るようなところがいいのかなというと

ころで、これは本当に実感です。厚生労働省

だから偉いとか、そういうわけではなくて、

ただ、実際やってみて厚生労働省からのお

願いですといって動いていただいたりとか、

DMAT事務局からのお願いですと動いてい

ただいたということが実情としてあります。

これは、今後ガイドラインが出て、実際に運

用体制をいろいろ調整していくなかで、こ

のままでいいのかわからないですけれども、

そういう立場でいたおかげで、結構面倒な調

整がクリアできたのかなと実感しています。

　ただ、すいません、それでも時間はかかり

ました。

【武居】　まさに熊本地震のドクターヘリの

オペレーションをご経験されてのお話で、あ

りがとうございました。今のお話は、ヘリの

運航会社も含めましていろいろ関係してく

るようなところがありますし、厚生労働省本

体の中の医療なり、DMATのもともとの業

務の部分も関係してきますが、小谷さんのほ

うから、何かございましたらよろしくお願い

します。

【小谷聡司】（厚生労働省地域医療計画課
災害 時 医 師 等 派 遣 調 整 専 門官）　非常に

難しいところだとは思います。私自身も答

えるのがなかなか難しいかなと思いますが、

実際、厚生労働省から示せるものは、基本的

に大枠のところになってくるのかなと思い

ます。県に対して、そもそも各自治体におけ

るドクターヘリの動きというのが明確に決

まっていないと。それは、町田先生からもお

話がありましたが、基本的に民間で動いてい

る。それが県の委託事業という形になってい

るという中で、ドクターヘリを動かすという

ところに関して十分な保障であったりだと

か、身分の立ち位置であったりというところ

は必要なところかなという意見は、この指針

をつくる上でもたくさんいただきました。

　その中で、一応書かせていただいているこ

とではありますが、そこに関してはまだ十分

ではないという意見もあります。なので、厚

生労働省から出させていただく指針の中で

は、まず第1版という形で、今後も引き続き

検討していくことになると思いますが、同時

に大枠をつくるのが基本的な国の役割だと

すると、その中に実際の活動の中身を入れて



63

いってもらうのがHEM-Netの皆様方であっ

たり、日本航空医療学会であったりというと

ころになると思いますので、そちらの学会等

の方々のご見解なども今後いただいていけ

ればと考えている次第でございます。

【武居】　ありがとうございました。確かに、

消防の場合、消防庁と市町村の消防機関、

あるいは国、県、市町村がいずれも行政機

関どおしの指揮命令系統なり情報の流れに

なっているところと、ドクターヘリの場合

はちょっと違う部分もあるように思います。

先ほど基地病院のお話もありましたけれど

も、調整するというのと指揮権という話とは

ちょっと分けて考えるべきだという話があ

りました。

　ここら辺になりますと、早川さんが日本航

空医療学会のほうの「災害時におけるドク

ターヘリのあり方検討委員会」で以前から議

論してきているということなんですけれど

も。先ほどのお話にも少し出ておりました

が、熊本地震を受けて、ある意味では本当に

今後に向けてのちょうど節目というか、方向

性を出していくための大きな変わり目にな

るんではないかと思います。

　早川さんから、熊本地震の前と後で強くお

感じになっているようなこととか、熊本地震

をフォローアップされてみて特に強調して

おきたいことをもう一度お願いしたいと思

います。

【早川達也】（日本航空医療学会災害時におけ

るドクターヘリのあり方検討委員会委員長）
　今、小谷さんからもご指摘がございまし

た。やはり国のほうで全て決めるのは、それ

は筋違いであろうというのは間違いないと

思います。その中で、ドクターヘリが災害時

に飛ぶんだということは、実は今まで全く根

拠がなかったんです。

　ただ、やっぱりこれは人命の危機状態で

あって、少なくとも人命救助のための手段を

持っている専門家集団であるドクターヘリ

は、当然、生命の危機状態に対してできるこ

とはやらなければいかんだろうということ

で、東日本大震災でやりました。その中で

上がってきた課題というのが幾つかありま

した。幾つか整理されてきた中で、やはりド

クターヘリというのは制度として災害時に

も飛ばなきゃだめだよねということで、それ

こそ厚生労働省も6年越しで指針を絶対出す

んだということになってきたわけですから、

そうした意味ではゼロが1になる大きな転換

点であろうと思います。

　ですから、指針の持っている意味というの

は非常に大きいわけです。そして、今度は

我々としてどうなのかと。指針さえ出ればそ

れでいいのかという話になるわけです。指針

というものが出ることによって、言い方は悪

いですけれども、やっと災害時に大手を振っ

て任務を持ってドクターヘリが活動できる

ようになるわけですが、では、どうやって活

動するのかといったところは、いろいろ具体

的な詰めをする必要があります。

　この根っこになるところは全部指針にな

るわけですが、その指針の考え方に沿って動

いてきているドクターヘリ連絡調整協議会

というドクターヘリ治療医の集まり、運航会

社の集まりがございます。その中で、いわゆ

る指針の中にも示されてきた連絡担当基地病

院の調整能力というのは非常に問われてくる
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んだろうな、あるいは役割というのは非常に

大きくなってくるんだろうなと思います。

　先ほど町田さんから調整は大変なんだよ。

訓練をやるのも大変ならば、実際の出動のと

きも本当に大変だったと。おっしゃるとお

り、大変だと思います。でも、地域ごとにき

ちんとその役割を担うことのできる位置づ

けとして、この連絡担当基地病院があるわけ

です。

　そうした意味で、連絡担当基地病院がさま

ざまな調整というのをしっかりとやってい

ただく。そして、それをやるためには日ご

ろの訓練というものを行っていく。この訓

練というのは、DMATのブロック訓練であっ

たり、緊急消防援助隊のブロック訓練になる

わけです。その中で、実際に情報のやりとり

をしながら、町田さんが一人でしょってきた

苦労というものをみんなでシェアしながら、

日常の活動から実際の災害時にもつなげら

れるような、そうしたノウハウというものを

みんなで身につけていくことが重要なのか

なと思います。

【武居】　ありがとうございます。いいお話が

出てまいりましたが、日本航空医療学会で以

前から活動をしてこられているその取組を

みていますと、平時、それから災害時という

ふうにつながってきていますけれども、その

中の通底する部分に安全管理というものを

しっかり捉まえながら、ドクターヘリとして

の活動をやっていくんだということが哲学

としてきっちりあるように思います。

　平成25年11月の通知等を見ましても、そ

ういったことがきっちりと書かれておりま

すし、先ほど私どものHEM-Netのほうでお

示ししましたアンケート調査によりまして

も、この1年くらいで、多分、来年、再来年

になれば運航要領の見直しも必要なところ

は全部できるというような状況になると思

います。そういったことを前提にしていきま

すと、小谷さんのところも、そういったもの

が整う中で、安全管理面も含めて国としての

違った面での連携なり、国としての要請みた

いなものが出てくるのかもしれませんけれ

ど、今後に向けて何かお話等がありました

ら、お願いします。

【小谷】　これは、あくまで私自身が熊本に

派遣された方々からお聞きした内容なので、

どちらかというと佐藤さん等にお話をお伺

いするほうがよろしいのかもしれませんが、

やはりどうしても災害時になってくると平

時とは違いまして、十分な連携がとれるわ

けではない。ドクターヘリが降りる際にも、

下に管制の方がいるわけでもなく、それこそ

目で見て大丈夫だから降りるとか、そういう

かたちで対応せざるを得なかったとお伺い

しています。

　ひとえに、それは人の配置のもともとの

かたちができていないというところもあり

ますし、ただ同時に、やはり今回の指針の

中で書けていない内容という点も多々あり

ます。例えば、コミュニケーションスペシャ

リスト、CSの皆様方をどのようなかたちで

動かすのかということ。この動かすという

言い方すら難しくて、そもそも県の職員で

も、病院の方でも、災害対応時における根っ

こが必ずしもない中で活動している方々を

どのような立場でどう動かすか、どの指揮命

令系統で動かすのかというところも、今後、
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議論を詰めていかないといけないところか

なと思っています。

　極端な話、実際にこれを国の指針の中に書

くのかと言われたとき、それもまた難しいと

ころもありますので引き続き議論していく

べき内容だと思っております。指針で基本的

な枠組みをこちらでつくらせていただくの

と同時に、安全管理というのは非常に重要

になってきます。平時においても、こんな言

い方をしたら失礼ですけれども、今年、ドク

ターヘリの落着事故がありました。やはり災

害時になると、数もかなり増えるし、他機関

が同時に来るしという中で、さらに十分な安

全確保ができない状態での飛行になるかも

しれないというところの危険性を十分に踏

まえた上で、現地における、各自治体におけ

る、もしくは各病院における体制の構築とい

うことを関係者がしっかりと意識していか

なくてはいけない、この点は今後もお願いし

ていかなければならないと思っております。

　あくまで熊本の事例はお聞きしただけな

ので、実際に行かれた方のお話をお伺いでき

れば私たちもぜひ参考にさせていただきた

いと思っているところです。

【武居】　佐藤さん、このことで何かございま

したらお願いします。

【佐藤】　先ほどのスライドの中でもお示し

していたんですけれども、小谷さんがおっ

しゃったとおりで、ドクターヘリの支援隊と

いうところもなかなか手配ができなくて、本

当に緊急消防援助隊の指揮支援隊のご厚意

で最初の数時間いていただいたんですけど、

やはり彼らにとって災害初動時は医療の支

援よりも先にしないといけないお仕事とい

うのがどうしてもあるわけなのです。そこを

なしにしてでもドクターヘリの支援をとい

うのは、その場ではやはりお願いしづらく

て、ドクターヘリ本部のほうにも、「ごめん

なさい、支援隊は行けないので何とか自分た

ちで安全管理して」ということを言わざるを

えませんでした。そこも指針に書ける部分で

はないと思うので、平時から自分たちの地域

での連携ということを考えていく必要があ

ると思います。

　それから、CSに関しても、今回は各運航

会社さんの本当にご好意というかたちで、3

日目か4日目ぐらいからCSの方々が熊本に

入っていただいたんですけど、入っていただ

いた後、こんなに楽になるのかと思ったとこ

ろもありました。そして、ドクターヘリ動態

監視が見えるようになったときに、こんなに

見えたら、こっちも安心できるんだというよ

うなところもありました。ここについては、

指針に書くというよりも、平時から自分たち

の地域の連携のあり方として決めていくし

かないのかなと思います。現場の経験からそ

んなことを思いました。

【武居】　ちょうどその話から関連して次に

つなげていこうかと思います。

先ほどヘリの動態監視、JAXAや消防庁では

動態管理と言っているようですが、これは

単に見える化を図るということではなくて、

多分、皆さんが言われたことは、災害時に使

うべき限られた資源を一番大変な初動時に

いかに有効に活用していくかという、部隊の

最初のオペレーション、展開戦略といった核

心の部分の話になってきます。資源が限られ

ていますから、全てをこうすべきだとはでき

ない。本当は広く全てに対応できればいい

んでしょうけれども難しい。そうなるとやっ

ぱり自分たちの調整組織の中で、そういった

ものが他機関も含めてきちんと見える化で

きていることが判断するための重要なツー

ルになる。

　それでも今回は画期的なことですが、ドク

ターヘリのほうがこういったかたちで熊本
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地震でできた。理想的には、これはすぐには

難しいのでしょうが、国交省とか、警察とか、

自衛隊、そういったヘリとの関係もできると

か、あるいは先ほど緒方審議官のほうにご質

問が出ていましたが、報道機関のヘリがどの

時間でどうなるかというのがわかれば、現地

の災害対策本部や災害現場での可能性がい

ろいろ広がってくるように思うんですがい

かがでしょうか。今、ドクターヘリの動態監

視は9割まで普及しているようですが、ドク

ターヘリも含めた他機関への広がりについ

て、そのあと小林さんにもつないでもらいた

いと思いますが、何かメッセージがございま

したら、よろしくお願いします。

【高森美枝】（ウェザーニューズ航空気象コ
ンテンツグル ープグル ープリーダー）　あ

りがとうございます。ウェザーニューズでの

ドクターヘリの動態監視システムに関しま

しては、今、民間企業様を中心に日本国内

で約150機の皆様にご活用いただいており

ます。ドクターヘリについては9割で使われ

ているというところなんですが、もちろん、

それ以外のミッション、報道ヘリですとか、

そのほか物資輸送、人員輸送、そういったと

ころでもご利用いただいております。

　このあたりは民間の運航会社さんの運航

情報というのはいわゆる企業情報でもあり

ますので、そういったところの取り扱い、セ

キュリティ面というのは非常に重要なもの

と考えるべきではあると思うんですけれど

も、おっしゃっていただいたように、やはり

災害時、有事のときというのは、それを共有

すべき人といかに円滑に共有するかといっ

たところは、もう少し皆さんといろいろと知

恵を絞りながら考えていくべき課題だと思

います。

　先ほどプレゼンのほうでもお話をさせて

いただきましたが、この5年半でかなりの飛

行体、VFR（有視界飛行方式）で飛ぶ機体

の見える化ができてきましたので、そこまで

できたら、次はどうそれを安全面、効率面で

うまく使っていくかというところをもっと

もっと議論すべきだと思います。

【武居】　小林さん、各機関といろいろ協定

を結んで、これがいろいろなかたちで広がっ

ていくとJAXAの役割も大きくなってくると

思うんですけれども、今後の方向性なりのお

話や東日本大震災のときにも各ヘリの機動

的運用についての事後的な検証もされてい

るようですが、JAXAの立場から何かありま

したらお願いします。

【小林 啓 二】（JAXA 災 害 対 応 航 空 技 術
チーム主任研究開発員）　ありがとうござ

います。JAXAでは、東日本大震災のときの

運航の記録を集計しまして、実際に参集した

機体が全て情報共有できた場合、どのような

メリットがあるかというシミュレーション

を行っております。その結果、ざっくり言う

と約2倍の救援機会が与えられるということ

がわかりましたので、そういったシミュレー

ションの結果をもとに、JAXAとしてはいろ

んな機関との連携が重要であるという説明

をしております。

　そしてそれをやろうと思うと、その枠組み

について、今はJAXAは自分たちの研究のた

めに協定を結んでいるようなかたちをとっ

ていて、例えば現在はドクターヘリと消防防

災ヘリが必要に応じてやりとりができるよ
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うになっているのですが、他の機関について

も広げていくとした場合には一研究という

わけではなくて、国として大きな枠組みをつ

くってやっていくということを考える時期

に来ているのかなと感じています。

【武居】　東日本のときにヘリの検証したの

はどういうヘリ同士だったんでしょうか。

【小林】　災害対応したということで、消防防

災、ドクターヘリ、自衛隊は陸海空、あと国

交省ヘリも入っています。

　そして、先ほど2倍と申し上げましたが、

それぞれの運航記録を見ると、基本的に待機

時間というものがありますのでその待機時

間の間に要請が入ってくれば、最も近い機体

を動かして任務を遂行する、そういうとこ

ろで機会を増やすということでシュミレー

ションしています。待機時間を使ってほかの

任務を実行することが、位置情報ですとか、

任務情報がわかるとできるわけです。そこか

らの結果です。

【武居】　結局、待機時間を減らし、より有効

に活用できるということなんですね。

　安全管理面も確保しながら、そういうこと

ができるということで考えていいのでしょ

うか。

【小林】　はい、そうです。位置情報を把握し

ていると、より効率的な運用が、かつ安全な

運用ができる、そういう計算をしている。現

実問題として、東日本大震災についてJAXA

が調べた限りでは、特に初動の時間におきま

しては、被害情報がなかなか入ってこなかっ

たという実態もあって、先ほどの説明が少し

足りなかったのですが、前提として先ほど紹

介した衛星の情報ですとか、そういったもの

を踏まえてどこにニーズがあるかわかって、

かつ情報共有がヘリコプターでできていれ

ばという前提条件で計算しています。

【武居】　これまでディスカッションを進め

てまいりまして、最初の各パネリストの発表

のときからずっと共通しているのが、運航

要領ができ枠組みづくりができてきまして

も、実際の運用がとても重要になってくる。

運用という話になりますと、関係機関が連

携協力するにしても、実災害に向けた訓練、

実動訓練的なものがとても大事になってく

るんじゃないかというようなお話が共通し

てあったように思います。

　そこで、訓練に関しては、消防庁が非常に

多くのブロック訓練とか広域訓練をやって

いますので、先ほど仲村さんから若干お話が

ありましたけれども、そのあたりの内容のご

紹介とドクターヘリを含めたさらなる連携

協力といった点も含めまして、何か今後に向

けたお話をいただければと思います。

【仲村吉広】（消防庁国民保護・防災部広
域 応 援 室長）　わかりました。まず訓練の

状況ですが、全国を6ブロックに分け緊急

消防援助隊のブロック合同訓練を実施して

います。今年は、鳥取で地震のあった中国・

四国ブロックを除き5ブロックでやっていま

す。その中で、例えば傷病者の搬出訓練であ

りますとか、ドクターヘリによる搬送訓練、

そういったものも行っております。また、全

国レベルの大規模訓練は5年ごとで、直近は

平成27年秋に千葉県で実施しています。

　そういった中で、訓練における各機関の連

携はますます重要になると思いますので、私

どもの方でブロック合同訓練をやる場合に
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は通知等を各都道府県などに出しています。

そこの中で、今年度の訓練につきましても、

重点推進事項の中でDMATやドクターヘリ、

自衛隊、警察、海上保安庁等の関係機関との

連携を図った訓練を実施してくださいとい

うようなお願いもしています。

　実際、今年度は、全てのブロックの訓練で

ドクターヘリ、DMATが参加して連携訓練

等を実施しているところです。

　今後、より実働的な訓練とするための方策

として思いますのは、まず災害対策本部の

航空運用調整班に、今度の新たな指針等の

紹介の中でもありましたが、やはりドクター

ヘリの調整部も入って、そこで調整を行って

いく、訓練の中でもそういったことを意識

して実施していくことが重要ではないかと

思っております。

　先ほどのお話にも若干ございましたが、宮

城県で東日本大震災のときに最大140機の

ヘリが活動いたしました。そして航空運用調

整班というものの中で必要な対応をされた

とも伺っておりますし、これからも航空運用

調整班にドクターヘリ調整部も入って、調

整班で調整した結果というものをDMATと

共有していく、そういったことが重要になっ

てくるんではないかと思います。

　ブロック合同訓練は、6ブロックでやると

いうことで、それぞれのブロックでどこかの

都道府県が介在する、当番県というのが決

まっています。この開催地の都道府県の事務

局というのが具体的な内容を県の消防担当

部局でありますとか、県の代表の消防本部と

協議しながらつくっていくんですけれども、

今回の話なども踏まえて事務局に対して具

体的な取組内容等もアドバイスをして、連携

した訓練が実施できるようにというような

支援もしていきたいと思っています。

　また、ドクターヘリの関係者のほうも、都

道府県医療担当部局というのもありますし、

我々消防担当部局というのもありますので、

担当部局の方にもこういった情報を伝えて

いただいて、そこでまたうまい調整というの

が事務局の中でやっていけるような体制を

つくっていただけると、訓練についてもより

効果的に調整等が図られるのではないかと

思っております。

【武居】　ありがとうございました。ドクター

ヘリ調整部は、早川さんもうなずいていまし

たが、非常に大事になってくると思うんです

が、ブロック訓練というとブロックで完結

するような感じのイメージを皆さん持って

いますよね。多分、消防防災ヘリ以上にもっ

と違うのは、ドクターヘリは日々の通常業務

を大変多く持っていますよね。そうすると、

他ブロックから要請があって出動して、ドク

ターヘリがいなくなったときの空白をどの

ようにカバーするかというオペレーション

が出てきます。私もかつて大規模災害時の

消防防災ヘリのオペレーションを担当して

いたことがありましたが、仲村さんの消防防

災ヘリは、例えば九州に中国とか近畿から

ヘリが出動して、消防防災ヘリがいなくなっ

た場合には周辺県の消防防災ヘリがカバー

するという仕組みがオペレーション的に組

み込まれているんです。ドクターヘリの場合

は、民間に近い部分もありますし、より以上

に通常の要請がいろいろかかってくる可能



69

性もあるんで、調整というのはより難しいの

かなと思いますが、ブロックの訓練をやると

きには他のブロックの中で、実際ヘリを動か

さなくても、頭の体操の訓練をあわせてやる

というのもこれから必要になるのではと思

います。九州でブロック訓練をやるときに

関西とか中国なんかのキーになるところが、

頭の中で、こちらのドクターヘリが行ってい

るとしたら、こちらのドクターヘリでカバー

するんだなということをやることも大変意

義があることではないかと思ったりもする

んですが、仲村さん、消防庁訓練のご経験で

いかがでしょうか。

【仲村】　はい。先ほど南海トラフのアクショ

ンプランというのをご紹介させていただい

たんですけども、このアクションプランで、

被災した場合にはできる限り多くの部隊が

投入されるということにしているんですが、

ただ、このアクションプランの中でヘリコプ

ターは、応援元で不測の事態等があった場

合に残留して対応できるヘリというのを各

ブロックごとに1機程度決めているところで

す。そういったアクションプランに基づいて

オペレーションするようにということを考

えていますので、ヘリが行った場合にどう

するかという対応についても、実際アクショ

ンプランの中で前もって定めているところ

です。

【武居】　今の話を受けて町田さんどうで

しょうか、これまでもいろいろ訓練のご経験

しておられると思いますが。

【町田】　実は先週末、埼玉で関東ブロックの

訓練を2日間やったときに、ドクターヘリは

2日目に飛ぶという訓練だったんですけど、

実は1日目、こっそりと参集訓練をしていま

した。これは、完全に僕の頭と県庁の方の空

想の世界だけで、多分、訓練に参加した人は

ほとんど気づいていないと思うんですけど、

実際に今度新しく出るガイドラインに沿っ

てやった。要は発災して、直後は実際どのヘ

リが動くんだと考えたときに、当然、埼玉県。

それから、群馬県がもともと広域連携を結ん

でいるから群馬県も来る。栃木県は、県庁同

士電話してもらったら協力するというので、

それはブロックを越えた段階で超急性期は

近隣3県で行こうと。そして時間が経ってき

ました。では、同じブロックで千葉と埼玉は

仲間なんで、千葉に電話をしたら千葉のヘリ

が来ますよと。ニーズが増えてきて、これ

じゃ全然足りないから隣のブロックに応援

を出しましょうというようなかたちの、実は

EMIS上も僕はそういうふうに上げていたん

です。

　なので、実際そういうかたちで、仮想でで

きると思うので、いつも訓練をやるという

と、先ほど言いましたけど、用意ドンから

集まってきます、さあ始めましょうという、

実はその前の1カ月間の調整こそが極めて重

要になる。調整のときに、災害時には、皆さ

ん、出たくて出たくてしようがないというの
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が、ばんばんこっちに伝わってくるんです。

だけど、出してあげられない。そこはやっぱ

り調整が必要になる。ひとつどうしても言い

たいのが、東日本大震災のときはまだヘリが

少なかったので、どの県のヘリも東北が困っ

ているから行ってあげよう、行ってあげよう

という気持ちがあったと思います。逆に今

はドクターヘリが増えたからなのか、守る

ことを優先に考えて、出す手順が一歩二歩

遅いのかなというのを感じています。当然、

地域でヘリがいっぱいあるから守る、出すと

いうのを調整するのは絶対必要ですけども、

大原則、早く出すための調整を素早くできる

ような訓練なり、仕組み、そういうリエゾン

的な立場というのを今後やっていかなけれ

ばいけないのかなと僕は強く思います。

【武居】　ありがとうございます。

　小谷さん、どうですか、直接は国というよ

りも、現場に近いドクターヘリ、そういうの

は県レベルが中心になってくるのかもしれ

ないんですけれども、厚生労働省もこの際、

指針が出たのをきっかけに、そこら辺のとこ

ろをぐぐっと後押ししてもらえたらと思う

んですがどうでしょうか。

【小谷】　厚生労働省としましては、その訓練

にドクターヘリも医者も入って一緒に飛ん

でくださいというだけの予算がございませ

んので、頭の体操はぜひしていただきたいと

は思います。

　実際、町田さんのほうからお伝えいただき

ましたけれど、こういうガイドラインであっ

たりとか、指針だったりというかたちで出し

ていったところで、それを実際に運用される

のは特定の人だけではなくて、全員がそのシ

ステムを知っておかないといけない。災害時

のときとかは、ふだんやっていることすらで

きなくなるのに、ふだんできないことが到底

できるわけはありませんので、そういう意味

で、こういう訓練を使っていく中で、このシ

ステムをしっかり理解していただくことが

重要です。

　同時に、これまたBCPの概念になってく

るかもしれませんけれども、では、このとき

はどうなんだろう、このときはどうなんだろ

うと深めていく。私たちのほうで提示させて

いただきました連絡担当基地病院が実際に

被災してしまって機能しなくなったら、この

ときはどうするんだろうというようなこと

も全て頭の体操だと思いますが、そういうと

きには事務局であったりとか、厚生労働省で

あったりというところも巻き込みながらと

いうかたちになると思います。複数都道府県

で被災した場合の体制の中に厚生労働省を

入れていることもありますので、そういう意

味で、こちらとしてもご協力はさせていただ

きながら、同時に十分な周知をまずは机上で

やっていただくことが一番望ましいのでは

ないかなと思いますので、ご協力いただけま

したら幸いかと思います。

【武居】　ありがとうございます。はい、西川

理事どうぞ。

【西川渉】（HEM-Net 理事）　今の頭の体

操というのはどういう意味ですか。自分一人

で考えるんですか、それとも・・・。

【小谷】　いえいえ、お伝えしたいなと思って

いるのは、消防の訓練という形でされた際に

は、間違いなくどこかのドクターヘリを飛ば

すという設定が入るのであれば、当然、その
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被災都道府県は連絡担当基地病院に連絡す

るという形で指針をつくらせていただいて

います。

　ただ、その連絡担当基地病院の先生方も、

実際にその形で動いたのは、発災初期から動

いたことはありませんし、実際、今回の熊本

地震の先生方が初めてという形になると、各

地域でそれができるのかと言われると、それ

をあらかじめ訓練の中だけでもやっておか

なければ到底できるものではないと思いま

す。実際、飛ばす飛ばさないのオペレーショ

ンは別だとしても、こういうふうに言われた

から、これはこうしないといけないんだなと

いうことで、その先生方を巻き込むという意

味での頭の体操は必要なのではないかなと

思います。

【武居】　それは、訓練で言うと図上訓練です

ね。頭の体操というよりも、図上訓練は非常

に簡便な図上訓練から、がっちりと対策参謀

本部みたいのをつくってやるものまである

んで・・・。

【西川】　みんな集まってやるんですか。

【武居】　集まってやるケースもあれば、もう

ちょっと小じまんりやるケースとか、さまざ

まですね。

【西川】　私がアメリカで聞いたやり方のひ

とつは、実際は動かないし、ヘリコプターも

飛ばさないけれど、本当に電話をかけてやり

とりする。

【武居】　それは、ブラインド訓練とか、ま

さにやるんですよ。災害想定訓練のときに、

バックにはブラインドで、いつ発災して、そ

の後どういう指示が来るかわからないブラ

インド訓練のときは、実際電話をかけまし

て、しかし、それから先は実際動かないん

ですけれども、ということをやったりします

が、いろんな訓練のやり方はあると思いま

す。それは多分、消防庁とかと連携する中で、

さらにステップアップしていく中で、町田先

生とか先行してやっているところもあるの

で、それを全国の訓練の中にもう少し広めて

いく、それで習熟していかないといけないと

いうことがありますので、西川理事のいいご

指摘がありましたので、またそういったもの

を取り入れるように関係方面でご検討して

いただけたらと思います。

　それでは、最後にパネリストの皆さんに一

言ずつちょっとお話しいただくとして、せっ

かくの機会ですので、会場からもご発言を幾

つかいただくようにしたいと思います。

それではまずはじめに、パンフレットも配ら

れているようですので、IP-Netさん、ちょっ

と何かありましたらご発言をお願いします。

【橋本】　すいません、貴重なお時間ありがと

うございます。私、IP-Netの橋本といいます。

今、皆様方の手元にパンフレット、HEM-

Netのご好意によりまして皆様の机の上に置

いてありますので、中を見ていただければと

思います。

　このシステムといいますのは、ウェザー

ニュース様と同じ、小林様のシステムと同期

できるというシステムになっております。実

際の話、このシステムが始まったといいます

のが、ドクターヘリ等におきまして先生方、

消防署、救急車、ドクターカー、ランディン

グポイント等々に関連する方がドクターヘ

リの位置がわかるといいよねという話とか、

また、通信ですね。ドクターヘリの中からカ
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ンパニー無線や医療無線、消防無線ではな

い、エリアを飛び越した段階で通信ができた

らいいよねというものの中から、これの開発

なりが進みました。

　その中でやはり重要なところというのは、

これははっきり言いまして汎用性です。実

際、車、タクシー、トラック、既に8万台ほ

ど使っている地上の車のシステムでありま

す。それ自体を実際、中のファームウェア等

を書きかえまして、航空用に対応できる形

のもので改造して対応したんですが、実際、

皆様ご存じのとおり、航空法、電波法という

ものがありまして、今年の7月19日に総務

省電波部のほうから通達という形で正式に

許可というか、承認をいただきまして、ドク

ターヘリを含めまして搭載できる話になり、

今回こういう発表をする機会をいただいた

ということになります。中のパンフレットに

その内容が入っておりますので、ご覧いただ

ければと思います。

　もう一点なんですが、熊本震災ではドク

ターヘリのほうには搭載はしていなかった

んですが、実際、先生方とか病院の方からご

依頼がありまして、延べ60台ほど、このIP

無線を現地へ持っていって、活動されている

方の位置情報と通信にお使いいただいたこ

とも併せてご紹介させていただきます。

　現在、ドクターヘリに関しましては、数機

ですが検証を含めて搭載というかたちで今

進めさせていただいております。

【武居】　ありがとうございました。検証も

含めて現在進行形ということで情報提供が

ございました。ご興味ある方は追加的にフォ

ローしていただけたらと思います。

　それでは、災害を実際経験された方も含

めてこういう形で一堂に会することもめっ

たにない、せっかくの機会と思いますので、

会場からご発言をご自由にお願いします。所

属とお名前を名乗っていただいて、時間の関

係でなるべく短くお願いします。

【冨岡】　鹿児島の米盛病院、冨岡でございま

す。今回は、町田先生、佐藤先生を含め現場

や国でコントロールされた方がほとんどい

らっしゃるということで、私も、実は熊本地

震の翌日から現地で熊本日赤の本部長をや

らせていただきました。この話は町田先生、

佐藤先生にしたいんですけれども、そのとき

の率直な感想として、最初の数日間、指揮命

令系統が非常にわかりにくかった。というの

は、1つは、早川先生がおっしゃっていたよ

うに、まだ構築している途中であって、正式

なものができていなくて、これは、日本航空

医療学会で山家先生も発表されていました。

　今回、ガイドラインが出るということで

すっきりするのだろうと思います。ただ、早

川先生がおっしゃったように、その都度混乱

はするんだろうと思うんですけども、一つ呼

んだ側の感想として、また意見としてなんで

すが、やはり調整とか本部とか名がつくと

ころがいっぱいありまして、どこがどう調

整しているかわからない部分がありました。

これも、ガイドラインが出たらすっきりする

のだと思うんですけれども、必ずしもガイ

ドラインを熟知した者が担当になるかわか

らないと思います。ひとつ提案ですが、小

谷先生のところでもう出来上がっているの

かもしれませんけど、愛称で結構ですから、

例えば何とか本部というんじゃなくて、リク
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エストセンターとか、ディスパッチセンター

とか、アドミニストレーションセンターと

か、例えば町田先生はリエゾンとおっしゃい

ましたけど、あそこはアドミニストレーショ

ンセンターであり、それから県庁にあるのは

コントロールセンターというような愛称を

つけていただくとわかりやすいんじゃない

かなと思うわけです。

　調整本部とか調整部とかありまして、これ

がどうなっているのかわからなかったとい

うのが率直な感想です。

【武居】　この点についてはいかがでしょう

か。

【早川】　名前が増えると、もっと混乱すると

思いますがいかがでしょうか。

【冨岡】　あるいは、どこがどうするかを明確

にというのが一つご提案で、そこは何かすっ

きりと。調整がつくところばかりあって、調

整を調整する本部がないと困るぐらい困っ

ていましたので。

　あと、もう一点だけ。IPの話なんですが、

IP-Netさんが来られていますけども、あの

ときもお世話になりましたが、これもご案内

のとおり、IPも幾つかの会社がありまして、

現状はIP無線の同じシステムでありながら、

社が違うと全く使えないということで、これ

はライバル関係のところもありましょうが、

災害時だけでも社が違っても通信できるシ

ステムとか、位置情報が得られるようなシス

テムというのは技術的に不可能なのかとい

うのをちょっと思いまして、ここはいかがな

ものでしょうか。

【江川】　私は、IP無線のメーカーのもので、

モバイルクリエイトの江川と申します。

　残念ながら今、陸上無線局として使います

IP無線自体は12社ほどサービス提供してお

りまして、端末もそれぞれです。それぞれの

サービスベンダーが、それぞれのサーバーを

構築して専用でサービスをしている関係上、

調整はかなり難しい状況でございます。

【武居】　それでは、引き続きの課題というこ

とでよろしくお願いします。では次の方どう

ぞ。

【木下】　ヘリポートのコンサルタント、設

計、施工をやっておりますエアロファシリ

ティーの木下と申します。

　ICAOでは、通常のヘリポートと病院のヘ

リポートのマーキングを分けております。こ

れは、まさに大規模災害のときに遠隔地から

不慣れなヘリコプターが飛んできて、病院を

即座に見つけると。操縦士にとっては、どこ

が病院なのかというのを瞬時に見つける非

常に有効な手段ということで、日本を除く世

界中が病院ヘリポートは、そのマークに統一

されている。日本では、私ども専門ですか

ら、私どもがコンサルタントなり、設計なり、

依頼されれば、そのマークが入るんですが、

厚生労働省さんからの指示が出ていないが

ために、民間の設計会社、民間の施工会社
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がつくってしまった、いわゆるヘリコプター

の運航会社、あるいは我々が絡まない病院の

ヘリポートは、病院ヘリポートマークができ

ていない。

　後ほど仲村さんにもお聞きしたいんです

が、火事のとき屋上から消防隊が突入する、

あるいは逃げおくれた人を救出するための

ヘリポートマーク、これ、緊急離発着場とい

いますけれども、緊急離発着場のマークがそ

のまま病院のヘリポートに使われている。ぜ

ひ厚生労働省さんから、病院のヘリポートに

関しては病院ヘリポートの世界基準にする

ような指導をしていただきたい。もう一つ、

消防庁さんは、病院と知っておっても、その

マークの使用を許していない。消防が管轄す

るヘリポートは、IP-Netさんの絵の中にあ

ります緑色の床に白い丸と白いHを書かせ

る。消防庁が絡むと、このマークを描かせて、

病院ヘリポートマークを許しておりません。

病院ヘリポートマークというのは、スイスの

国旗に似たような、白十字の中に赤いHを

描いたのが病院ヘリポートマークです。今日

お越しのほとんどの病院の先生方はご存じ

かと思いますし、運航会社さんは皆知ってい

るんですけれども、指導する官庁さんのほ

うがご存じでなかったり、あるいはヘリポー

トの運航に絡んでいない人は知らないとか

ありますので、その辺の周知徹底ができない

ものかと思いまして、お願いと、特に仲村さ

んに対しては、緊急離発着場であっても、病

院に関しては病院ヘリポートマークを使う

という指導をぜひお願いしたいところです。

【武居】　これは、この場ですぐにお答えでき

る話でもないと思いますが、国交省は絡みま

すかね。

【木下】　いえ、国交省が絡むのは非公共用ヘ

リポートという位置づけ。一番は消防庁さん

です。

【武居】　消防庁とか厚生労働省とか、緊急離

発着場と病院ヘリポートどちらも関係して

いる。ダブルでかぶって関係しているところ

をどうするのかという問題もあります。

【木下】　それが1つですね。あと、市役所な

り、消防なり、屋上がいっぱいあって、病院

もある。どこが病院かわからない。せっかく

病院があるんだから病院ヘリポートマーク

をつけていただきたいということです。

【武居】　それは、ここではすぐに結論は出

ないでしょうから、そういったご指摘があっ

たということでよろしいでしょうかね。小谷

さん、何かございますか。

【小谷】　要望としてお受けさせていただけ

れば。

【木下】　小谷さんはご存知ですか。病院へリ

ポートマーク。

【小谷】　少なくとも私の現在の所管の部署

で、そういうところまでを扱っているわけで

はございませんで。

【武居】　厚生労働省で関係あるとしたら病

院関係のほうですかね。

【小谷】　病院施設関係になると思いますけ

ども、今ここでお話できることではないと思

います。私も話をお聞きしながら国交省かな

と思っていたところもありますので。

【西川】　いや、国交省は関係ありますよ。

【武居】　ありますよね。仲村さん、何かござ

いますか。
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【仲村】　要は具体的なお話ではなく、現場

がどういった状況で、どういったことでそう

なっているのかというようなことかもしれ

ませんので、今ご指摘を承りましたが、その

辺については、今は詳しい事実関係とか、そ

ういうものを持ち合わせておりませんので、

ご指摘として受けとめさせていただきたい

と思います。

【武居】　確かに南海トラフ地震とか大規模

になってくると、地理不案内なところも来て

活動をしなくちゃいけないということが非

常に増えるでしょうね。

【木下】　熊本もそうですよ。だから南海トラ

フになるとじゃなくて、マークを変えるだけ

のことをなんでできないのかということで

す。

【武居】　はいどうぞ。國松会長。

【國松孝次】（HEM-Net 会長）　今のは大

変大切なことだとは思うんですが、日本だ

けが、そういうのが全然統一されていない、

ばらばらで、ほかの国はとおっしゃいました

けど、ほかの国は、役所であれ、民間団体で

あれ、そういう統一の基準をつくっていると

ころがあるんですか。

【木下】　これはICAOという国際民間航空機

関でこの基準をつくって、世界中に流してい

ます。日本の国交省はICAOに準じることと

いうことを言っているにもかかわらず、その

マークだけいろんな制約が入っている。

【國松】　ICAOは日本も入っていますよね。

【木下】　もちろんです。

【國松】　ということは、それはやらないとい

けないという話でしょうか。

【木下】　やらないといけない話だと思いま

す。

【國松】　それをやっていないのはどういう

ことなんでしょうかね。

【武居】　ICAOというのは国交省が所管して

いますよね。

【木下】　そうですね。ICAOは国交省の基準

に・・・。

【國松】　ICAOの基準があって、ヘリポート

の場合の上から見たマークはこうすべきだ

という・・・。

【木下】　あります。病院へリポートはこうだ

というのがあるわけです。あるのを国交省は

知っているんです。

【武居】　では、やっぱり国交省も絡みます

ね。今ご発言をいただきましたが、今ここで

どうこうするというのもお答えできないで

しょうから、問題認識としてテークノートし

ておいていただいて、お役所的じゃなくてご

検討いただけたらということで、今日のとこ

ろはとりあえずよろしいでしょうか。

【木下】　私、いろんなところで言っているん

ですけど、いつも検討するで終わっているん

でぜひ。

【武居】　ここで前向きに検討するとかは、そ

ういうのはなくていいですね。はい。それで

は、次の方どうぞお願いします。

【山田】　熊本赤十字病院の山田と申します。

ディスカッション、いろいろありがとうござ

いました。勉強になりました。

　ちょっと2点ほどお伺いしたいんですけ

ど、先ほどの動態監視システムがかなり進歩

して、いろんなリンクができたと。いろんな

組織のヘリコプターの動態がわかるように

なってきたというお話の続きで、空域統制に
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それを活用していくというイメージなのか

どうか。今回、16日発災直後の朝一で飛ん

だフライトドクターによりますと、熊本空港

の管制塔が管制し切れなくなったので、目視

で安全を確保して飛んでくれという指令が

出たというふうに聞いております。

　なので、有事における空域統制というのを

どのようなイメージでおられるのかなとい

うのが1点と、あと、航空運用調整班という

部分が、佐藤先生のつい立1枚のお話があり

ましたが、いわゆる象徴的な言い方をする

と、省庁、それぞれ分かれた組織の方が同じ

リエゾンテーブルに着いたときに、どなたが

そこをおまとめになるというイメージで今

度の指針が策定されているのかというよう

なところをお伺いできればと思います。

【武居】　どうぞ。

【小林】　まず、空域統制のお話ですけれど

も、今、前提としては管制ではなく、あくま

でも運用の補助をするという位置づけで情

報提供している、そういう位置づけで考えて

おります。

　2番目の航空運用調整班のJAXAの前提な

んですけれども、これは、自治体、例えば熊

本県の場合は熊本県の危機管理課の方が入ら

れたと思うんですが、県、自治体の方が調整

の窓口、一番トップになると考えております。

　ただ、ここは今はまだ決まっていないと認

識しております。ただ、前提として誰かが情

報を取りまとめなきゃいけないので、今は各

県の自治体の危機管理担当の方が管理する、

そういう想定で動いております。

【仲村】　よろしいですか。すいません、私

のほうから。常総災害の場合については、茨

城県の防災航空隊の副隊長が班長という形で

統制等を行っておりまして、そういった航空

運用調整班の中で誰がそういった窓口という

か、トップとして決定していくということを

決めていくかたちになっていると思います。

【早川】　よろしいですか。ちょっと補足い

たしますが、先ほど冨岡先生のほうから指摘

もありましたように、やっぱり調整なんです

よ。本部じゃないのは、やっぱり調整しかで

きないからなんですね。

　ただ、さまざまな機関、消防であり、警察

であり、自衛隊であり、あるいはドクターヘ

リであったり、それぞれが明確に指揮命令系

統を持っているわけなんですよね。ドクター

ヘリはちょっとわからんというものもあり

ながら、各県1機という現状を考えると、ド

クターヘリは、あくまでもドクターヘリの

CSが飛行指示を出して飛んでいくという明

確な指示があるわけで、消防防災ヘリも全く

同じです。あくまでも運用調整班でやる。こ

ういうミッションをお互い分け合いましょ

うか、いいですねと。

　でも、これは、それだけで指揮権を持つわ

けじゃないんですね。それぞれの本部のほう
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に情報提供――情報提供という言い方になる

のか――しかし、ほぼイコールなんですけれ

ども、それによって各組織が動く。

　ですから、各運用調整班にいるのは、あく

までもリエゾンにしかすぎない。だけど、お

互いのことを全く知らないんじゃ話になら

ないので、やはり運用調整班はないと困る。

こういうイメージでよろしいかと思います。

【山田】　よくわかりました。ありがとうござ

います。

【西川】　ちょっと今の補足したいんですけ

ど。

【武居】　はい、西川理事どうぞ。

【西川】　こういう間題が起こったときは、こ

れはアメリカの例ですが、その地域の飛行

を禁止する。北緯何度から何度、西経何度

から何度、高度何フィートまでの空域には、

救命救助の航空機以外は進入させない。最も

明確だった具体例は911同時多発テロ（2001

年9月11日）のときで、米国本土が全面的

に飛行禁止となり、全ての航空機が最寄りの

空港に着陸を命じられました。外国からアメ

リカへ向かっていた旅客機などは引き返す

か、カナダやメキシコへデビエーション（行

く先変更）せざるを得なかった。本土上空を

飛んでいるのは警戒に当たる軍の戦闘機や

警察機だけになってしまいました。

　これほど大規模でなくとも、ハリケーン・

カトリーナの大水害が起こったとき（2005

年8月）も、ニューオーリンズ一帯が飛行禁

止になりました。沿岸警備隊のヘリコプター

を中心とする救助機だけが飛んだわけです

が、ただ1機だけ民間の小型ヘリコプターが

代表取材を認められ、その映像が平等に新聞

やテレビ各社に配信されました。

　こうしたやり方は、報道各社の自粛とか申

し合わせというような曖昧なものではなく、

連邦航空法にきちんと定められています。し

かも、違反する航空機がないように、警察の

小型ヘリコプターや航続時間の長い空軍の

輸送機などを上空に飛ばして、上から見なが

ら、危険な野次馬機が入ってくるのを規制し

ています。

　こうしたやり方を、日本でも考えるべきで

はないでしょうか。テレビ視聴者の野次馬根

性などは、災害時や非常時には無視していい

と思います。

【武居】　そのほか、あと一人、二人にして、

まとめに入りたいと思いますのでよろしく

お願いします。それでは、そちらの方で最後

よろしいですか。

【金丸】　宮崎大学の金丸と申します。

　左側4人の先生方にご質問なんですけれど

も、私も宮崎が被災したら県庁に入って、ヘ

リ運用調整班に入るんですけれども、ドク

ターヘリをもっと欲しいというときに久留

米大学に連絡することになっているのです

が、電話番号も知らないんですよ。そういう

コンタクトリスト、メールアドレスも知りま

せんし、そういうのは今後おつくりになられ

る予定なのかということと、それから、久留

米が被災したときには宮崎がサポートする

かたちになっているんですが、厚生労働省の

窓口ってどこになるんでしょうか。それも教

えてほしいなと思いました。そういうコンタ

クトリストをつくって、マル秘で配付する予

定というのはございますか。
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【早川】ものすごく基本的なデータについて

は、日本航空医療学会の連絡調整協議会の中

で名簿も既に作成されているはずです。た

だ、病院であれば代表番号であったり、代表

者のメールアドレスが載っていたかどうか

わかりませんけれども、全国的には基本的な

情報というのは連絡調整協議会のほうで管

理すると思います。

　ただ、地域の中でやるに当たっては、連絡

担当基地病院の担当者の方を中心に、別に

しっかりとした名簿をブロックの中でぜひ

おつくりいただけたらと思います。

【金丸】　いただいた分を一応持ってきたん

ですけれど、病院名と責任者の名前しか書い

ていないんですね。

【早川】　ごめんなさい、例えば担当する運航

会社ですとか、そういうのが載っているリス

トをお持ちじゃないですか。

【金丸】　運航会社も入っている。

【早川】　入っている?

【金丸】　はい。

【早川】　入っているけれども、入っていない。

【金丸】　はい。

【早川】　これは、実際、私自身の今の感覚と

いたしましては、そのほかにドクターヘリの

無線の呼び出し呼称、これも含めたリストを

つくらなきゃいかんなということは思って

おります。

　ただ、先ほども申し上げましたように、で

は、連絡担当者とかの携帯の番号まで入れる

のかと。それはちょっとまずかろうなという

ところがありますので。

【金丸】　そうすると、なかなか実効性がなく

なるのでは。

【早川】　いえいえ、ですから、地域ブロック

の中ではきちんとやっていただきたい。

【金丸】　それは指示していただけるんです

か。

【早川】　いや、指示ではなくて、これは、む

しろ地域の中でさまざまな技術的なやりと

りがなされると思います。例えば訓練ひとつ

やるにしても、それこそコンタクトリストが

必要になる。それを誰がどこでつくるのか

と。今の取組を契機にしながらつくっていた

だければなと思います。

　実は、中部ブロックでもまだできていま

せん。ですが、明後日ちょうど救急医学会

地方会があるので、そのときにブロックの

担当者を集めてシンポジウムをやることに

しております。そこで、まさに今話題になっ

た名簿をつくりましょうよ、しっかりと連絡

網をつくりましょうということを提案した

いと思っています。西川先生、よろしくお願

いします。

【金丸】　わかりました。

【武居】　よろしいでしょうか。小谷さん、ど

うぞ。

【小谷】　あともう一つ、名簿に関しては、個

人情報の扱いにもなりますので、やはり地域

ごとにつくっていただきたいというのが基

本にあります。

　基本的に災害時のドクターヘリの運用の

中で直接病院から厚生労働省に電話すると

いう状況は比較的乏しいかと思いますが、窓

口としては医政局地域医療計画課救急・周産

期医療等対策室災害医療係になります。そち

らのほうにまずお声かけいただくのが一番

早いかと思いますが、恐らく南海トラフのと

きには電話回線パンク状態になるぐらい電

話がかかってきていると思いますので、その

場合には多分、大臣官房厚生科学課というと

ころが窓口になると思いますが・・・。

【金丸】　それがわからないし、それを教えて

もらわないと・・・。

【小谷】　なので、基本的に病院のほうから直

接厚生労働省に電話しないといけないとい
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う状況は比較的乏しいと思うんです。各都道

府県は、それぞれブロックに地方厚生局医療

政策課等があり、そこから厚生労働省の窓口

とか、どこに電話すればいいかということは

十分に熟知していますので、その点は、もし

本部に入られて直接自分の携帯でというの

であれば、その番号を調べていただいて対応

していただけたらよろしいかなと思います。

【小濱啓次】（HEM-Net副理事長）　私から

も一言いいですか。今の質問なんですが、日

本航空医療学会があり、そこでドクターヘリ

連絡調整協議会の総会をしました。そのとき

に、資料として、これは指針ですけども、

今のことに関連した学会見解とか関連法規、

全国の基地病院と電話番号、それから運航

会社関係も全部まとめて配っていますので、

質問に対するお答えがその中に入っている

と思います。こういうこともあろうかと思っ

て作成したのです。

【武居】　ありがとうございました。

【町田】　すいません。私は、厚生労働省の

人間ではないので厚生労働省のことは言え

ないんですけど、とはいってもドクターヘリ

に関しては誰に聞いてもわからなくて、すご

く困っていると思います。現状、これはもう

事実としてしようがない。運航会社さんか

ら震災に絡むタクシーの領収書を誰宛てに

書けばいいんだという質問さえ出てきます。

でも、誰に相談していいかわからないです。

　だから、私は、しつこいようですけど、ド

クターヘリのリエゾンみたいな話で、DMAT

の人がやる必要はないと思いつつも、災害

発生期にDMATじゃないと病院から逆に出

られない。DMATは、EMISで、変な話です

が、今回も統括本部長である私の携帯電話番

号をぼんと出しちゃったおかげで、いい意味

で、とりあえず厚生労働省に直接電話せず、

ドクターヘリで困ったら私のところに電話

がいろんな方から来ました。それで小谷さん

に聞いたほうがいいことは、僕のほうから小

谷さんに、「こういう話はちょっと僕レベル

では無理なんで」というかたちがとれるわけ

で、ひとつバッファーみたいな窓口はぜひつ

くってほしいと思うんです。そういうことが

できるソフトのしくみを各県、特に関東の基

地病院のセンター長の先生で1人、2人ぐら

い、私も必ず関われるかどうかわからないの

で、何かあったときにすぐそういう立場で行

動できるひとをつくる。これはDMAT事務

局に限らないで厚生労働省でもいいかもし

れませんけど、そういうところに駆けつけら

れる人材をつくっていく、そして日本全体で

も育てておいていただけると、そういうバッ

ファー的なところで調整ができると思いま

す。

　基本は、被災県の調整部でやってもらう中

で、周辺の県や国など、とにかく被災県の

負担を減らすことが私は最大の目的でした。

被災県でやらなくていいことは全部私が受

けて、私が関係者につないでいく。多分、朝

日航洋の久保田さんのほうが私よりもいっ

ぱい電話していると思いますが、それによっ

て被災県とか実際出る先生方と運航会社さ

んの負担を減らすという役割は、やっぱり要

るということなのかなと思います。

　国というか、災害時にドクターヘリの専門

的な窓口となるようなところは、どういうか
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たちであれ、私は、やっぱりあるべきではな

いかと思います。

【小濱】　もうひとついいですか。今、先生が

おっしゃったことは、さっき言ったドクター

ヘリ連絡調整協議会の中に委員会がありま

して、それは各地区の代表の方が集まって、

それから、厚生労働省も来られています。そ

の中で議論するのが筋だと思います。今、法

律とか、いっぱいあります。それをまとめて、

この前の総会のときに皆さんに全部配りま

した。その資料に関して何か問題があれば、

その地区の、例えば先生の場合は、前橋日赤

の中野先生が委員に入っておられますから、

中野先生に言われて、その委員会で出され

て、皆さんで協議していただいて、全国にそ

れが広がるという手続になっていますので、

その辺、直接お考えになったらいいと思うん

です。また別の委員会ですとややこしくなり

ますから。

【町田】　手続きはもうお任せします。今

回は、そういうのが出る前に地震が起こっ

ちゃって、そういうことをやってしまったの

で、一応、私がやったことはこうやって公表

してその後はそういうふうに。ただ、それを

やるにしても、ソフトは・・・。

【小濱】　委員会がありますから、そこでおっ

しゃっていただいたらいいと思います。

【武居】　ありがとうございました。委員会を

含めまして何かこれからいろいろ進んでい

きそうですね。

　それでは、そろそろ予定の時間も迫ってき

たのですが、皆さんのほうで一言ずつ、ぜひ

言っておきたいということがありましたら、

小谷さんから順番にお願いします。

【小谷】　厚生労働省から指針のほうは早急

に発出させていただきますが、何度もお話し

ていますように、決してそれが完成形ではあ

りませんし、それが出たから全て終わりとい

うものでもありません。引き続き中身を入れ

ていったりだとか、もっとよい形にしていく

という作業が今後も続いていくと思います

ので、皆様方のお知恵であったり、ご尽力で

あったりというのをぜひいただきたいなと

思っております。今後ともよろしくお願いい

たします。（拍手）

【町田】　言いたいことをいろいろ言いまし

たが、やっぱりドクターヘリは本当にいろん

な機関が絡んでいると平時から思うので、ド

クターという名前がついていますが、平時か

らいろんな機関といっしょにやっていると

いうことを強く意識を持ってやっておくと、

いざ災害時に、ここを調整しなきゃいけない

んだというのが見えてくると思います。平時

からミックスチームなんだなということを

意識してやっていれば、より関係も深くなっ

ていいのかなと思いました。（拍手）

【佐藤】　私は、いまだにあそこの場所に自分

が最初に入ったことが本当によかったのか

と、悩み続けているような状況で、入って2

時間ぐらいたったところで、「最初に来てし

まった」と思ったりもしましたが、ぜひド

クターヘリの基地病院で仕事をしていらっ

しゃるフライトドクターですとか、ひょっと

したらフライトナースもそうかと思うんで

すけども、自分がこういう立場になることが

あるんだと。その上で、災害医療に関わるの

であれば、やはり指針をよく知らないとか、

組織図がわからないということはないよう

にして、そういったことを熟知した上で訓練

にぜひ参画していただきたい。

　私は、広域医療搬送訓練でここ何年か町田

先生とか消防とかと一緒にヘリの調整部、ド

クヘリ本部ということをやっていたおかげ

で、手探りながら何とかかんとか組織は見え

ていたような気がいたします。ぜひそういっ

た勉強を若い先生方にもやっていただきた
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いと思いますし、県の災害部会とか、既にさ

れているところはあると思いますけど、消防

とか自衛隊、警察の方々に参画していただい

た上で、日ごろの連携をぜひつくるべきじゃ

ないかと思っております。ありがとうござい

ました。（拍手）

【早川】　本日の議論を拝聴しておりまして

感じたことはひとつです。とにかく基本動作

の確認に尽きるのかなと。ドクターヘリ調整

部というのがあるよ、ドクターヘリ本部とい

うのがあるよ、連絡担当基地病院があるよ、

こういうものを交えて実際訓練するしかな

いのかなと思います。

　一方で、特に医療関係者の合意形成という

のも結構大事だろうなと思う中で、DMAT

の技能研修等を使ってドクターヘリの災害

時、どういうふうに動くんだということをや

はり啓蒙活動していくことの重要性という

のを感じた次第です。今後ともよろしくお願

いいたします。（拍手）

【仲村】　本日は、緊急消防援助隊という消防

関係についてご説明する機会をいただきま

して説明させていただきましたが、防災関係

のヘリコプターというのは、消防防災ヘリコ

プターだけじゃなくて、ドクターヘリを含め

て、まだいろいろなヘリコプター等がござい

ます。また、災害時というと、航空だけでは

なくて、地上で消火や救助、救急等をやる、

そういった部隊等もあります。そういった部

隊がみんな連携して人命救助していく、連携

していくことが大事だと思っております。

　こういった全国規模でのシンポジウムの

場でありますとか、また、地域レベルでの協

議の場でお互い情報共有や課題に対する協

議を深めて、それで訓練を実施して連携を深

めていくというサイクルが重要であると認

識しておりますので、引き続きよろしくお願

いいたします。（拍手）

【小林】　私のほうからは位置情報だけでは

なくて、新しい技術についてもご紹介しまし

たが、そういったものについても訓練の中で

いろいろと評価をしていきたいと思います

ので、引き続きご協力をよろしくお願いいた

します。（拍手）

【高森】　東日本大震災のときの課題から、こ

の5年半、いろんな意味でシステム技術開発

というのは進めてまいりました。ただ、その

システムを使うのは人でして、その人が使い

切らないと、そのシステムを開発した意味も

なくなってしまうんですね。やはり平常時

に使えないものは、災害時、有事には使え

ませんので、これからも皆様とともに訓練、

それから平常時から使って、そこで課題を抽

出して、そしてよいツールというのをつくっ

ていきたいと思いますので、引き続きよろし

くお願いいたします。（拍手）

【武居】　それでは、若干時間が過ぎましたけ

れども、予定されたディスカッションのほう

をこれで終了させていただきます。どうもご

清聴ありがとうございました。（拍手）
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閉会の挨拶

認定NPO法人…救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）副理事長

小濱　啓次

　本日、午後のお忙しい中、このシンポジウ

ムに参加いただき本当にありがとうござい

ました。緒方審議官はじめ先生方、非常に貴

重な話を聞かせていただきました。

　私たちHEM-NetはNPOですから、こう

いうところで先生方のご意見を聞いて、最初

に篠田理事長がご挨拶しましたように、シン

ポジウムを踏まえて新しい提言を出してい

く。そしてそれを踏まえて次につなげていく

ということをやっております。皆さん、災害

訓練をしますよね。災害訓練は、地元の医療

機関は全て通常診療ができるという前提で

訓練で行われています。しかし阪神・淡路大

震災、何が起こったかといいますと、被災地

の病院のインフラが全部だめになった。それ

から、病院の先生、職員全員も被災者です。

だから、芦屋市と西宮市の病院が全部診療で

きなくなったのです。被災地が全部陸の孤島

となったわけです。

　道は潰れているし、建物も倒れて、道が全

然通れない、ですから救急車が全然被災地に

行けなかったのです。ヘリコプターで助けら

れたのはわずか1例です。これは、私が調べ

たのですけれども、挫滅症候群の患者さん

で、8時間を放置すると死んじゃうんですけ

ど、そういう事情になったときに、たまた

ま大阪市の消防ヘリが機材を運んで西宮の

グラウンドに降りて、空の状態では帰れな

いので西宮の医者がぜひ阪大に運んでほし

いとたのんで、西宮から大阪大学救命救急

センターに運んだのです。それが第1例で他

の被災者はなかったのです。この人は助かっ

ています。

　その後、大阪大学が事後検証で阪神・淡路

大震災での死亡者全部調べたんです。そうし

たら、その中で挫滅症候群で亡くなった自傷

者が200人を超えていたんです。いわゆる

防げる外傷者が200人を超えていたわけで

す。それはPTD（救命で救える外傷化）だっ

たのです。

　そのときに、国土庁、今は国交省になりま

したが、そこが「南関東の大震災を想定した

広域搬送の検討会」をしたのです。そのとき

は消防、自衛隊、海上保安庁、全部のヘリ

が、ぜひ傷病者を搬送するためにヘリを貸し

てほしいという話が出たんです。ところが、

これは報告書には出ていませんけど、関係省

庁、全部だめだと。24時間は自分たちの仕

事があるので貸せないとなって、それで厚生

労働省は困っちゃったんです。それでできた

のがドクターヘリなのです。

　阪神・淡路大震災で、6,437人の方が亡く
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なっています。そのような辛い経験がなけれ

ば、多分、ドクターヘリできていなかったと

思うのです。

　もう一つ大事なことは、先ほど緒方審議官

から、お話のあった災害対策基本法は、昭和

34年9月26、27日の伊勢湾台風で4,697名

の死亡者があってから公布、施行されていま

す。また、災害救助法ができたのも昭和21

年12月21日に南海大地震が発生し、1,432

名の死亡者が出た後に制定、公布、施行され

ています。

　だから、日本の法律で私が言いたいのは、

要するに法律は後でできているのです。阪

神・淡路大震災によってドクターヘリのシ

ステム、法律ができて、今ドクターヘリが

飛んでいるわけです。それが今につながり、

HEM-Netがこういうシンポジウムを開い

て、それを国に提言して、それを具体的にし

ていく。私たちのHEM-Netはこの大きな流

れの中にある。これが日本の特徴です。

　もうひとつ言いたいのは、ドクターヘリが

ここまでできたのは、医師も民間、ヘリ会社

も民間、だから非常に仲がいいのです。災害

に出ても全部勝手がわかっています。それぐ

らいみんな仲がいいからです。これは民間だ

からできることで、公だったらできていない

と私は思うのです。

　HEM-Netは、今日の皆さん方のご意見を

お聞きした上で、またいいドクターヘリに

ついての提言を出して、次のこの回のとき

には、もっといい制度が進んでいる。これ

が我々民間NPO法人の使命だと思っていま

す。いい提案ができて、さらにいいかたちで

ドクターヘリが飛ぶことを期待しています。

　本日は、どうもありがとうございました。

（拍手）
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――　提 言　――
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提 言
　近年未曽有の被害をもたらした東日本大震災後も、全国各地で大規模な自然災害や特殊災害・

事故などが発生している。中でも昨年4月に発生した熊本地震に際しては、ドクターヘリにとって、

東日本大震災での反省を踏まえた航空法施行規則第176条の改正（平成25年11月29日施行）及

び災害対策基本法に基づく防災基本計画の修正（平成27年7月7日及び平成28年2月16日）後の

はじめての大掛かりな運用となった。

　一方、ドクターヘリの導入は東日本大震災後において急速に進み、平成22年度末で22道府県

26機であった配備数が平成28年度末で41道府県50機となり、これに今後の導入が確実な県と機

数を加えると平成29年度末には43道府県（京都府を含む。）52機となり、ドクターヘリのネット

ワークは全国に張り巡らされることとなる。この結果、大規模災害時において、一定のルールに従っ

て都道府県境を越えて被災地に迅速に出動し、広域的な救急医療活動を行う体制が整ったといえる。

　認定NPO法人「救急ヘリ病院ネットワーク」（以下「HEM-Net」という。）では、熊本地震発生

の8ヶ月後となる平成28年12月1日に、熊本地震におけるドクターヘリの活動を踏まえ、シンポ

ジウム「大規模災害時におけるドクターヘリ運用体制の構築と連携協力」を開催したが、ディスカッ

ションの過程で明らかとなった諸課題やHEM-Netのこれまでの活動を踏まえ、近い将来に発生す

ることが懸念される首都直下地震や南海トラフ地震をはじめとする全国どこでも起こり得る大規

模災害に備え、ドクターヘリの運用体制の構築と関係機関等の連携協力を促進するため、以下の

提言を行う。

提言1　 大規模災害時におけるドクターヘリの運用について防災基本計
画に明確に位置付けるとともに、防災業務計画及び地域防災計
画の見直しを進めるべきである。

　ドクターヘリは、大規模災害時において迅速に被災地に飛来し、災害派遣医療チーム（DMAT）

をはじめ他の医療関係チームや医療機関、消防、警察、自衛隊等と連携協力しながら活動するこ

とが期待されており、東日本大震災や熊本地震においては期待通りの活動を行った。

　しかし、現行の防災基本計画における「ドクターヘリ」の位置づけを見ると、「ドクターヘリ」

という用語は第2編において僅か3か所に登場するのみである。すなわち、第1章「災害予防」に

おいて、第6節の「2　情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係」の「（5）防災関係機関相互の

連携体制」に「国（厚生労働省）及び都道府県は、（略）ドクターヘリの運用体制の構築等を通じて、

救急医療活動等の支援体制の整備に努めるものとする。」とあり、同じく第6節の「6　緊急輸送活

動関係」に「地方公共団体は、地域の実情を踏まえ、消防防災ヘリ、警察ヘリ、ドクターヘリな

ど災害時のヘリコプターの利用についてあらかじめ協議しておくものとする。」とあるのみであり、

また、第2章「災害応急対策」において、第4節の「2　医療活動」の「（2）被災地域外からの災
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害派遣医療チーム（DMAT）等の派遣」に「全国からの災害派遣医療チーム（DMAT）は、派遣

後の被災地内での機動的な移動を考慮し、原則として車両による陸路参集を行う。なお、遠方の

災害派遣医療チーム（DMAT）の参集に当たっては、ドクターヘリも含めた空路参集も考慮する。」

とあるのみである。

　特に「災害応急対策」上の位置づけが単にDMATの参集手段としてのみの扱いであることは、

東日本大震災や熊本地震における被災地への飛来から現地での救助活動を含むドクターヘリの一

連の活動に照らしたとき、甚だ問題である。ドクターヘリはDMATとともに、阪神・淡路大震災

の教訓を踏まえて発足したシステムであり、その期待される役割には差がなく、防災基本計画上は

同列に位置づけられるべきものである。確かに、DMATについては平成18年4月に『日本DMAT

活動要領』が策定され、システムが早々に確立されたのに対し、ドクターヘリについては長い間

全国的な運用体制構築に係る指針が国から示されず、大規模災害時における活動はドクターヘリ

導入道府県の判断に委ねられていたことは事実である。しかし、昨年12月5日に厚生労働省から

『大規模災害時におけるドクターヘリの運用体制構築に係る指針』が発出され、大規模災害時のド

クターヘリの参集方法及び被災地内でのドクターヘリの活動に係るシステムが明確になったこと

から、防災基本計画を見直すべきである。

　そこで、政府においては、当該指針を取り込み、ドクターヘリの位置づけを明確にするよう、

早急に防災基本計画の第2編第1章及び第2章を修正するとともに、関係各省庁の防災業務計画を

修正し、併せて地域防災計画の見直しを誘導すべきである。

提言2　 訓練を通した関係機関間の連携強化と機動的な現場活動を可能
とする体制・システムを整備すべきである。 

（厚生労働省担当セクションの充実強化と関係省庁間の連携強化）

　今回のシンポジウムで改めて確認されたのは、「連携協力」の重要性であり、様々なかたちの連

携協力を進めるためには、日頃のネットワークづくりと顔の見える関係の構築が極めて重要であ

るということであった。このため、次に述べる訓練や研修機会を一層充実し、関係情報の共有を

進める必要がある。また、このためには、厚生労働省における担当セクションの一層の充実強化

とともに関係省庁間の更なる連携強化を図るべきである。

（訓練機会の情報共有と成果・課題の共有の推進）

　消防、自衛隊、警察等の行政機関ヘリとドクターヘリとの円滑な連携協力のためには、①厚生

労働省、医療関係機関、ドクターヘリ関係者による医療関連の訓練のみならず、②都道府県主催

の総合防災訓練や個別災害想定訓練、③関係行政機関の図上訓練、更には例えば④内閣府の災害

対応訓練、⑤消防庁の緊急消防援助隊ブロック訓練等を通した技能・経験の蓄積が不可欠である。
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　そのためには、国及び地方公共団体は、訓練機会の情報共有はもとより、訓練の結果得られた

成果・課題の共有を推進し、継続的な改善・発展につなげていくべきである。

（強制権を持った臨時的な航空管制体制の法令上の整備）

　阪神・淡路大震災以来発生した多くの大規模災害において、各行政機関ヘリやドクターヘリは

積極的に救助活動に当たってきたが、安全かつ機動的な救助活動を行う上において支障を来した

のは、民間ヘリの飛来であった。幸いこれまで二次災害を惹き起こさないで来られたのは、偏に

専門的知識・経験と移動式航空管制システムを併せ持つ自衛隊の活動があったからである。しか

しながら、この活動は強制権を伴うものではなかった。近い将来の発生が懸念される首都直下地

震や南海トラフ地震においては、極めて多くのヘリやドローンが飛来するものと思われる。そう

した中でヘリコプターによる公的な救助活動を安全かつ機動的な行うためには、強制権を持った

臨時的な航空管制体制の構築が不可欠であり、そのための法令上の整備を図るべきである。

（ヘリ動態管理（監視）システムの制度化とヘリ・地上間の情報通信システムの高度化・多重化）

　ヘリ動態管理（監視）システムについては、現在、JAXA（宇宙航空研究開発機構）とウエザー

ニューズ社によるシステムがあり、前者は消防防災ヘリに、後者はドクターヘリに搭載されており、

災害対策本部での情報共有に大いに役立っている。今後、災害時におけるドローンの活用が進む

ことなどを勘案すると、次のステップとして、ヘリ動態管理（監視）システムを行政主導で制度

化するとともに、ヘリと地上間の情報通信システムの更なる高度化・多重化を実現すべきである。
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