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関西広域連合におけるドクターヘリ運航の現状と課題

関西広域連合広域医療担当委員の飯泉嘉門徳島県知事と対談する國松孝次HEM-Net会長
（2019.8.20）

本誌は、一般社団法人日本損害保険協会および全国共済組合連合会（JA共済連）の助成を受けて作成されたものです。
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　関西広域連合の広域事業の中で、広域医療分野の
事業が活発に行われ、その中でも特に、ドクターヘ
リの共同運航が平時および災害時において、大きな
成果を上げているというのは事実だと思います。
　まず平時の話ですが、日本では、都道府県におけ
る三次医療圏というのが一番高度の医療の単位とい
うことになっています。
　しかし、せっかく2府6県、4政令市、これが一緒
になって関西広域連合を形作っているわけでありま
すので、府県域を越える「四次医療圏・関西」という
ものを、広域医療としてまず掲げ、平時におけるド
クターヘリや、あるいは消防防災ヘリのドクターヘリ機能を活用致しまして、30分以内での救命救急、こ
れを実現するという目標を持っています。
　また、四次医療圏ということで、当然ドクターヘリだけではなくて、例えば小児に対してであるとか、あ
るいは癌に対して重粒子であるとか、こうしたものについても、お互い得意分野を持ち寄って、進めていこ
うということでやってまいりました。
　そうした大きな目標を掲げたところですが、実は大きな試練が関西広域連合結成の翌年にすぐやってまい
ります。これが平成23年3月11日の東日本大震災であり、徳島県が医療分野のオペレーションをするとい
うことになりました。
　関西広域連合の全ての力を岩手、宮城、福島の3県に入れるべきだと提案をさせていただき、広域防災を
担当している井戸兵庫県知事の決断で、岩手県には大阪府と和歌山県、宮城県については兵庫県・徳島県、
鳥取県もここに加わる。そして更に福島県については滋賀県と京都府で対応することとし、それぞれの医療
部隊を投入することになりました。
　ところが、この中で、福島第一原発の爆発事故が発生し、これによって福島県に入っていた京都・滋賀の
医療部隊が全て宮城県に入ってきてしまうという事態になる。しかし、不眠不休で対応をしていた宮城県も
手一杯。ということで、「自分達で判断してくれ」ということになってしまって、最終的には宮城県庁の方
に展開をしていた徳島県が、派遣部隊の運用の責任を持つことになりました。
　ということで、災害医療の部隊を増強させていただき、お医者さん達のオペレーション体制を走りながら
考えることになりましたが、その時発案したシステムが医療コーディネーター制度として確立していくこと
になります。
　その後も大きな災害が全国で色々と発生をする中で、例えば、熊本の直下型地震の時には、関西広域連合
の方にドクターヘリの派遣要請がありました。当時はまだ鳥取県ドクターヘリの導入前でしたので、6機体
制でしたが、関西広域連合の西側に位置する3機、すなわち、但馬にいる3府県ヘリ（公立豊岡病院を拠点
とし兵庫・京都・鳥取の3府県をカバーするヘリ）、播磨にいる兵庫県ヘリ、そして徳島県ヘリの3機を急行
させました。

徳島県知事  飯泉 嘉門 氏

関西広域連合ドクターヘリの広域運用の発展の経緯と効果

飯泉嘉門・徳島県知事（関西広域連合・広域医療担当委員）の話

　我が国のドクターヘリは、現在、43の道府県に53機が配備され
るに至っている。ほぼ全国、どこででも、ドクターヘリのサービス
が受けられる体制が整ったと言ってよい。
　ドクターへリ運航の今後の重要課題のひとつは、このように整備
されたドクターヘリの全国的なネットワークを如何に有効に構築す
るか、言い換えれば、都道府県境の枠をはるかに越えて広域にわた
り高速で活動することができるヘリコプターの利点を活用した広域
医療提供体制を確立するために、各ドクターヘリ配備道府県相互の
間およびドクターヘリ運航基地病院相互の間に、如何に良好な連携体制を確立するか、ということ
である。
　今、この課題に正面から向き合い、チャレンジングなドクターヘリ広域運航体制を構築している
のが、「関西広域連合」である。
　関西広域連合は、関西地域の様々な広域課題への対応の深化等を目指して、平成22年12月1日
に設立された地方自治法上の広域連合である。当初の構成メンバーは、滋賀、京都、大阪、兵庫、
和歌山の近畿5府県に鳥取、徳島の2県を加えた7府県であったが、その後、平成24年には大阪市、
堺市、神戸市、京都市の4政令指定都市が、平成27年には奈良県が、それぞれ加入して、現在は、
8府県、4政令指定都市による連合体に発展している。都道府県レベルの広域連合としては、我が
国初のものである。
　その組織運営形態を見ると、関西広域連合として、普通地方公共団体の議会と同じ権限を有する
「広域連合議会」（議員数39名）を持ち、構成団体の長で構成される「広域連合委員会」（委員長・
広域連合長=兵庫県知事）が、広域連合の運営上の重要事項に関する基本方針等を決定し、実施に
移している。
　関西広域連合の取り扱う事務は、広域防災、広域観光・文化・スポーツ振興、広域産業振興、広
域医療、広域環境保全など7分野にわたるが、このうち、広域医療の分野は、徳島県知事が担当委
員を務め、同県保健福祉部医療政策課・広域医療室が事務局を受け持っている。関西広域連合の行
う広域事務のうち、最も目に見える形で実績をあげているのが、この広域医療の分野であり、7機
のドクターヘリの広域運用によって、府県域を越えた「第4次医療圏」ともいうべき広域医療圏を
創設して、注目すべき活動を行っている。
　この度、関西広域連合・広域医療担当委員の飯泉嘉門・徳島県知事、関西広域連合・広域医療局
を受け持つ井上晋一郎・徳島県保健福祉部医療政策課広域医療室長および横田雅史・同室係長なら
びにドクターヘリ運航の現場を担当する三村誠二・徳島県立中央病院救急科部長を訪ね、関西広域
連合におけるドクターヘリ運航の現状と課題について、お話を伺ってきた。
　関西広域連合は、たしかに、関西地方に育まれた独自の地域文化と歴史を背景にして、はじめて
結成が可能になったという事情はあるのかもしれない。しかし、飯泉知事が対談の中で言っておら
れるように、他の地方でも、じゅうぶんに成立が可能なものである。
　関西広域連合の挑戦を参考にして、道府県境を越えた広域にわたるドクターヘリの運航システム
が全国に構築されていくことを願うものである。

はじめに
HEM-Net 会長  國 松  孝 次
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　徳島県は、実は、人口10万人当たりのドクターの数は、日本で一位です。その徳島でも、診療科偏在と
地域偏在には悩んでいる。
　徳島は、県南・県央・県西と3つのエリアに医療圏が分かれているのですが、県南の海部病院では、お産
が出来なくなった。つまり産婦人科医が福島の事件以降、2人いないとだめということになったのですが、
1人しかいなくなってしまった。まあ、いわゆる医療崩壊。その象徴が県南でお産が出来ないということが
始まったんですね。この問題の根っこにある医師不足対策としては、各都道府県が共同で作り上げた自治
医科大学の制度があります。ただ徳島県の場合には、自治医科大学の卒業生の割り当て枠は、毎年2人から
3人ということなんですね。とてもそれだけの人数では足りない。ということで、文科省と厚労省が連携し
て、旧国立の医科大に地域枠を設けることになった。徳島の場合には徳島大学に地域枠として17名が設け
られた。この17名と自治医科大からの2あるいは3名を合わせると毎年約20名。この若き医師たちで、地域
の医療を担おうということになりました。徳島の場合、医療崩壊の象徴になったのが県南でありましたの
で、この県南を重点区にして、マイナスからゼロ、ゼロからプラスへと、ピンチをチャンスにするモデルを
作ろうということでやったのが、「海部・那賀モデル」というものです。
　これは何かというと、県南の医療崩壊の象徴と言われた海部病院を、東日本大震災発災を契機にして、南
海トラフ巨大地震を迎え撃つために、都道府県立病院としては初の高台移転を進めたんです。そして、それ
だけではなくて、県立の海部病院を中核として、この地域の町立病院との連携を深める対策をたてた。例え
ば月に1回、海部病院でカンファレンスをすることによって、同じ診療科でこのエリアにはこれだけお医者
さんがいるということがお互いにわかるようになり、自分達は海部病院を中核として地域を守っているんだ
という意識が生まれた。それまでは、県立病院は県立病院、町立病院は町立病院、バラバラだったんです
が、それを一緒にすることによって大変いい関係が生まれることになり、お医者さん達が辞めるのではなく
て、逆にどんどんそういうところでチャレンジしようという雰囲気が出来てきて、地域枠の医師たちも集ま
るようになってきました。正にピンチをチャンスに切り替えた「海部・那賀モデル」。これが非常に成功し
た。
　県としては、このモデルを県西部の方にも拡げて行こうというのがこれからの道です。

　かつて、第一次安倍内閣の時に、道州制を導入するために憲法改正をして正面から取り組もうという動き
がありましたが、その時に、それぞれのエリアでも、そういう検討が進んだことがありました。関西広域連
合の構想もそうしたものの中から生まれてきた。ただ関西広域連合だけが、どうして実現できたのかという
と、行政だけの力じゃなかったんですね。
　やはり関西経済同友会など民間の経済諸団体の間に、東京に伍していかなければいけないという強い気持
ちがありまして、そうした熱意が関西広域連合の実現を後押ししてくれたという背景があったのは事実です。
　やはりそうした背景がないと、議会まで含む一つの都道府県域を越える意思決定機関を作り上げていくと
いうのはなかなか難しい。各地域には、昔の藩時代からの思いというのがどうしてもありますので、あちら
を立てればこちらが立たずという地域の特殊事情というものがありますが、経済といのは垣根がありません
ので、九州・四国・中国とか、そういう広い単位で動いていく。そして、エリアが広がれば広がる程、相乗
効果を生むということがありますので、経済界の力を借りるというのは早道ではないかと思います。

関西地方に広域連合が実現した背景

地域医療の課題―地域格差の解消と医師不足対策

　ただその当時、当然の事ながら熊本に
3機行くということは、関西広域連合、6
機体制でほぼ30分以内に各エリアに駆
け付けるという事が出来上がっていたの
ですが、今度はそのオペレーションを変
えなければならないことになり、東側の
守りの3機、京滋ヘリと大阪府ヘリ、お
よび和歌山ヘリで逆に関西広域連合全域
を守ったところです。しかし、これでは
もし本当にここで大事故であるとか、大
災害が起きた場合には心許ないですね。
我々としてはやはり、その隣接のところ
のドクターヘリとの協定をどんどん拡げていく必要があるのではないだろうかという思いも、この時強くい
たしました。
　そして平成30年に入って、鳥取がドクターヘリを導入し、これで7機体制。7機体制になりますと、3機
を被災地に送った場合にも4機が残ることになり、守備力を “ 半減させない ” 体制を築くことができるよう
になりました。ただ、やはり心許ない部分がありますので、隣接するエリアとドクターヘリの相互応援をし
ていこうということで、例えば、四国であれば高知県と徳島県との間で相互応援協定を結ぶことになりまし
た。その後、愛媛県にもドクターヘリ導入が実現しましたので、関西広域連合と愛媛県のドクターヘリも相
互応援協定を結ぶことになります。こうした動きから、今では四国では唯一ドクターヘリを持っていない香
川県にも、いよいよドクターヘリの導入に向かって機運が高まっております。
　つまり関西広域連合とその周辺のエリアのドクターヘリがお互いに協定を結ぶことによって、ドクターヘ
リの空白地域、こうした所にもドクターヘリを入れようという機運が生み出される、こういうことも事実上
あるのですね。
　さらに関西広域連合の東側でドクターヘリ空白区であった福井県。ここは、昨年の福井国体の時期に、当
時の西川知事からの要請を受けまして、敦賀を中心とする嶺南地域を京滋ヘリが守るという形をとったので
すが、その後、このことがきっかけになって、独自にドクターヘリを導入することになり、ここも新たに空
白区が消えるという動きになってきています。
　ということで我々としては、関西広域連合における「四次医療圏・関西」というものを作り上げていくこ
とによって、今までドクターヘリを導入していなかったエリアにドクターヘリを導入する機運を高めるとい
う、そういう副次効果も生むことになったと考えております。

　関西広域連合は、確かに明治始まって以来初の都道府県域を超える意思決定機関として設立されたのです
が、あくまでも地方自治法上の制度には違いないんですよね。ということで、例えば、九州で九州広域連合
を作るとか、あるいはそれ以外のエリアでも知事会というのがあるわけですから、それを中心にして広域連
合を作るということは当然のことながらあり得る。あるいは、このドクターヘリ業務だけを切り分けて、ご
み処理業務とか、国民健康保険等のように、地方自治法上の一部事務組合という制度があるわけですので、
そうしたやり方を適用する形というのはあり得るのではないかと思います。

他の地域での広域連合の可能性
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ドクターヘリの運航体制の現状と
広域医療局の役割

　現在、関西広域連合として運航するドクターヘ
リは、7機。それぞれの運航範囲は、巻末の参考
資料（1）に示したとおりですが、それぞれの府県
域にとらわれない柔軟な広域運用ができる体制に
なっています。
　事業主体は、各府県でなく関西広域連合です。
和歌山県は、基地病院の県立医科大学附属病院が
事業主体ですが、関西広域連合の一員であるとと
もに、関西広域連合と和歌山県、和歌山医大との
間で相互応援協定を結んでおりますので、実質的
に一体的な運用が図られております。
　運航事業費の予算措置は、広域連合としては、
6機分の事業費予算（平成30年度で15億1500万
円余）を計上しており、和歌山県分は和歌山県で
措置します。なお、運航会社は、7機すべて、学
校法人ヒラタ学園です。
　徳島県が受け持つ広域医療局の役割としては、
ドクターヘリ運航事業に関する予算措置、3年ご
との「関西広域救急医療連携計画」の策定などを
行う他、ドクターヘリ運航業務の総合調整業務を
行っています。ただ、総合調整といっても、日
常のドクターヘリ運航のオペレーショナルな部
分は、各基地病院に担っていただいております。
したがって、各ドクターヘリのリアルタイムの
運航状況を一元的に把握する、例えば、Foster-
Copilot のような資機材が、事務局にあるわけで
はありません。
　ドクターヘリの運航に関する広域医療局の任務
は、あくまでも、ドクターヘリの運航に関する企
画的な業務を行うことを通じて、ドクターヘリの
広域運航がスムーズに行くように、連合管内の各
府県の関係部局や各基地病院と連携をとりなが
ら、総合的に調整していくことであると心得てい

ます。
　なお、関西広域連合のドクターヘリ一覧は参考
資料（2）のとおりです。
　もともと関西広域連合が設置される前から、ド
クターヘリを運航している府県があり、それを関
西広域連合に移管してきたという経緯があります
ので、日常的な運航に関しては、関西広域連合の
統一的な運航要領があるわけではなく、それぞれ
の地域の実情に応じたルールに従って行うのがベ
ストと考えています。
　なお、奈良県のドクターヘリは、奈良県が関西
広域連合の広域医療分野には参加していないた
め、関西広域連合が行うドクターヘリ運航の枠内
に入っておりません。もっとも、ドクターヘリ運
航業務の遂行に関しては、奈良県のドクターヘリ
が、他の広域連合へリと連携して活動することは
よくあり、和歌山県は奈良県のドクターヘリとも
相互応援協定を結んでおりますし、平成30年の
大阪府北部地震の際は、大阪大学医学部附属病院
からの要請を受け、関西広域連合の4機とともに
出動待機態勢をとっていただくよう、奈良県に対
し関西広域連合広域医療局より連絡をとったとこ
ろです。

井上  晋一郎 氏横田  雅史 氏

関西広域連合・広域医療局の事務局担当者の話
徳島県保健福祉部 医療政策課  広 域 医 療 室  室長   井 上  晋一郎 氏

同上  広域医療担当  係長   横 田  雅 史 氏

　近い将来、南海トラフ巨大地震が発生するのは確実であるという認識は皆持っており、四国各県で守り合
おうというのが一つの基本的な考えなのですが、高知県は徳島よりも大きな被害が想定をされている。また
愛媛県も南側はやられてしまう。そうなると、やっぱり自分の所が手一杯になって、お互いに応援が出来な
い。そこで、南海トラフ巨大地震が仮に起きた場合に、影響のない所で、しかも日頃から防災意識の強い所
と手を結ぼうと考えて、相手を探していたところ、鳥取県が候補として浮上しました。実は鳥取県は2000
年に米子市で大きな地震があった時、その対応が非常によかったと知事会の中でも評価されていましたの
で、我々としましても「ぜひ、鳥取県と」ということになったわけです。当時の片山知事との間で、お互い
防災に対しての意識の高いもの同士で日頃から顔の見える関係を作ろう、ということで、「鳥取県と徳島県
との危機事象発生時相互応援協定」という日本初の隔遠地協定を結びました。その後、県同士だけでなく、
市町村同士も結んでもらおうということで、例えば徳島市は鳥取市と、港町である鳴門市は境港市と、そし
て吉野川市は倉吉市と、という感じで協定を結んでいきました。さらには、行政だけでも足りないというこ
とで、ボランティアを受け入れる社会福祉協議会同士、あるいはサプライチェーンを考えると中小企業団体
中央会同士で結ぶと。そういう形でどんどんメッシュが細かくなっていきました。そして当然、協定を結ぶ
だけではなくて、総合防災訓練を行う時には、お互い徳島でやる場合には鳥取が、鳥取でやる場合には徳島
が、それぞれ出かけていく。また、県庁の職員をお互いに派遣をしてそれぞれ危機管理部局に常駐させると
いう形もとりました。こういうように、日頃から「顔の見える関係」を築いておいて、更にこれを深化させ
て、震度6以上の地震が発生したら、キーワード方式ではありませんが、応援要請がなくても自動的に出動
する体制をお互いにとったんですね。
　鳥取県側は自分たちが南海トラフで徳島に助けに行くとばかり思っていたようですが、実は、一昨年7月
に倉吉で震度6弱の大きな地震が起きましてね。そこで私は鳥取の平井知事にショート・メールで、「もう
準備は出来たから駆け付ける」ということで発災から40分で、阿波おどり空港から、消防防災ヘリで部隊を
派遣しました。先方は、まさか自分達が先に徳島から応援を受けるとは思わなかったと言っていました。こ
の鳥取県との遠隔地相互援助協定は、今でも実によく機能していると思いますが、その背景には、両県とも
関西広域連合の一員で、日頃から、顔の見える関係が確立されており、府県域を越えて相互に援助し合うと
いう広域感覚というか広域文化が根付いていることがあると思っています。

　地域医療におけるドクターヘリの使い方ですが、徳島の場合には県立中央病院にドクターヘリ「関西・藍
バード」が駐機しておりますので、どの地域にも実は30分以内に確実に駆けつけることが出来ます。また、
高知県であるとか和歌山県、愛媛県と相互乗り入れの協定を結んでおりますので、万が一徳島のドクターヘ
リが兵庫県の淡路島に行ったとしても、その時に協定県のドクターヘリが急行して来てくれる、二重・三重
の体制が出来ています。
　中山間地域においても、どんどんドクターヘリを活用していこうという方向でやっていますが、その場
合、問題になるのはランデブーポイントが足りないということです。徳島の場合、狭隘な山間地域が多いで
すから、このランデブーポイントを、なるべく多く確保し、さらにどんどん増やしていくことは重要な課題
であると認識しています。

地域医療とドクターヘリ

南海トラフ巨大地震対策
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はじめとした広域医療連携を図るため、3か年計
画の「関西広域救急医療連携計画」の策定や推進
に関して議論することを任務としています。
　二つ目の組織に、各基地病院の救命救急セン
ター長や各府県ドクターヘリ担当課長、運航会社
等の関係者からなる「ドクターヘリ関係者会議」
があります。
　この組織は、平時および災害時における関西広
域連合のドクターヘリの効果的な運航体制につい
て、調整、検討、研究を行っています。この会議
が関西広域連合のドクターヘリの一体的運用を行
う上で、中心的な役割を担っています。
　第3番目は組織というより会合ですが、連合内
基地病院のフライトドクター・フライトナースが
一堂に集まる「ドクターヘリ基地病院交流・連
絡会」があります。これは、現場の関係者同士の
「顔の見える関係」を作ったり、各基地病院の良
い取組を相互に取り入れるため、平成29年度か
ら新設したものです。毎年一回のペースで開催し
ておりますが、ドクターヘリの運航方法や人材育
成方法、基地病院間の連携強化策、フライトドク
ター・フライトナースのスキルアップ策などにつ
いて、意見交換を行っています。

ドクターヘリ出動実績

　関西広域連合のドクターヘリの出動件数は、平
成30年は参考資料（3）および（4）に示したとお
りです。4,711件。年々増加しています。内訳的
には、公立豊岡病院の3府県ヘリの運航実績が、
2,105件とダントツに高いのが目立ちます。逆に、
大阪府ヘリの出動件数が、156件と低いですが、
日常的には、大阪市内はドクターヘリよりもドク
ターカーが活躍しているという実情があるのでは
ないでしょうか。日常は確かに少ないけど、その
分、数字を見れば分かるように、滋賀県、京都
府、和歌山県、奈良県など、近隣の地域には、連
合内ドクターヘリの中でも最も頻繁に応援出動し
ております。大阪府ヘリは、近隣の府県にとっ

て、いいパートナーになっていますし、昨年の大
阪府北部地震などのように、近年頻発する自然災
害や大規模事故などの局地災害の際は、大きな力
を発揮すると思っています。

ドクターヘリ出動要請方式

　ドクターヘリの出動を要請する基準には、ご存
じのように、いわゆる「キーワード方式」と「日
本航空医療学会の標準基準」がありますが、関西
広域連合管内では、豊岡の3府県ヘリと鳥取県の
ヘリが、オールキーワード方式をとる他は、日本
航空医療学会方式あるいは、両方式の併用という
形をとっております。ただ、いずれにしても現場
では、各基地病院とその地域の消防との協議に
よって、かなり柔軟に運用されています。関西広
域連合として、どちらかに統一してしようとする
つもりは、今のところありません。地域の地理的
条件や医療資源等の実情に応じて、現場の判断に
委ねています。

「空の連携」を強固にするために
「陸の連携」も促進

　管内ドクターヘリの総合的広域運用を行うこと
について、広域医療局として、一番気を配ってい
るのは、これだけ広いエリア、多くの関係者がい
ますので、皆さん方の意見や、思いが非常に多様
であり、これをいかに集約していくか、それをど
のように形にしていくかという点です。管内の基
地病院が相互に連携して、間隙のない効率的なド
クターヘリの広域運用ができるようにするために
は、ドクターヘリが、「空」に飛び立つ前に、しっ
かりとした連携体制と、それを支える「人と人と
の顔の見える良好な関係」を「陸」の上で、しっ
かりと築いておくことが大事なことだと思いま
す。我々が「空の連携を強固にするために陸の連
携も促進」することをスローガンに掲げているの
も、そういう趣旨によるものであり、今後も積極
的に取り組んでいきたいと考えています。

府県域を越えたドクターヘリの
広域運用の実現

　関西広域連合は、広域医療分野の基本的な理念
として、「30分以内での救急医療提供体制の実現」
を掲げており、その実現のためにドクターヘリが
果たすべき役割は誠に大きなものがあります。現
在管内7機のドクターヘリにより、関西広域連合
域内はどこであってもいずれかのドクターヘリが
30分以内に駆けつけて救急医療ができるように
なっており、それだけでなく、複数機のドクター
ヘリによるカバー態勢を確立して、「二重・三重
のセーフティネット」を構築しています。
　また、7機配備になり連携を深めていく中で、
隣接基地病院のドクターヘリの応援を求める場
合、どこに応援要請をするか、要請順位を決めて
おり、この消防の管内であれば、第二、第三要請
順位はどこのヘリというのを、関係者会議で議論
のうえ、各ドクターヘリの運航要領に位置付けて
おります。
　ただ、有事の際にこうした連携がスムーズにで
きるかどうか、その実効性を高めるには、人と人
との関係をより密なものにしていくことが何より
も大切です。
　広域医療局としては、そのことを念頭に置いて、
基地病院間の連携の強化を図っていきたいと考え
ています。
　なお、ドクターヘリの広域運用は、広域連合管
内だけではなく、連合の近隣県にまでウイングを
広げて、相互のドクターヘリが連携し、「二重・
三重のセーフティネット」の更なる強化を図るこ
とが大切です。そこで、関西広域連合では、連合
の境界部のエリアが「結節点」となって、中国、
四国や紀伊半島地域など近隣諸県と積極的に相互
応援協定を締結してきました。
　これまでに、「徳島県ヘリと高知県ヘリ、愛媛
県ヘリ」、「和歌山県ヘリと奈良県ヘリ、三重県ヘ
リ」、「鳥取県ヘリと中国地方4県ヘリ」との間で、
相互応援協定ないし相互連携協定を結んでおりま
す。

大規模災害発生時のドクターヘリの
運用

　大規模災害発生時には、広域医療局（事務局：
徳島県）が司令塔になって、管内ドクターヘリ
に、待機の要請をかけ、派遣調整を行った上、速
やかに被災地に出動するという体制ができていま
す。例えば、平成28年4月14日発生の「熊本地
震」の時は、広域連合の西側の徳島県、兵庫県お
よび豊岡病院の3府県ドクターヘリが現地に派遣
され、当時はまだ鳥取県にはドクターヘリはな
かったので、東側の3機のドクターヘリが連合管
内の救急事案に備えるという体制をとりました。
また、平成30年6月18日発生の「大阪府北部地
震」の際は、京滋、大阪府、兵庫県、徳島県の4
機に加え、奈良県ヘリにも出動待機を要請し、大
阪府へリは2回、兵庫県ヘリが1回、実際に出動
しています。
　なお、関西広域連合では「広域災害時のドク
ターヘリ運航要領」を定めており、現在鳥取県ド
クターヘリが入った7機体制での、広域災害時の
具体的な運航体制をどのようにとるか、検討して
いるところです。例えば京滋と大阪府、3府県と
鳥取県のように、地理的に近いヘリ同士でペアに
なって、鳥取県ヘリを被災地に派遣したら、3府
県ヘリが残ってカバーするとか、京滋ヘリが出て
いったら大阪府ヘリがカバーするとか、近いヘリ
同士でペアリングして活動するというように、な
るべく平時の運航体制から災害時の運航体制に
シームレスに移行できるようにすることで、弱点
のない効率的なフォーメーションを迅速に組める
ように、検討を進めています。

ドクターヘリ運航体制に関する
協議・基地病院間の交流促進

　ドクターヘリの運航体制等に関して協議する関
西広域連合の組織としては、三つあり、まず一つ
目として、各構成府県の救急医療分野の有識者か
らなる「関西広域連合救急医療連携計画委員会」
があります。これは、ドクターヘリの広域運用を
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当たり前のことになってくると、ドクターヘリの
リーチは長いですから、当然、全県をカバーする
発想がでてきて、自分たちのテリトリーだけを考
えていてはいけないということに気付くはずで
す。さらに、関西広域連合内でのドクターヘリの
広域運用に慣れてくれば、府県の枠を取っ払った
発想が生まれてくる。
　関西広域連合のドクターヘリの広域運用のもた
らす大きなメリットの一つは、府県の枠にとらわれ
ずに広域的に考えて、お互いに協力し合って相乗
効果をあげて行こうという気運が高まることだと
思います。「ドクターヘリの文化」の醸成が進むと
いうことです。関西広域連合の中でも、一番団結
できるのは「医療」の分野です。

徳島県立中央病院救命救急センターの
体制

　徳島県ドクターヘリの基地病院である徳島県立
中央病院の救命救急センターの体制ですが、現在
フライトドクターが7名、OJT で2名、フライト
ナースが7名です。フライトドクターは救急医だ
けではなくて、外科や内科の医師で志の高い医師
は訓練を受けて乗っています。
　当院では、「バックアップ・システム」という
独自のシステムを持っています。これは、現場に
単独で出て行った医師・看護師は、患者さんを前
にして、様々な状況判断や医療行為を的確に行わ
なければならないわけですが、そうした場合に、
病院に残っている医師が、情報収集や連絡調整に
あたって、現場をサポートしようというもので、
ある程度、どこの病院でもやっていることでしょ
うが、当院では、それを徹底的にシステム化して
行っています。
　バックアップドクターの毎日の勤務体制を決め
ておき、現場で必要な措置のチェックリストを常
時整備して現場をサポートする他、患者の収容先
病院の選定も行います。勤務する医師の数は、倍
必要になりますが、非常に有効なシステムですの
で、当院の誇るべき伝統の一つとして継続してい

ます。
　それと、当院は、当院独自の「病院救命救急
士」をおいています。消防署長まで勤められたベ
テランの元消防士で、60歳の定年後に来てもら
いました。消防と無線のやり取りとか、消防から
の情報とか、非常に上手なので、助かっていま
す。

ランデブーポイント

　ランデブーポイントは、244箇所ありますが、
使い勝手のよいランデブーポイントばかりが使用
されて、実際には使用していないところが多く
て、困っています。ランデブーポイントの指定は
しているけど、使っていないのが、8割か9割近
くあるのではないでしょうか。
　廃校になった校庭にコンクリートをいれてヘリ
ポートにしてくれていたりする町村もあり、山間
部では、本当にヘリが必要なところは頑張ってラ
ンデブーポイントを作ってくれている市町村もあ
りますが、とにかく、徳島県は山間専有面積が日
本トップクラスで、平らな場所が少ないですか
ら、ランデブーポイントの場所の設定が、本当に
難しい。それに、お金の無い市町村とかは、消防
が自分たちの予算でランデブーポイントの整備を
するのは難しい実情にあります。そのため、地域
の活性化として、企業にも協力して欲しいとお願
いしています。

徳島県立中央病院 救急科 部長  三村 誠二 氏の話

救急の現場で感じる広域連合のメリット

　関西広域連合は、道州制とは違って、構成する
各府県がそれぞれ独立していますが、広域医療の
分野、特にドクターヘリの広域運航に関しては有
効にはたらいていると印象を持っています。
　関西広域連合は、ある意味トップダウンで、行
政を巻き込んで物事が進みます。その点、病院レ
ベルで救命センターのつながりでいくのとは一味
違う強みがあるし、現場的にも行政的にも、やり
やすいところがあります。
　日常のドクターヘリの運航も、複数機が必要な
場合など、枠組みができたことによりやりやすく
なったと思います。先年、淡路島で多数の傷病者
がでて、複数機のドクターヘリの出動が必要にな
り、徳島県ヘリと兵庫県ヘリが出動して傷病者を
分散して運んだという事例があったのですが、そ
の際も、非常にスピーディに処理が進みました。
こういうことは、関西広域連合の中だと基本的に
協力し合うという相互応援の仕組みができてい
て、お互いに顔の見える関係が出来ているからこ
そ可能と思います。
　この間の京都アニメーションの事件の時とか、
去年の大阪の北部地震の時もそうなのですが、い
わゆる広域災害とまではいかないけど、日常あり
うる突発事案で、複数機のドクターヘリの出動が
必要になる場合など、同じ連合の中で、声かけ
あって、じゃ2機ここに集めようかみたいな感じ
で、日常でも割とスムーズに行っているのかなと
思います。

ドクターヘリの文化

　香川県は、今のところ、ドクターヘリを持っ
ておりません。香川は面積が小さいので離島を除
けば、基本的には車で対応可能だと考えられます

が、4、5年前に、徳島と香川のちょうど県境の
トンネルの中で凄い大きな交通事故があって、徳
島は、ドクターヘリを出動させて対応しました。
　そういう事例があった場合、すぐ県境を越え
て、例えば高知からドクターヘリを呼べばいいと
か、瀬戸内海対岸の岡山とか兵庫からドクターヘ
リを呼ぶということもあっていいのですが、実際
にドクターヘリを持って運用していないと、なか
なか、そういう発想は出てこない。
　ドクターヘリを日常から運用していないと、ド
クターヘリの文化は根付かないからです。
　それに、消防は、基本的に市町村単位で設置さ
れていますから、自分たちの管轄区域外となる
と、県境を越えるどころか、隣の消防に迷惑かけ
ることも躊躇します。ランデブーポイントにして
も、現場の近くに隣の消防のランデブーポイント
があれば、そこに運ぶほうが時間短縮できるの
に、隣の消防に気を遣って、遠い所にある自分た
ちのランデブーポイントを使おうとする。最近
は、すこし変わってきましたが、これが消防の文
化です。
　ドクターヘリを配備してドクターヘリの運航が

徳島県立中央病院　
救急科  部長　三村 誠二 氏
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参考資料（1）　関西広域連合管内ドクターヘリの運航範囲及び近隣地域との相互応援の状況
地域医療とドクターヘリ

　徳島県は、全国的に見ても、山間部の多い県で
すから、地域医療を支援するためのドクターヘリ
の活用は、もちろん常に考えてやっていますが、
ドクターヘリの使い方に、ちょっと窮屈なところ
を感じています。
　例えば、私は、県北西部の三好病院の救急部長
も兼務しているのですが、院内に医療設備は整っ
ているのに、スタッフが足りなくて処置ができな
い。そういう事態が時々起こります。医者がいな
い、患者さんが来る時になったら麻酔科医がいな
い、外科医がいない、だから手術できないという
事態が時々起こります。そういう場合、処置ので
きるドクターを徳島中央病院のほうから三好病院
に運ぶことはありますが、ドクターカーを使う。
ただ、やはり、車では時間がかかる。やっぱりド
クターヘリを使いたいのですが、患者は運ばずに
医者だけを運ぶ目的でドクターヘリを使うのは、
ちょっと、はばかられるところがあります。この
へんは、もう少し柔軟に考えてもいいのでしょう
が、これからの検討課題です。

ドクターヘリの出動要請基準

　当院では、ドクターヘリの出動要請基準として
は、基本的には、キーワード方式ではなく、日本
航空医療学会標準基準に従っています。ただ、運
航要領にはそう書いてありますが、どちらの基準
で行くかは、実際上は、かなり柔軟に考えて運用
しています。
　救急救命士が、まず自分たちで行って確かめて
みてからドクターヘリを呼ぶか呼ばないか決めた
いというのなら、僕たちはそれで信用するから、
それでやってくれと。一方、山間部など、ドク
ターヘリでも行くのにかなり時間がかかるところ

は、キーワード方式で迅速に判断してほしいと。
救急救命士の医療内容とか医療知識も向上してい
ますから、どちらの方式で行くのかあらかじめ原
則化するのでなく、救急救命士が現場で決めろと
言っています。
　要は、消防との信頼関係の問題で、消防と顔が
見える関係を作っておけば、どちらの方式でもか
まわないのではないでしょうか。

消防との顔の見える関係

　消防と顔の見える関係を築くのは、本当に大切
な事ですが、そのためには、「症例検討会」を開
くのが最も有効と考えており、定期的に、頻繁
に、症例検討会を開いています。県立中央病院で
は毎月やっています。県西部の三好病院でも先日
やりました。もちろん、会の後の飲み会も大切で
すね。

広域出動訓練

　関西広域連合のドクターヘリの広域運航のシス
テムは、元々、大規模災害、広域災害、突発的な
大事故に対処するところから始まりました。
　最近は、そうした大規模事故・災害がすごく多
くなっているので、域内のブロックで分けた地域
が、どうやって活動するかということを、訓練で
確認しなければいけない。そこで、関西広域連合
内の基地病院と広域医療局との連絡の取り方を実
地に訓練してみる。大阪大学病院がリーダー病院
になりますから、リーダー病院から、どこどこの
ドクターヘリは残ってください、どこどこのドク
ターヘリは出てくれといった調整の手順を実際に
訓練してみることもやっています。
　現場も大事ですが、まずは調整して出動するま
での訓練も大事だと思っています。
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参考資料（3）　ドクターヘリ運航実績の推移

参考資料（4）　平成30年度　府県別出動件数

京滋ヘリ 大阪府ヘリ 3府県ヘリ 兵庫県ヘリ 和歌山県ヘリ 鳥取県ヘリ 徳島県ヘリ 合　計

滋賀県 580 30 610

京都府 28 47 323 398

大阪府 63 1 64

兵庫県 1,700 536 1 4 2,241

和歌山県 11 432 2 445

鳥取県 82 243 325

徳島県 1 456 457

福井県 12 12

奈良県 5 3 8

三重県 4 4

岡山県 1 4 5

島根県 130 130

広島県 5 5

愛媛県 1 1

高知県 5 5

香川県 1 1

合　計 620 156 2,105 538 440 383 469 4,711

ドクヘリ
府県

（件）

H23
1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

和歌山ヘリ 392 367 349 367 421 452 412 440

3府県ヘリ 1,254 1,282 1,422 1,570 1,761 1,926 2,166 2,105

大阪府ヘリ 146 150 158 142 135 147 147 156

徳島県ヘリ 134 376 414 413 443 499 469

兵庫県ヘリ 109 489 559 622 666 538

京滋ヘリ 391 472 439 620

鳥取県ヘリ 4 383

合　計 1,792 1,933 2,414 2,982 3,680 4,062 4,333 4,711（件）

参考資料（2）　ドクターヘリ一覧

名　称 和歌山県ドクターヘリ 大阪府ドクターヘリ 3府県ドクターヘリ 徳島県ドクターヘリ

愛　称 「KANSAI・もず」 「KANSAI・こうのとり」 「KANSAI・藍バード」

事業主体 和歌山県立医科大学 関西広域連合 関西広域連合 関西広域連合

基地病院 和歌山県立医大
附属病院

大阪大医学部
附属病院 公立豊岡病院 徳島県立中央病院

待機場所 基地病院屋上HP 基地病院屋上HP 基地病院内地上HP 基地病院屋上HP

運航会社 学校法人ヒラタ学園 学校法人ヒラタ学園 学校法人ヒラタ学園 学校法人ヒラタ学園

使用機材 ユーロコプター式　EC135 ユーロコプター式　EC135 ユーロコプター式　EC135 ユーロコプター式　EC135

運航時間 5～8月：8時～18時
上記以外：8時～17時 原則8時30分～日没 原則8時30分～日没 原則8時～日没

運航範囲
（※1）

和歌山県全域、基地病院か
ら半径100km圏内の大阪
府、奈良県、三重県並びに徳
島県の一部地域

大阪府内、奈良県内、和
歌山県内、滋賀県内全域
（H23.4～）、京都府南部
（H24.10～）
（施設間搬送のための出動
は、原則として近畿2府4県）

京都府北部、兵庫県北部、
鳥取県東部の基地病院より
半径50km圏内の消防本部
の管轄区域

徳島県全域、基地病院から
の半径100km圏内の和歌
山県の一部地域、兵庫県淡
路島、高知県の一部地域及
び愛媛県（災害等の緊急時）

要請基準 日本航空医療学会の
標準基準

日本航空医療学会の
標準基準 Key-word方式 日本航空医療学会の

標準基準

搭乗医師・看護師数
（※2）

医　師 13名
看護師 10名

医　師 8名
看護師 5名

医 師 17名
看護師 6名

医　師 6名
看護師 8名

運航開始 平成15年1月 平成20年1月 平成22年4月 平成24年10月

名　称 兵庫県ドクターヘリ 京滋ドクターヘリ 鳥取県ドクターヘリ

愛　称 「KANSAI・はばタン」 「KANSAI・ゆりかもめ」 「KANSAI・おしどり」

事業主体 関西広域連合 関西広域連合 関西広域連合

基地病院 兵庫県加古川医療センター
（製鉄記念広畑病院）

済生会
滋賀県病院

鳥取大医学部
附属病院

待機場所 基地病院内地上HP 基地病院内地上HP 基地病院屋上HP

運航会社 学校法人ヒラタ学園 学校法人ヒラタ学園 学校法人ヒラタ学園

使用機材 ユーロコプター式　EC135 ユーロコプター式　EC135 ユーロコプター式　EC135

運航時間 原則8時30分～日没30分前
（秋冬期は8時30分～） 原則8時30分～日没 原則8時30分～17時15分

※終了時刻は季節により変動

運航範囲
（※1）

兵庫県播磨地域、丹波南部
地域（丹波北部地域（丹波
市）、淡路地域についても運
用）

滋賀県全域、京都府南部及
び福井県嶺南地域

・鳥取県全域、兵庫県北西部
・ 島根県、岡山県、広島県の
基地病院から半径70km
圏内の消防本部管轄地域

要請基準 日本航空医療学会の
標準基準

日本航空医療学会の
標準基準 Key-word方式

搭乗医師・看護師数
（※2）

（加）医師 12名  看護師 8名
（広）医師   8名  看護師 4名

医　師 5名
看護師 8名

医　師 4名
看護師 7名

運航開始 平成25年11月 平成27年4月 平成30年3月

（※1）�運航範囲はいずれも原則であり、ドクターヘリによる搬送が医療上有効と認められる場合や、災害時は表中の運航地域にかかわらず、
その他の地域へも出動できることとしている。

（※2）�R元.4.1現在の実人員数
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