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【要旨】

日本航空医療学会では1年余り前、安全推進委員

会を新設して、ドクターヘリの安全を確保するため

のガイドライン「ドクターヘリ安全の手引き」作成

に着手した。筆者はその調整役として委員の方々と

検討を重ね、最近ようやく形を整えるところまで漕

ぎ着けた。

その間、さまざまな意見をまとめながら、その参

考とするために多少の文献を読んできた。これらの

文献は、ガイドラインそのものに直接あらわれるわ

けではないが、安全を考えるための基本文書として

参考にしたものである。そうした文献類の中から、

われわれの安全に関する今後の方策にも何らかの示

唆が得られると思われるところを、ここに記録して

おきたい。

安全ガイドラインの作成にあたって参考としたの

は、主としてアメリカの文献と事例である。日本で

は幸いにしてドクターヘリの事故は皆無だが、アメ

リカでは何故か近年、意外に多くの事故が発生して

いる。先ずは、その実状を見て他山の石としたいと

考えた。

Table 1は最近10年間の救急ヘリコプターの事

故の状況である。救急ヘリコプターの安全につい

て、かねてから発言を続けているシカゴ大学航空医

療ネットワーク（UCAN：University of Chicago

Aeromedical Network）のアイラ・ブルーメン教授

の論文1）から拝借した。

救急ヘリコプターの事故件数
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Table 1：米国の救急ヘリコプター事故発生状況



アメリカの航空事故については、米運輸安全委

員会（NTSB： National Transportation Safety

Board）に膨大なデータベースがある。しかしブルー

メン博士は、NTSBの医療航空事故に関する定義が

必ずしも明解ではないとして、定義を明確にしたう

えでNTSBのデータを見直し、独自の集計をしてい

る。その定義とは、次のような飛行中の事故を救急

飛行事故としている。

・救急専用機および臨時の応援機による患者搬送中

・救急現場への出動飛行中

・航空医療の広報飛行中

・燃料補給および入れ替え飛行中

他方、救急専用機であっても整備点検に関連する

確認検査飛行や訓練飛行中の事故は救急飛行事故と

はみなさない。また軍事的な救急救助飛行は、ここ

での対象ではないとして、軍用救難機の事故も集計

には入れない。さらに固定翼機の事故も外してある。

その結果、アメリカでは1972～2005年の間に224

件の事故が発生した。うち84件（37.5％）は死亡

事故で、死亡者は224人であった。しかし、これら

の事故は年代によって発生の波があり、1998年以

降2005年までの8年間に多発している。すなわち最

近8年間の事故は107件で、72年以来34年間の総数

224件に対して47.8％と半分近くを占める。言い換

えれば、毎年平均13件、月に1件以上の事故が起こ

ったことになる。それが8年間も続けば誰もが異常と

思うであろう。そのうち死亡事故は36件（33.6％）

で、死者は90人に達した。毎年10人以上がヘリコプ

ター救急のために命を落としたことになる。

そうなると、ヘリコプター救急の安全性が専門家

や関係者の間ばかりでなく、一般的、社会的にも問

題となるのは当然であろう。そして航空専門誌ばか

りでなく、一般紙もしばしばこの問題を取り上げ、

実際に事故が起こると大きく報道し、一種の社会問

「ヘリコプター救急は有難迷惑」

題として扱うようになってきた。

このような状況から、「ヘリコプター救急は有難

迷惑」2）という論文まで出るようになった。著者は

米ジョージ・ワシントン大学のブライアン・ブレゾー

教授。掲載されたのはワシントンのスミソニアン航空

宇宙博物館の『エア・アンド・スペース』誌（2006年

6月号）で、権威ある刊行物といってよい。しかも、

この論文は第三者的な立場から一方的にヘリコプタ

ー救急を非難しているわけではない。というのは著

者自身、かつてパラメディックとして救急ヘリコプタ

ーに乗っていた経験を持ち、今も救急医として仕事

をしているからである。

論文の副題は「ヘリコプター救急はあなたの健

康を損なうおそれがあります」（Helicopter ambu-

lances could be hazardous to your health.）とい

うもの。タバコの注意書きのように、無闇に吸った

り、乗ったりしてはいけませんというわけである。

無闇にというのは、最近アメリカでは救急ヘリコプ

ターを安易に呼ぶようになり、必ずしもヘリコプタ

ーが必要だったわけではないと思われるような症例

が増えているためである。

「1970～80年代の調査では、ヘリコプターで搬送

された患者の治癒率が救急車で運ばれた患者よりも

はるかに高いという結論だった。そのため多くの病

院がヘリコプターをチャーターしたり購入したりし

て、航空搬送を始めるようになった」。ところが

「最近のヘリコプター救急の効果は、救急車との差

異がさほど大きくない」

これは、患者が軽症であってもヘリコプターが出

動するためで、呼ばれれば何でも出動する日本の救

急車に近い使われ方があるのかもしれない。それは

ともかく、ブレゾー教授は論文の中で救急ヘリコプ

ターの事故について次のように書いている。「1983

年から2005年までの20年余の事故を調査分析した

ところ、乗員の危険度は事故率から見て、米国で最

も危険な職業になった。すなわち、ごく普通の職業

についている人の6倍、鉱山で働く人の2倍で、戦

場を飛ぶ戦闘機のパイロットと同じくらい危険」と

いうのである。
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「アメリカという、世界で最も豊かな国にあって、

われわれが懸命に育て上げてきた救急ヘリコプタ

ー・システムは、いつの間にか最も危険で、最も金

のかかるシステムになってしまった」。とすれば、そ

の利用を促進するよりも、それなしで済ませる方法

を考える必要があるのではないかというのが結論で

ある。一見矛盾しているようだが、実はヘリコプタ

ー救急の関係者による悲痛な反語でもある。

こんな状態になるまで、関係者は何をしてきたの

か。どんな手を打ってきたのだろうか。救急機の事

故が目立ち始めた2000年4月、アメリカ航空医療学

会（AAMS：Association of Air Medical Services）

は国際ヘリコプター協会（HAI：Helicopter Associa-

tion International）やヘリコプター・メーカー、運

航会社、救急パイロット協会などと共に「救急ヘリ

コプター事故防止委員会」を設置して、対策に取り

組んだ。その結論は後に、夜間飛行や山岳飛行の

訓練強化、衝突警報装置や電波高度計の取りつけ、

気象情報の重視と的確な判断、計器飛行の訓練と資

格の取得などの勧告となった。

しかし、さしたる成果も得られないでいるところ

へ、航空医療専門医ハンドブックの補足という形で

「航空医療搬送における安全性と危険性の評価」3）

と題する文書が刊行された。2002年11月のことで、

上記ブルーメン教授とシカゴ大学航空医療ネットワ

ーク（UCAN）安全委員会の執筆によるA4版70頁

の冊子である。

内容は1998年から2002年9月までに発生した救

急ヘリコプターの事故を統計的に分析したもので、

米運輸安全委員会（NTSB）は事故原因の8割が「パ

イロット・エラー」としているが、果たしてそうか。「われ

われ関係者の誰もが、何か間違いを犯しているので

はないか」という問題提起が結論にもなっている。

すなわち「過去数年間、救急機の事故が増えてき

「安全は第一の優先課題」

たことについては何ら論理的な理由がない。われわ

れはすでに安全法規があり、安全委員会があり、作

業基準があり、認定制度があり、AMRM（Air

Medical Resource Management）訓練を実行し、

技術は進歩し、航空機も改良されてきた。しかるに、

われわれは不要な圧力にさらされ、不要な危険を負

い、不要な障碍にぶつかり、不十分な連携のままで

自己満足におちいっている。われわれにないのは弁

解の余地だけである」

そのうえで「この文書は航空医療関係者に何らか

の安全策を教示するものではない。それを考えるの

はあなた自身だ。どうぞ事故を減らして貰いたい」

と結んでいる。しかし現実は依然として事故がなく

ならない。そこから再び、冒頭のような集計作業が

始まり、2006年秋「安全は第一の優先課題」1）と題

する論文が米航空医学会（AMPA）の新しいハンド

ブック「航空医療搬送の原理と方向」11）に登場した。

その結びは“Make safety your first priority!”と

いう叫びになっている。

2004年頃からはアメリカ政府機関が本格的に問

題に取組みはじめた。はじまりは米連邦航空局

（FAA： Federal Aviation Administration）で、

2004年8月タスクフォース（特別調査班）を部内に

つくって、救急飛行の現場に立ち会うなどの活動を開

始、2005年1月にはアメリカ航空医療学会（AAMS）、

国際ヘリコプター協会（HAI）、救急パイロット協会

（NEPA：National EMS Pilots Association）、さ

らにヘリコプター運航企業数社の代表らと安全問題

について話し合いをした。そして2週間後、「ヘリコ

プターの救急飛行」に関する通達4）を発出した。

内容は、ヘリコプターの運航会社に対し、パイロ

ットの判断能力の向上やCRM（Crew Resource

Management）訓練の強化を求め、運航規程や訓練

内容の見直し、天候悪化が予想される場合の操縦訓

連邦航空局にタスクフォース

3



練、長距離飛行訓練、夜間飛行訓練などを実地にお

こなうよう勧告している。

この勧告の根拠となったのは1998年から04年ま

での米国における救急ヘリコプターの事故で、この

7年間の事故は総数85件。うち死亡事故が27件

（32％）であった。そのうち夜間の事故が21件（78％）

と非常に多い。これは、夜間飛行中に異常事態に遭

遇すると死亡事故につながりやすいことを示してい

る。しかも異常事態の内容は、27件中16件（60％）

が有視界飛行をしていて天候が悪化し、機体は正常

なまま山や地面にぶつかったものであった。

FAAからはその後も勧告やガイドラインが出つづ

けた。すなわち2005年8月には「救急ヘリコプター

のリスク評価プログラム」5）と題するガイドライン、

9月にはAMRMの訓練要領6）、2006年1月には正常

な飛行をしたまま地形に突っ込むCFIT（controlled

flight into terrain）や操縦不能を避けるためのハン

ドブック7）、そして救急飛行における有視界気象条

件の改訂通知などである。

一方、運輸安全委員会（NTSB）も2005年1月25

日、「救急飛行に関する特別調査報告」8）を公表した。

内容は、過去3年間の救急飛行事故を調査し、特に

7件の事故を精査した結果から、患者が乗っていな

いときの運航基準が甘い、出動の可否について体系

的な基準がなく組織的な判断がなされていない、地

形衝突防止のための警報装置がついていない、とい

う3点の課題を抽出したものである。

この課題克服のために、NTSBはFAAに対し、次

のような条項を法規に定めるよう勧告した。第1に

救急現場へ向かう出動飛行や患者を送り届けて基地

へ戻る帰投飛行など、救急機に患者が乗っていない

ときもエアタクシーや遊覧飛行に準ずる連邦航空規

則（FAR：Federal Aviation Regulations）パート

135の規定にしたがって運航すること。

NTSBの特別調査による勧告

第2は、天候の悪化が予想されたり、日没に向か

って飛ばなければならないとき、さらに救急現場の

着陸地点が未知の場合、出動の可否をどう判断する

か。なんとかなるだろうといった安易な気持ちやヤ

マカンに頼ったり、パイロット独りだけの判断では

間違った結論になりやすい。運航会社は体系的、組

織的に危険要素を予知できるよう「リスク評価プロ

グラム」をつくること。

第3に、この特別調査の対象とした55件の事故の

うち17件は衝突警報装置があれば事故にはならなか

ったという推定から、救急機には対地衝突警報装置

（TAWS：Terrain Awareness Warning System）

を取りつけるよう勧告している。

念のために、上のFARパート135の規定は、特に

気象条件と乗員の休養についてきびしく定めてある

が、日本のドクターヘリはこうした旅客輸送に準ず

る規則によって運航している。アメリカでもFAAの

法規をまつまでもなく、運航者の多くがパート135

に従って飛ぶようになった。

またTAWSの取りつけに関して、勧告を受けた

FAAは運航者が自発的に装備するのはいいとして

も、本来は高空を飛ぶ飛行機のための装置であると

ころから、低空を飛ぶヘリコプターの場合は警報音

が鳴りつづけることもあり得る。その結果、パイロ

ットが装置を切ってしまったり、警報を無視したり

することになって、肝心のときに警報機能が発揮で

きないかもしれない。したがって救急ヘリコプター

への取りつけを義務化するためには、今の機能を改

める必要があるという見解を取っている。

2005年8月にはHAIが「救急飛行の安全性向上」

と題する白書9）を出した。内容は、救急飛行の安全

は「パイロットだけの問題ではない」。ヘリコプタ

ー会社や病院はもとより、救急隊員や警察官など、

ヘリコプター救急に携わる誰もが「安全の文化」を

HAIの安全白書
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共有する必要があると論じている。

そのため乗員には救急飛行に即した訓練、たとえ

ば危機管理およびCRM訓練、定期的な緊急対応訓

練、個別の担当地域や担当業務に応じた訓練、計

器気象状態と中間気象状態での飛行訓練、航空機

のシステムに関する訓練、夜間飛行訓練、山岳飛

行訓練、判断能力の向上訓練、管理監督者として

安全上の判断に関する訓練などである。

次にディスパッチャー、すなわち航空機出発の可

否を助言する運航管理者も飛行の安全に密接な関係

を持っているところから、充分な訓練、知識、経験

を積んで、ヘリコプターが飛んでいる間、気象条件

や着陸地点の状況について刻々の情報をパイロット

送る。そして気象条件が悪化するなど、飛行の継続

が困難と思われるときは、いつでもヘリコプターを

呼び戻す権限を危機管理規程の中に定めておかねば

ならないとしている。

また救急現場でヘリコプターを迎える警察官や救

急隊員も、着陸地点の選定、障害物の見分け方、交

通規制、群衆整理などの訓練が必要と主張する。

白書はさらに、人材の訓練研修に加えて、機体装

備の強化についても勧告している。それによると、

救急機には衝突警報装置、電波高度計、夜間暗視

装置が必要という。たとえば2004年、救急ヘリコ

プターの事故は11件発生したが、そのうち6件が夜

間のCFITによる死亡事故であった。しかも5件は

有視界気象条件の下での事故で、衝突警報装置や

暗視装置をつけていれば避けられたはずであった。

もっともヘリコプターがこれらの装備をするには、

ヘリコプターの低空飛行に適した衝突防止装置が安

く入手できるような開発努力が必要だし、それを機

体に取りつける際の修理改造検査や操縦訓練が容

易に時間をかけずにできるような対策をFAAに要

望している。

以上のような具体策に加えて、救急飛行の安全に

最も重要なことは、パイロットや運航管理者はもと

より、同乗する医療クルーや事業責任者などの安全

に関する意識と知識を高めることであろう。安全に

は、何か一つだけで決め手となるような特効薬はな

く、多面的な手を打ってゆく必要がある。すなわち

ヘリコプター救急システム全体の「安全の文化」と

でもいうようなものが醸成されなくてはならない。

それには航空会社の社長、担当役員、運航部長、

安全管理者などはもとより、医療側の責任者や飛行

要員、そして現場の救急隊員や警察など、救急業務

の関係者全員が安全に関する意識を持ちつづけるよ

うにしなければならない。それも危険から逃れるだ

けの消極的な意識ではなく、危険を克服する積極的

な心構えが必要である。飛行の安全は関係者全員で

支えてこそ初めて確保されるとしている。

つづいて2005年9月26日から4日間、カナダのモ

ントリオールで「国際ヘリコプター安全会議」（IHSS

2005）が開催された。国際ヘリコプター学会とHAI

との共催で、出席者は220人余り。世界各国のヘリ

コプター研究機関、メーカー、運航会社、航空技術

者、パイロット、さらには米国およびカナダの航空

当局や軍関係者などであった。

このとき発表されたHAIの集計によると、2004

年のヘリコプター事故は、救急機以外の事故も含め、

10万時間あたり約8件であった。この事故率を向こ

う10年間で8割減――すなわち1.6件とする目標を

定め、そのために「国際ヘリコプター安全チーム」

（IHST： International Helicopter Safety Team）

を結成して安全のための方策づくりを進めるという

のが会議の結論となった。

この安全方策を具体的に進めるために、IHSTの

中に3つの分科会を設ける。安全に関する分析チー

ム、実行チーム、評価チームである。分析チーム

（Joint Safety Analysis Team）はデータの検証と

分析。実行チーム（Joint Safety Implementation

Team）は安全の確保に必要な事項の実行方策を検

討し、具体策を勧告する。そして評価チーム（Joint

Implementation Measurement Data Analysis

事故率80％減の目標
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Team）は安全計画の実施結果を何らかの形で評価

し、将来の計画策定の資料とすることになっている。

ちなみにアメリカの定期航空は、事故率が10万時

間あたり0.159件で、ヘリコプターの目標のさらに

10倍という安全率である。また、日本の民間ヘリコ

プター事故はTable 2のとおり、2004～06年の3年

間に15件発生した。飛行時間は毎年15万時間程度

と推定されるので、10万時間あたりの事故は3.3件

となり、アメリカの半分以下といえよう。しかしアメリ

カの安全目標に対比すれば2倍の事故率にあたり、

日本もさらに引き下げなければならない。

そのうえ日本は事故の総数に占める死亡事故の割

合が多く、半分に近い。また、ほとんどが事業機、

消防防災機、警察機といったプロによる事故である。

アメリカの危機意識は決して他人事
ひ と ご と

ではない。

2007年に入ると、2月にGAO報告書10）がアメリカ

議会に提出された。ということはヘリコプター救急の

安全性がついに議会の問題にまでなったのである。

GAO（U.S. Government Accountability Office：

米政府説明責任局）はご承知のとおり、かつては会

計検査院（Government Accounting Office）と呼

ばれていたものだが、2004年7月から同じGAOの

略称でも正式名称が変わり、これまでのように会計

検査ばかりでなく、各省庁の業務内容についても調

査し、問題点を指摘するようになった。

ヘリコプター救急の安全性に関しては、事故の多

いことから調査に乗り出したものである。その結論

は、FAAがもっとしっかり監督責任を果たすべきだ

ついに議会の問題へ

ということになった。

たとえば調査に当たって、GAOがヘリコプター

救急の実態、規模、飛行時間、出動回数などを調べ

ようとしたところ、全国的な統計資料は見当たらな

かった。そのうえFAAが救急飛行の安全について、

どんな方策を執ったのか、その方策がどの程度の効

果を挙げたのかが明確ではなかった。なにしろ基礎

的な統計資料がないので、事故の件数が増えたとか

減ったとかいっても、飛行時間当りの事故率、出動

回数当りの事故率が分からない。これでは、安全の

ための手を打つこともできないというのがGAOの

指摘である。

無論GAOはFAA、NTSB、関連団体、企業など

の関係者多数に会って直接話を聴き、救急飛行の拠

点や現場を訪ねて実際の飛行の様子も見聞した。そ

の結果、関係者は誰もが安全性は向上したというが、

基本データがないので証明のしようがない。したが

って監督責任のあるFAAも実態は分かっていないは

ずで、法規の制定といった具体的な行動を起こすこ

とができない。勧告ぐらいでお茶を濁すのが精一杯

と見ている。

たとえばパート135に従った救急飛行が、実際に

一般の旅客飛行の安全と同水準になり得るのか。そ

れでもまだ低いのか。そのあたりのこともよく分から

ない。実際は、救急飛行には固有の危険がひそんでい

るはずで、単にパート135を適用するだけでいいのか。

おそらくは不十分だろうが、ではどうすればいいのか。

監督責任ということは、単に規制を強化したり、通

達を出したり、法規をつくったりするだけではない。

運航の実態を把握しながら、運航者と一緒になって考

え、新しい方策を生み出してゆくことでなければなら

ない。こうした考え方から、GAOは議会を通じて運

輸省とFAAに対し警告を発し、改善を求めている。

ところで、GAOの報告書にはNTSBによる救急

事故8割減も夢ではない
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ヘリコプター事故の具体例が掲載されている。い

つ、どこで、どのような事故が起こったかを示す要

約だが、それを筆者の見方で整理したのがTable 3

である。冒頭のブルーメン教授の集計と異なるの

は、NTSBの事故の定義が異なるためだが、これ

だけでもアメリカの救急事故の実態がかなりよく分

かる。

すなわち、1998年から2005年までの8年間の事

故は総数89件であった。事故の発生は昼夜ほぼ半分

ずつだが、死亡事故は夜間の方が断然多く、4分の3

以上である。前にも見たように、暗い中で異常事態

が発生すると大事になりやすく、死者の発生に至る

のである。

また、どのような航空規則の下で飛んでいたか。

やはりNTSBがいうように、自家用機と同じFAR

パート91の適用下で飛んでいた事例が全体の7割以

上を占める。そこからルールを改め、常にパート

135で飛ぶように勧めるのは当然であろう。その結

果、全機がパート135で飛ぶことにすれば、事故は

どのくらい減るか。Table 3だけの要素から単純か

つ乱暴な計算をすれば、89件が43件ですんだと思

われる。まさに半減であり、毎年5件程度の事故と

いうことになる。

そのうえで、関係者全員の協調態勢をととのえ、

組織的に危険性が予見できるようにすれば、89件

の8割減という目標 ―― すなわち8年間で18件、

毎年2件程度の事故に抑えることも不可能ではあ

るまい。

日本では幸いにしてドクターヘリの事故はない。今

後ともあってはならないが、本稿執筆の折から3月

30日深夜のこと、沖縄から徳之島へ救急患者を迎え

に行った自衛隊機が墜落した。目的地へ着く前のこ

とで、医師や患者は乗っていなかったが、自衛隊員

4人が死亡した。事故原因はまだ明らかではない。け

れども夜の悪天候の中だったらしく、アメリカの多

くの事故例に照らして典型的な救急事故といえよう。

おそらく那覇から徳之島まで海上の天候は悪くな

かった。しかし1時間ほど飛んで島に近づいてみる

と霧に包まれている。その中で救急患者は待ったな

しの容態にある。何とかして島に降りようというの

で本来の飛行経路を変更し、霧の隙間を探したに違

いない。そして瞬間、前方から迫ってくる山容に気

づいたときは、もう遅かった。むろん機長の熱意は

察するに余りあるが、それだけに思いがけない陥穽

にはまりこんだのではないか。これこそは典型的な

救急飛行事故にほかならない。

さらに、この事故にはニアミスというおまけまで

ついてしまった。事故の翌朝早くから現場付近を捜

索していた別の自衛隊ヘリコプターに報道機が近づ

きすぎたというのである。おそらく報道機も自衛隊

機も森林の中の残骸を探して地上ばかり見ていたに

違いない。顔を上げたときには、そばに別のヘリコ

プターが接近しつつあったというのである。

日本でも典型的救急事故
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事故や災害が起こったとき、緊急機関の航空機は

現場上空から捜索、救難、救急、消火などの活動に

当たる。そこへ報道機や見物の野次馬機が飛んでく

るのは、邪魔であるばかりか危険である。というの

で、このような場合、アメリカでは法規に基づき一

定の空域を限って飛行禁止にすることができる。そ

の中で緊急機は安心して任務に専念する。ところが

日本にはそのような規則がない。このことは阪神淡

路大震災でも問題となったが、報道機関の申し合わ

せとか自粛とか代表取材などの曖昧な結論しか出な

かった。新聞社などが報道の自由を強く主張したか

らである。このあたりも、もう一度考え直す必要が

あるのではないか。

沖縄の事故から2週間もたたない4月9日夕刻、今

度は北アルプスでヘリコプターが墜落し、2人が死

亡、8人が重軽傷を負う事故が発生した。一見して

救急飛行の問題とは無関係のように見えるが、これ

も見過ごせない問題を含んでいる。

当日早く、ヘリコプターは山小屋の作業員6人を、

雪の降り積もった現場に送りこんだ。そして午後か

ら迎えに行こうとしたが天候が悪くて飛べない。そ

のため山麓のヘリポートに待機していた機長からは

「今日は飛行を断念する」という連絡が会社に入っ

た。ところが実際は、遅くなってから現場へ飛んだ

のである。そして、わずかな晴れ間を見て現場に着

陸、合わせて10人が乗って離陸した。

ところが、離陸直後に墜落した。原因はまだ分から

ないが、標高が高いために出力の余裕がない。通常な

らばそれで飛べるけれども、突風や気流の甚だしい乱

れがあって飛行高度や姿勢に異常が生じると回復に

手間どる。その結果、尾部ローターが雪面を叩いたか

もしれない。あるいは離陸した途端に周囲の雪を巻き

上げて視界を失ったか、その結果として空間識失調

（バーティゴ）のような状態におちいったか。さまざま

つづいて同様の事故発生

な状況が考えられるが、いずれ明らかになるであろう。

それにしても何故、機長は断念したはずの現場へ戻

ったのだろうか。恐らくは、標高3,000メートル級の雪

の中で作業員たちが一夜を過ごすのは気の毒と感じた

のであろう。何とかして今日のうちに戻して上げたい

と思い、雲の晴れ間をねらったに違いない。その気持

はまことに尊いが、途中で判断を変えた。そのうえ判

断の変更を会社へ伝えなかった。会社へ連絡していれ

ば、機長独りの判断よりは気象情報などの先を見通

した、もう少し的確な別の判断があったかもしれない。

以下は一般論だが、気象条件が不安定なときに、

飛ぶべきか飛ばざるべきかをパイロット独りで判断

すると間違いやすい。救急任務ならば、目的地には

生死の境にある患者が待っているし、自分でもなん

とかして患者や家族に喜んで貰いたいという気持が

ある。ついつい無理をすることになりかねない。そ

んなとき運航管理者を初めとする関係者の組織的、

体系的な判断が必要となる。

その組織体制が、天候の悪いときばかりでなく普

段から機能していなければならないというのが上に

見てきた救急飛行の安全方策のひとつであった。

話をもう一度アメリカの事故に戻すと、何故あれ

ほど頻発するのであろうか。その理由についてはさ

まざまな見方があって、最も普通に考えられるのは

機数が多く、出動回数が多いために、確率論的に事

故も多くなるということであろう。特に今世紀に入

って、アメリカの救急飛行は急増し、それ以前の20

～30年間に増えてきた救急ヘリコプター数がわずか

5～6年で倍増してしまった。

そうなると新たに参入してきた不慣れな企業、不

慣れなパイロット、不慣れなクルーも増えるので、事

故も起こりやすくなる。本当に不慣れな事故が多いか

どうかは、実際に事故を起こした企業やパイロットや

クルーの経験年数を調べて見なければならないが、

如何にして難事を完遂するか
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当たらずといえども遠からずではないだろうか。

しかし、もうひとつ、アメリカ人もしくはアメリ

カ社会の根本的な性格も見ておく必要がある。それ

は、何もかも全てが完璧でなくともよいとする考え

方である。一定範囲の誤差を許容する考え方はアメ

リカでなくとも昔から行なわれてきた。しかし最近、

特に顕著になってきたのはコンピューター・システム

の故障である。

われわれが日常的に使っているパソコンでは、オ

ペレーション・システム（OS）でもインターネットで

も、その他のソフトウェアでも始終故障する。故障

すると「メーカーへ報告してください」などと親切ご

かしの文字が出てくるが、これは最初から故障するこ

とを前提にしたものにほかならない。つまりコンピュ

ーターは完璧なシステムではないのである。むろん

航空機と異なり、すぐさま人命にかかわるわけではな

いので、ある程度のことは許されよう。それに、これ

らのシステムを完璧なものにしようとすれば、いつま

で経っても完成しない。商品として普及させるには、

どこかで妥協し売り出してゆかねばならない。

これをマイクロソフトの「不完全戦略」というそ

うだが、コンピューターの普及につれて、いつの間

にか同じような考え方が、無意識のうちに他の分野

にも広がってきたのではないのか。無論これが航空

や医療の分野に当てはまらぬことはいうまでもな

い。特に日本ではコンピューターであろうとヘリコ

プター救急であろうと、完璧が求められる。

そのため、いつまでも調査と研究を繰り返し、な

かなか普及しない。その間に、一方では助かるべき

命が助からず、犠牲者が増えつづけているのも事実

である。だからといって不完全なままで危険を冒せ

というのではない。もちろんアメリカでも安全こそ

は最優先であって、誰も妥協を容認するとは言って

いない。そこで、安全を損なうことなく、困難な任

務を完遂するには如何あるべきか。この難事こそが、

われわれに与えられた課題である。

その答えを探ってゆくために、日本航空医療学会

の「ドクターヘリ安全の手引き」が何らかのヒント

になれば幸いである。
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