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まえがき――調査の目的と概要 
 
１ 調査の目的 
 HEM-Net では 2003 年 

アメリカのヘリコプター救急については、HEM-Net として前にも調査したことがある。

その結果は「米国ヘリコプター救急の現況と日本のあり方」（2003 年９月）と題する報告書

にまとめて公表したが、以来３年を経て、その後の現状を再確認すると共に、特に救急ヘ

リコプターの医療提供体制の維持・向上策を検討するため、メディカル・コントロール制

度と、それを背景として活発な活動を展開するフライトナースおよびパラメディックの教

育養成の状況を実地に見ることとした。 
 
２ 調査の概要 
（１）日 程 
 本調査は 2006 年 9 月 25 日から 10 月２日の間、下表の日程で所要の訪問先を訪ねた。 

 月日（曜） 訪問地 訪  問  先 

９月 25 日（月） フェニックス AMTC 総会 

９月 26 日（火） フェニックス AMTC 総会 

９月 27 日（水） フェニックス AMTC 総会、MD ヘリコプター社 

９月 28 日（木） フェニックス オムニ・フライト社、PHI アンビュランス社 

９月 29 日（金） リノ リージョナル・アンビュランス社 

10 月２日（月） シアトル ハーバービュウ病院、エアリフトＮＷ社 

 
（２）調査団 
 本調査は下記のメンバーによって実施した。 

・ 松本 尚（日本医科大学千葉北総病院救命救急センター講師） 
・ 関根和弘（野田市消防本部救急救命士） 
・ 山野 豊（HEM-Net 理事）  
・ 西川 渉（HEM-Net 理事） 

 
３ 謝辞 
 本調査にあたっては、Dr. Kevin Hutton, M.D.（Golden Hour, Inc.）と同社の日本語上

手な Mr. Brian Ragsdale（Software Engineer, Golden Hour, Inc.）、ならびに米国駐在の

前田伸二氏（SinMeiwa Aerospace Group, SinMeiwa California, LTD ）に、訪問先との

事前の調整と連絡、施設のご案内、ご教示、資料のご準備などをいただきました。ここに

厚く御礼申し上げます。 
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第１部 アメリカのヘリコプター救急 

 

第１章 航空医療体制の維持と向上 
 
１ アリゾナ砂漠 
 アリゾナ州フェニックス、砂漠の町である。降雨量は６インチ、とタクシーの運転手が

教えてくれた。年間 150 ミリ程度。曇りの日もあるけれど、325 日というから９割が晴天

である。したがって暑い。われわれが出かけてきたのは９月の末で、いくらか涼しくなる

頃だろうが、炎天下の気温は 35℃前後であった。眞夏は 45℃になる。それでも湿度がない

から、日本の夏と違って気持ちの悪い暑さではない。 
 雨が降らないので、水は北方 400ｋｍほどのグランドキャニオンから延々と引いてくる。

この水で人間が暮らすのはもちろん、大きな池やプールもあって、街路樹にも潤沢な給水

がなされている。ある建物の玄関先には緑の枝を伸ばした桜の樹を見かけたほどだが、街

路には大きな電柱のようなサボテンが立ち並ぶ。 
 その砂漠の町が今アメリカで最も高い成長率を記録している。というのもエアコンの普

及によって、砂漠の中でも暮らしやすくなったためというのが運転手の弁。多くの企業が

移転してきつつあるらしい。加えて老後をここで過ごす人も増えており、ハリケーンの多

いフロリダに代わる終の棲家になるのかもしれない。 
 
２ 航空医療の専門家たち 
 そのフェニックスで 2006 年９月 25～27 日の３日間、アメリカ航空医療学会（AAMS：
Association of Air Medical Services)主催の航空医療搬送会議（AMTC：Air Medical 
Transport Conference）が開かれた。共催はフライトナース協会、国際フライト・パラメ

ディック協会、アメリカ救急パイロット協会、航空医療コミュニケーション・スパシャリ

スト協会など。 
 参会者は約 2,600 人。米国内はもとより日本を含む世界各国から航空医療の専門家――

医師、フライトナース、パラメディック、パイロット、整備士、コミュニケーション・ス

ペシャリストなど第一線で働く人びとが集まり、ドイツからは顔なじみのゲルハルト・ク

グラーさんやミュンヘン・ハラヒン病院のエルウィン・シュトルペ先生の顔も見えた。ク

グラーさんはこの年１月、HEM-Net 主催の国際シンポジウムには病気のため出席できない

という状態だったが、あれから８ヶ月ほどたって、嬉しいことに元気回復の様子であった。 
 今回の会議の主題は「航空医療の未来形成」（Shaping Our Future）。航空医療体制の健

全な維持と向上、ならびに運航の安全に焦点が当てられた。そして、航空医療の現状、課

題、将来について、政府機関、関係団体役員、研究者、メーカーの技術者などもまじえて
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３日間にわたり、さまざまな研究および調査結果の発表、講演、討議がつづいた。 
 この大会の特徴は、専門家の集会ではあるが、同時にまた教育研修の場でもある。すな

わち航空医療や救急搬送に関する研究調査の結果が発表され、最新の情報交換が行なわれ

る一方、それぞれの分野の教育的な講演もしくは講義も数多くなされる。主題は、航空医

療に関する臨床、航空、安全、通信、経営などで、これらの講演が同時並行的に 10 ヵ所の

会場もしくは教室で、３日間にわたって進められた。 
 さらに中央の大ホールでは、ヘリコプターや医療機器のメーカーなど 142 の企業や団体

がおよそ 10,000 ㎡――すなわち 200ｍ×50ｍほどの大ホールに救急装備をつけた多数のヘ

リコプター実機を初め、さまざまな救急医療機器が展示された。その中で出来上がったば

かりの機体を病院へ引渡すセレモニーもおこなわれ、われわれにもシャンペンがふるまわ

れた。 
 そして砂漠の彼方に日が沈むと、周辺のホテルやレストランを会場にしてレセプション

が開かれる。特に２日目の晩餐会では、過去１年間に功績のあった医師、ナース、パラメ

ディックなど航空医療関係者の表彰式がおこなわれた。 
 
３ 米ヘリコプター救急の現状 
 アメリカのヘリコプター救急は、今どのような状況にあるか。その最新のもようがＡＭ

ＴＣの会場で発表された。 
 2005 年 10 月「アメリカのヘリコプター救急とメリーランド州警察の救急体制」

（HEM-Net 調査報告書）でご報告したＡＤＡＭＳデータベースの 2006 版である。このデ

ータベースは全米のヘリコプター救急拠点を地理情報システム（GIS)上の地図に示し、イ

ンターネットにのせて動かしながら、拠点ごとのヘリコプターの機数や機種、救命センタ

ー、診療科目などの情報がクリックひとつで表示されるようにしたもの。 
 2003 年以来、2004 年、2005 年、2006 年と更新され、毎年秋の AMTC で最新版が公表

されてきた。その内容は、細部はともかくとして、アメリカ全体では下図のように、今回

の AMTC 開催の 2006 年９月現在、ヘリコプター救急サービス数が 270 プログラム、拠点

数 647 ヵ所、機体数 792 機であった。これで米国民の 77.6％がヘリコプター救急 10 分以

内の範囲に住んでいることになるという。 
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 このような ADAMS データベースができたのは 2003 年。以来４年間の推移は下表の通

りである。 
 
表１ 米救急ヘリコプター拠点数と機体数の伸び 
  2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 

救急サービス数 270 272 256 ― 

拠点数 647 614 546 472 

機体数 792 753 658 545 

［資料］各年のＡＤＡＭＳデータベース 
 
 この表に見るように、アメリカの近年のヘリコプター救急の伸びは非常に大きい。たと

えば拠点数は、2003 年の 472 ヵ所が 2006 年には 647 ヵ所と、まる３年間で 37％増となっ

た。また機体数は 545 機から 792 機へ 1.5 倍近く増えた。それ以前の数年間を合わせるな
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らば、1970 年代から 30 年かけて増えてきた機数と、この５～６年間に増えた機数がほぼ

同じで、21 世紀に入って一挙に倍増したことになる。 
 
４ 急拡大の内容 
 このようにヘリコプター救急事業が拡大していく中で、特徴的なひとつは、増加する事

業体のほとんどが独立企業であるということ。つまり従来のアメリカのヘリコプター救急

は病院が主体となって民間ヘリコプターをチャーターし、病院の事業として行なわれてき

た。しかし近年、この事業形態が変りはじめ、ヘリコプター会社や救急搬送会社がみずか

ら医師、ナース、パラメディックなどの医療スタッフを擁し、独自の拠点を設けて、地域

の救急センターや病院の出動要請によって飛行するようになったということである。 
 したがって病院拠点のヘリコプター救急は、病院がヘリコプターの飛行料金を回収し、

ヘリコプター会社には一定の月額固定費と時間あたりの飛行料金を支払う形だが、独立事

業の場合はヘリコプター会社が自分で飛行料金の回収にあたらねばならない。しかし医療

業務に不慣れなため、料金回収の手間ひまがかかり、回収率も思わしくない。というのも

アメリカの場合は日本やドイツのような国民皆保険の制度が確立していないためで、無保

険者も多い。そのため料金を取りはぐれる例も多く、回収不能の割合は２～４割にもなる

という。 
 そこでヘリコプター救急料金の回収を代行する事業が生まれた。この新事業については、

ゴールデンアワー社の例を引いて後に説明する。 
 
５ ブレーメン教授の集計 
 このように急膨張するアメリカのヘリコプター救急事業は、その普及に腐心している日

本から見れば羨ましい限りだが、料金回収の問題にも見られるように、必ずしもバランス

の取れた拡大とはいえない。それが、さまざまな問題を惹き起す結果にもなりつつある。 
 その問題点をひとまとめにするならば、事業体が増えるにつれて競争が激化し、無駄な

出動が増え、料金の回収がむずかしくなる。そこから保険会社との軋轢が生じる一方、不

慣れな乗員が増え、事故が増加することにもなる。 
 安全の問題については、今回もさまざまな議論と提案があった。AMTC での発表や講演

は 140 項目ほどだったが、そのうち安全を論じたものは 13 項目に上る。つまり航空医療に

関する話題の１割が「安全」なのである。もとより航空の基本は安全であり、安全の話題

が多いのは当然のことだが、裏を返せば安全の基盤がややぐらいついていることの証左と

いえるかもしれない。 
 では、今のアメリカで救急ヘリコプターの事故はどのくらい起こっているのだろうか。

多くの講演の中で最も注目を集めたシカゴ大学病院アイラ・ブルーメン教授による講演に

よると、次表の通りとなる。 
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表２ 米救急ヘリコプターの事故 
年 事故総数 死亡事故 死  者 

1996 1 1 3 

1997 3 2 5 

1998 9 4 14 

1999 10 3 10 

2000 13 4 11 

2001 13 4 5 

2002 14 5 14 

2003 18 4 17 

2004 13 6 18 

2005 17 6 11 

総計 111 39 108 

うち 98～05 年合計 107 36 100 

［資料］Ira J. Blumen, 2006 
 
 
 ブルーメン教授は、かねてさまざまな場面で救急ヘリコプターの安全について、という

よりも危険な現状について論じてきた。それだけに講演も注目された。その論旨は、上の

表に見るように、救急ヘリコプターの事故は 1998 年以来急増し、毎年平均 13 件に達する。

しかも年を追って増加し、安全のための答えよりも疑問の方が増える状態にある。 
 われわれは、これまでヘリコプター救急について 30 年以上の経験を持つ。この間、関連

法規や基準は整備され、従事者の訓練体系はととのい、技能や資格が向上し、ヘリコプタ

ーその他の機材は改善され、認定制度もできて、事故の原因もそれぞれ明らかにされてい

る。にもかかわらず何故、事故は増えつづけるのか。 
 救急ヘリコプターの事故を減らすために、われわれは個人として、事業体として、地域

社会として、何をすべきか、何をすべきでないか。これで大丈夫という的確な方策が出て

こない。地獄のような現状から抜け出せぬまま、いつまでもがいていればいいのか。 ブ

ルーメン教授の講演は「私は地獄を見た」という標題であった。 
 
６ NTSB の安全勧告 
 上のような事態に対して、米国運輸安全委員会（NTSB）も AMTC に登場し、安全対策

に関する講演が行なった。この講演は、2002～04 年の３年間に米国内で起こった救急機の

事故 55 件について調査分析の結果を踏まえたものである。 
 ただし 55 件の事故にはヘリコプターと飛行機の両方が含まれており、その内訳は次頁表

３のとおりである。 
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表３ 救急機の３年間の事故件数 
  ヘリコプター 飛行機 合   計 

事故総数 41 14 55 

うち死亡事故 16 5 21 

死者数 35 15 54 

［資料］NTSB、2006 
 
 NTSB は事故の発生状況と原因解明の結果から、連邦航空局（FAA）に対し、次のよう

な勧告を出している。参考までに NTSB は事故の原因を解明し、それに基づく安全策を FAA
に勧告するまでで、あとは FAA が勧告に基づいて具体的な安全方策を、法規その他の手段

を定めて実行に移す。ただし NTSB の勧告を全てその通りに実行するとは限らない。 
 NTSB から FAA への勧告のひとつは、運航管理体制（Flight Dispatch）を確立する。そ

れに携わる運航管理者は気象情報を確認すると共に、行く手の危険度を予測して、パイロ

ットに助言を出す。また救急機の飛行中は、たとえば 10 分ごとにヘリコプターとの間で無

線連絡を取り、機体の現在位置を確認するなどの飛行監視を行なう。しかるに運航者のほ

とんどは、こうしたディスパッチャーが存在せず、飛行の可否に関する判断基準や飛行監

視などの規定もつくっていない。もし運航管理体制が確立していたならば、55 件の事故の

うち 11 件はなかったであろうというのが NTSB の推測である。 
 NTSB の次の勧告は地形回避警報装置（TAWS：Terrain Avoidance Warning System)の
搭載である。気象条件が悪化し、視界が悪くなると、パイロットも機体も正常なままで山

や水面に突込んでしまう。これを専門家は CFIT（Controlled Flight into Terrain）と呼ん

でいるが、もしも救急機が TAWS を搭載していたならば、55 件の事故のうち 17 件はなか

ったであろうという。 
 さらにアメリカでは夜間飛行が多く、かつ夜間飛行中の事故が多いことから、夜間暗視

装置（NVG: Night Vision Goggle）の取りつけを検討するよう要請している。55 件の事故

のうち 13 件は、NVG があれば事故にはならなかったというのが、NTSB の見解である。 
 加えて NTSB によれば、上記 55 件の事故と、その後 AMTC 講演の時点までに追加 20
件の事故が発生した。この中には飛行機も含まれるが、これらの事故を、適用されていた

運航規則によって分けると、表４のようになる。 
 
表 4 適用法規による事故発生の差異 

適用規則 FAR135(％) FAR91(％) 合 計 

2002～04 年 事故総数 20（36％） 35（64％） 55（100％） 

2005 年以降 
事故総数 8（40％） 12(60%) 20（100％） 

うち死亡事故 2(29%) 5(71%) 7（100％） 

［資料］NTSB, 2006 
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 上表でいう FAR パート 135とはエアタクシーや遊覧飛行など小型機に乗客を乗せる場合

の飛行条件を定めた安全規則で、気象条件や乗員の休息条件が定められている。これに対

して FAR パート 91 は、自家用機に適用されるもので、飛行条件は比較的ゆるい。救急飛

行は、患者を乗せたときはパート 135 に従って飛び、乗せていないときはパート 91 でもよ

いことになっている。 
 しかし、そうすると上の表に見るように、パート 91 では事故が多い。というので NTSB
は、救急機は如何なる場合もパート 135 の基準に従って飛ぶよう求めている。 
 
 
 

 
救急ヘリコプターの実機が並ぶ AMTC 展示ホール 
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第２章 PHI エア・メディカル 
 
１ 米ヘリコプター救急の事業形態 
 アメリカのヘリコプター救急は現在、大きく２つの事業形態に分かれる。 
 当初 1960 年代は軍や警察が試験的に行なう程度だったが、1972 年デンバーの聖アンソ

ニー病院を嚆矢として病院拠点の事業がはじまった。病院の屋上や敷地内にヘリポートを

設け、民間ヘリコプターをチャーターして待機させ、救急指令センターから要請が出ると、

ナースやパラメディックが乗って現場へ飛び、患者に初期手当てをほどこした上で、病院

へ連れ戻すという方式である。 
 このようなヘリコプター救急は、当初の 70 年代はごくわずかな病院が取り入れただけだ

った。しかしヘリコプターを使うと、広範囲の患者を集めることができる。したがって患

者数が増え、入院ベッドの利用率が高まる。さらにヘリコプターを呼ぶような患者は重い

病気で治療内容も複雑高度なものが多く、入院期間も長いため、病院としては収入が増え

る。というので、80 年代に入ると急速に普及した。 
 同時に、当初は交通事故の現場出動が主な対象だったが、病院ごとの専門的な診療科目

に応じて、患者の病院間移送が行なわれるようになる。2007 年２月に公表された政府説明

責任局（GAO：U.S. Government Accountability Office）の調査では、ヘリコプターと飛

行機の両方を含む数値だが、現場救急は出動回数の 33％、病院間搬送が 54％、移植臓器の

搬送が 13％という内訳になっている。 
 そして近年、前章でも見たように、ヘリコプター救急方式は病院拠点に加えて、独立企

業によるものが急増してきた。これは航空事業免許を持つ民間航空会社が医療クルーを雇

用したり、従来の救急搬送会社が航空事業免許を取ってヘリコプターの運航体制をととの

え、救急指令センターの出動要請に応じるという形態である。この場合、従来の病院拠点

方式では、ヘリコプターの飛行料金が病院から支払われるが、独立企業は自分で回収しな

ければならない。その点、経営上のリスクも大きくなるという問題がある。 
 このほか、アメリカではごく例外的に軍や警察によるヘリコプター救急も行なわれてい

る。その典型はメリーランド州警察によるもので、州内全域にわたる活動の詳細は「アメ

リカのヘリコプター救急とメリーランド州警察の救急体制」（HEM-Net 調査報告書、2005
年 10 月）でご報告したとおり。またカリフォルニア・ハイウェイ・パトロールもヘリコプ

ターによる救急業務を遂行している。さらにアラスカやハワイなど、陸軍や沿岸警備隊が

一般市民のための救急に当たっているところもある。 
 
２ PHI エア・メディカル 
 ３日間の航空医療搬送会議が終わった翌朝、われわれは先ず PHI エア・メディカル社を

訪ねた。フェニックス郊外にあって、車で１時間ほど走ったディア・バレー飛行場の一角。



 11

独立事業体で、大手ヘリコプター会社 PHI の子会社である。 
 PHI（Petroleum Helicopter Inc.）は本来、メキシコ湾の海底油田開発を基盤とするヘリ

コプター運航会社で、1960～70 年代は世界 大の事業規模を誇った。その PHI が救急事業

に乗り出したのは、1990 年代に入って油田開発がやや下火になった頃である。 
 近は再び石油開発が盛んになり、今でもPHIの事業規模は世界の５本の指に入る。2006
年末までの年間営業実績は、売上高４億 1,310 万ドル（約 480 億円）。前年比 13.6％の増加

となったが、70 万ドルの赤字に終わった。前年は 1,420 万ドルの利益だったにもかかわら

ず、2006 年の業績が下がったのは、９月 20 日に始まったパイロットのストによる影響が

大きい。 
 ストが始まったとき、PHI のパイロット数は 597 人だった。そのうち 236 人（40％）が

待遇改善と年金保障を求めて職場を放棄、AMTC の会場前でも飛行服のパイロットたち約

20 人が「社長は団交に応じよ」「もう我慢できない」などの要求を書いたプラカードを掲げ

て歩き回っていた。フェニックスの会社を訪ねたときも、飛行場の塀の外に同じような光

景が見られた。 
 このストライキが終わったのは 2007 年初めだが、この間、会社側はスト中のパイロット

を解雇し、代わりの人を雇用して事業を続け、2007 年２月末には 648 人になった。これは

ストが始まったときの 597 人より 50 人ほど多い。 
 PHI の救急事業売上高は、2006 年が総収入の３分の１に当たる１億 3,340 万ドル（約 160
億円）。この時点での救急拠点は全米 14 州にまたがる 49 ヵ所で、専用機は 68 機。出動内

容は現場救急と病院搬送が半々であった。 
 なお、油田開発向けも合わせた PHI のヘリコプター保有数は、総計 220 機である。 
 
３ 旧エア・エバック・サービス 
 このような PHI の百パーセント子会社がアリゾナ州全域で航空医療事業を展開する旧エ

ア・エバック・サービス社である。 
 フェニックス郊外のディア・バレー飛行場を本拠として、下図のように州内 13 ヵ所にヘ

リコプターを配備している。すなわち PHI 全体の救急拠点 49 ヵ所の４分の１以上を占め

るわけで、PHI 救急事業グループの中でも重きをなすといってよいであろう。 
 この旧エア・エバック・サービス（Air Evac Services）社は、今では PHI の傘下にある

が、航空医療には 36 年の歴史をもつ。それゆえ従業員は経験豊かで、会社発足以来の救護

患者数は 15 万人を超える。さらに今も、長年の経験を生かして技術的な進歩と企業体質の

強化に努め、航空医療業界では主導的な立場にある。訓練システムもととのっている。 
 活動範囲はアリゾナ州全域で、ヘリコプターは 13 ヵ所、飛行機は２ヵ所に救急拠点を置

き、この地域の主導的な地上救急会社サウスウェスト・アンビュランス会社と提携してい

る。 
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アリゾナ州のヘリコプター救急拠点（ADAMS データベース、2006 年９月） 

 
 エア・エバック社の救急事業の発端は 20 世紀なかば、アリゾナ州の周産期の母親と新生

児の死亡率や罹病率が非常に高かったことによる。1950 年の当時、生まれた子供 1,000 人

に対して、生後１ヵ月以内の新生児の死亡は 25.7 人、もっと大きくなった乳幼児の死亡も

合わせると 53 人に達していた。その当時のアメリカ全体の統計では、新生児が 1,000 人中

20.5 人、乳幼児を加えると 29.7 人という死亡率であった。 
 このように高い新生児や乳幼児の死亡率を引き下げるのに貢献したのは、ほかならぬ航

空機の利用である。1969 年に地域の医師たちの努力でエア・エバック・サービスが発足し、

遠い田舎の急病人をフェニックスやツーソンの大きな病院へ、飛行機で運ぶようになった。

それにヘリコプターが加わったのは 1979 年のことである。 
 
４ 訓練教程の出版も 
 以来アリゾナ州全域にわたって医師の協力体制ができ上がり、航空医療のネットワーク

が実現し、各地に高度医療センターが設立された。その結果、2002年の乳幼児の死亡は1,000
人中 6.3 人に減り、新生児の死亡は 4.1 人となった。エア・エバック・サービスもまさに、

この周産期の医療問題に焦点をしぼって航空医療事業を展開してきた。それも、今ではア

メリカ全域に拡大し、カナダやメキシコへも飛んでいる。 
 企業としての株主は、当初いくつかの病院から成るコンソーシアムであったが、その後

サマリタン・ヘルス・システムに変わり、現在は PHI の傘下にある。この間、1994 年には

医療搬送システム認定委員会（CAMTS:Commission on Accreditation of Medical 
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Transport Systems）の認定を受けた。また 1988 年にはアメリカ運輸省との共同作業によ

り、航空医療従事者の訓練と研修に使う「米国航空医療従事者標準教程」（Air Medical Crew 
National Standard Curriculum）を作成、出版した。 
 エア・エバック・サービスの強みは人材である。ここで働く多くの人びとが航空分野、

医療分野に、経営陣も含めて 20 年以上の長期にわたって勤めている人が多く、そうしたベ

テランが新たに入ってくる人びとの研鑽に役立っているのである。 
 
５ 安全のための努力 
 エア・エバック・サービスの事業文化は、安全と決断である。PHI の支援の下に、2005
年には夜間暗視装置（NVG:Night Vision Goggle）を導入した。2006 年７月現在、９機が

これをつけており、同年中には全機装着する計画であった。この実用化のためにはパイロ

ットや医療クルーなど乗員の訓練が必要であり、地上で８時間の教育を受けたのち、実際

に５時間の夜間飛行訓練をおこなう。エア・エバックは、この BVG が夜間の救急飛行の安

全をいっそう高めると考えている。 
 もうひとつ安全強化のために進めているのは、気象条件などが困難なときに出動要請が

出た場合、それに応じるか否か正しく決断するための「ゴー／ノーゴー決断プログラム」

である。米連邦航空局（FAA）は 2005 年秋、「リスク・マネジメントに関する勧告」を発

出し、その中にリスク・マトリックスを採り入れた。エア・エバックも、これにもとづく

決断方式を採用している。 
 これに加えて、エア・エバックは老練パイロットを各拠点に配置、コミュニケーション・

センターに常駐させ、各機の飛行任務の遂行状況を地上から見ていて、必要があれば機長

に助言を出すような体制を取っている。こうした老練パイロットの経験こそは、新しく難

しい出動要請がきたときに正しい判断を下すことができるものであろう。 
 救急事業の実施にあたって重要なことは、教育、知識、および個々人の判断能力である。

エア・エバック・サービスの社員は全員、毎年１回ずつ AMRM（Air Medical Resource 
Management）コースで定期的な訓練研修を受けることになっている。 
 こうしてエア・エバック・サービスの従業員は誰もが質の高い救急搬送サービスを提供

できる能力をそなえている。 
 さらに多くの社員が AAMS、FARE、NAACS（National Association of Air Medical 
Communication Specialists）、CAMTS などの業界団体の会員となって活動に参加し、リ

ーダーシップを取りながら貢献している。また「航空医療乗員教育ガイドライン」

（Guidelines for Air Medical Crew Education）の作成に協力したり、実際の訓練に教官と

して参加したりしている。 
 
６ メディカル・コントロール 
 エア・エバック・サービスにはフライトナース、パラメディック、呼吸療法士などの医
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療スタッフが存在する。彼らは救急医療課程の教育訓練を受けているばかりでなく、教官

としての資格を持つものも多い。新入社員は、こうした教官から訓練を受け、地域の病院

で実地研修を受けて、エア・エバックの実際の救急業務に当たることとなる。それでも初

めのうちは、救急現場で助手として働き、 終的にメディカル・ディレクターの面接を受

けて初めて一人前の医療スタッフとして救急飛行任務につく。 
 エア・エバックが重視しているのは周産期の患者救急である。周産期の母親と早産児や

新生児の救護は危険度も高い。したがって、その任務に当たるのは産科と集中治療の両方

に長年の経験を積んだ医療スタッフでなければならない。彼らは危険な状態にある母親と

子どもの診断、蘇生、安定ならびに安全な搬送について充分な経験を持つものである。 
 特に産科専門のフライトナースは外部からの胎児のモニタリング、超音波診断、子宮収

縮から異常分娩、早産児の蘇生など、さまざまな緊急事態に応じられる能力と経験を持つ。

またフライトナースは呼吸治療士と組んで、危険な状態にある母子搬送に当たることもあ

る。 
 エア・エバック・サービスは 近、ツーソン大学医療センターと共同で、アリゾナ州南

部の早産児搬送事業を開始した。この搬送に当たるのはツーソン大学から早産児専門のナ

ース、エア・エバックから呼吸療法士が出る。この試みも、地域の周産期医療の問題解決

に大きな前進をもたらすものと思われる。 
 こうした救急医療スタッフが充分な医療業務に当たることができるのも、その背後に存

在するのはメディカル・ディレクターである。エア・エバック・サービスではアリゾナ州

内拠点 13 ヵ所のうち８ヵ所にメディカル・ディレクターを配置している。彼らの仕事の内

容は、医療スタッフの雇用選考、訓練、能力向上のための研修、医療方策の開発と更新、
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そして医療業務の遂行である。さらに医療処置に関する基準や指針、教育プログラム、法

的遵守事項などの策定や作成にあたり、また医療と経済との関係について研究を進めてい

る。 
 ８人のメディカル・ディレクターの専門科目は産科、成人病、小児科、早産児などで、

それぞれの認定医でもある。 
 
７ 運航クルーと整備体制 
 エア・エバック・サービスのパイロットはいつも困難な環境の中で複雑な任務にぶつか

っていかなければならない。高温や高地で一刻を争って飛ぶ。もとより事故があってはな

らない。安全こそはエア・エバックの至上命題である。 
 パイロットは全員が CAMTS の認定基準と同等もしくはそれ以上の資格と経験を持ち、

NVG を含むきびしい訓練を受けてきている。 
 各拠点には４人ずつのパイロットが配置されている。ほかに会社全体で遊軍パイロット

がいて、病欠などの理由で予定外の要員が必要になったところへ応援にゆく。勤務割りは

７日ごとの昼夜交替である。 
 NVG はきわめて有効な装備である。訓練が終わったパイロットは、もはやこれが無けれ

ば飛べないとまでいう。アリゾナの広大な砂漠では、その効用は無限といっていいかもし

れない。 
 パイロットたちは常に困難な決断を迫られる。しかし、その背後にはコミュニケーショ

ン・センターに坐るベテラン・パイロットがいて、長年の救急飛行経験を生かした助言を

してくれる。 
 エア・エバック・サービスは発足当初から運航管理と通信連絡の要となるコミュニケー

ション・スペシャリストを重視してきた。この職務はヘリコプターの出動の可否を判断す

るにあたって機長に助言すると同時に、ヘリコプター、病院、救急現場、受け入れ病院、

航空当局などとの連絡通信に当たる。連絡は相互に有効な情報を明瞭簡潔に伝達しなけれ

ばならない。したがって、単に航空界における運航管理能力ばかりでなく、医療に関する

知識も必要になる。そのためエア・エバックでは新たに雇用する連絡要員は救急医療技士

（EMT)の資格を持ち、１年以内に NAACS のコースを受講し、10 週間の机上および実地

の研習を受けることとしている。 
 エア・エバック・サービスの整備工場はスカイ・ハーバー空港とツーソン空港にあり、

ヘリコプターと飛行機の両方の整備に当たる。PHI 全体としての整備工場はルイジアナ州

ラフィエットにあって、エンジンのオーバホールも可能である。PHI 全社の整備要員は 800
人以上である。 
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８ 教育訓練の充実 
 エア・エバック・サービスは、長年の救急事業を通じて、救急医療に関する教育訓練に

も力を入れてきた。2005 年にはアリゾナ州で初めて移動式の集中治療訓練車をつくり、生

理学的な模擬のできる人形を置いて、各地の拠点を回りながら、どこでも社員のプレホス

ピタル訓練ができるようにした。 
 この人形は PHI の社名にちなんでフィル（PHIL)と呼ばれ、初歩的な訓練から、定期的

な繰り返し訓練、さらには高度治療訓練など、さまざまなレベルのプレホスピタル訓練に

使うことができる。 
 近はさらにフィリップ（PHILLIP）と名づけた子どもの人形をつくり、小児救急の教

育訓練にも当てることになった。これも州内初めての試みである。 
 エア・エバック・サービスはさらに危険度の高い周産期の救急訓練にも当たっている。

この訓練課程の中には早産児の蘇生、安定、そして分娩時の危険対応などが含まれる。こ

れらの訓練により、医療スタッフは周産期の救急について高レベルの救急手当が可能とな

っている。 
 また 近の訓練にはけいれん発作、硫酸マグネシウムの過剰投与、多量出血ショック、

肺塞栓症なども含まれる。 
 
９ 航空機による母体搬送 
 近は日本でも周産期医療の問題が大きくなってきた。一般的に女性の出産時期がおそ

くなり、高齢者出産が増えてきたためで、どうしても異常な事態が起こりやすい。にもか

かわらず一方では、産科の医師や病院が少なくなり、東京ですら急に早産の事態になると

患者は病院を探すだけで長時間を要することになってしまう。 
 2006 年８月奈良県で起こった悲劇は、出産中の妊婦が脳内出血を起こし、意識不明の重

体のまま、受け入れ先の病院がなかなか見当たらず、19 の病院に受け入れを拒否された。

終的に大阪府吹田の国立循環器病センターに搬送され、男児を出産したが、母親は８日

後に亡くなった。 
 この事件は医師や病院の不足として社会問題になったが、基本的にはずさんな地域医療

計画の結果といわれる。このような状態では周産期ばかりでなく、脳出血、脳梗塞、心筋

梗塞などの循環器疾患についても助かるはずの命が助からない恐れも出てくる。奈良の事

例は深夜のことで、ヘリコプターがあっても現状では飛行できなかったかもしれない。し

かし将来に向かっては、ドクターヘリや消防防災ヘリコプターを含め、夜間飛行も考慮に

入れた救急医療体制を地域医療計画に盛り込む必要があろう。 
 こうした考え方を早くから実践していたのが上に述べた旧エア・エバック・サービス、

今の PHI エアメディカルの航空医療システムである。では、実際に周産期の妊婦がヘリコ

プターや飛行機でどのくらい搬送されているのだろうか。以下は 2001 年以前に行なわれた

調査で、やや古いかもしれないが、米「エア・メディカル・ジャーナル」誌（2001 年３-
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４月号）に掲載された「危険度の高い産科患者の航空搬送調査」である。 
 調査は、当時の全米 203 の航空医療プログラムの運営者に電話アンケートをおこない、

66％にあたる 133 のプログラムから回答を得た。この 133 プログラムが救護している患者

数は、下表に示すように、多いところで 4,500 人、少ないところで 96 人、平均 995 人余、

中央値 800 人であった。つまり、ひとつの航空医療プログラムで年間 800 人前後の患者を

救護している。 
 

ヘリコプター救急プログラムごとの母体搬送 
  救護総数 母体搬送 

大 4500 400 

小 96 0 

平均値 995.5 45.6 

中央値 800 20 

［資料］A National Survey of the Air Medical Transport of High-Risk Obstetric Patients,  
Alan E. Jones, MD et al, Air Medical Journal, March-April 2001 

 
 上の表に見るように、危険な状態にある母体を搬送した実績は、多いところで 400 人、

少ないところで皆無、平均 45 人余だが、年間 50 人以上の搬送をしたプログラムは 20％で、

80％は 50 人未満である。中央値 20 人というから、極端に多いところや少ないところを除

くと、米国各地のヘリコプター救急システムによって年間 20 人前後の周産期の妊婦がヘリ

コプターで搬送されていることになる。 
 
10 母体搬送の効果 
 妊娠した母親が予定日の前に早産をした場合、母体が分娩前に高度医療センターに搬送

された場合と分娩後に搬送された場合では、前者の方が生まれた子供も健康に育ち得るこ

とは多くの調査研究で実証されている。分娩後に搬送した事例は、早産児の死亡率が高く、

健全な成長も少なく、病院の費用もかかる。したがって危険な状態におちいった妊婦は分

娩前に高度医療センターへ搬送することが望ましく、そのためには安全、有効、迅速な搬

送手段が必要となる。 
 上の論文では航空機で高度医療センターに搬送された 2,617 人の危険な状態の妊婦を対

象としたもので、患者は初期陣痛、破水、子癇けいれん発作、子癇前症、出血などが見ら

れたが、搬送中に分娩したのは１例だけであった。これらの搬送に当たった航空機にはヘ

リコプターと飛行機の両方が含まれ、飛行区間も近距離から長距離までさまざまであった。 
 いずれにせよ、危険な状態になった妊婦の航空搬送はきわめて有効であると見ることが

できる。具体的に搬送例の83％は通常のクルーだけでおこなわれた。またプログラムの75％
はクルーに対し、妊婦搬送の訓練をしている。そのうち 84％は、標準医薬品の中に産科薬
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も入れて携行している。 
 また機内に搭載するストレッチャーの向きは、通常の置き方では 44％しか医療クルーが

患者の骨盤付近に触れることができない。そのため残り半数が患者の向きを反対にして、

手が届くように搭載している。そうするとクルーの座席から見て頭が遠くなるので、今度

は気道の確保がむずかしくなるが、妊婦の搬送中に気道確保の問題が生じた例は１％しか

なかった。以上により、航空機による救急搬送のほとんどのプログラムが母体搬送にも配

慮していることが明らかとなった。 
 この調査が現実の実態を十分に示しているかどうか、議論があるかもしれない。けれど

も母体搬送について、かなりの程度でアメリカの実情を示すものと考えてよさそうである。

日本でも、周産期の母体搬送にヘリコプターの利用が具体的に準備され、産科医の間で広

く認められるべきであろう。 
 

 
緊急コールがかかって出動する PHI 救急機 
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第３章 ネイティブ・エア・サービス 
 
 
１ アメリカン・ネイティブによる創業 
 アリゾナ州は面積 295,293ｋ㎡、人口は 600 万。言い換えれば日本の８割近い広い地域

に日本の 20 分の１ほどの人が住む。人口過疎、医療過疎は当然のことだが、それゆえに、

ここでは５つ以上の航空医療プログラムが稼働しており、55 機のヘリコプターと 35 機の飛

行機が飛んでいる。前章のエア・エバック・サービス社もそのひとつであった。 
 エア・エバックに次いで大きいのが、同じ日の午後われわれの訪ねたネイティブ・エア・

サービス社である。フェニックスの隣町メサに本社を置き、州内 11 ヵ所の拠点から 16 機

の救急ヘリコプターを運航している。 
 本社には経営管理部門はもとより、ヘリコプター全機の動きを統括する運航管理部門、

医療クルーの教育訓練部門、そして飛行料金の回収部門がある。 
 親会社は大手ヘリコプター会社のオムニフライト社。つまり、ネイティブ・エアも前章

のエア・エバック同様、本来は私的なベンチャー企業だったが、後にオムニフライトの傘

下に入ったものである。 
 ネイティブ・エアは 1995 年８月、飛行機１機だけで救急事業をはじめた。今では年間１

万回を超える出動要請を受け、6,500 人の患者搬送にあたっている。CAMTS の認定も有す

る。 
 その企業哲学は「サマリタン精神」で、地域に密着して地域のために役立ちたいという

創業者リチャード・ヒープの思想に発する。ヒープは 1990 年代初め、フェニックスを本拠

とするアメリカン・ウェスト航空の機長だった。しかし、いつまでも定期航空のパイロッ

トをしているつもりはなかった。というのも、彼の祖先はアメリカン・ネイティブ――す

なわち先住民族で、へき地の特別居留地に住んでいたことから、いつも急病や外傷の心配

がつきまとっていた。 
 都会では何でもないような怪我や火傷が、そこでは重大な結果となる。アリゾナ州は別

称アパッチ州（Apatche State）とも呼ばれるが、この創業者がアパッチ族だったかどうか

は分からない。けれども、みごとな敢闘精神はうかがえるところである。 
 
２ 創業と発展 
 1995 年、ヒープはいろいろ研究の結果、なんとかやっていけそうだという目処がついた

ところで、英国製ジェットストリーム 31 双発ターボプロップ機を１機手に入れ、ネイティ

ブ・アメリカン・エア・アンビュランスと呼ぶ会社を設立した。そして政府の健康福祉省

（Department of Health and Human Services）のインディアン健康サービス局（IHS)を
窓口として連邦政府との契約に成功、先住民の居留地に航空医療サービスの提供を始めた
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のであった。 
 当初の本拠地はフェニックス近郊のウィリアムス・ゲートウェイ空港である。そこから

ヒープ自身が操縦して救急機を飛ばした。 
 創業２年目の 1996 年、彼は２機目のジェットストリーム 31 を買い入れ、97 年にはヘリ

コプター・パイロットのマット・コーフェイと知り合った。コーフェイはヒープの救急事

業にヘリコプターを導入するよう提案してきたのである。それから間もなくオムニフライ

ト社と提携することになり、同社から２機のベル 206L ロングレンジャーをパイロット、整

備士つきでチャーターした。さらに翌年には３機目のロングレンジャーを追加した。 
 以後ネイティブ・エアは何年にもわたって機材と拠点を増やしつづけ、アリゾナ州 大

の航空医療会社となった。同時に量的な拡大ばかりでなく、救急医療の質の面でも、従業

員のプロフェッショナリズムと現場でのすぐれた治療技術によって名声を博すようになっ

た。 
 
３ オムニフライトの傘下へ 
 ネイティブ・エアの発展ぶりを見たオムニフライト社は 2004 年、単なる業務提携ではな

く、同社を買収し、みずからの事業部門として経営することにした。この合併が行なわれ

たのは同年 10 月末のことで、当時ネイティブ・エアの従業員は 200 人以上、運航機はヘリ

コプター11 機、飛行機５機で、航空医療事業としてはアリゾナ州 大の規模であった。 
 無論これらの人材も機材も、そっくりオムニフライトの傘下に入ったが、オムニフライ

トは賢明にも、アリゾナ州内の運航についてはネイティブ・エアの名前をそのまま残すこ

とにした。ネイティブ・エアの地域医療に対する貢献ぶりが高い評価を得ていたからであ

る。とりわけ救急患者に対する丁寧かつ迅速な対応ぶりと、医療面での質の高さ、そして

安全性である。 
 こうした評価は、どの救急医療会社にも同じように見られる。しかし、もうひとつネイ

ティブ・エアの違いは、地域の安全を守るために無償でも航空機を飛ばすことである。 
 ちなみに、オムニフライト社は 1962 年、万年筆で有名なダン・パーカーが設立し、３人

乗りのベル 47 小型ピストン機でヘリコプター事業に着手、さまざまな分野で事業を展開し

てきた。この間ダン・パーカーはニクソン政権に参加、戦場の負傷兵が短時間のうちにヘ

リコプターで救出されたときは回復の見込みが高いという「ゴールデンアワー」の考え方

を知って、それを平時の国内で事業化しようと考えた。そこから彼は、社内に救急事業部

門をつくり、飛行機とヘリコプターを使って航空医療に乗り出した。 
 オムニフライトとネイティブ・エアの合併は、米国内 大かつ 良の航空医療企業が誕

生したことになる。新会社はヘリコプター55 機と飛行機５機を米国内 14 州で航空医療のた

めに運航することになった。 
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４ ネイティブ・エアの現状 
 ネイティブ・エアのアリゾナ州内の拠点は 11 ヵ所。拠点毎にパイロット４人、整備士１

人、ナースとパラメディックから成る医療クルー３～４組が配置され、交替で 24 時間の即

応体制を敷いている。 
 フェニックスの市内および近郊では、外傷に対する救急出動が も多い。この地域には

レベル１の高度外傷センターが５ヵ所に存在する。逆にへき地では、たとえばホワイト・

マウンテンの標高 2,000ｍの山中にある拠点やコロラド川に沿った拠点では病院間搬送が

多く、ラスベガス、フェニックスの大病院へ患者を搬送する。ときにはカリフォルニア州

まで飛ぶこともある。 
 これら全てを合わせて、ネイティブ・エアは毎月 900～1,000 人の患者を搬送している。 

この出動件数は今後さらに増えてゆくものと見られる。というのは、この地域の人口が増

えているからで、高温の上に雨が少ないにもかかわらず、エアコンの普及によって住みに

くさがなくなった。そのうえ生活費が安いので、引退した高齢者が住みつくようになり、

そのサービスのために若者も増えて人口が急増しつつある。米国内でも人口増加率の高い

ところは、アリゾナ州とネバダ州である。 
 それにつれてフェニックス周辺の道路が混雑するようになり、市内でもラッシュ時など

は救急車で１時間もかかることがあり、ヘリコプター救急の必要性はますます高まる傾向

にある。また、へき地で大けがをした人がフェニックスの外傷センターへ飛ぶためにも、

飛行機やヘリコプターが呼ばれる機会が増えてきた。 
 使用機は上述のように、当初ベル・ロングレンジャーが使われた。しかし間もなくユー

ロコプター機に変り、現在ではアグスタＡ119 コアラ単発機１機を除いては全てユーロコプ

ター機ばかりである。他に３機のピラタスＰＣ-12 ターボプロップ機がある。 
 ユーロコプター機はＡＳ350B2 と AS350B3 が合わせて 12 機。基本的には、これが毎日

の救急飛行にあたっている。しかし 近、新しい EC135 双発機を導入、危険度の高い周産

期の母体搬送や新生児搬送に使いはじめた。なおコアラはオムニフライトとの合併前に購

入したものだが、高速で航続距離が長いため、ホワイト・マウンテンの山中やへき地の救

急に使っている。 
 
５ 水死者の救護に乗り出す 
 アリゾナ州は砂漠地帯であるにもかかわらず、カリフォルニア州やフロリダ州と並んで、

水の事故が多い。2000～02年の間にフェニックスとその周辺で 566件の水の事故が起こり、

180 人が水死した。うち 75 人が子供である。そこでネイティブ・エアは警察や救急機関な

どに働きかけ、ヘリコプター１機を使って溺水防止のキャンペーンに乗り出した。 
 飛行機の胴体に、プールの回りに柵をめぐらすことや子どもは必ず水泳訓練を受けてか

らプールに入ること、さらに溺れた後の救急処置までが描かれていた。このヘリコプター

が初めて公開されたのは 2003 年３月、水泳シーズンが始まる「水泳監視員の日」（Water 
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Watcher Day）で、水に溺れたときはヘリコプターを呼ぶのが 適というキャンペーンを

展開した。 
 このとき中部アリゾナの水死防止協議会の会長は、地元パラダイスバレー病院の理事長

であった。この人は、実は自分の子どもがプールで水死した苦い経験を持つ。彼はプール

開きの行事にやってきた救急ヘリコプターを見て、これこそは 適のキャンペーン手段で

あることに気がついた。子どもはヘリコプターが好きだ。ヘリコプターに惹かれる。する

と親も関心をもつようになるので、ヘリコプターは影響力のある広報手段になると感じた。 
 これに警察が協力し、ヘリコプターによる広報活動がはじまった。のみならず実際に多

くの溺水者を救護した結果、水の事故は 462 件に減り、水死も 172 人となった。先の数字

にくらべて余り減ったようには見えないが、この地域の人口が毎年 3.5％ずつ増えているこ

とを勘案すべきであろう。 
 またアリゾナ州はグランド・キャニオンで有名だが、人の近づけないような原始地帯も

多い。そんな山や谷の中へ入ってゆくハイカーや登山者が後を絶たず、途中で道を迷った

り怪我をしたりする。そんなとき捜索と救難に当たるのはアリゾナ州公安局（DPS）だが、

出動が間に合わないときはネイティブ・エアが無償で飛行機やヘリコプターを飛ばし、空

からの捜索にあたる。そして近くに広い場所があればヘリコプターを降ろして遭難者を救

護する。これも地域貢献の一環である。 
 たとえば、あるとき行方不明になったハイカーを長時間にわたってヘリコプターで捜索、

けわしい谷底に倒れているのを発見した。そばには着陸できそうなところはない。やむを

得ず１ｋｍほど先の谷の上に着陸、そこから２人のナースが医薬品を背負って遭難者のと

ころへ崖を下っていった。近づいて見ると大けがをしており、意識もなくて、緊急の治療

が必要だった。２人はヘリコプターを呼んだ。ベル 206 は地面に着けないまま、岩の上に

ホバリングをしながら、２人のナースがけが人を機内へ押し上げた。 

 
AMTC 展示会場に飾られたネイティブ・エア機 
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６ ネイティブ・エアの雇用条件 
 ネイティブ・エアの現場出動クルーは専門家としての職業意識に徹している。患者に対

して丁寧に接し、元気づける言葉をかけるのはもとより、治療技術においても高い質を有

し、自信と余裕をもって任務を遂行する。それというのも社内で徹底した教育訓練が行な

われているからである。 
 オムニフライトには会社全体を通じて広範な訓練研修プログラムがあり、社員は常にそ

れらを受講する。心臓病、早産児の蘇生、小児救急、多発外傷などの重症の傷病に対する

訓練コースがあって、それぞれに専門の教官がつき、教材が用意されている。 
 さらに本物の人体かと思われるようなシミュレーション・モデルがあって、実地同様の

研修を受けることもできる。このモデルによって実際の症状を模擬しておき、受講生は自

ら判断して治療に当たることとなる。 
 こうした社内訓練を前提として、ネイティブ・エアが採用する社員は、次のような条件

が要求される。 
 
（１）パラメディック 
 ネイティブ・エアのパラメディックは、パートタイマー以外の常勤者として雇用した場

合、24 時間シフトで毎月 10 シフトの勤務につく。その任務は次の通りである。 
 プレホスピタルの段階で患者の容態を迅速かつ的確に診断する。この場合、必ずしも医

師などの直接の指導監督があるわけではなく、あらかじめ定められたプロトコルに従い、

自ら主体性をもって病状を判断する。しかも周囲の条件は診察室や手術室といった静かな

設備の整った場所ではない。路上の交通事故の現場や山中の遭難現場など、さまざまな悪

条件下での業務になる。 
 そのとき使用する医療器具や医薬品の整備、保管、補給などもパラメディックの責務で

ある。さらに通信機器も重要で、これにより病院、医師、ヘリコプター、救急車、救急機

関などとの連絡通信を行なう。 
 任務を果たしたあとでは記録文書を作成する。この文書は患者のその後の治療に使われ

る一方、医療保険などの給付金請求の根拠ともなる。社会的な広報活動も重要で、一般公

衆のさまざまな会合に出かけて行ってヘリコプター救急に関する報告書、説明、講演など

を行なう。また自らも各種の会合に参加して、一般的な地域の収集に努める。むろん顧客

へのサービス精神も忘れてはならない。 
 そこで、入社資格は次の通りである。 
• 少なくとも３年、できれば５年程度の ALS 実務経験を有すること。さらに望ましい

のは救急飛行経験を有すること。 
• NRP、ACLS、PALS、BLS の資格 
• BTLS（Basic Trauma Life Support）の資格 
• 米国登録パラメディック 



 24

• アリゾナ州パラメディック資格 
• ほかに望ましい資格は CCEMT-P、FP-C の資格、ＥＭＳの認定証明、また

ACLS/PALS/NRP/TNATC の教官資格 
 
（２）フライトナース 
 ネイティブ・エアのフライトナースは、パートタイマー以外の常勤者として雇用した場

合、24 時間シフトで毎月 10 シフトの勤務につく。入社希望者は、少なくとも３年以上の救

急医療の経験をもち、次のような資格が求められる。 
• 現在有効な ACLS, PALS, NRP, BLS の資格 
• 上級トラウマ証明――すなわち TNATC または ATLS 
• アリゾナ州の正看護師の資格 
• さらに望ましい資格は CFRN、CCRN、または CEN  

 
（３）ヘリコプター・パイロット 
 ネイティブ・エアのヘリコプター・パイロットは 12 時間シフトで７日 ON、７日 OFF
の勤務をする。必要 小限の資格は次のとおりである。 
• ヘリコプター操縦経験 1,500 時間 
• ヘリコプター機長時間 1,000 時間 
• 夜間の機長時間 100 時間 
• タービン・ヘリコプター飛行時間 500 時間 
• 計器飛行証明 

 なお入社してから実際の搭乗配置につくのは飛行経験が 2,000 時間を超えてからである。

ほかに望ましい資格は次のとおり。 
• AS350B2 または AS350B3 の操縦経験 
• 救急飛行経験 

 
（４）整備士 
 ネイティブ・エアのヘリコプター整備士としての必要 小限の資格は次のとおりである。 
• 機体および原動機の整備資格（A&P ライセンス） 
• 自分自身の工具箱を所持していること。工具はメートル単位とインチ・ポンド単位の

２種類 
• ５年以上のヘリコプター整備経験 

 
（５）コミュニケーション・スペシャリスト 
 ネイティブ・エアのコミュニケーション・スペシャリストの必要 小限の資格は、EMT
または同等以上の知識を有すること。 
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（６）救急料金回収係 
 ネイティブ・エアのヘリコプターや飛行機による救護料金の回収にあたるスタッフは、

契約担当者を助けながら、NAAA の規則に従って業務を行なう。また連邦政府の定めるケ

ア・プログラムの全ての要件に従わねばならない。その資格は、次のとおり。 
• 救急料金の回収業務について５年以上の経験 
• メディケア、メディケイド、AHCCCS（注：下記）、民間医療保険、自動車賠償保険

などの知識 
• 顧客への接遇、および電話の応対が丁寧であること。 
• タイプライター、コンピューター、コピー機、テンキーなどの各種事務機の操作がで

きること。 
［注］AHCCCS：Arizona Health Care Cost Containment System 
 アリゾナ州の年収 18,000 ドル以下の住民のために低価格の保険を提供するメディケイ

ド・プログラム。現在 90 万人がこの適用を受けているが、これはアリゾナ州の人口の約 16％
に相当する。 
 
 

 
ネイティブ・エアで人体シミュレーターを前にパラメディックの訓練について説明を聴く 
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第４章 リノ地域救急サービス 
 
 
１ ネバダのヘリコプター救急 
 ９月 29 日朝、われわれはアリゾナ州フェニックスから飛行機で北へ１時間半ほど飛び、

ネバダ州へ入った。ネバダは大半が砂漠である。「銀の州」（Silver State）とも呼ばれ、か

つては鉱物資源が豊富だったが、今では枯渇してしまい、そこからカジノを公認して地域

振興をはかるようになった。それがラスベガスとリノで、ラスベガスが州の南端にあるの

に対し、リノは反対側の西北部に位置する。 
 実は航空人にとって、リノはカジノの町というよりは、毎年恒例の「リノ・エアレース」

で知られる。小型飛行機が空中の周回サーキットを巡ってスピードを競う競技で、第２次

大戦中の戦闘機に匹敵する小型ピストン機が時速 800 キロに近い高速でデッドヒートを演

じる。すでに 40 年以上の歴史を持ち、スポーツ航空最高の行事である。 
 さて、ネバダ州は面積 286,352k ㎡。日本の４分の３に相当する広大な地域だが、砂漠地

帯のために人口は 225万人程度ときわめて少ない。ヘリコプターの救急拠点も６ヵ所のみ。

うち３ヵ所はラスベガス周辺、２ヵ所はリノ周辺にあって、10 分の飛行範囲に限れば州面

積の 6.5％をカバーするに過ぎない。しかし人口もラスベガスとリノに集中しているため、

住民の 91.4％がヘリコプターの保護下にある。 
 

 
ネバダ州のヘリコプター救急拠点 
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 リノの町で、われわれの訪ねたのは西北ネバダ一帯の救急業務を担当する地域緊急医療

サービス局（REMSA：Regional Emergency Medical Services Authority) の下で実務に当

たっている地域救急サービス社（Regional ambulance Services, Inc）とケアフライト

REMSA（Care Flight REMSA）であった。 
 地域救急サービス社は非営利の NPO 法人で、救急車やヘリコプターを含む救急搬送業務

のほか、パラメディックやナースなど救急要員の教育訓練にも当たっている。またケアフ

ライトは近隣のいくつかの病院が資金を出し合って運営しているヘリコプター救急システ

ムで、実際のヘリコプターはエア・メソッド社からチャーターしたものである。これらは

組織は異なるが、実際はREMSAの呼称とロゴマークの下に一体となって仕事をしている。 
 
２ 地域救急機関 REMSA 
 RENMSA の発足は 1986 年。当時は 50 人が従事していたが、20 年間のあいだに 200 人

に増えた。その内容も救急に関する総合的な組織として充実し、米国でも指折りの救急機

関として知られる。 
 REMSA の救急車は高度の救急医療装備をそなえ、パラメディックか正看護師が同乗して

現場に向かい、高水準の救急治療を行なう。これらの救急隊は救急事案発生から８分以内

に現場に到着することが原則で、その達成目標を 90％としているが、事実はそれよりも迅

速な記録をあげている。 
 パラメディックは救急医療に関して徹底した教育訓練を受け、その能力は、心臓

（Advanced Cardiac Life Support）、小児科（ Pediatric Advanced Life Support）、外傷

（Trauma Life Support）の高度救命資格を持つ。したがって現場で必要なことは全てこな

すことができる。 
 その救急費用は全て受益者負担で、政府や自治体などの公的な補助金は一切受けていな

い。 
 ヘリコプターによるケアフライトは 1981 年に始まった。ウォシュー・メディカル・セン

ター、セントメリー地域医療センター、北ネバダ・メディカル・コセンターの３つの病院

が資金を出し合い、共同で運営するヘリコプター救急システムである。リノを中心に半径

100ｋｍを越える広範な地域をカバーしているが、リノがネバダ州の西の端にあるため、飛

行範囲の西半分はカリフォルニア州に入る。 
 REMSA の傘下に入ったのは 1986 年からで、これにより航空と地上を合わせた総合的な

救急システムが、この地域に出来上がった。そしてヘリコプターも１日 24 時間の即応態勢

を取り、緊急機関、病院、医師その他の医療および緊急関連団体からの要請に応じて、フ

ライトナースやパラメディックが同乗して飛行する。 
 機種はユーロコプターAS350-B3 単発タービン・ヘリコプター。エアメソッド社が運航に

あたっていて、ときには 150ｋｍの遠くまで飛行する。この地域には峻険な山岳地も多く、

高温高地の悪条件下でも充分に飛ぶことができる。 
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３ ディスパッチ・センター 
 REMSA の救急車やヘリコプターの出動指令を出すディスパッチ・センターでは、救急隊

が到着するまでの間、患者のそばにいる人の話を電話で聴取し、今すぐ何をすべきか助言

する。人工呼吸、分娩、子どもの喉に詰まったものを取り出す方法などである。 
 こうした助言を与えるディスパッチャーは、数百時間に及ぶ特別な訓練を受けていて、

救急治療の有資格者でもある。同時に、救急要請の内容から、治療や搬送に最適の手段を

判断し、関係機関の間を調整してゆく。さらに現場処置の終わった患者をどこへ搬送する

か、ネバダ州とカリフォルニア州の両方にまたがって病院、医師、救急車、ヘリコプター

などの調整にあたる。 
 このとき有効な機能を発揮するのが最新の無線通信手段であり、コンピューターを使っ

た管理プログラムである。このプログラムは救急隊の現在位置を常に表示していて、事態

の急変が生じたときも即座に対応することができる。 
 REMSA は警察の特殊戦術部隊 SWAT とも協力している。SWAT チームには特別の訓練

を受けた医療担当者がいて、REMSA のメディカル・ディレクターの指導の下に緊急医療に

当たる。すなわち警察が出動した現場で警察官、人質、犯人、一般人などがけがをしたよ

うな場合、その治療にあたるのである。 
 
４ REMSA 訓練センター 
 REMSA 訓練センターはネバダ州認定の教育機関で、ナース、パラメディック、医師など

の救急医療関連の教育訓練を行なう。内容は高度で、受講生のためになるばかりでなく、

何よりも救急患者のためになることを重視している。 
 教育訓練の内容についてはリノのネバダ大学、およびメリーランド州のボルティモア・

カウンティ大学と提携し、学生の実習などの協力を得ている。 
 その中から、われわれ

はパラメディックの訓練

についてレクチャーを受

けた。 
「Paramedic Training」
と題するスライドの表紙

は左図のとおり。 
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リノ郊外の病院で離着陸する救急機。現在は駐車場の一角に狭い場所を区切って発着し

ているが、写真向こう側に建設中の建物が完成後は、その屋上にヘリポートを設けると聞

いた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        離陸 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１機が飛んで行ったと思った

ら、別の機体が患者を連れて

きた。 
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第５章 シアトルの救急医療 
 
１ アメリカ北西部の航空医療 
 1980 年のこと、アラスカのシトカで住宅火災があった。このとき、シアトル・ハーバー

ビュウ病院の救急医、ミッチェル・コーパス博士はたまたまシトカに出張していて、地域

の医師やナースに対して救急医療訓練にあたっていた。その訓練の最中、大やけどをした

５人の子供たちが病院に運びこまれてきたのである。コーパス博士の指揮で、研修中の医

師やナースが手当にあたった。しかし子供たちは次々と死んでゆく。 
 この間、コーパス博士はハーバービュウ病院の外傷熱傷センターへ運べば子供たちを救

えると考え、飛行機を探した。当時アメリカでは救急のためにヘリコプターや飛行機が使

われ始めた頃である。しかし最後の５番目の子供も、ようやく見つかった飛行機に乗せる

ため飛行場へ搬送する途中で死亡する。この事件に博士は打ちのめされ、「このようなこと

が二度とないような救急体制をつくらねばならない」と心に誓った。 
 シアトルに戻ったコーパス博士は、ワシントン大学医療センターや小児病院と語らって、

1981 年コンソシアムを結成、アラスカを含むアメリカ北西部（ノースウェスト）の広範囲

にわたって飛行機が自由に使えるようなシステムをつくった。これがエアリフト・ノース

ウェストの始まりである。 
 実際の運航は翌1982年、パイパー・シャイアン小型双発ターボプロップ１機ではじまる。

そして 85 年ハーバービュウ病院の屋上を拠点としてアグスタ A109 マークⅡ双発タービ

ン・ヘリコプターによる救急も開始された。 
 
２ ヘリコプター救急拠点 
 ヘリコプター救急の範囲はやがて拡大し、北方 75ｋｍ地点のアーリントンに拠点が置か

れ、南は 50ｋｍ余り離れたプヤラップにも拠点ができた。一方で、ハーバービュウ病院の

屋上拠点はシアトル南郊のボーイング・フィールドへ移り、さらに北のカナダとの国境に

近いベリンガムでもセントジョセフ病院を拠点としてヘリコプターの待機が始まった。こ

こはシアトルから直線で 140ｋｍを越えたあたりにある。 
 ４ヵ所のヘリコプター救急拠点は、シアトルの南北およそ 200ｋｍの海岸沿いに直列に点

在し、それぞれの拠点から 25 分以内の飛行距離が担当地域となっている。飛行速度を

220km/h 程度とすれば、半径 90～100ｋｍの範囲がカバーされる。この場合、どの拠点か

らも西側半分は海上になるが、そこには小さな島が多い。一方、東側は海岸山脈（Coast 
Mountains）が連なる。したがって、東西いずれもヘリコプターが必要な地勢であり、事

実、離島からの救急要請が最も多い。 
 このもようは次図に示す通りだが、2007 年１月プヤラップにあった拠点は、南西へ 30
ｋｍほどのオリンピア飛行場に移された。 
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ワシントン州のヘリコプター救急拠点（ADAMS 地図） 

 
 ほかに、シアトルに加えて、ワシントン州の内陸部に入ったウェナチーや、アラスカの

ケチカンおよびジュノーに救急ジェットを配備している。これら飛行機の拠点も４ヵ所で

ある。 
 保有機は、飛行機がリアジェット 35A 双発ジェット３機とコマンダーGC690C 双発ター

ボプロップ１機。ヘリコプターはアグスタ A109E パワーと A109 マークⅡが合わせて６機。

すなわちヘリコプターは４ヵ所の拠点に対して、予備機を含む６機が準備されている。 
 
３ 航空医療を運営する NPO 法人 
 航空機の運航に当たるのはエアリフト・ノースウェストである。かつては上述した３つ

の病院による資本合同コンソシアムだったが、2003 年に NPO 法人として独立した。社長

はコーパス博士。メディカル・ディレクターも兼ねている。 
 ただし実際にヘリコプターを飛ばしているのはペンシルバニアに本社を置く CJ システ

ムズ社である。両者のチャーター契約によって CJ システムズの機体、パイロット、整備士

が飛んでいる。つまり NPO 法人エアリフトは３つの病院の航空医療を運営し、一方で医療

クルーの教育養成に当たるけれども、運航会社ではない。このあたりがやや複雑な組織構

造で、理論的には不都合はないけれども、実務面で連絡、調整、協調などの齟齬はないの

か。後述するような事故につながってはいないか。世界最高水準をゆくハーバービュウ病

院やコーパス博士の名声が余りに高いだけに、話を聴いていていささか心配になった。 
 このエアリフトへ救急出動の要請をしてくるのは消防または救急の 31 機関と、病院 55
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ヵ所である。また、患者の受け入れ病院は 22 ヵ所。患者を乗せての飛行距離は、全体の平

均が 65ｋｍという。年間の航空機による救護患者数はおよそ 5,000 人である。 
 
４ 救急機の運営コスト 
 ヘリコプターに乗り組むのは、パイロット１人のほかにフライトナースが２人。ナース

の１人は小児／新生児の専門家、もうひとりは心臓、外傷、小児科などの高度救急治療の

専門家である。出動は 24 時間いつでも行ない、救急現場の着陸地点は昼間ならば 18ｍ×

18ｍ、夜間ならば 30ｍ×30ｍの大きさがあればよい。ただし、その周囲に電柱、電線、樹

木、建物などの障害物がないか気をつけなければならないのは当然である。 
 ナースたちは現場に着陸すると、患者の容態を安定させ、搬送可能な状態にしてヘリコ

プターに乗せ、医師や救急機関の指示する病院へ搬送する。ほかに病院間搬送もおこなう。

こうしてヘリコプターで救護した患者数は、1985 年以来 20 年余りで 40,000 人以上。飛行

時間も 40,000 時間を超えた。 
 エアリフトの年間運営費は、およそ 5,000 万ドル（約 60 億円）である。その４分の３は

患者の私的な医療保険と公的保険のメディケアやメディケイドで支払われる。残りの４分

の１は患者個々人の現金払いとなるが、しかし殆どの人は無保険者で、高額の支払いに応

じることはできない。そのため４分の１の 40％――すなわち全体の１割ほどは回収不能と

なる。 
 そこでエアリフトは最近、義援プログラムを立ち上げた。これは家族として年間 79 ドル

を払えば、家族の誰が航空搬送を受けるような事態になっても、その費用を払わなくてよ

いとするものである。たとえば新しく開設されたオリンピアの拠点からハーバービュウ病

院までは 22 分で、費用は人件費を含めて平均 9,800 ドル（約 115 万円）になる。それが無

料ですむ。 
 ちなみに、フライトナースの給与は年俸 75,000～100,000 ドル。パイロットはほとんど

が 20 年以上の経験豊富なベテランで、年俸 60,000～70,000 ドルである。またエアリフト・

ノースウェストは非営利団体として、寄付も受け付けている。 
 なおハーバービュウ病院はアメリカ北西部唯一のレベル１のトラウマ・センターである。

ワシントン大学の系列下にあって、病院の医療スタッフの身分は大学の医学部に所属する。

つまり各病院と NPO 法人エアリフトは、それぞれ別法人ではあるが、一体となって救急任

務に当たっている。メディカル・ディレクターも１人だけで指揮を執る。 
 
５ ２件の死亡事故 
（１）夜の海上に墜落 
 ところでエアリフト・ノースウェスト社は近年、10 年余りで２件の死亡事故を起こして

いる。ほかにも死者は出なかったものの、３件の事故がある。いずれもヘリコプターの事

故で、死亡事故の最初は 1995 年９月、A109 のエンジンが飛行中に２発ともに停止、オー
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トローテイションをしようとしたパイロットがローター回転数を維持できずにハードラン

ディングとなり、地面に叩きつけられて乗っていたパイロットと２人のナースが全員死亡

した。 
 ２基のエンジンが同時に止まるという珍しい事故でその原因は前の晩、雪山でけがをし

たスキーヤーを搬送するために山頂へ向かって出動した。ところが霧と雨のために現場へ

近づけず、20ｋｍほど手前に着陸、翌日まで野外繋留となった。そのとき雪や氷がエンジ

ンの空気取入れ口に凍りついた。 
 翌朝パイロットは飛行前にそれらを取り除いたが、完全に除去しきれなかったらしい。

飛行し始めるや氷の破片がエンジンに吸い込まれ、フレームアウトとなって両エンジンと

もに火が消えてしまったのである。 
 それから 10 年が経過して、エアリフトでは 10 年忌の催しが執り行われた。ところが皮

肉にも、関係者が安全を誓い合って間もなく２度目の死亡事故が発生する。 
 2005 年９月 29 日夜、パイロットと２人のナースが乗ったアグスタ A109 は、62 歳の救

急患者をハーバービュウ病院へ搬送したのち、午後９時４分、病院の屋上を離陸した。帰

投先はシアトル北方約 65ｋｍの拠点アーリントン。離陸後 10 分、機長からブラウンズ湾上

空を飛行中という無線連絡があった。これは付近のマッコード空軍基地のレーダーでも確

認されている。 
 それから間もなく、エドモンドの住民から 911 番へ電話が入った。ヘリコプターの墜落

したような音を聞いたという。警察はすぐに海岸の捜索を開始、エドモンド消防署には対

策本部が設置された。午後 10 時半には沿岸警備隊の船が出動し、深夜１時半、海岸から沖

合 1.6ｋｍ付近でヘリコプターの破片が見つかった。 
 捜索は翌日も続き、多数の船とヘリコプターが海上を探した結果、３人の遺体が発見さ

れた。しかしヘリコプターは水深 150ｍほどの海底に沈んだままとなった。 
 
（２）バーティゴか機材故障か 
 われわれがエアリフト・ノースウェストを訪問したのは、この事故から丁度１年後だっ

た。そのときもなお、事故の原因は米運輸安全委員会（NTSB)が調査中とのことであった。 
 事故当時、付近は小雨が降っていた。目撃者はなく、ヘリコプターからの緊急連絡もな

かった。原因として推定されるのは、夜間、小雨の中を静かな海面低く飛んでいて、水面

からの高さが幻惑されたのではないか。パイロットの所謂バーティゴ（空間識失調）であ

る。死亡したパイロットは数千時間の飛行経験を持つベテランで、ベトナム戦争でも飛ん

だことがある。しかしベテランでもバーティゴの幻覚は起こる。機体が見つかっていない

ので機材上の故障がなかったとはいえず、したがって断定はできないが、可能性のひとつ

として挙げることはできよう。 
 また事故機は 20 年余り前、1984 年のイタリア製であった。エンジンは２発のうちひと

つが前の月に交換したばかりで、まだ 70 時間しか飛んでいなかった。エンジンを換えたば
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かりというのも気になるところである。 
 この事故の後、NTSB は救急ヘリコプターの安全方策について勧告を出した。救急ヘリ

コプターは、患者が乗っていなくとも、医療クルーが同乗している限り、旅客輸送に適用

される連邦航空規則 FAR パート 135 の規定にしたがって飛行することというもので、この

規定が適用されると気象条件や視程条件がきびしく制約される。 
 アメリカの救急機は患者を乗せているときはパート 135 の規定に従うが、それ以外は自

家用機と同じパート 91 で飛んでよい。事実、救急ヘリコプターの事故はパート 91 で飛ん

でいるときに多く発生している。ちなみに、日本のドクターヘリは常にパート 135 に相当

する旅客輸送の規定に従って飛ぶことになっている。 
 
（３）フライトナースの追悼基金 
 エアリフトでも、事故のあといくつかの安全対策を具体化した。飛行基準を常にパート

135 で飛ぶことにしたのは当然である。また安全のための資金を通常の予算から切り離し、

別建てとして必要なだけ使えるようにした。新たに飛行の安全を担当する役員を置いた。

航空機の飛行を追跡し、現在位置を 30 秒ごとに記録してゆく飛行監視システム「スカイコ

ネクト」も導入した。 
 さらに 12 ヵ所のヘリパッドに、視界の悪いときでも進入着陸が可能な新しい GPS シス

テムを設定した。2006 年９月現在、われわれの訪ねたときはまだＦＡＡの承認待ちの状態

であったが、今頃は承認されたであろう。さらに夜間飛行のための暗視装置（NVG：Night 
Vision Goggle）を全機に取りつけた。 
 パイロット、整備士、コミュニケーション・スペシャリストについては、訓練内容をさ

らに充実させた。海上に不時着水した場合にそなえて、フロート装備を改善し、ストロボ

発光器や緊急位置発信器（ELT：Emergency Locator Transmitter）を取り付けた。 
 なお、今回の事故で死亡したフライトナースの１人、エリン・リード（Erin Reed）さん

の遺族は、航空医療分野で働くフライトナースの安全のために追悼基金を創設した。 
 母親は「私の娘は自分の仕事を愛しておりました。それが仕事であるとも思っていませ

んでした。飛ぶことが好きで、そのために努力してフライトナースになり、その情熱の下

に死んでゆきました」と語っている。確かに、リード看護師はフライトナースの仕事に熱

心で、誰が見ても意欲に満ちた人だったらしい。仕事の上で最も満足を感じるのはどんな

ときかと訊かれて、「瀕死の患者さんと一緒に病院へ到着したとき、患者さんの存命を確認

して、自分が少しでも役に立っていることを感じるとき」だったという。 
 
６ 心臓突然死への対応 
（１）ＵＳＡトゥデイ紙の調査 
 ここでヘリコプターからはやや離れるが、アメリカで心臓突然死のために死んでゆく人

数は、毎日１機ずつ満員のボーイング 747 ジャンボ旅客機が墜落しているようなものとい
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う。日本でも年間およそ５万人が心臓発作で死亡し、その他の心臓病も合わせた心疾患は

死因の２番目となっている。 
 アメリカの 1970 年代、高度救命救急が緒に就いたばかりの当時、心臓停止の蘇生率はほ

とんどゼロだった。現在なお５％程度というのがアメリカ心臓学会の推定であり、「1999
年版緊急医療年報」は６％強と推定している。特に子供の場合、心臓停止から蘇生し、元

気になって退院できるのは２％に満たない。 
 確かに1970年代、交通事故などの外傷は救命率が向上した。けがの程度が大きいときは、

救急車が最寄りの小さな病院を通過して、適切な治療のできる大病院へ直接患者を運ぶよ

うになった。その大病院、すなわちトラウマ・センターも増え、救急ヘリコプターも増え

て、交通事故の負傷者はかなりの人が命を救われるようになった。 
 こうしてアメリカ各地の救急システムは時代と共に改善された。そのための費用も年間

およそ 50 億ドル（約 6,000 億円）が使われているが、実はほとんどが生命の危険がない患

者に使われているのではないか。いったい救急システムの効果はどのくらいあるのか。 
 もっと生命の危険が迫った患者にこそ、プレホスピタル・ケアは必要なのだ。莫大なコ

ストをかけて、救急車やヘリコプターを使って、さほど急ぐ必要もないような患者を搬送

しているのではないか。救急体制のあり方をもっと厳しく考える必要があるのではないか。

プレホスピタル・ケアは真に救うべき人を救っているのだろうか。 
 こうした疑問と課題が各方面から出されるようになった。それに対しては、さまざまな

調査が行なわれ、評価がなされているが、2005 年５月ＵＳＡトゥデイ紙の発表した調査結

果「生死を分ける６分間」は、全米に大きな衝撃を与えるものであった。その中で、実は

シアトルの救急体制が最高であり、それに匹敵する都市はごくわずか、というよりも殆ど

ないという結果だったのである。 
  
（２）大きく異なる救急体制 
 先の２件のヘリコプター事故は、シアトルにとって不名誉な事例であったが、実はシア

トル地域では全米随一の救急体制が機能している。この調査結果は今から２年前の実態な

ので、現状は他の都市も改善され、多くの地域がシアトルに追いついてきたかもしれない

が、以下その要点を見てゆきたい。 
 救急体制の善し悪しを測るために、ＵＳＡトゥデイ紙が使った尺度は上述の通り、突然

の心臓停止に対して蘇生率もしくは救命率がどの程度かということである。 
 この調査によれば、毎年アメリカでは心疾患のために 25 万人が病院外で死亡している。

そのうち 58,000～76,000 人は心室細動によるもので、除細動などの処置が早ければ死なず

にすんだと見られる。どの程度早ければいいのか。かつては 10 分以内といわれたが、最近

の研究では６分以内ということになっている。しかし、それができずに多くの人が無駄に

死んでゆく。そこで実態はどうなっているかを見るため、この新聞社は全米主要都市 50 ヵ

所を選び出し、心停止の蘇生率を調べた。それも単なるアンケート調査だけではない。専
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門医の協力を得ながら、各地のメディカル・ディレクターに直接会って話を聴き、データ

ベースを分析し、救急現場を見るなどの調査をした結果である。 
 
表 アメリカの主要 50 都市における心臓マヒ対応の実態 

  都  市 
救命率

（％）

救急処置 

まで（分) 

除細動 

まで(分） 

市民 CPR 

訓練率

(％） 

市民 CPR

実行率

(％) 

第１群 シアトル 45 10 分内（86％） 9分内（78％） 11 44

ボストン 40 7.3 無計測 8 30

オクラホマ市 27 不明 7.36 4 不明

ミルウォーキー 27 10 分内（91％） 8.6 5 24

タルサ 26 回答拒否 8.48 5 不明

サンフランシス

コ 
22 

8.17 分内

（90％）
無計測 6 14

ヒューストン 21 8.8 不明 4 53.7

カンサスシティ 20 9 分内（91％） 不明 6 20

ツーソン 12 10 分内（93％） 回答拒否 5 35

サンアントニオ 9 半分以上 5.15
「全て５分

以内」
3 48

ナッシュビル 5 9.23 不明 4 回答拒否

オマハ 3 不明 不明 6 20 以下

第２群 ダラス、マイアミ、ラスベガス、サンノゼなど 13 都市。ほとんどが病院到着時の

鼓動の有無を記録しているのみで、退院率すなわち救命率は不明 

第３群 アトランタ、シカゴ、ニューオーリンズなど９都市。回答拒否。 

第４群 ボルティモア、デンバー、フェニックス、ロングビーチなど９都市。データなし。

第５群 ニューヨーク、ロサンジェルス、クリーブランドなど７都市。「調査中」との回答。

［資料］USA トゥデイ紙 2005 年５月 20 日付より要約して作成 
 
 上の表に見るように、まともな回答が得られたのは、50 都市のうち 12 都市だけであった。

ほとんどの都市が記録も統計もなく、担当者が推定で答えるのはまだいい方で、回答を拒

否する都市が９ヵ所、そんな記録は初めから取っていないという回答が９ヵ所、調査中と

いうだけの都市が６ヵ所だった。つまり死因の順位が１～２位という高い死亡率の病気で

ありながら、それに真正面から取り組んでいる都市は全体の２割程度、全く無視するか諦

めている都市がほぼ半分なのである。 
 言い換えれば、同じ心停止でも全米のどこでも同じように死ぬわけではない。地域によ

って大きな差がある。生きるか死ぬかは、その人の倒れた場所によって異なるというわけ
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である。 
 
（３）消防士と救急士 
 このように、心停止で倒れる地域によって生死が分かれるとすれば、多くの人が無駄な

死を余儀なくされていることになる。何故そんなことになるのか。上記の調査では３つの

理由をあげている。ひとつは救急機関のカルチャー（文化）である。第２は救急組織と消

防組織との間の葛藤で、これが救急出動を遅らせる。第３に多くの都市が自分たちの救急

効果について科学的な調査分析をしていない。死なずにすんだはずの人がどの程度いたか、

正確に把握している都市は殆どなかった。それが分からなければ、救命率を上げる方法も

分からないであろう。 
 そこでカルチャーの問題というのは、多くの都市で救急業務は消防機関の中にある。し

かし実際は、消防と救急は別の組織になっていて、指令系統も異なり、訓練課程も異なる。

したがって消防士たちは、救急業務には関心がないばかりか、逆に救急業務がうまくゆか

ずに住民やメディアの批判があると、自分たちまでが余計なことに巻き込まれたような気

持になる。われわれは火を消すために消防署に入ったのであって、病人の世話をするため

ではないというのが、消防士の本心なのである。実際、消防士はいざというとき、燃えさ

かる火の中に飛び込んでゆかねばならない。男性的な勇敢な人でなければ勤まらない。そ

のカルチャーは、細心の気遣いを要する医療任務とは大きく異なるといってよいであろう。 
 そうした文化の違いが消防士と救命士の間の葛藤に発展する。特に最近は都市火災が少

なくなり、多くの都市で消防士が救急任務も行なうようになった。消防署は都市の中の至

るところに存在する。したがって救急も兼ねるようになると、真っ先に現場に駆けつける

のは最寄りの消防署にいる消防士たちである。さらに多くの都市で、救急車よりも消防車

の方が多い。したがって現場に早く到着するのも、救急車よりも消防車ということになる。 
 しかし、いち早く駆けつけた消防士が、自分の性格に反して、精密で微妙な医療器具を

もち、患者の手当ができるようになるまでには長い時間と経験を要する。除細動器ひとつ

にしても、初めのうち消防士は実際の使用をためらい、どうかすると自分自身が激しい動

悸に見舞われたりする。 
 そのため救急要請に対する反応も鈍い。ワシントンＤＣのある消防署でひそかに計測し

た結果だが、火事といわれて消防車が走りだすまでに平均 82 秒だった。ところが心停止の

出動を要請されたときは 124秒かかった。これは何もワシントンＤＣだけの現象ではない。

アメリカの多くの都市で同じような傾向が見られる。 
 
７ ミッチェル・コーパス博士 
（１）シアトル地域の救急体制 
 では何故、シアトルだけが高い救命率を保持してきたのか。シアトルの救急体制は、わ

れわれが訪ねたハーバービュウ病院を中心に構成されている。この病院はアメリカ北西部
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――すなわちワシントン州、アラスカ州、モンタナ州、アイダホ州を合わせた地域で唯一

最高のレベル１の外傷センターで、きわめて深刻な重症外傷患者でも処置することができ

る。30 年近く前、1979 年に救急医療が診療科目として認められるようになってから、ハー

バービュウ病院の救急診療は世界中の病院から模範とされてきた。 
 その歴史は 130 年前、1877 年にワシントン州キング・カウンティの公立病院として発足

したときに始まる。当初のベッド数は、わずか６床。現在はベッド数 413 床、従業員 4,000
人、うち医療スタッフは 425 人である。 
 2004 年の救急患者数は 87,000 人以上。入院患者の８割が、救急部を通じてきた救急患

者である。 
 このようなハーバービュウ病院を中心に、シアトルではパラメディックと消防隊員が一

緒になって任務を遂行している。多くの都市に見られるような消防士と救急士との葛藤は

ない。救急事案が発生すると最寄りの消防署から消防士が現場へかけつける。そして先ず

基礎的な手当をしたところへパラメディックが到着し、より高度の救急治療を行なう。そ

して患者の容態を安定させ、搬送可能な状態にする。 
 こうした救急処置の内容は後から１件ごとに、メディカル・ディレクターが細かく点検

する。このメディカル・ディレクターがミッチェル・コーパス博士にほかならない。博士

はパラメディックによる救急報告書を１件ずつ丹念に読み、もし処置の内容に間違いがあ

れば、あるいは間違いではなくとも、別にもっと良い方法があれば、パラメディックを呼

んで助言する。パラメディックたちは常に、コーパスから肩越しにのぞきこまれているよ

うな思いをしながら、慎重かつ入念に、持てる知識と技量を最大限に発揮して救急処置に

あたっている。 
 こうしてシアトルは救急医療の分野において全米をリードし、模範となってきた。コー

パス博士は、多くの専門医から全米第１位のメディカル・ディレクターとして認められ、

多くの都市や自治体がシアトルのやり方にならって救急業務を進めるようになった。 
 
（２）恐怖のメールを発信 
 われわれはコーパス先生に昼食をご馳走になった。シアトルの海を広く見渡せるレスト

ランで、大学病院や小児病院の医師もまじえての食事であった。それぞれの先生方が日本

からの見学者に対して歓迎の辞を述べ、こちらも余り上手ではない答辞を、つたない言葉

でしゃべった。 
 コーパス先生は、その場で歳を訊いたわけではないが、たしか 1938 年生まれ。頑固で、

ものに動じない、自信と精力にあふれた仕事師という印象であった。この印象は、当たら

ずといえども遠からずといってよさそうである。そうでなければ、この人の率いるハーバ

ービュウ病院救急部が、アメリカはもとより世界をリードするようなことにはならなかっ

たであろう。 
 コーパス先生はスタンフォード大学を卒業後、ノースウェスタン大学の医科大学に学び、
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陸軍に勤務した後、1969 年ワシントン大学で神経学の研修医として勤務した。1973 年から

はハーバービュウ病院のＥＲ部長、75 年にパラメディックから成る救急隊メディックワン

の次長、およびパラメディック訓練部長となった。そして 1993 年からはメディックワン・

プログラムのメディカル・ディレクターとなった。エアリフト・ノースウェストでは創設

以来のメディカル・ディレクターである。 
 そして長年にわたって、医学生、研修医、救急救命士、消防士などに対し、救急医療の

教育にあたってきた。メディックワン・システムの構築には 20 年にわたって努力し、いま

では世界中が消防機関による救命救急システムの模範として見習っている。 
 上述の調査で、シアトルの救命率が突出して高かったのも、メディカル・ディレクター

としてのコーパス先生の強力なリーダーシップによるものである。シアトルではパラメデ

ィックも消防士もミッチェル・コーパスという存在を無視する者は誰もいない。先生は勤

務中はもちろん、車の中でも家に戻ってからも、客と話をしているときも片時も無線機を

離さず、常にシアトル周辺の救急活動のもようをモニターしている。 
 実は、われわれとの昼食のときも、テーブルの上には携帯無線機が置いてあった。指揮

下にあるパラメディックたちがいつでもコールしてくるようになっている。通常はハーバ

ービュウ病院の救命室に隣接する無線室で、電話、無線機、コンピューターを使いながら

パラメディックからの報告を聞き、治療の助言を与える。こうした受信数は１年間に 23,000
件を超えると聞いた。のみならず先生は、パラメディックの書いた報告書を家に持ち帰り、

深夜ベッドの中で読みふける。そしてパラメディックの処置が良かったかどうかを判定し、

必要とあらば一言だけ「すぐにここへ」という恐怖の呼び出しメールをパラメディックに

発信する。 
 
（３）トリプルセブン・ルール 
 ミスを犯したパラメディックは、患者が苦しんでいる救命治療室に呼びこまれ、自分の

犯したミスが如何に恐ろしいものであるかを自分の目で直接見なければならない。とりわ

けコーパス先生がきびしく叱責するのは薬剤の過剰投与だそうである。過剰投与こそは生

きるべき患者を死に追いやる失策につながる。パラメディックの間では「コーパス・ルー

ルを忘れるな」という合い言葉もできているらしい。 
 パラメディックの厳しい任務は、ひとり自分だけにとどまらない。その真剣な勤務ぶり

は自然に消防署内に広がり、救急隊員はもとより、それを支援する消防隊員の全員が同じ

ような気持ちになってゆく。そうなれば火消しと病人の世話は別などという職員はいなく

なる。救急任務が消防署全体の仕事になってゆくのである。 
 それも精神的なことばかりではない。実務的な向上も要求される。パラメディックの資

格を持たないからといって、たとえば銃撃された負傷者が倒れたところへ駆けつけた消防

署員は、一人前のパラメディックでなくとも、救命士が到着するまでには直ちに搬送でき

る状態にまで負傷者を安定させておかねばならない。 
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 シアトルの救急任務には「トリプル・セブン」（７７７）と呼ぶルールがある。７分で現

場に到着、７分で処置を終え、７分で病院へ送りこむことである。 
 パラメディックが如何にすぐれた技能をもっていようと、現場でぐずぐず処置をしてい

ては、却って容態が悪化する。早く手術室へ送りこんで、医師の手にゆだねるという考え

方である。これは救急と医療の一体化にほかならない。相互に切れ目のない治療が救急患

者の命を救うのである。 
 シアトルの、このような救急体制をつくり上げたコーパス先生は、現役にして伝説的な

人物である。緊急事態に際しては即座に反応し、常に第一線に立って粘り強い仕事ぶりを

発揮する。頭脳はかみそりのように鋭く、訓練中の研修医などが自分の指示にしたがわな

いときは、生涯忘れられないような厳しさで叱責し、診察用ハンマー（打腱器）で殴ると

いう伝説もある。 
 メディックワンは3,500人の救命士を擁し、2005年は142,000件の救急電話に対応した。

その電話のひとつが、コーパス自身の心臓マヒであった。そして自ら創り上げた救急シス

テムによって救われたのであった。 
 
（４）市民にも救急訓練 
 彼の下で訓練を受ける救急医たちは、頭脳や知識ではなく、行動によって結果を出さね

ばならない。自分が今なにをすべきか、刻々の行動についてコーパス教授の治療室では誰

も教えてくれない。最近の若者は指示を待ち、指示にしたがって動こうとする。けれども

「これをせよ」「あれをせよ」「次はこれ」などといちいち指示をするのは、する方もされ

る方も煩わしい。自分の判断で事を進めてゆく。その方が余程仕事がしやすいではないか

とコーパス教授はいう。 
 そもそも救急治療の最中に、瀕死の患者を前にして闘いながら、一方で研修医に対して

あれこれ指示をしたり教えたりしている暇はないというのが実情であろう。 
 しかし、コーパス先生の指導は研修医やパラメディックばかりでなく、市民にも及ぶ。

先の新聞調査にあったような心停止が生じた場合、６分以内に除細動などの処置を受けな

ければ助からないとすれば、もはや救急救命士の到着を待っている暇はない。その場にい

る誰かが、すぐに心肺蘇生法（CPR）をほどこす必要がある。というので、これもコーパ

ス先生の強い指導力の下に、各消防署が地域住民に対して訓練を進めてきた。 
 その結果は先の表に示したとおりで、CPR 訓練を受けた市民の割合はシアトルだけが２

桁であり、所謂「バイスタンダー」として実際に心肺蘇生を行なった割合も高い。 
 シアトルでは消防機関の中にある救急組織を「メディックワン」と呼んでいるが、それ

に対して CPR 訓練を受けた市民グループを「メディックツー」と名づけ、訓練修了証を交

付すると同時に、協力体制を強化している。これでタクシーの運転手でもレストランのウ

ェイトレスでも、さらには小学生ですら万一のときは心肺蘇生ができるようになっている。 
 



 41

８ 「HEM-Net の日」 
 コーパス先生との食事が終わったあと、われわれ HEM-Net 調査団は１枚の認定証を手

渡された。「今日のこの日を HEM-Net の日にする」という、キング・カウンティの郡長に

よる宣言であった。 
 キング・カウンティはワシントン州にあって、シアトルを含む大きな郡である。面積は

約 6,000k ㎡というから、日本の栃木県や群馬県に相当する。人口は約 180 万人。アメリカ

のパラメディック発祥の地でもある。キング・カウンティの呼称は、かのマーチン・ルー

サー・キング師にちなむ。 
 その郡長の署名のある認定証には、要旨次のようなことが書かれてあった。 
 
認定書 
 キング・カウンティは長きにわたって、米国と日本との経済的な成功と繁栄を願い、

それを実現してきたことに鑑み、両国が 21 世紀に向かって多くの新しい課題に取組みつ

つ、強力な日米関係を続け

ることの重要性に鑑み、エ

アリフト・ノースウェスト

社がアメリカ北西部最高の

救急医療サービスを遂行し

て い る 事 実 に 鑑 み 、

HEM-Net が元警察庁長官

で前スイス大使の國松孝次

理事長の主導の下、日本に

おけるヘリコプター救急医

療体制の確立を推進してい

ることに鑑み、HEM-Net
代表団をここに迎え、私ロ

ン・シムスは、マーチン・

ルーサー・キング・ジュニ

ア・カウンティを代表して、

本日 2006 年 10 月２日をキ

ング・カウンティにおける

「HEM-Net の日」と宣言

します。住民の皆さん、こ

ぞって HEM-Net 派遣団を

歓迎しましょう。（署名／キ

ング・カウンティ郡長） 
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ハーバービュウ病院のヘリポート――駐車ビル屋上に３面の着陸帯 

 
 

 
患者を乗せた救急ヘリコプター（アグスタ A109）が着陸 
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ヘリコプターから救急患者を降ろす 

 

 
コーパス先生（右から２人目）とシアトルのドクターたち 
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第６章 ゴールデンアワー社 
 
 ゴールデンアワー社は、救急機の出動、飛行監視、臨床図の作成（Clinical Charting）、
料金回収、結果の分析など、航空医療関連のソフト業務を提供する企業である。実は、社

長のケビン・ハットン博士は 2006 年１月下旬、HEM-Net 主催の国際シンポジウム「独・

瑞・米における救急ヘリ運用の実態」のために来日、講演と討議に参加して貰った医師で

ある。 
 
１ 航空医療ソフトウェア 
 ゴールデンアワー社（Golden Hour, Inc）の事業基盤は、コンピューターとインターネッ

トを駆使したデータの収集、集積、分析である。そのためのソフトウェアはパテントのか

たまりで、この知的商品をもって航空医療に当たる病院、救急搬送会社、航空会社などの

顧客と契約を結び、収入と利益の確保に協力すると共に、地域医療の研究開発にも貢献す

るといった役割を演じている。 
 これらの事業を通じて、ゴールデンアワー社が救急患者の救命率の向上、医療の質の向

上、費用効果の向上に役立っていることはいうまでもない。 
 具体的には、たとえば飛行料金の算出と回収の場合、出動案件ごとの飛行経路、飛行時

間を地理情報システム（GIS：Geographic Information System）と GPS を利用して電子

的に記録し、飛行料金に換算して、患者の容態や治療内容に関する情報も含めて、医療保

険会社など所定の機関へ請求を出す。これらの情報の中には、人手によってコンピュータ

ーの画面から記録しなければならないものもあるが、利用者に使いやすいソフトが用意さ

れている。 
 最近は特に、救急医療にも費用効果が求められるようになり、無駄な飛行は保険会社か

ら支払いを拒否されることもある。その一方で、近年ヘリコプター事故が多発しているた

め、安全の確保が最大の課題となっている。ゴールデンアワー社のソフトウェアは、そう

した救急出動の是非もしくは可否を判定すると共に、地図情報と GPS の組み合わせによっ

て、飛行中のヘリコプターの現在位置を表示する運航管理にも当てられる。これで無駄な

出動、無駄な飛行経路を避けて、最良の費用効果をあげることも可能となる。 
 すなわちゴールデンアワー社のソフトウェアは、医療、運航、費用、料金のあらゆる情

報を一体として総合的に処理する。これらの情報は従来、手書きによって紙の上で処理さ

れ、コンピューターを使うにしても個々ばらばらにおこなわれてきた。これでは多くの人

手を要し、時間がかかり、さらに費用がかかってしまう。 
 
２ 国境を越えて利用可能 
 ゴールデンアワーの提供する業務は、航空医療搬送にかかるあらゆる要素をひとつにま
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とめ、単体としてデータ化してしまう。それも個々の顧客の要求に合わせて、望ましい形

でまとめることができる。 
 しかも顧客は、こうしたデータ処理のために、大がかりなコンピューター施設を準備す

る必要はない。小さなパソコンをインターネットにつなぐだけである。膨大なデータの集

積と処理はゴールデンアワー側のコンピューターが行なう。このことによって個々の顧客

のデータ処理が迅速になるばかりでなく、集積データを統合すれば業界全体の統計的な動

向も明らかにすることができる。 
 余談ながら、こうしたゴールデンアワー社のシステムは日本からも利用することができ

る。同社と契約した上で、パソコンをインターネットにつなぎさえすればよく、距離も国

境も関係はない。昨年１月の HEM-Net 国際シンポジウムにはドイツ ADAC のマツケアー

ル総支配人も同席して貰ったが、このとき ADAC としてゴールデンアワーのシステムを利

用したいという話が出ていた。 
 こうしたコンピューター・システムは、航空医療の専門家とソフトウェア開発の専門家

が協力し合って作成し、運用の結果は顧客にとって大きな成果となっている。 
 ゴールデンアワーの顧客は各地の病院、救急搬送会社、航空会社など、全米に広がって

いる。 
 
３ 運航管理と料金回収 
 ゴールデンアワー社の救急出動管理システムは、航空医療搬送にかかわる地域の救急本

部から、その要請を受ける病院、救急搬送会社、航空会社を統合して相互の通信連絡、機

体の配備状況、乗員の待機状況、出動の判定、飛行監視、飛行障害、搬送先病院の状況な

どをリアルタイムで表示しながら、効率的な救急飛行ができるような支援システムである。 
 飛行監視機能の中には、航空機の現在位置のみならず、搬送先となり得る病院の位置、

既存の着陸場所などを表示することもできる。飛行任務の終了後は、実際に飛んだ飛行経

路や飛行時間を再現することも可能。特に飛行の途中で天候が悪化したために、飛行前に

想定した飛行経路から外れ、迂回したことで時間がかかったという証拠を示すこともでき

る。 
 この飛行経路と飛行時間は、料金請求の上できわめて重要な根拠となる。すなわち、こ

れらのデータから直接、請求書が作成され、請求先へ送られる。その背景には上述のよう

なさまざまなデータの集積があるので、必要があればいつでも取り出して、請求金額の根

拠とすることができる。 
 こうした料金計算および請求システムによって、請求料金の計算が簡単になり、請求書

の作成時間が短縮され、費用がかからず、請求先からの問い合わせや確認、反論などがな

くなり、顧客からの送金と、それに対する領収書の発行を含めて、売上げ回収が迅速にな

る。最終的には会計処理の誤りや不正確さもなくなり、会計監査も容易に通すことができ

る。 
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４ 料金回収のむずかしさ 
 飛行料金の回収をするにあたって、何故このような専門会社が登場してきたのだろうか。

これもアメリカのヘリコプター救急事業が急膨張の余り、均衡を損なった結果のひとつか

もしれない。 
 そこで、もう一度、米国の救急ヘリコプターの飛行料金がどのようにして支払われるか

を見てみよう。財源は民間企業の営む医療保険が基本だが、そのほかに公的医療保険――

高齢者および障害者に対するメディケアや低所得者に対するメディケイドから支払われる。

しかし、これらの保険に入っていない人も多く、回収が難かしくなることも多い。 
 料金の算出は、多くの場合、あらかじめ保険会社との間で定められた固定料金に救急患

者の実輸送距離もしくは実飛行時間に応じた変動料金を加える。逆に患者が乗っていない

飛行時間や飛行距離は支払いの対象にならない。もっとも全米のすべてがこの方式に統一

されているわけではなく、いろいろなやり方があるようだが、支払い側の保険会社にとっ

ては都合が好いため、これが主流になりつつある。 
 とすれば、患者が乗っていないときの飛行は無償ということになり、ヘリコプターの拠

点から救急現場への飛行も無償である。帰途は患者を乗せてくるとしても、半分は無償飛

行である。さらに病院を拠点としない独立企業が増えてきたため、出動要請を受けたヘリ

コプターは本拠地から現場へ向かって無償で飛び、現場から病院へ患者を乗せて有償で飛

び、患者を降ろしたのちは病院から本拠地へ再び無償で飛ぶことになる。これらの区間は

もとより等距離ではないが、模式図的に考えるならば３分の２が無償飛行ということにな

る。 
 もっと大きな矛盾は、救急ヘリコプターが現場に着陸して、患者の手当てをした後、ヘ

リコプターで搬送するまでもないというので患者を陸送にすると、原則としてヘリコプタ

ーの費用は支払われない。例外は、事故現場で患者の死亡が宣告された場合とか、何らか

の酌量すべき事情がある場合で、基本料金のみが保険から支払われる。 
 
５ 余計な論争を省く 
 アメリカのヘリコプター救急がこのような料金体系になっていることから、ヘリコプタ

ーはできるだけ患者を乗せて飛ぼうとする。しかし患者をヘリコプターに乗せるかどうか

は、医師やパラメディックなどの専門家が医療面から判定する。特にヘリコプターの出動

を要請した地域の救命センターの判断が強い。 
 どうかすると、その判断が甘く、わざわざヘリコプターで搬送しなくてもよかったので

はないかといった疑問が、後になって保険会社の方から出されることがある。そこで保険

会社と救急搬送会社との間で論争になるが、そんなときゴールデンアワーのような第３者

が客観的な証拠をもとに、ヘリコプター会社や救急会社に代わって保険会社との交渉に当

たることとなる。 
 ヘリコプターの運航者は、基本的に患者を搬送すべきかどうか判断する権限がない。と
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いって遠いへき地で他の手段がないような場合、法律上も人道上も、患者をそこへ放置し

てゆくことはできない。こうした論争が決着するまでに２年もかかることがあるが、ゴー

ルデンアワー社は殆どの事例で、ねばり強く取り立てに成功しているらしい。 
 逆に、このような支払い制度によって、病院経営者はヘリコプターを患者増加のための

手段と考え、過度の利用と不要な出動を助長しているきらいもある。 
 米国のこうした問題について、ゴールデンアワー社のケビン・ハットン社長は、ヘリコ

プターが出動した場合は、患者が乗っていてもいなくても支払うべきだと考える。乗って

いないときは無償といっても、それならば乗っているときの料金単価が高くなるだけの話

で、結果は同じことになる。ただ、患者が乗っていたかいなかったか、不必要に乗せたか

どうかなど、余分な論争はしなくてすむ。余計な手間ひまをかける必要がなくなるという

わけである。 
 そうなれば現場の救急隊員も、応急手当の終わった患者をヘリコプターに乗せるかどう

か、純粋に医療面の判断だけで決めることができる。保険会社とヘリコプター会社との間

にはさまって余計な神経を使わずにすむこととなる。 
 
６ 航空医療コンサルタント 
 ゴールデンアワー社は、以上のような料金回収や運航にかかわる日常業務ばかりでなく、

航空医療に関するコンサルタントとしても活動している。同社には医療搬送の経験者が存

在するばかりでなく、外部の専門家に協力を依頼することも可能なので、顧客の病院や企

業に対し、搬送体制や拠点配置などにかかわる新たな戦略を提案し、事業の拡大に役立つ

ことができる。 
 この中には料金請求および回収の現状分析と新しい手法の提案、請求先との契約内容へ

の助言、医療の質の確保に関する助言、各種のデータ分析などが含まれる。 
 なお、ゴールデンアワーのケビン・ハットン博士は、AMTC を主催したアメリカ航空医

療学会（AAMS）の理事であると共に、アメリカ航空医療研究教育財団（FARE：Foundation 
for Air-Medical Research and Education）の理事長でもある。FARE は昨年夏、小冊子 "Air 
Medicine: Accessing the Future of Health Care" を刊行し、今回の AMTC 会議で出席者

全員に配布した。HEM-Net でも、これを「ヘリコプター救急の未来」と題する冊子に翻訳

し、関係者に配布したところである。 
 また FARE は、AMTC の会場でアメリカン・ユーロコプター社から 15 万ドル、ベル社

から３年間で 30 万ドル、シコルスキー社から 105,000 ドルなどの寄付を受けたことを発表

した。 
 なおハットン博士は既述したように、昨年の HEM-Net 国際シンポジウムに参加して貰

ったと同時に、この調査行にあたって各地の訪問先の紹介はもとより、一緒に同行して貰

うなど大変なお世話をいただいた。これもコンサルタント精神の発露かもしれない。 
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PHI エアメディカル社の救急ヘリコプター運航管理室。ゴールデンアワー社のソフトを使

って、広域管理がおこなわれている。 
 
 

 
PHI エアメディカルのトップ（前列中央）とゴールデンアワー社のトップ、ケビン・ハッ

トン博士（前列右端） 
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第２部 

フライトナース/パラメディックの教育養成 

           日本医科大学千葉北総病院救命救急センター  松本 尚 
             野田市消防本部               関根和弘 
 

 

１ 背景と目的 

平成１３年度から本格的に稼働を行っているわが国のドクターヘリ事業において、医療スタッ

フの搭乗条件については、これまで本格的な議論が行われてこなかった。医師については救急医

学会専門医制度などにより医師の技能を担保する仕組みが出来上がっており、また、JPTEC、

JATEC、ACLS などのさまざまな教育プログラム（脚註参照）により搭乗資格に一定の基準を設置

することが可能ではある。これに対して、医師とともに搭乗する看護師、もしくは救急救命士に

対する資格要件には特に規定がなく、ドクターヘリを運行している施設の判断に委ねられている

のが現状である。またわが国は、救急救命士が医療スタッフとして恒常的にドクターヘリに搭乗

するには、極めて乏しい医療環境でもある。 

一方、わが国のドクターヘリ事業は平成１３年からの開始以来、１０道県１１箇所（平成１９

年１月現在）となり、今後も事業の法制化に伴いさらに需要が増すものと期待される。しかしな

がら、現場へ出動可能な医師の確保に関して明確な保証があるわけではなく、看護師、救急救命

士が‘フライトナース’や‘フライトパラメディック’（以下、フライトナース/パラメディック）

として現場に出動するという可能性も考えなければならない。 

今回、われわれは米国の救急ヘリ運用システム、特にフライトナース/パラメディックの教育シ

ステムを視察し、今後、わが国におけるフライトナース/パラメディック育成の可能性と具体的内

容について考察したので報告する。 

 

２ 調査地および調査内容 

平成１８年９月 25 日から 10 月２日までの期間、Air Medical Transport Conference: AMTC（フェ

ニックス、アリゾナ州、米国）に参加するとともに、１．Omni Flight 社、２．PHI air medical 社、

３．REMSA（Regional EMS ambulance）社の３つの救急ヘリ運航会社を訪問し、（１）フライトナ

ース/パラメディックの条件、（２）雇用時の資格要件、（３）雇用中の教育体制と更新制度、（４）

メディカルコントロール体制ついて聞き取り調査、資料の収集、施設見学などを行った。 

 

３ 結 果 

(１) フライトナース/パラメディックの条件 

AMTC の会場にて幾つかの救急ヘリ運航会社に雇用されているフライトナース/パラメディ

ックから、その教育システムや雇用についての interview を行うことができた。米国の救急ヘリ
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システム（Helicopter emergency medical service system: HEMS）は基本的には、企業ベース（カ

ンパニー）で全米に展開されている。カンパニー、すなわち救急ヘリ運航会社がフライトナー

ス/パラメディックを雇用する形態である。運航会社は、看護師/パラメディックの有資格者を

採用する、独自に看護師/パラメディックの養成を行うかなど、その形態は一様ではない。 

フライトナース/パラメディックは、CAMTS（Commission on Accreditation of Medical Transport 

Systems）の認証を受けなければならない。CAMTS の認証を受けるためには、職種ごとに定め

られている BTLS、ACLS などの資格を取得しなければならず（別表１）、これらのプログラム

は、フライトナース/パラメディックの各々が個人で取得し、さらに定期的に更新しなければな

らない。 

CAMTS には HEMS への就業のための general standards が定められている。この standard は基

本骨格（minimum requirement）を示したもので、Standards の詳細は、AAMS（Association of Air 

Medical Services）が出している、Guidelines for Air Medical Crew Education に掲載されている。

各地域により教育項目は追加され、教育に割り当てる時間数は特に定められてはいない。それ

ぞれの救急ヘリ運航会社ではこれに加えて独自に追加要件を定めているようである。米国では

転院搬送が多いこともあり、各種の医療器材の取り扱いが必要になるためにフライトパラメデ

ィックではなくフライトナースの存在が不可欠のようであった。この場合のフライトナースの

資格には ICU 勤務経験が必要であることはいうまでもない。また、AAMS のガイドラインでも、

転院搬送患者を中心にプログラムが構成されていた。 

(２) 雇用時の資格要件 

雇用時の具体的な資格要件としては、いずれのカンパニーにおいても、①ERや ICUの看護師、

パラメディックとして数年～５年以上の現場経験があること、②各資格の更新が終了している

こと（別表１）、③リーダー的な資質があること、救急搬送が豊富なことなどを求めていた。 

米国では一般に、看護師やパラメディックが病院や消防救急、救急会社などに勤務する場合

や救急車に乗務する場合、別表１の資格を更新しなければ乗務できない。これは救急ヘリ運航

会社に入社するための資格だけではなく、医療職として仕事をする上で必須資格でもある。こ

れらの資格取得や更新は個人負担で行われる。 

(３) 雇用中の教育体制と更新制度 

雇用条件や教育体制はカンパニーによってさまざまではあるが、いずれにおいても教育のた

めの施設整備と指導者の存在は共通していた。 

Omni Flight 社の場合は、雇用に際して CAMTS や AAMS guideline に基づき、独自の指針を定

めている。仮入社後３週間の基礎トレーニング、３ヶ月間の On-the-job トレーニング（OJT）、

その後のシミュレーターを用いたシナリオトレーニングの３段階の教育体制を取っている。シ

ナリオトレーニングの終了後に行われる評価試験に合格すると、はじめて正社員として登録さ

れる。しかし、この仮雇用期間中、５０％は基準を満たさず解雇されるという。正社員に雇用

後の教育体制は、年間１３回ほどの筆記試験、年間４回（８～１０週間ごと）のシミュレータ
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ーを使用したシナリオトレーニング、病院の ICU での年間４～８時間のトレーニングを実施す

ることにより、搭乗要員の質の向上を図っている。このシナリオトレーニグ終了後に評価が行

われ、この評価で社員であっても１０％ほどが雇用を解除されているということであった。視

察した同社のフロアの一室にはシミュレーターが設置され、常時訓練ができる体制が取られて

いた。同社のフライトナース/パラメディックの指導インストラクターは経験十分であり、ACLS

やBTLSなどのインストラクター資格を有しているものがフライトナース/パラメディックの教

育担当をしている。 

REMSA 社は、９１１のディスパッチシステムや救急車出場システム、救急航空搬送システム

（固定翼機、回転翼機を保有）を擁し、リノ市からプレホスピタルケア業務を委託されている。

同社は別棟に教育機関を所有している。日本でいう、救急救命士養成校の性格を持っており、

年間に２回１年間のパラメディック要請のためのプログラムが展開されている。修了後はネバ

ダ州の資格が与えられ、国家資格試験をパスすれば、パラメディックとして就業することがで

きる。このプログラムを修了できるのは平均で８０数％、修了者の９０％以上が REMSA で仕事

を行っている。資格は nation wide なので、他のカンパニーでも仕事はできるとのことであった。

同社入社後は救急車勤務から現場を経験し、救急ヘリ業務に関しては、基本的知識・技術の講

習８０時間を修了後、６～８週間かけての教育が実施されていた。カリキュラムを別図１に示

す。同社もまた、建物内にシミュレーターを設置し、フライトナース/パラメディックが常時訓

練のできる体制が取られていた。 

PHI air medical 社は全米各地に拠点を置いており、実質的は航空会社がフライトナース/パラ

メディックを雇用して、救急ヘリサービスを提供する形態を取っていた。このカンパニーは全

米にネットワークを持っていて、視察したオフィス内で統括したディスパッチシステムを持っ

ていた。各地をシミュレーション専用トラック（別図２）などで移動し、トレーニングを実施

できる体制を整備するとともに、全米から指導的なフライトナース/パラメディックが定期的に

（年に３回）集合し、プロトコルやガイドラインについてのコンセンサス会議を行っている。 

(４) メディカルコントロール 

各社の HEMS に係わるメディカルコントロール体制については、企業により契約状態に違い

がみられた。ほとんどが病院勤務の医師と契約を結び、プロトコルの変更や検証などのメディ

カルコントロールを実施していたが、カンパニーでメディカルディレクターを雇用している場

合もあった。PHI air medical 社ではアリゾナ州内で７人のメディカルディレクターと契約してい

た。Omni Flight 社の場合は、フライトナース/パラメディックのディレクターとメディカルディ

レクターの双方が質の管理を行っていたが、ほとんどは前者が担当しているとのことであった

（personnel control）。メディカルディレクターは治療に関して特異な症例に限り検証を行って

いた。 
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４ 考 察 

わが国のドクターヘリ事業の拡大が順調に進んだとして、搭乗する医療スタッフの養成、質の

担保はどのように行われるのであろうか。日本航空医療学会は年間２～３回のドクターヘリ講習

会を開催しているが、毎回多くの受講希望者があるために十分にその需要に応えることができて

いない。ましてや、その内容はドクターヘリ事業について概説したものに過ぎず、職種別の詳細

な業務内容、厳しい安全管理などに言及したものではなく、講習会の修了資格がそのままドクタ

ーヘリスタッフとしての搭乗資格になるわけでもない。 

各地のドクターヘリ事業における医療スタッフの搭乗条件について全国一律の基準は存在せず、

ドクターヘリを運行している施設の判断に委ねられているのが現状である。かろうじて医師に対

しては専門医制度や幾つかの教育プログラム修了資格が存在するために、これらを搭乗資格要件

として定めることは可能であるものの、フライトナースに関しては議論すら行われてこなかった。

各地の基地病院ではドクターヘリの導入直後は、おそらく‘手探り’で、他地域の方法を参考に

しつつ、OJT を実施して、徐々にフライトナースを育成してきたのが現状であろう。救急救命士

に至っては、その活動フィールドが限られており、彼らが（この職種が）ドクターヘリに搭乗し

て恒常的にフライトパラメディックとして活躍する可能性は極めて低いと思われる。 

一方で、今後のドクターヘリ事業の進展具合によっては、十分な救急医の確保ができない可能

性も危惧される。ただでさえ日常の救急医療需要に対応できるだけの十分な救急医数が不足して

いると叫ばれている中、ドクターヘリに搭乗して現場に出動する救急医を確保できている救命救

急センターがどれほど存在しているのか、実のところわれわれは把握できてはいない。すなわち、

医師が必ず搭乗できると限らない事態も発生するのではないかと危惧されるのである。このよう

な事態に対して解決策を準備しておくことは、今後のドクターヘリ事業の発展のためにきわめて

重要であり、わが国においてもフライトナース/パラメディックという職種を創成することはその

解決策の一つになりうるものと考えられる。 

このような理由により、今回、米国の救急ヘリ運用システムのなかで、特にフライトナース/

パラメディックの教育システムについてその詳細を検討し、今後のわが国におけるフライトナー

ス/パラメディックによる救急ヘリシステムの可能性についても考察した。 

日米における HEMS にはドクターヘリと救急ヘリとの違いがあり、同じシステムとして一概に

比較はできない（別表２）。しかしながら、米国の救急ヘリの搭乗員資格や教育更新制度は、わが

国のドクターヘリシステムの発展のためにも大いに参考になるものと思われる。現在わが国にお

いては、医療機関への勤務や救急車への乗務にあたり、医師、看護師や救急救命士はそれぞれの

免許を所持しているだけでほとんど無条件に就業することが可能である。近年になり医師（とり

わけ救急医）には、専門医制度が導入され、JATEC, JPTEC や ACLS, ICLS などのプログラムの受

講が資格取得・維持の要件に組み入れられるようになった。しかしながら、看護師や救急救命士

にはこのような制度が広く普及しているわけではなく、ましてやドクターヘリに搭乗する医療ス

タッフの公的な資格規定など存在しない。 
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一方、米国では一般的に、医療機関や救急ヘリ運航会社に勤務するには BTLS や ACLS プログ

ラムの受講が必須条件とされており、資格の更新を行わなければ職の剥奪までも規定されている。

米国ではこれらの外部プログラムを雇用条件に上手く取り入れており、このことはわが国のフラ

イトナース/パラメディックの資格を考える上でも、その業務の質を保証するための重要な考え方

であると考えられた。 

米国の救急ヘリシステムは、効率的・合理的という理念のもと、それらをより効果的運用して

いると思われた。さらに同種の企業と常に競合しながら、救急ヘリの安全運行はもとより、搭乗

スタッフの質の向上・維持を継続し続けている。効率的という点においては、有資格者をフライ

トナース/パラメディックとして雇用すること、質の保証もまた外部プログラムによることなどが

挙げられる。さらに、雇用の際に極めて高いハードルを設け、雇用後の訓練と評価を定期的に実

施するなどしている。また、それらを可能にするだけの施設を必ず備えていることは特筆しなけ

ればならない。米国における救急ヘリの運行体制は、民間企業が主体でありコスト意識が徹底し

ている一方で、質の保証のために十分な投資が行われていると感じられた。 

では、わが国の救急ヘリシステムにおいて、米国と同様にフライトナース/パラメディックのみ

の搭乗が可能になるものであろうか？‘それでは「ドクターヘリ」とは言えない’という原則論

はさておき、この質問に対して、現行の医師法、看護師法、救急救命士法などによるさまざまな

制約の存在を、とりあえずは考慮せずに議論を進めてみることにする。 

ドクターヘリによる現場での診療行為には、気管挿管や輪状甲状靭帯切開を含む気道確保、人

工呼吸器の使用を含む呼吸管理、急速輸液や種々の薬剤投与を含む静脈路確保、FAST（Focused 

Assessment with Sonography for Trauma）における超音波診断、胸腔ドレーンの挿入と管理などが

考えられる。これらの診療行為を医師に代わってフライトナース/パラメディックが行うことにな

れば、どこまでが可能でどこまでが不可能であるかを議論しなければならない。これまでのドク

ターヘリによる数々の実績を考慮すれば、先に列挙したものすべてが必要な項目であり、米国を

例に取っても同様であると考えられる。 

わが国の看護師であっても ER、もしくは ICU での勤務経験が十分にあれば、先の項目を実施で

きる基礎的知識と技能は持ち合わせている可能性は高いことが推察される。一方、救急救命士で

あっても気管挿管と薬剤投与の許可を受けているものにあっては、その知識と技能が一定のレベ

ルに達しているものも多く存在している。問題となるのは、それらフライトナース/パラメディッ

クの候補者の選定基準の設置と、どのような形で教育・訓練を実施していくかである。また、本

邦でのプレホスピタルケアの実状を鑑みれば、看護師に比べて救急救命士が多種多彩な薬剤を扱

える可能性は極めて低いと言わざるを得ないこと、また重症患者の転院搬送などでは ICU での勤

務経験が極めて重要であること、一方では救急・災害現場への出動とそこでの消防との協働は救

急救命士に一日の長があること、などを考慮すれば、フライトナースとフライトパラメディック

の両者にはある一定の業務の‘棲み分け’も存在することになるであろう。おそらくフライトナ

ースとフライトパラメディック各１名ずつが一つの医療クルーとして搭乗する形が理想的である
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と思われる。 

さらに重要なのは、フライトナース/パラメディックの教育と業務内容の検証は、徹底したメデ

ィカルコントロールの下で行わなければならないということである。わが国において質の高い

HEMS を展開しようとするのであれば、単に傷病者をヘリコプターで‘搬送’するだけではなく、

前述したような診療行為を適切に実施できるような体制を整えなければならない。その実施者を

医師に代わってフライトナース/パラメディックに行わせようとする以上、現在わが国で構築され

ているプレホスピタルケアに対するメディカルコントロール体制をはるかに凌駕するレベルのメ

ディカルコントロールが必要になることは当然のことである。 

以上の調査結果から、わが国におけるフライトナース/パラメディックの教育養成体制を構築す

るには、以下のような条件を満たすべきであると考える。 

1. フライトナース/パラメディックとしての資格要件には、救命救急センターや集中治療室、

救急現場出動などの勤務経験と、多種にわたる外部プログラムの資格取得が必要である

（年数およびプログラムの種類に関しては、わが国実情に応じて別途検討）。 

2. 資格取得後も継続的な教育制度の下で、恒常的な質の維持を担保すべきである。 

3. 資格取得のための教育プログラムの基本構成は別表３に示す通り（Guidelines for Air 

Medical Crew Education をわが国の実状に合わせて改変した）。 

4. フライトナース/パラメディックに対する恒常的な教育を実施する施設整備が必要である。 

5. フライトナース/パラメディックの教育と業務に関して、強力なメディカルコントロール

の存在が不可欠である。 

 

（脚註） 

シミュレーターや模擬患者を用いて模擬診療を行いながら、標準化された診療手順を学習する

医学教育プログラムを指す。心肺停止、外傷などの疾患別や、医師、看護師、救急隊員など職種

別にプログラムが組まれている。 

わが国においても近年になり急速に普及しており、現在広く行われているプログラムには、医

師/看護師向けの救急蘇生法を学ぶ BLS（Basic Life Support）、ACLS（Advanced Cardiac Life Support）、

ICLS（Immediate Cardiac Life Support）、医師向けの外傷初期診療ガイドラインである JATEC（Japan 

Advanced Trauma Evaluation and Care）、救急隊員向けの外傷病院前救護ガイドラインである JPTEC

（Japan Prehospital Trauma Evaluation and Care）などがある。 

BLS や ACLS は国際的に authorize されているが、ICLS は ACLS を、JATEC と JPTEC はそれぞ

れ ATLS（Advanced Trauma Life Support）と BTLS（Basic Trauma Life Support）/PhTLS（Prehospital 

Trauma Life Support）をわが国独自に改変したものである。ICLS は有限責任中間法人日本救急医

学会、JATEC は NPO 法人外傷診療研究機構、JPTEC は有限責任中間法人 JPTEC 協議会により、

それぞれ authorize されており、プロバイダー更新制度やインストラクター資格制度が設けられて

いる。 
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別表１ フライトナース/パラメディックとして更新すべき資格例（CAMTS より改変） 

パラメディック 
プレホスピタル外傷系 BTLS，PhTLS 

プレホスピタル内因系 ACLS 

看護師 

病院内外傷系 ATLS for nurses 

病院内内因系 ACLS，PALS，APLS 

ICU 系 PEPPBasic，TNCC 

BTLS; basic trauma life support, PhTLS; prehospital trauma life support, 

ACLS; advanced cardiac life support, ATLS; advanced trauma life support, 

PALS; pediatric advanced life support, APLS; advanced pediatric life support course, 

PEPPBasic; prehospital emergency pediatric preparation basic, 

TNCC; trauma nursing core course 

 

 

 

 

別表２ ドクターヘリ/救急ヘリの日米の比較 

 日  本 米  国 

1．運行に関すること 

①搭乗員組み合わせ 

 

MD＋RN 

RN＋RN，RN＋P，MD＋RN 

MD＋P，P＋P 

②現場/転院搬送 現場＞病院間搬送 

回転翼機のみ 

現場＜病院間搬送 

回転翼機/固定機 

③資金 公的資金 民間企業 

④認定 制度なし CAMTS 

⑤運行時間 日没 有視界飛行 ２４時間 計器飛行 

２．乗員資格に関すること 

①搭乗資格 

 

制度なし 

BTLS/PhTLS，ACLS の資格更新など 

別表１参照 

②搭乗員資格更新制度 制度なし 定期的に筆記・実技試験 

③訓練方法 OJT 筆記試験，ｼﾐｭﾚｰﾀｰ使用のｼﾅﾘｵ，OJT 

④指導者 特になし ｽﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 

３．メディカルコントロール 地域 MC（地域により不

十分） 

カンパニーごとに大学や病院医師と契

約、もしくは企業で雇用 

MD; medical doctor, RN; registered nurse, RA; , P; paramedic,  

CAMTS; Commission on Accreditation of Medical Transport Systems, BTLS; basic trauma life support, 

PhTLS; prehospital trauma life support, ACLS; advanced cardiac life support, OJT; on the job training, 

MC; medical control 
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別表３ フライトナース/パラメディック育成のための教育プログラム 

（Guidelines for Air Medical Crew Education より改変） 

【総論】 

 講義 病院実習 スキルトレーニ

ング 

備 考 

（モジュール１～４） 

航空医療搬送の歴史・資格要件・ 

社会との関係 

 

８ 

 

０ 

 

必要に応じて 

地域における EMS、

HEMS 企業と医療機

関の関係、財源など

（モジュール５～１０） 

安全管理と緊急時の対応 

 

１４

 

４ 

 

必要に応じて 

航空機と搭乗者の

安全、緊急時の対応

など 

（モジュール１１） 

情報伝達手段 

 

２ 

 

０ 

 

必要に応じて 

無線通信など 

 

（モジュール１２） 

倫理的・法的問題 

 

２ 

 

０ 

 

必要に応じて 

航空法、ドクターヘ

リ法など 

（モジュール１３） 

質の管理 

 

２ 

 

０ 

 

必要に応じて 

ドクターヘリプロ

グラムや搭乗者の

安全のための質評

価について 

（モジュール１４） 

航空医学 

 

２ 

 

０ 

 

０ 

航空搬送に関する

医学 

（モジュール１５） 

傷病者の評価と搬送のための準備 

 

２ 

 

８ 

 

必要に応じて 

傷病者の評価と脊

椎固定、ヘルメット

はずし、牽引など 

総時間 ３２ １２ 必要に応じて  

 

 

【内科的疾患】 

 講義 病院実習 スキルトレーニ

ング 

備 考 

（モジュール１６） 

心大血管疾患 

 

４ 

 

３６ 

 

必要に応じて 

循環器製剤の使

用、中心静脈/動

脈ラインの取り

扱い、X 線読影 

（モジュール１７） 

呼吸器疾患 

 

４ 

 

８ 

 

必要に応じて 

呼吸音の聴取、呼

吸器製剤の使用、

気道管理、X 線読

影 

（モジュール１８） 

神経系疾患 

 

４ 

 

３６ 

 

必要に応じて 

神経学的所見の

取り方、GCS、瞳

孔の見方 

（モジュール１９） 

中毒 

 

２ 

 

０ 

 

０ 

中毒に対する危

険性と対処方法 

（モジュール２０） 

代謝・内分泌・免疫疾患 

 

４ 

 

８ 

 

必要に応じて 

免疫抑制、骨髄移

植患者の対応 

（モジュール２１） 

体温異常 

 

２ 

 

０ 

 

必要に応じて 

特殊環境下での

疾患 

（モジュール２２） 

狭小空間における拘束と対応 

 

１ 

 

８ 

 

必要に応じて 

精神疾患患者等

への対応 

総時間 ２１ ８８ 必要に応じて  
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【外傷】 

 講義 病院実習 スキルトレーニ

ング 

備 考 

（モジュール２３） 

受傷機転（鈍的/穿通性） 

 

２ 

 

３６ 

 

必要に応じて 

外科 ICU、外傷 ICU

 

（モジュール２４） 

整形外傷と肢の切断/変形 

 

２ 

 

８ 

 

必要に応じて 

外科 ICU、外傷 ICU、

整形外科病棟 

（モジュール２５） 

熱傷、化学熱傷、電撃症 

 

２ 

 

１２ - ２

４ 

 

必要に応じて 

外科 ICU、外傷 ICU、

熱傷ユニット 

（モジュール２６） 

頭頸部・顔面外傷 

 

２ 

 

１２ - ２

４ 

 

必要に応じて 

外科 ICU、外傷 ICU、

手術室、形成外科外

来、気道管理手技 

（モジュール２７） 

胸部外傷 

２ １２ - ２

４ 

必要に応じて 外科 ICU、外傷 ICU、

手術室、胸腔ドレー

ン/胸腔穿刺手技 

（モジュール２８） 

腹部外傷 

２ １２ - ２

４ 

必要に応じて 外科 ICU、外傷 ICU、

手術室 

総時間 １２ 92-140 必要に応じて  

 

【母体/新生児・乳児・小児】 

 講義 病院実習 スキルトレーニ

ング 

備 考 

（モジュール２９） 

産科学/出産 

 

１６

 

１６ - ２

４ 

 

必要に応じて 

分娩前/陣痛/出産

の管理、分娩介助、

胎児モニター 

（モジュール３０） 

新生児・乳児のケア 

 

１６

 

１６ - ２

４ 

 

必要に応じて 

新生児看護、新生児

ICU、児体重に応じ

た器材の取り扱い 

（モジュール３１） 

小児のケア 

 

１６

 

１６ - ２

４ 

 

必要に応じて 

小児 ICU、児年齢/

体重に応じた器材

の取り扱い 

総時間 ４８ ４８ - ７

２ 

必要に応じて  

 

【特殊状況/高リスク環境】 

 講義 病院実習 スキルトレーニ

ング 

備 考 

（モジュール３２） 

高リスク出産 

 

１６

 

72-144 

必要に応じて 高リスク、重症患

者に対する技術

トレーニングと

病院実習は、患者

の評価と治療に

関する高度な訓

練に焦点を当て

る。 

（モジュール３３） 

高リスク新生児ケア 

 

１６

 

72-144 

 

必要に応じて 

（モジュール３４） 

重症小児患者 

 

１６

 

72-144 

 

必要に応じて 

（モジュール３５） 

補助循環装置のついた心血管疾患患者 

 

１６

 

72-144 

 

必要に応じて 

（モジュール３６） 

人工呼吸器のついた患者 

 

４ 

必要に応

じて 

必要に応じて 

総時間 ６８ ７-14 週 必要に応じて  
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別図１ 仮雇用（認定）されたパラメディック教育プログラム 

        http://business3.plala.or.jp/hem-net/usa08.xls 

 

 

別図２ シミュレーション・トレーニングトラック 
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• Human Factors Checklist – An Aircraft Accident Investigation Tool, School of Aviation Safety, July 

15, 2002  

 



別図１　仮雇用（認定）されたパラメディック教育プログラム
人的資源

TAPの資格を有する

第1段階(48-96時間)

システムの知識，運転，手順

BLS処置及びBLSの基礎的な技量の評価
　　実技指導知識における基礎的な技量

第1回
プロトコルテス
ト
地図作成テスト
(Mapping)

第2段階(48時間)

BLS及びALS患者の処置

BLS患者の処置及び評価に伴う確実な技
量のデモンストレーション評価

実技と配置の知識における技量の堅実な
デモンストレーション評価

第2回
プロトコルテス
ト
知識テスト

第3段階(144時間)

BLS患者の処置及び評価に伴う技量の
確実な実演

リーダーシップスキルにおける技量向上の
シミュレーション

コミュニケーションスキルにおける技量向上
の技量のシミュレーション

ALS患者の処置及び評価に伴う技量向上
のシミュレーション

第3回プロトコルテス
ト
Zollモニター評価

EPSによるACLS/BT
LS/PALSスキル復習

第4段階(144-288時間)

リーダーシップスキルにおける確実な
技量のシミュレーション

コミュニケーションスキルにおける確実な
技量のシミュレーション

ALS患者の処置及び評価に伴う確実な
技量のシミュレーション

　　プロトコル評価
（患者と相対するチェッ
クリストを一致させるこ
と）

第5段階(48-96時間)

指導無しでTAP機能を果たすこと

リーダーシップスキルにおける技量の
確実なシミュレーション

コミュニケーションスキルにおける技量の
確実なシミュレーション

ALS患者の処置及び評価における技量の
確実なシミュレーション

知識ワークシー
ト
最終シナリオ

第6段階(100勤務時間)

100％チャートを復習

成績の維持
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あとがき――まとめと結論 
 
 
１ 基本命題は安全性と経済性 
 ヘリコプター救急という観点からアメリカの現状を見ると、日本にとって模範とすべき

点は多いものの、一方でいくつかの矛盾も見えてくる。今回の調査では特に大きくそれを

感じた。 
 アメリカは国土が広く人口密度が低いだけに、基本的には医療過疎の国である。その過

疎を埋めるためにさまざまな方策が取られているが、そのひとつが航空機の利用にほかな

らない。他の国々にくらべて、救急用の飛行機もヘリコプターも桁違いにたくさん飛んで

いるのも、時間距離を短縮して過疎の解消をめざすものといえよう。 
 とりわけ近年は、拠点数および機数の増加がいちじるしく、理想とする目標に近づきつ

つある。ところが余りに急激に増加したせいか、一方ではさまざまな問題が露呈してきた。

最も大きい問題は事故の多発と飛行料金の未収である。具体的な内容については本文に書

いた通りだが、ヘリコプター救急という制度を長く維持し、進展させてゆくには安全性と

経済性の確保こそが基本要件である。 
 この根本問題をアメリカが今後、どのように解消してゆくのか。日本にとっても同様、

今後ヘリコプター救急の医療提供体制の維持・向上をはかるための基本命題にほかならな

い。 
 
２ 医療保険制度の欠陥 
 ヘリコプター飛行料金の回収がむずかしいという問題の背景には、アメリカの医療保険

制度の欠陥がある。米国勢調査局（U.S. Census Bureau）によれば、2003 年の統計だが、

アメリカ国民の 15％、4,400 万人（うち子供は 800 万人）が医療の恩恵を受けられないで

いるという。健康保険や医療保険に入っていないためで、こうした無保険者は近年ますま

す増えてきた。 
 しかも無保険の患者は手おくれの状態で病院にかつぎこまれることが多く、死亡する確

率も高い。そのためハーバービュウ病院が 2004 年５月に発表した調査によれば、全米で

2,000 人近い救急医の 57％が国民皆保険の制度をつくる必要があると答えている。 
 コーパス博士も救急医として長年にわたって無保険の患者の悲惨な結末を直接見てきた。

「保険に入っていない患者は年を追って増えている。そのような人びとを、われわれは救

急室で治療し、安定させるが、そのあと患者は無理に退院させられてしまう。入院費や治

療費が払えないため、病院にとどまって治療を受けることができず、別の専門医に相談す

ることもできないし、薬を買うこともできない。その結果がどうなるかは明らかだ」 
 無保険のまま治療を受けると、ちょっとした検査や治療をしただけで、100 万円を超える



 60

莫大な請求書が病院から送られてくる。そのため、2007 年３月 21 日付けの朝日新聞は 2005
年の調査の結果として、アメリカの個人破産約 140 万件のほぼ半数が医療費のための借金

過多によるものだったと報じている。 
 こうした医療保険システムの欠陥によって、アメリカでは患者が身体的に衰亡してゆく

ばかりでなく、病院もまた経済的に破綻してゆく。救急が必要なのは、患者ばかりでなく

病院も同様なのである。ひいてはヘリコプター救急にも影響が及ぶことになる。 
 スイスやドイツのように国民皆保険制度のできている国では、医療費はもとより、ヘリ

コプター救急費もほとんど取りはぐれることはない。スイスの場合は１％程度と聞いた。 
 
３ 母体搬送 
 出産をひかえて危険な状態におちいった母親を如何に迅速に適切な医療施設へ運ぶか。

この母体搬送の問題については第２章で触れたが、日本ではますます深刻な状態となりつ

つある。2007 年３月 24 日の朝日新聞によると、危険度の高い妊婦と出産を扱う「総合周

産期母子医療センター」は全国で 62 ヵ所だが、母体の受け入れを断るケースが増えている

という。 
 これは 2005 年度の実績で、62 施設のうち 52 施設から得られた回答結果だが、全国でハ

イリスクの母体受け入れ依頼 9,161 件のうち、受け入れられたのは 6,125 件（67％）のみ。

これを東京９施設と大阪４施設に限るならば、依頼がきた 2,708 件のうち 1,180 件（44％）

しか受け入れられなかった。ベッドが常に満床状態にあるためで、どの医療施設もやりく

りしながら県境を越えた搬送をしている。しかし決して十分ではなく、2006 年夏の奈良県

の妊婦のように 19 施設に受け入れを断られ、ついに死亡するという事件も起こった。 
 さらに翌 25 日の朝日新聞は、過去１年間にお産の取扱いをやめた病院が全国で 105 ヵ所

に上るという調査結果を報じた。これは分娩を扱っている病院の８％に相当し、事態はい

っそう深刻化しつつある。 
 対策としては、もとより産科医の増強と出産取扱い病院の復活などが基本ではあるが、

広範囲にわたる長距離の迅速な母体搬送は、ヘリコプターの最も得意とするところである。

救急医療と同様に産科医療でもヘリコプターの活用を考え、たとえば周産期母子医療セン

ターにはヘリポートを設けるなど、システマティックな対策を講じるべきであろう。

HEM-Net も現在、ヘリコプターによる母体搬送の普及をめざして基礎研究を進めていると

ころである。 
 アメリカの実例でも見てきたように、航空医療搬送の発端の一例が周産期医療の課題を

解消するためであった。ヘリコプターは周産期医療において、補完的ではあるが、必ずや

役に立つ機能を発揮するであろう。 
 
４ 医師よりも高い救急技能 
 最後にもう一度、シアトルのミッチェル・コーパス博士に触れておきたい。救急医の立
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場から見た最近の問題は、上述した無保険者の増加ばかりではない。交通事故がいっこう

に減らないこと、銃撃による負傷者が増えていることも大きな懸念という。先生によれば、

アメリカは多くの国で実行されている社会的ルール――飲酒運転の禁止と銃砲類の禁止が

できていない国なのだ。 
 その記憶では、1972 年頃ハーバービュウ病院での銃創治療は１ヵ月１件程度であった。

ところが最近は１ヵ月 20～30 件にもなる。社会的な荒廃の証だとコーパス先生はいう。そ

のうえアメリカの交通事故による死者は長年にわたって４万人台を数え、いっこうに減る

気配がない。 
 こうした事態に備えて、シアトルの救急隊メディックワンは日夜、惜しみない努力を続

けている。最近は新しいメディックワン本部がハーバービュウ病院の中に移転してきた。

これはメディックワンがますます医療面の役割に深く貢献したいという考え方の現われで、

コーパス先生もそれに応えて徹底したしごきを加えている。 
 先ずメディックワンの隊員になるためには、ハーバービュウ病院で 3,000 時間に及ぶ教

育訓練を受けなくてはならない。その内容は外傷、熱傷、溺水、心臓疾患、小児救急、産

科医療、急性中毒などに対する緊急対応である。これにより救急隊員の緊急医療技術は、

平均的な医師よりもずっと高い。「私は自信をもって、パラメディックたちを救急現場に送

り出している」とコーパス先生はいう。 
 といって、最高度の水準を持つ隊員の人数も限られる。そこで彼らの救急出動は２段階

に分けて行なわれる。まず最寄りの消防隊員が事案発生から３分半で現場に駆けつける。

そこで初期治療に当たるが、必要があれば３分後に高度の技能を持ったパラメディックが

到着するといった具合である。 
 シアトルの救急本部には、年間８万件程度の救急電話がかかってくる。そのうち半分は

最寄りの消防隊員だけで処置できる程度の症状である。メディックワンが出動するのは残

りの半分で、さらにその半分が入院などの本格的治療を必要とする事案である。しかし、

いずれにせよ市民の誰かが急病になったとき、そこに駆けつける救急隊員は誰もが適切な

訓練を受けており、間違いなく高い救命率を上げている。 
「パラメディックは危険な容態の患者に立会い、一度でも自分自身で蘇生させた経験をも

つと、そこで一挙に自信がつき、能力も高まる」とコーパス先生はいう。 
 
５ 病院と消防との連携 
 シアトルのメディックワンは 1970 年に発足した。以来 35 年余にわたってすぐれた機能

を発揮しているのは何故か。コーパス先生は３つの理由を挙げる。第１は対応が迅速であ

ること、第２に市民の理解と協力を得ていること、第３に有効な治療法を求めて調査研究

を怠らないことである、と。 
 確かに、メディックワンの存在と活動について、シアトル市民は直接自分たちに関係し、

自分たちのためにあるのだと考えている。シアトル市民は、本文でも見たように、アメリ
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カでも飛び抜けて多くの人が CPR 訓練を受けている。シアトル市内で心停止におちいった

人は、半数が一般市民の CPR 手当てを受けており、そこへ救急隊員が駆けつけるというの

が実状である。 
 市民の間に、こうした救急訓練が広がるにつれて、救急とか急病に関する知識も広がり、

大した病気でもないのに大騒ぎをして救急車を呼ぶといったことも減ってきた。このよう

な成果は、ハーバービュウ病院とシアトル消防局が 35 年以上にわたって、強力かつ緊密な

連携を維持してきたことによる。シアトル市のこうした考え方は、今や全米から全世界に

広がり、多くの都市がシアトルのやり方を見習うようになった。 
 
６ 大規模災害への対応 
 もうひとつ、ハーバービュウ病院は、個々人の救急医療だけでなく、大災害に対する防

災システムも充実している。無論これは、ハーバービュウだけのシステムではない。シア

トルおよびキング・カウンティ、さらにはワシントン州の緊急機関を含めた大規模な体制

である。ハーバービュウ病院は、この地域の災害医療病院本部（DMHC）に指定されてい

る。DMHC は通信連絡の中心で、そのための機器とスタッフを備えておかねばならない。 
 これまでもハーバービュウ病院は何度もその役割を果たしてきた。過去 10 年ほどの実積

は、たとえば 1995 年ボーイング社の工場で化学薬品が爆発したときは 150 人の患者が救護

されたし、96 年のクリスマスに襲ってきた冬の嵐では 50 人が救われた。98 年の感謝祭の

日にはオーロラ橋でメトロバスが事故を起こし 42 人が搬送された。99 年にはバレー医療セ

ンターが停電し、入院患者 180 人が別の病院へ転送された。 
 こうした事態に対応するため、ハーバービュウ病院の無線室には、周辺地域の緊急医療

通信ネットワークの心臓部として、電話 11 台、無線機 12 台、コンピューター３台、ファ

クス２台が設置されていて、電話と無線機はほとんど通信の相手先が決まっている。つま

りメディックワン、消防、警察、救急センター、キング・カウンティ防災本部などとのホ

ットラインになっているのだ。ほかに４台のアマチュア無線も置いてある。 
 こうした準備体制は、緊急時にあっては如何なる手段を使ってでも、必ず連絡が取れる

ことをめざしたものである。したがって通信手段は決して単一であってはならない。必ず

複数の、無駄と思われるくらいの準備をしておく必要がある。それでも、いざとなれば足

りなくなることは、しばしば経験するところである。 
 この無線室は ER 室に隣接していて、コーパス先生は実はこの無線室の主でもある。毎日

ここからメディカル・ディレクターとしてパラメディックへの指示を出しているのだ。 
 今後の日本で、ヘリコプターが医療提供手段のひとつとして社会的な発展を遂げるため

には、ドクターヘリの増加はもとより、消防防災ヘリの救急分野におけるいっそうの活用

と、それに乗組む救急救命士の質的向上が必要であろう。それには有力な病院との緊密な

連携が基本要件となろう。 
（西川 渉） 
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