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『フライトナース安全の指針』を読む 

 

西川 渉 

 

 
 アメリカの搬送看護師協会（ASTNA: Air 
& Surface Transport Nurses Association）
は 2006 年８月、『フライトナース安全の指

針 』 (Transport Nurse Safety in the 
Transport Environment）と題する 40 頁ほ

どの冊子（Position Paper）を公刊した。

航空機または救急車で患者搬送にあたるナ

ースの安全上の注意点について基本的な指

針を示したものである。 
 全体の構成は、患者搬送に当たるナース

の安全に関する課題 12 項目を取り上げ、そ

れぞれの問題点と対処の方法を示している。

これを日本のヘリコプター救急の安全とい

う観点から見るならば、ドクターヘリに従

事する看護師ばかりでなく、救急救命士は

もとより、医師その他の関係者にも大いに

参考になるはずで、ここにその要点をご紹

介したい。 
 本書の第１頁は、2005 年９月 29 日ワシ

ントン州の救急ヘリコプターの事故で殉職

したフライトナース、エリン・リード看護

師への追悼と遺族への感謝の言葉である。

これで本書を開く人の誰もが、特にフライ

トナースの場合は身につまされるはずで、

残りの頁を読みとばすわけにはいかなくな

るであろう。 
 実は、この事故は、筆者が昨秋訪問した

シアトルのエアリフト・ノースウェスト社

で、その１年前に起こったものである。事

故機はアグスタＡ109 マークⅡ双発ヘリコ

プター。パイロットと２人のフライトナー

スが乗っていて、３人とも死亡した。市内

のハーバービュウ病院へ患者を送り届けた

のち、夜の９時４分に屋上ヘリポートを離

陸、本拠地のアーリントン空港へ戻る途中

だった。飛行経路は北へ向かって 70 キロ余

りを海岸沿いに飛ぶことになる。 
 その飛行中、エアリフトの運航管理者は

９時 14 分にヘリコプターと無線交信をし

た。そして 10 分後、再び無線で呼びかけた

が、もはや応答はなかった。同じ頃、ヘリ

コプターが飛んでいたと思われる地域の住

民から 911 番に電話が入る。「ヘリコプター

の飛ぶ音が聞こえた。何かヘンな音だと思

ったら、大きな爆発音に変わった」という

緊急通報であった。 
 付近の天候は霧がかかり、時折り強い突

風も吹いていた。４時間後、沿岸警備隊の

巡視艇が海岸から１キロほど離れた海上で

ヘリコプターの残骸を見つける。しかし、
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そのときから１年が経過した昨年秋、同社

を訪ねた時点ではまだ事故原因がはっきり

せず、米運輸安全委員会（NTSB）の調査

がつづいていた。 
 搬送ナース協会（ASTNA）の安全指針の

冒頭に、なぜリード看護師への追悼が掲げ

られているのか。詳しいことは何も書いて

ないが、おそらくは遺族が ASTNA へ寄付

金を贈り、それがこの文書作成費の一部に

なったからではないかなどと想像する。た

だリード看護師は、フライトナースの仕事

に非常に熱心で、誰が見ても意欲に満ちた

人だったらしい。仕事の上で も満足を感

じるのはどんなことかと訊かれて、「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こと」だった

という答えが印象的である。 
  
安全の課題 12 項目 
 さて、この冊子「フライトナース安全の

指針」は、ナースにとって航空医療は近年

きわめて重要な仕事になってきたとしてい

る。しかるに、この仕事は上述のような危

険を伴う。そこでフライトナースは次のよ

うな心構えをもって仕事をするよう求めら

れている。 
「クルー・メンバーの行為は他のメンバー

の安全に影響し、飛行そのものにも影響す

る。各メンバーは自らの安全に注意すると

同時に他のメンバーの安全と飛行の安全に

も気をつけなければならない」 
 そのことを前提として、次のような 12 項

目の課題を取り上げる。 
• 十分な休息 
• AMRM（航空医療協調態勢） 

• ローター回転のままの患者の乗降 
• 個人の防護装備 
• 不安全事項の報告 
• 機内装備の安全 
• 緊急操作訓練 
• 患者の拘束 
• 安全のための搭乗拒否 
• 救急車の安全 
• サバイバル訓練 
• 身体と精神の健康 

 これらの項目をひとつずつ読みながら、

要点をご紹介してゆきたい。 
 
十分な休息 
 アメリカのヘリコプター救急は通常、24
時間対応である。したがって深夜勤務も多

く、生活の質が損なわれるばかりでなく、

身体的、精神的疲労が重なって安全上も悪

い影響が出る。こうしたシフト勤務の問題

には完全な解決策はないが、勤務時間帯を

できるだけずらしてゆくことが望ましい。 
 たとえば８時間交替ならば、昼間勤務の

次は夕方勤務、その次は深夜勤務とする。

また 12 時間勤務ならば昼間勤務と夜間勤

務を交互におこなう。NASA の研究でも、

十分な休息を取ることと仕事の能力との間

には明確な関係のあることが分かっている。

具体的には、休息が不十分になると、注意

力が散漫で機敏な動作ができなくなり、判

断力も低下する。そのため米連邦航空規則

（FAR: Federal Aviation Regulation)は、

パイロットに関して就業時間の上限を定め

ると共に、24 時間ごとに少なくとも 10 時

間の休息をとるよう定めている。 
 しかし医療クルーは FAR の対象外なの

で、飛行の安全に関係するといいながら、
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実際は 24 時間の連続勤務すら行なうこと

がある。仕事の合間に多少の休息をするに

しても、決して十分ではない。ところが疲

労は、なかなか自覚しにくいもので、大抵

の場合は何か大きな失敗をして初めて気が

つくことが多い。 
 このような問題に対して、ASTNA は次

のような指針を示す。 
• 搭乗勤務をするフライトナースは、

24 時間のあいだに少なくとも 10 時

間の休息が取れる勤務割をつくる。

また過度の疲労や不十分な休息を自

覚した場合は、業務中であっても勤

務から外れて休む。 
• 昼間、夜間、深夜のシフト勤務はと

きどき変更する。 
• フライトナースは十分な栄養と飲み

水を摂り、勤務時間中でも必要な飲

食ができるようにしておく。 
 
クルー間の協調を促す AMRM 
 フライトナースは、飛行の安全に重要か

つ積極的な役割を有する。飛行の安全が運

航クルーだけのものではないという考え方

から、近年は運航クルーと医療クルーとの

協調態勢が重視されるようになり、これま

で航空界で行なわれてきた CRM（Crew 
Resource Management）が航空医療にも採

り入れられるようになった。これを 
AMRM （ Air Medical Resource 
Management）と呼ぶ。 
 救急飛行は、さまざまな分野の関係者全

員が同じ考えのもとに同じ業務を一体とな

って遂行しなければならない。そのために

は就業前のブリーフィング、出動前のブリ

ーフィング、帰投後のデブリーフィング、

飛行前の機体点検、出動前のチェックリス

トによる点検などが必要になる。 
 就業前ブリーフィングは、これから始ま

る仕事中に予想される気象条件、航空局か

ら発せられる NOTAM（航空情報）、機体の

整備予定、担当地域の道路の閉鎖や渋滞な

どの状況を全員に知らせるものである。出

動前ブリーフィングはこれから飛ぼうとす

る任務の内容や飛行経路、予定時間、気象

状況、目標地点、着陸場所、患者容態など

を相互に知らせ合う。 
 飛行前点検はパイロットの責務である。

しかし医療クルーも医療器具の電源や固定

状態などを点検する。帰投後のデブリーフ

ィングは、主に記録の記入だが、安全に関

係すると思われる問題についてはクルー間

で話し合い、運航会社内および病院に報告

する。こうしたことがその後の安全性を高

めることになる。 終的には航空局その他

の関係機関へも通報することになるかもし

れない。 
 以上のようなことから ASTNA 協会から

フライトナースへの安全勧告は次の通りで

ある。 
• フライトナースは飛行中の機内で、

操縦士や運航クルーを助けて、次の

ような安全確認をおこなう。 
・機内搭載機器が確実に固定されて

いるか 
・同乗者のシートベルトやハーネス

はしっかり留めてあるか 
・患者は固定されているか 
・患者が動いてもパイロットや操縦

装置に触れるようなことはないか 
・照明装置は点灯するか 

• 患者と同乗者に対し、機内および機
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外の安全に関するブリーフィングを

おこなう。 
• 就業前ブリーフィング、出動前ブリ

ーフィング、飛行前点検、帰投後の

デブリーフィングなどに関して、パ

イロットその他のクルーに協力する。 
• 飛行中は機外の見張り、離着陸地付

近の障害物の見張りをする。 
• フライトナースは緊急時の安全操作

に関して十分な訓練を受けておく。 
 

ローター回転中の患者の乗降 
 ヘリコプターのローターが回転したまま

患者を乗せることを「ホット・ローディン

グ」（Hot loading）といい、降ろすことを

「ホット・アンローディング」（ Hot 
unloading）と 
いう。このようなローター回転中のストレ

ッチャー積み降し作業は、万一の場合を考

えると望ましくない。機体の周囲を動き回

る関係者が、主ローターや尾部ローターに

触れて大けがをしないとも限らないからで

ある。 
 加えて、ローターやエンジンが回ってい

るときは騒音が激しいので、機体の周りで

ストレッチャーの上げ下ろしをしているス

タッフの間で声が通らず、意思の疎通がむ

ずかしい。さらにローターの吹き下ろし気

流（ダウンオォッシュ）が患者にあたって、

症状を悪化させる結果にもなる。 
 一方で、時間的にはホット・ローディン

グの方が迅速に離陸できるかもしれない。

したがってホット・ローディングの是非は、

患者の容態と時間との関係をどう判断する

かによる。 
 ヘリコプターの再始動に要する時間は、

機種によって異なるが、30 秒ないし２分程

度である。ホット・ローディングを行なう

に当たってはこの時間差と危険との度合い

を考え合わせ、慎重に判断しなければなら

ない。 
 以上により、ASTNA は次のように勧告

している。 
• 通常はローター回転のままの患者乗

降はおこなわない。 
• ローター回転のまま患者乗降をする

ためにはマニュアルを作成し、安全

を考慮した手順および注意事項を確

立しておく。 
• ローター回転中のストレッチャーの

操作については、現場関係者の全員

が訓練を受け、さらに一定期間ごと

に反復訓練を受ける。 
• ローター回転のままの患者乗降は、

訓練を受けた関係者だけで行なう。

訓練を受けていない外部機関の者は

作業に加わってはならない。 
 
個人防護装備 
（1）ヘルメット 
 米陸軍の調査では、軍用ヘリコプターの

墜落事故で死亡したものは、ほとんどが機

内のどこかに頭をぶつけるという２次的な

頭部外傷が原因だった。また 1991 年に発表

された調査では、陸軍のヘリコプター墜落

595 件の実態から見て、ヘルメットを着用

していなかった者は、ヘルメット着用者の

６倍の危険性があると結論づけている。簡

易式の AIS 重傷度スコアでは、ヘルメット

着用者の重傷度が 37％低い。 
 他方、後席に乗っている者の危険性は高

くなる。 
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 ヘルメットについたヴァイザーは顔面を

おおうので、顔や目の保護になる。それも

墜落時ばかりでなく、鳥や異物が飛行中に

風防を破って飛び込んできたときの防護に

なる。たとえば鳥の羽根や血液が目に入っ

て見えなくなると、特に操縦士の場合は瞬

間的であっても重大な結果になりかねない。

現実にそのような事故が起こっている。 
 飛行中はヘルメットのあごひもをしっか

りかけておく。いざというときヘルメット

が脱げてしまっては役に立たない。 近は

軽くて快適なヘルメットが出てきたが、こ

れでも着用時は動きがにぶくなり、視野が

せまくなり、音も聞こえにくい。したがっ

て航空医療従事者はふだんからヘルメット

をかぶり、慣れておく必要がある。 
 
（２）飛行服 
 航空機が墜落事故を起こすと、燃料タン

クが破裂して燃料が洩れ出し、火が点いた

り爆発したりする。機体全体が燃え上がっ

たときは、炎の中をかいくぐって脱出しな

ければならない。その結果、ひどい火傷を

負うかどうかは、着ている衣服によって異

なる。タービン・ヘリコプターの燃料 JP-4
は、発火すると約 20 秒で も大きく燃え上

がる。したがって、夏向きの木綿の飛行服

を着用している搭乗者は 10 秒以内に脱出

しなければ、自分が火だるまとなって生存

の可能性もなくなる。 
 そして 20 秒を過ぎると、火炎の温度は

927～1,260℃に達し、不燃性の飛行服でも

数秒で発火し、重度の火傷を負ったり、死

亡したりする。発火事故に対する完全な防

護策はないけれども、なるべく肌を火や熱

に当てないことである。 

 ノーメックスは火や熱に強い。けれども

ノーメックス製の飛行服ならば何でもいい

というわけではない。メーカーや製品は種

類が多いので、繊維の不燃性や耐熱性の程

度を調べると共に、着心地の良さ、洗いや

すさ、耐摩耗性、強さ、色合い、長持ちな

どを勘案して選定すべきであろう。 
 火炎から身を守るためには、下着も重要

である。望ましいのはノーメックス製の飛

行服の下に、コットン、シルク、もしくは

コットンとウールの混紡といった天然繊維

の下着を着けることである。ポリエステル、

ポリプロピレン、ナイロンなどの化学繊維

の下着は高温で融けて火傷になるので避け

るべきである。 
  
（３）安全靴 
 救急現場は鋭い金属片、滑りやすい油脂

または液体、ガラスの破片、救急隊が持ち

こんできた電動装置など、さまざまな危険

物が散乱している。したがって安全靴を履

いていなければ救急作業も円滑に進められ

ないし、自分の足に大きなけがを負う結果

となる。 
 安全靴は、つま先と土踏まずがスチール

で保護され、足首の上までおおうような長

い革製がよい。といってジッパー付きにす

ると、着脱に便利ではあるが、上述のよう

な火災事故で火に触れたとき、熱を伝えて

足に火傷を負う結果となる。靴下もコット

ン、ウール、シルクなどの天然繊維がよい。 
 以上のような考え方から、ASTNA 次の

ような指針を示している。 
• 救急ヘリコプターの搭乗者は、全員

が飛行用ヘルメットを着用する。こ

のヘルメットは米陸軍の航空用ヘル
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メットと同等またはそれ以上のもの

で、顔面を完全におおうヴァイザー

がついていなければならない。ヘル

メットは飛行中常に着用し、ヴァイ

ザーも正しく使用する。 
• フライトナースは火炎と熱に耐えら

れる袖の長い飛行服を着用する。下

着は天然繊維。ノーメックス製の手

袋も有効で、できるだけはめるよう

にする。 
• フライトナースは天然皮革のハイト

ップのブーツを履く。ブーツにジッ

パーがついているときは、ブーツの

内側に革を当てて、熱が浸透してこ

ないようにする。靴下はコットンか

ウールにする。 
 
緊急操作訓練 
 医療クルーは万一の場合にそなえ、搭乗

するヘリコプターの緊急操作について、あ

らかじめ訓練を受ける必要がある。訓練を

受けた機体が整備作業などで飛べなくなっ

たときは、代替機を使うことになるが、そ

の機種が異なると、たとえ短期間であって

も、異常事態にあたって安全な処置がむず

かしくなる。そのため、できれば普段から

代替機の候補に挙がっている機体について

も緊急操作の訓練を受けておくのが望まし

い。 
 そこで ASTNA としては、次のような配

慮をすべきだとしている。 
• 代替機を使うときは、原則として同

じ機種でなければならない。 
• 代替機の機種が異なる場合は、これ

まで使っていた機材と異なるところ

を重点に、一定の時間をかけて訓練

を行なう必要がある。  
 
患者の拘束 
 救急ヘリコプターに乗せた患者が異常に

暴れることがある。たとえば頭部に外傷を

受けた患者、アルコールや薬物中毒の患者、

精神病者、脳の低酸素症などの患者である。

このような患者をヘリコプターで搬送すべ

きかどうか、あるいは搬送前にどのような

処置をするかについては適切な判断が必要

である。 
 暴れ方のひどい患者は、ストレッチャー

のベルトだけでは充分な拘束ができない。

そこで鎮静剤、催眠薬、麻酔薬などの薬剤

を使うことになるが、その場合は搬送中、

患者の呼吸や酸素の供給に注意する必要が

ある。 
 病気の囚人を搬送するときは、警察官の

同乗が必要である。警察官は拳銃その他の

火器を携行しているので、患者が暴れたと

きや機体が不時着したときなどに新たな問

題を起こす可能性がある。 
 そこで ASTNA としては、患者の拘束に

ついて次のように考える。 
• フライトナースは患者の搬送に先立

って、飛行中に暴力をふるう恐れが

ないかどうか、よく観察しなければ

ならない。 
• 暴力をふるいそうな患者は、ヘリコ

プターへ搭載する前に革帯などの器

具を使って、しっかり拘束する。 
• 救急事業体は、医師の指導の下に、

暴力の恐れのある患者について、鎮

静剤や麻酔薬などの用法を含む処置

を明文化しておく。 
• 囚人の搬送要領についても、あらか
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じめ明確な規定を作成する。 
 
安全のための搭乗拒否 
 米連邦航空規則（FAR）は、航空機の機

長は運航に関する全ての責任と権限を持つ

と定めている。この中には当然、安全保持

の責任も含まれるので、気象条件その他の

理由で飛行を取りやめたり、中断する権限

を持つことになる。 
 ASTNA も機長の権限を尊重する。した

がってフライトナースが機長の決断にさか

らったり、考えを改めさせようとすること

は認めない。 
 しかしまた、ナースがみずからの安全の

ために、搭乗を拒否する権利も認めている。

そのことを明文化している救急事業体は、

1998 年の ASTNA の調査では、回答者の

52％に過ぎなかった。けれども実際にそう

したことを経験した事業体は 63％だった。 
 繰り返しになるが、搬送飛行をするかし

ないかは 終的に機長の判断による。しか

し、同乗するクルーも自分自身の安全につ

いては責任を有する。特にフライトナース

の場合は、患者の安全にも責任がある。し

たがって自ら搭乗を拒否するか、患者の搬

送飛行の取りやめを機長に建言する責任が

あると考えてもよいであろう。 
 そこで ASTNA としては、飛行の安全を

確保するために、次のような方策を勧告し

ている。 
• 救急飛行に従事する事業体は、気象

条件その他の理由で救急搬送を取り

やめる権限がある。外部もしくは内

部の圧力によって無理な飛行をした

り、個々人の競争心や功名心から無

理に飛ぶようなことはすべきでない。 

• 各業体は個々の従事者が、それぞれ

の立場で、安全上いかなる理由から

飛行を取りやめたり、搭乗を拒否し

たりできるのか、その規定を明確に

しておく。 
 
サバイバル訓練 
 救急機に乗るということは、通常の旅客

機や自家用機に乗るのとは異なる。すなわ

ち救急ヘリコプターは交通事故などの現場

へ直接着陸する。しかも、ほとんどの救急

機はパイロットが１人である。そのためフ

ライトナースは自機の現在位置の通報（ポ

ジション・レポート）をしたり、そのため

の無線操作をしたり、外界の見張りをする

など、航空機の運航にかかわる任務も果た

さなくてはならない。 
 さらにヘリコプターが不時着したり事故

を起こすなど万一の場合は、エンジンを切

り、緊急位置発信器（ELT：Emergency 
Locator Transmitter）を作動させ、患者の

脱出を助けなければならない。しかも、こ

れらの緊急措置は機種によって、状況によ

って異なる。 
 こうした事態に対処するため、ASTNA
は次のように勧告している。 
• フライトナースは、燃料閉止スィッ

チ、バッテリースィッチ、ELT、そ

の他の無線機の操作方法について訓

練をする。この訓練は少なくとも毎

年１回以上繰り返す。 
• ヘリコプターが不時着した場合の地

形、気象、標高その他の条件を想定

してサバイバル訓練をする。 
• 乗員は誰でも自分用のサバイバル用

品を、いつでも機内の手が届く位置
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に置いておく。 
• 訓練は適宜適切に、少なくとも毎年

１回以上繰り返しおこなう。 
 
身体と精神の健康 
 航空の安全にとって も重要なことは、

操縦士を初めとする乗員の健康である。そ

れも身体的な健康ばかりでなく、精神的な

健康も必要である。とりわけストレスの影

響は大きく、ときとして危険な兆候を招く

こともある。 
 そのような大きなストレスは、人間の感

情をゆさぶり、思考能力や行動に悪影響を

及ぼす。そこで、ストレスに苦しむフライ

トナースに対しては、ストレス管理

（ CISM ： Critical Incident Stress 
Management)プログラムによって回復を

助け、適切な休暇を与える。 
 
むすび 
 以上がアメリカの搬送ナース協会の作成

したフライトナースの安全に関する指針の

要点である。ただし冒頭に書いた課題 12 項

目のうち不安全報告、機内の安全、救急車

の安全については省略した。念のために、

不安全報告の項には、危険の前兆となるよ

うな問題を見つけたときは報告し集積する

インシデント・リポート・システムをつく

り、将来の安全性向上に役立てようという

趣旨のことが書いてある。また機内の安全

に関しては、キャビン内部の突出物による

けがや座席の衝撃吸収力などが論じられて

いる。 
 こうした安全の指針について、ここには

簡単に要約してしまったが、本書は冒頭に

ご紹介した一例が示すように、実はアメリ

カのフライトナースたちの膨大な血と汗と

涙の結晶にほかならない。 
 ご承知のように、アメリカでは通常、救

急ヘリコプターに医師が乗らず、フライト

ナースやパラメディックが現場治療に当た

り、それと同時に飛行の安全にも大きな責

任を持っている。そのためフライトナース

に対する ASTNA の要求もきびしい。 
 いわば１人で２役、３役をこなすわけで、

それだけにここに示された安全の指針は、

日本のドクターヘリにかかわる看護師はも

とより、医師や救急救命士、そして出動機

に同乗する整備士にも当てはまることとな

ろう。 
 幸い日本では、ドクターヘリの事故はな

い。このまま永久に静穏な状態が続くこと

を願うものだが、そのためには逆に安全の

ための努力と準備は静穏であってはならな

い。不断の訓練が必要であり、充分な訓練

によって緊急時の動作と操作がしっかり身

についていなければ、いざというときに騒

がず、慌てず対処することはできないと本

書は書いている。 
 救急飛行はもともと危険な任務である。

それを安全に遂行してゆくには、危険を避

けたり、危険から逃げているだけでは、い

つかつかまってしまう。危険に対処できる

備えが必要だが、ここにご紹介した要点が

いささかでもお役に立って、安全のための

方策を組み上げる糸口となるならば幸いで

ある。 
（『ヘリコプタージャパン』2007 年１月号

所載） 


