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イラストぎじゅつ入門−◯

「Ｍ７Ａ」シリーズの最新型で、
世界最高水準の熱効率３４％を誇る
ガスタービン「Ｍ７Ａ−０３」の構造
現場を訪ねて

ユニークな断面形状の鉄道複線用トンネルを一度に掘削

「東京・渋谷」のトンネル工事

ドクターヘリ「川崎式 ＢＫ１１７Ｃ−２型ヘリコプター」が活躍する現場から
ドクターヘリが、着実に普及しつつある。
ドクターヘリ（救急医療用ヘリコプター）は、
人工呼吸器や患者監視モニタなど緊急用医療
機器、薬剤、ストレッチャーなどを搭載し、医師、
看護師を乗せて飛ぶ。へき地や離島での事故、
急病人にも迅速に対応でき、治療開始までの時
間が早まるので救命率の向上や後遺症の軽減

効果が大きい。
現在、
わが国では１６道府県の１８病院に導入さ
れており、
このうち８つの病院で「川崎式ＢＫ１１７
ヘリコプター」が活躍している。中でも、
「ＢＫ１１７」
の最新型「Ｃ−２型」は、機内スペースが広いの
で搬送中の機内でも患者の全身を診られる、後
部ドアが広く開く観音開きなのでストレッチャー

を出し入れしやすい、などの特長が現場の医師、
看護師たちから高い評価を得ている。
空駆ける救命室 −その現場を、川崎医
科大学附属病院（岡山県倉敷市。以下、川崎医
大病院）の協力を得てカメラで追った。

（アポロカッター工法シールド掘進機）
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弘前市仲町（青森県）
サワラ垣も門も
白く染まった
北の武家町
新製品・新技術

川重冷熱工業（株）が、ボイラで副生水素（副産物）と
都市ガスを一緒に燃焼できる
画期的な混焼システムを業界で初めて開発

●表紙説明●
青空をバックに冬の陽に映える機体−国産の双発多用途ヘリコプター
「川崎式ＢＫ１１７Ｃ−２型」で、
これは緊急用医療機器やストレッチャーな
どを搭載したドクターヘリ
（救急医療用ヘリコプター）
です。
わが国のドクターヘリは関係者の努力で着実に普及しつつあります。
現在、
１６道府県１８病院に導入されており、
毎日多くの傷病者の救急医
療に対応し、
大きな成果をあげています。このうち８つの病院で「川崎式
ＢＫ１１７ヘリコプター」が活躍しており、
キャビンの広さや観音開きで広く
開く後部ドアなどが好評です。
（詳しくは「最前線カメラルポ」
をご覧ください）
発
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出動要請を受け、
ドクターヘリに駆け込む医
師と看護師。
１分１秒が命にかかわる緊急
事態だ。
（川崎医科大学附属病院救急科・
高度救命救急センターのヘリポートにて）

1

出動要請の電話から
５分も経たずに離陸
２００９年１１月１８日、
午前９時３０分。
川崎医大病院救急科・高度救命救
急センターのドクターヘリ運航管理室の
電話が鳴った。担当の菅原正治さんが
やかげちょう
間髪を入れずに受話器を取る。矢掛町
国民健康保険病院（岡山県小田郡矢
掛町）からのドクターヘリの要請だ。入
院中の患者の容態がよくないので、
川崎
医大病院に搬送したいという。
ドクターヘリ運航管理室で、菅原正治さ
んが出動要請の電話を取った。
ポケベル連絡を受けた医師と看護師が
ヘリポートに走って乗り込む。

菅原さんは即座に、
午前中のドクター
ヘリ担当の奥村澄枝医師と中山崇医師、
ねずお
鼠 尾 弘 恵 看 護 師のポケベルを鳴ら
す。
３人は身支度を整える間も惜しむよう
に、
同センター前のヘリポートに急ぐ。
出動要請は、
ドクターヘリ
（川崎式ＢＫ
１１７Ｃ−２型ヘリコプター）
の運航を受託
しているセントラルヘリコプターサービス
（株）
のスタンバイルームにも同時に連絡
された。渡邉文人機長と藤本義則整備
士が走ってヘリに向かい、素早くエンジ
ンをスタートさせた。
そこに駆け込んだ医師ら３人を乗せ、
ドクターヘリが飛び立ったのは要請電話
から５分も経っていなかった。
この日は、
午後１時４０分頃にも出動要
請があった。
笠岡地区消防組合消防本部（岡山
県笠岡市）からの緊急電話だ。市内で
２０代の男性が作業中、
ワイヤーが手に
巻き付き、
左手薬指を切断したという。
ド
クターヘリは、午後担当の椎野泰和医
師と宮本聡美医師、
鼠尾看護師を乗せ
て現地に飛んだ。患者は、現地で応急
手当をした医師の判断で岡山大学病
院に搬送された。

１６道府県１８病院で
年間５，
６３５回出動
このようにドクターヘリは、医師と看護
師を乗せて怪我人や急病人の発生現
場に飛び、
その場で初期治療を行なっ
て救命率を高める医療システムだ。
わが国では１９８１年、
（ 社）
日本交通
科学協議会が川崎医大病院の協力を
得て行なった１日だけのモデル実験から
始まった。その後、川崎医大病院での
試行的運航などを経て徐々に実用化が
広まっていった。
２００７年には全国的な配備を目指す、
※
いわゆる「ドクターヘリ特別措置法 」が
制定された。
さらに２００９年３月には、
ドク
ターヘリ運航費の都道府県負担分の
半額を国が特別交付税で支援すること
になり、
普及の追い風となった。
２００８年度末現在、
全国の１６道府県
１８病院で実施されている。
２００８年度
の出動回数は全国で合計５，
６３５回。原
因別では、
交通事故や労災など「怪我」
が約５０％、
「心疾患」や「脳疾患」が３０
％近くを占めている。
※救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する
特別措置法。
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ドクターヘリは消防機関
からの出動要請の場合、
約８０％が要請連絡から
５分以内に離陸している。

夜間飛行が可能になれば
もっと上がる救急効果
救急医療では、
治療開始までの時間
が救命率の向上や後遺症の軽減に大
きくかかわってくる。
ドクターヘリの大きな
利点は、
患者の搬送時間を短縮した上、
医師を短時間で患者のもとに送ることが
でき、
治療開始時間を早められることだ。
さらに、
現場の医師からの適切な情報で、
患者を受け入れる医療機関が検査や
治療への対応準備を的確に行なえる
点も挙げられる。
厚生労働省では救急車と比べて、
医
師による治療開始時間を平均２６分短
縮でき、患者の死亡を２７％、重度後遺
症を４７％減らす効果があるなどと推計
している。
こうした数字に対して、川崎医大病
院同センター副部長の荻野隆光先生は、
「個々のケースを細かく分析して検証、
比較しなければ判断しにくい数字」
とし
ながらも、医師の治療時間が早まること
などドクターヘリの有用性は「言うまでも
ないこと」
と話す。
荻野先生によると、
同センターには現在、
１２名の医師と１２名ほどの看護師がおり、

川崎医科大学附属病院（右手が高度救命救急センター）
と待機するドクターヘリ。

から午後５時（日没３０分前）
まで。ただし、
日替わりの当番制で
運航時間の開始および終了前後の出
ドクターヘリの出動
動要請には、
患者の緊急度や季節で変
要 請に対 応してい
わる日没時間などを考慮して柔軟に対
る。
応しているという。
同センターのドク
「救急患者は夜間に発生することが
ターヘリの運航圏域
多いので、夜間運航が可能になれば、
は、
岡山県全域と広
救急効果がもっと高まると思います。こ
島・香川・兵庫・鳥取
ドクターヘリについて話
の件に関しては当病院が主体のワーキ
県の一部に及んで
す荻野隆光先生。
ンググループが検討を重ねており、岡山
いるが、
飛行時間が
県の市長会も国に検討を要望しています」
約３０分以内に患者の収容が可能な範
（荻野先生）
囲だ。運航時間は原則として午前９時

病院間搬送で送られてきた患者をドクターヘリの ドクターヘリから降ろした患者を、待ち構えていた
後部開口部から降ろす。
救急車に収容する。

患者を収容して病院へ急ぐ救急車。
ドクターヘリが
心配しながら見つめているかのようだ。

ドクターヘリ新時代 へ
こ

日本航空医療学会理事長
川崎医科大学名誉教授

田んぼや道路、
救急車とのランデブーポイント−命を救うためドクターヘリはさまざまな場所で傷病者を収容する。
（写真提供／セントラルヘリコプターサービス）

重篤傷病者１０６名のうち
４２名の命が救われた
川崎医大病院の「平成１９年度 ドク
ターヘリ運航実績報告書」によると、
出
動回数は４７５件で、一次出動（消防機
関からの要請に対する出動）
の場合は、
その約８０％が要請連絡から離陸までの
時間が５分以内となっている
（ちなみに、
二次出動は病院間搬送のための出動
のこと）。搬送した傷病者数は４７７名。
このうち、外傷や熱傷、溺水など外因
性疾患が約５８％で、
脳疾患や心疾患、

呼吸器疾患など内因性疾患が約４２％
だった。
４７７名のうち、
ドクターヘリで搬送しな
ければ死亡したと考えられる重篤傷病
者が１０６名おり、
そのうちドクターヘリで
搬送したにもかかわらず死亡した傷病
者が６４名。つまり、
４２名の傷病者がドク
ターヘリの活動によって命が救われたと
考えられる。また、重い後遺症が残ると
考えられた傷病者７６名のうち、
６３名が
軽い後遺症で済んだ。
「ドクターヘリが関与した傷病者４７７
名のうち、結果的に中等症あるいは軽

傷と診断された、
すなわちドクターヘリ活
動が生命予後には影響しなかったと考
えられる傷病者１４９名を除く３２８名のうち、
２５１名がドクターヘリ活動により軽快し
ている。」
（「同報告書」から）
「４７５件のうち、
この病院がある倉敷
市内への出動回数は１０７件。
ところが
同年度、倉敷市の救急車の出動回数
は約２万回に上っています。
ドクターヘリ
はもっと利 用されてよいと思います 」
（荻野先生）

「川崎式ＢＫ１１７Ｃ−２型ヘリコプター」
医療陣に人気の
広いキャビンと観音開きドア
ところで、川崎 医 大 病 院のドクター
ヘリとして活躍している
「川崎式ＢＫ１１７
Ｃ−２型ヘリコプター」は、国産の双発
多用途ヘリコプターで、
「Ｃ−１型」に次
ぐ最新モデル。最大巡航速度時速２６０
ｋｍで、最大航続距離７００ｋｍ。
ドクター
ヘリに求められる性能・機能で真っ先に
挙げられるキャビンスペースは、
ドクター
ヘリとして考えられる機種の中で最大
（床
面積：
５．
１ｍ２）
。十分に広いキャビンスペー
スなので、
機内で医師が移動しながら患
者の全身を診ることができる
（特に妊婦
の搬送時に重要な要素である）。
しかも、
キャビンは５名搭乗可能。患
者１〜２名のほか、
医師１〜２名、
看護師、
それに付添人も乗れる。取材日の出動
では、
２回とも医師２名が乗った。新生児
搬送では小児科医用の１座席が必要
になる。
また、
場合によっては、
ドクターヘ
リに従事する医師、看護師、救命士の
慣熟訓練用に１座席利用することもできる。
このように「Ｃ−２型」は、
キャビンスペー
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スに求められるほぼすべての要求を満
たしている。
機体後部に大きな観音開きドアがあり、
患者の搬出入がスピーディに容易にで
きる。大型の保育器もストレッチャーに載

せたまま機内に搬入可能だ。
ご自身もドクターヘリに乗って救急現
場に駆け付けることがあるという荻野先
生は、
「Ｃ−２型」
を
「やはりキャビンスペー
スが広いということですね。機内での医

はま

あき

つぐ

小濱啓次先生

ドクターヘリは１９６８年、
旧西ドイツのドイツ自
動車連盟（ＡＤＡＣ）
のメディカルデレクターだっ
た故ゲルハルト・クグラー氏の、
交通事故による
負傷者を救いたいという発想から生まれたシス
テムです。その後、
ドイツでは、
１５分以内の治
療開始を目標に半径５０ｋｍごとの拠点病院に
配備され、
大きな成果を上げています。
クグラー
氏は日本に来て、
システムの啓蒙、
普及に尽力
してくれた恩人でもあります。
わが国では１９８１年のモデル実験に始まり、
多くの関係者の努力で着実に普及してきました。
夜間運航や高速道路での離着陸、
ほかにも課
題は少なからずありますが、
関係者の協力と努
力で克服していくしかありません。当学会では

ドクターヘリ講習会で、医師、看護師の育成に
取り組んでおり、
延べ受講者は２，
０００人に上り
ます。
認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワーク
（國
松孝次理事長）が交通事故の重傷者のケー
スを追跡調査したところ、
ドクターヘリで搬送し
た患者のほうが入院日数が４〜１８日短く、
医療
費も最大１１６万円安くなった、
という結果が出
ました。総体的に考えればドクターヘリによる搬
送は必ずしも高価なものではなく、
こうした面で
もドクターヘリの有用性は明らかです。
現在、
１６道府県１８病院ですが、
２００９年度
中に１９道府県２２病院、
２０１０年度中には２４
道府県２５病院へ拡大するものと思われ、
その

療行為が容易にできるのは、
何よりのメリッ
トです。大きく開く観音開きドアもいいで
すね。機内ではヘッドホンで会話するの
であまり気になりませんが、
騒音も少なくなっ
たと思います。現場の医師や看護師た
ちの間で、
非常に人気の高い機種です」
と評した。

を受けるとヘリに走り込み、
寸秒も早くエ
ンジンをスタートさせたい機長としての実
感であろう。
「中国山脈の北側は雪、
山間部では
霧に悩まされることがあり、運航の安全
には万全を期していますが、
やむを得ず
飛行中止の場合もあります。非常に残
念ですけど」
（渡邉機長）
また、
救急現場に着くと患者搬送を手
伝うという藤本整備士は、
「キャビンスペー
スが広く、
後部出入り口が広いのですべ
ての作業がしやすい」
と言い、
「機体は
毎日、
飛行前、
飛行後などこまめに点検し、
出動要請がいつ来ても即座に、安全に

毎日こまめな点検を欠かさず、
安全第一で運航
渡邉機長は、
「計器類の統合で計器
板の計器が少なくなり、
エンジンスタート
が容易になりました」
と話す。出動要請

後はおそらく加速度的に普及が進むとみてい
ます。つまり、
わが国のドクターヘリは 新時代
を迎えつつあると言えます。
（談）

飛べるように備えています」
と続けた。
●
川崎医大病院救急科・高度救命救
急センターとドクターヘリ運航管理室、
ス
タンバイルームには毎日、緊張に満ちた
時間が流れている。そして、
今日も、
ドクター
ヘリの活動によって救われる命があるか
もしれないのだ。

観音開きドアで広い開口部。
５人乗れる広いキャビン。
傷病者を搬送中のヘリ室内。
（写真提供／川崎医科大学）
「Ｃ−２型」用緊急医療キットは、現場の声
を反映させた使い勝手の良い日本のオリジ
ナルである。
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