
洋上救急活動報告
事業開始以来、令和元年6月30日までに
912件の洋上救急事案に対応しています。

　洋上救急事業は、全国健康保険協会や各諸団体から
の資金援助と医療機関、医師・看護師、海上保安庁や
自衛隊の全面的な支援を受けつつ、昭和60年10月の
事業開始以来、令和元年6月30日までに912件の事案
に対応してきました。
　これまでに傷病者945名に対し、医師1,190名、看
護師533名が出動し、治療等を行っています。

航空自衛隊救難ヘリコプターUH–60Jによる台湾漁船乗組員の搬送
令和元年5月22日　21：50発生

　令和元年５月22日午後９時50分頃、「金華山沖南東
315海里付近を航行中の台湾船籍まぐろはえ縄漁船の
機関長が肝臓の持病により意識が混濁しており、ヘリコ
プターによる救助を要請する。」との洋上救急の要請が
台北駐日経済代表処から第二管海上保安本部運用司令
センターにあった。
　第二管区海上保安本部は、直ちに宮城海上保安部巡
視船「くりこま」を発動させ、また、航空自衛隊に災害
派遣要請を実施するとともに、石巻赤十字病院へ医師
等の派遣要請を実施した。
　石巻赤十字病院から医師等の派遣の承諾が得られ、
航空自衛隊への災害派遣要請が受理されたことから、５
月24日午前８時14分、医師１名と看護師１名が同乗し
た航空自衛隊救難ヘリコプターUH–60Jが松島基地を出

発。午前９時50分、UH–60Jが該船と会合し、傷病者
の吊り上げを開始。同午前10時23分に傷病者を収容し、
現場を出発、午後０時９分航空自衛隊松島基地に到着し、
午後０時19分、傷病者を救急車へ引き継ぎ、石巻赤十
字病院へ搬送した。

【発生位置】 金華山沖南東315海里付近海域
【傷 病 者】 男性56歳（台湾国籍　機関長）
【傷 病 名】 肝硬変、意識障害、貧血、低血糖
【出動医療機関】 石巻赤十字病院（医師1名、看護師1名）
【出動勢力】 航空自衛隊松島基地
 救難ヘリコプターUH–60J、救難捜索機U–125A
 宮城海上保安部　巡視船くりこま

■洋上救急発生海域図
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傷病者の吊上げ作業中の航空自衛隊�救難ヘリコプターUH–60J

ヘリコプター内での傷病者診療状況

救難ヘリコプターUH–60J� （写真提供：航空自衛隊）
（航空自衛隊ホームページより引用）

○総発生件数912件（昭和60年10月１日から令和元年6月30日まで）
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　令和元年６月９日午後２時55分、木更津海上
保安署より「富津岬先端から第１海堡の間でプレ
ジャーボートが座礁しており、水深が浅くて近寄
れないのでパワーボートでの救助をお願いした
い。」旨、救助要請があった。
　救助要請を受けた富津岬PW救難所は、直ち
に救助員４名乗船の救助船「富津岬をまもる会」

（0.35トン）にて出動、午後３時25分現場に到
着し、救助船から座礁船にロープを結んだものの、
潮が引いていた為しばらく待機。その後、潮が満
ちてきたことから、様子を見ながら安全な海域ま
で引き出し、午後４時50分、救助を完了した。

　平成31年３月10日午前９時30分、佐世保海上保安
部から「西海市大島町牛ヶ首鼻西方200メートルの瀬
に男性１名が取り残されている。」と西海大崎救難所
に救助要請があった。
　救助要請を受けた西海大崎救難所は、直ちに救助員
１名が乗船した救助船「漁協丸」（1.1トン）を出港さ
せ、午前10時10分頃、現場着、取り残されていた男
性を船内に収容し、午後０時頃、大島漁港まで搬送し
救助を完了した。

　令和元年５月29日午前２時頃、新潟港（西港区）水
産２号岸壁港内で出漁前準備をしていた新潟救難所所
属の救助員１名が港内で溺れている女性を発見、直
ちに、付近にて出漁準備中の僚船の救助船第八金吾丸

（29トン）、仙福丸（6.2トン）及びななみ丸（9.7トン）
乗船の救助員に大声で知らせた。
　救助船「仙福丸」救助員が投光器により港内を照ら
すとともに、他の救助員は119番通報、救命浮環を投
入する等の救助活動を行って、梯子を準備した上で救
助員１名が泳いで溺れている女性を救助、他の救助員
及び協力者が一致協力して同人を陸上にあげたのち、
タオルで保温をしつつ、駆けつけた救急隊に引き継ぎ、
救助を完了した。
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千葉県水難救済会　富津岬PW救難所

特定非営利活動法人 長崎県水難救済会
西海大崎救難所

新潟県水難救済会　新潟救難所

浅瀬に座礁したプレジャーボートを引き出し救助

　平成31年３月28日午後０時15分、名護海上保安署
から「源河沖で釣りをしていた親子２名乗船の小型
ボートが沖合に流されている。」との羽地救難所に救
助要請があった。
　救助要請を受けた羽地救難所は、救助船「マリンブ
ルーⅡ」に救助員２名が乗船し出動した。午後０時55
分、当該ボートを発見、「マリンブルーⅡ」に親子２
名を移乗させるとともに、当該ボートを同救助船に収
容して午後２時頃帰港、救助を完了した。

　平成31年４月13日午後４時10分、海南海上保安署
から「由良港内でシーカヤックが転覆し、海中転落し
た男性1名が乗艇できずにいることから救助願う。」旨、
救助要請が紀中救難所にあった。
　救助要請を受けた紀中救難所は、救助員１名乗船の
救助船「第５佐知丸」を出動させた。
　午後４時15分、付近を航行中の救助船「ふみ丸」に
乗船中の救助員が当該シーカヤックから海中転落した
男性を救助し、「第５佐知丸」がシーカヤックを曳航し、
午後４時30分、柏漁港に入港、救助を完了した。
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沖合に流された小型ボートを救助転覆したシーカヤックと
転落者を救助

瀬に取り残された男性を救助 港内で溺れた女性を協力して救助

浅瀬に座礁したプレジャーボート



自動車運搬船の付近に着水して傷病者を収容する
海上自衛隊救難飛行艇US–2（写真提供：海上自衛隊）

海上自衛隊航空機US–2が現場で着水し、自動車運搬船乗組員を搬送
令和元年5月3日　06：10発生

　令和元年５月３日午前７時30分、金華山灯台から真
方位121度444海里付近を航行中のバハマ船籍自動車
運搬船から、インマルサット電話により「本船の機関
長が転落して体が動かせないため、ヘリコプターによ
る救助を要請する。」と洋上救急の要請が第二管区海
上保安本部運用司令センターにあった。
　第二管区海上保安本部は宮城海上保安部巡視船「く
りこま」を発動させ、また、海上自衛隊に災害派遣要
請を実施するとともに、東海大学医学部付属病院へ医
師等の派遣要請を実施した。
　午前９時58分東海大学付属病院から医師等の派遣
の承諾が得られ、午前11時０分に海上自衛隊への災害
派遣要請が受理されたことから、午後１時25分、医
師２名と看護師１名が同乗した海上自衛隊救難飛行艇
US–2が厚木基地を出発。午後３時58分、US–2が該
船の付近海域に着水。午後４時37分に傷病者を収容

し、午後５時56分現場海域を離水、午後６時34分厚
木基地に到着、傷病者を救急車へ引き継ぎ、東海大学
付属病院へ搬送した。

【発生位置】 金華山灯台から真方位121度444海里付近海域
【傷 病 者】 男性56歳（ウクライナ国籍　機関長）
【傷 病 名】 心肺停止、脳梗塞、誤嚥性肺炎
【出動医療機関】 東海大学医学部付属病院（医師2名、看護師1名）
【出動勢力】 海上自衛隊厚木基地救難飛行艇US–2、哨戒機P–1
 宮城海上保安部　巡視船くりこま

ヘリコプター機内での医師による
傷病者の応急処置

船上で傷病者の搬送準備
をする機動救難士

ヘリコプター機内での医師による応急措置
（写真提供：海上保安庁）海上保安庁ヘリコプターによる

大型旅客船乗客の搬送
平成31年2月28日　10：40発生

海上保安庁航空機と海上自衛隊ヘリコプター
が連携し、漁船乗組員を搬送
平成31年4月15日　07：13発生

　平成31年２月28日午前10時40分、沖縄本島北
西130海里付近を航行中のイギリスの大型旅客船
の船舶代理店担当者から「旅客船内で急患（咳と
出血）が発生した。」と洋上救急の要請が第十一管
区海上保安本部運用司令センターにあった。
　午後２時30分、南部徳州会病院の医師１名及び
第十一管区海上保安本部那覇航空基地所属の機動
救難士２名が同乗したヘリコプターMH911が那覇
航空基地を出発。
　同午後３時45分、大型旅客船に到着、乗客の傷
病者をヘリコプター機内へ収容し、現場を出発。
午後４時36分那覇航空基地に到着し、傷病者を救
急車へ引き継いだ。

【発生位置】 沖縄本島北西130海里付近海域
【傷 病 者】 男性75歳（日本国籍　乗客）
【傷 病 名】 うっ血性心不全
【出動医療機関】 南部徳洲会病院（医師１名）
【出動勢力】 第十一管区海上保安本部
 ヘリコプターMH911
 機動救難士２名

海上保安庁ヘリコプターによる貨物船乗組員の搬送
令和元年6月10日　17：15発生

　令和元年６月10日午後５時15分頃、南大東島か
ら真方位160度42海里付近を航行中のインド船籍
貨物船から「船内で急患（胃の痛みを訴えている）
が発生している。会社医師から虫垂炎の可能性が
あるので緊急の搬送が必要との診断を受けたので、
救助してほしい。」と洋上救急の要請が第十一管区
海上保安本部運用司令センターにあった。
　同通報を受け、第十一管区海上保安本部は沖縄
赤十字病院へ洋上救急の要請を行った。
　同日午後６時０分に医師１名及び機動救難士
２名が同乗した那覇航空基地所属ヘリコプター
MH975が那覇航空基地を出発しようとしたが、天
候不良により出発が出来ず、天候回復まで待機した。
　翌11日午前11時33分、医師１名及び機動救難
士２名が同乗し、MH975が那覇航空基地を出発、
午前11時50分、該船と会合、傷病者の収容開始し、
午後０時16分、傷病者を機内へ収容。午後０時55
分、那覇航空基地着、傷病者を救急車へ引き継いだ。

【発生位置】 南大東島から真方位160度42海里付近海域
【傷 病 者】 男性25歳（インド国籍　見習機関士）
【傷 病 名】 虫垂炎
【出動医療機関】 沖縄赤十字病院（医師１名）
【出動勢力】 第十一管区海上保安本部那覇航空基地
 ヘリコプターMH975
 機動救難士1名

海上自衛隊硫黄島基地にて、海上保安庁航空機へ傷病者を引継ぎ

海上保安庁ヘリコプター：（海上保安庁ホームページより引用）

発生日時 発生位置 傷病者 状　　　　況

令和元年5月1日
（11：30）

経ヶ岬から335度
約107海里付近海域
北緯　37度23.3分
東経 134度17.0分

男性　34歳
一等機関士
モンテネグロ

（傷病名）
左手強度熱傷及び
一部裂傷

　令和元年５月１日午前11時30分頃、機関室内の焼却炉の修理を一人で行っ
た後、試運転を実施中に焼却炉の扉に誤って自身の左手を挟み、高温に熱せ
られた状態で強度の熱傷を負ったとのことから午後１時４分頃、日本の代理
店担当者から洋上救急の要請が海上保安庁運用司令センターへあった。発生
場所が遠方であるため、航空自衛隊小松救難隊へ災害派遣要請を行うととも
に、金沢医科大学付属病院へ医師等の派遣要請を実施。午後11時47分、医
師１名、看護師１名が同乗した航空自衛隊小松基地所属の救難ヘリコプター
UH-60Jが小松基地を出発、２日午前１時20分該船と会合、傷病者を収容し、
午前１時39分、小松基地に到着、傷病者を救急隊へ引き継いだ。

令和元年5月7日
（18：40）

沖縄本島北東11海里
付近海域
北緯　26度38.1分
東経 185度23.5分

男性　42歳
観測員
日本

（傷病名）
心肺機能停止

　令和元年５月７日午後６時50分頃、気象庁海洋観測船から「船内にて乗船
者1名が倒れ、現在、意識なく、AED、心臓マッサージ、人口呼吸を実施中、
緊急搬送してほしい。」と、洋上救急の要請が第十一管区海上保安本部運用司
令センターにあり、浦添総合病院から医師１名が第十一管区海上保安本部那
覇航空基地所属のヘリコプターに同乗し、午後８時22分那覇航空基地を出
発。午後９時４分頃、該船と会合し、患者を吊上げ収容。午後９時35分那
覇航空基地に到着、傷病者を待機中の救急隊へ引き継いだ。

令和元年5月12日
（00：28）

南鳥島南東約480
海里付近海域
北緯　18度13分
東経 159度37分

男性　43歳
機関員
インドネシア

（傷病名）
腎不全

　令和元年５月12日午前０時28分頃、南鳥島南東約480海里付近にて操
業中の漁船船長から「本船の機関員が意識もうろう、顔、足がむくみ、医療
助言を受けたところ、早急に病院へ搬送が必要との指示があり救助をお願い
します。」と洋上救急の要請が海上保安庁運用司令センターへあった。発生場
所が遠方であるため、海上自衛隊へ災害派遣要請を実施し、東海大学付属病
院へ医師等の派遣要請を実施したが、海上自衛隊から現場海域の気象海象を
勘案し、該船との会合は13日早朝とする旨回答があった。
　12日午後11時52分海上自衛隊厚木基地所属救難飛行艇US-2に東海大
学医師２名、看護師１名が同乗し、厚木基地を出発、13日午前５時45分該
船と会合、午前７時５分傷病者を収容、現場発。午後１時38分厚木基地に
到着、救急車で東海大学付属病院向け搬送した。

■その他の主な洋上救急の状況

　平成31年４月15日午前７時13分頃、母島西方約86海里
付近を航行中のミクロネシア船籍漁船（乗員27名、日本
人11名、インドネシア人10名、ミクロネシア人６名）の
船主から、「船内で機関士が歩行困難等のため搬送が必要」
と洋上救急の要請が海上保安庁運用司令センターへあった。
　発生位置が遠方のため、午前９時10分、海上保安庁か
ら海上自衛隊に対して災害派遣要請を行い、同９時32分
海上自衛隊硫黄島分遺隊所属ヘリコプターUH–60Jが硫
黄島航空基地を出発、該船に会合、10時43分傷病者を機
内へ収容し、硫黄島基地着陸。一方、第三管区海上保安
本部羽田航空基地から午前９時45分日本医科大学付属病
院医師２名が同乗した航空機LAJ500が羽田空港を出発。
午後０時25分硫黄島到着、傷病者を海上自衛隊硫黄島分
遺隊からLAJ500へ引継ぎ、収容し、０時46分硫黄島を
出発。午後２時44分羽田航空基地着、同午後２時50分、
傷病者を東京消防庁の救急車へ引き継いだ。

【発生位置】 母島西方約86海里付近海域
【傷 病 者】 男性25歳（日本国籍　機関士）
【傷 病 名】 左血気胸
【出動医療機関】 日本医科大学付属病院（医師2名）
【出動勢力】 海上自衛隊硫黄島分遣隊救難ヘリコプターUH–60J
 第三管区海上保安本部羽田航空基地　ジェット飛行機LAJ500
 特殊救難隊2名
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洋上救急慣熟訓練
　洋上救急出動の要請を受け、医師や看護師は慣れな
い巡視船や航空機に乗り込んで遥か洋上まで出動し、
厳しい自然条件の中、巡視船、航空機の動揺、振動、
騒音などの悪条件のもとで救命治療を行うことになり
ます。
　このため、洋上救急事業では全国各地で慣熟訓練を
行い、多数の医師、看護師に訓練に参加して頂き、航
空機等に実際に搭乗して機内の状況、救命資器材の確
認や、応急処置訓練を行うなど、現場の状況を事前に

体験し、実際の出動に備えています。
　今回は、前回紹介できなかった平成31年11月末か
ら本年６月末までに、慣熟訓練が開催された徳島地区

（関西・四国地方支部）、釧路地区（道東地方支部）、
那覇地区（沖縄地方支部)、宮崎地区・熊本地区（南
九州地区地方支部）、舞鶴地区（日本海西部地方支部）
の６地区（医療機関13機関、医師11名、看護師22名
参加）の洋上救急慣熟訓練の模様を紹介いたします。

実機（ヘリコプター）搭乗訓練

洋上救急での携行資器材の説明

ヘリコプター機内におけるシミュレーション訓練

巡視艇内でのダミー人形による処置体験

巡視船せっつ飛行甲板での訓練飛行の実施

巡視船そうや飛行甲板での吊り上げ救助訓練

（H30.11.28実施）
徳島地区 関西・四国地方支部

（H31.1.31実施）
那覇地区 沖縄地方支部

ヘリコプター機内でのダミー人形による処置体験

洋上救急資器材の説明等

巡視船せっつ飛行甲板での訓練飛行後の記念撮影

ヘリコプターから機動救難士降下、傷病者吊上げの訓練

訓練資器材展示・説明

（H31.2.26実施）舞鶴地区 日本海西部地方支部

（H31.1.30実施）
釧路地区 道東地方支部

（H31.2.21実施）
宮崎地区 南九州地方支部

（H31.2.24実施）
熊本地区 南九州地方支部

（写真は海上保安庁提供）
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｢洋上救急功労｣等で会長表彰を受章された方々

　平成31年1月から6月までの間に行われた洋上救急支援協議会等の活動状況等を紹介します。
　本年1月から６月末までに次のとおり地方支部にて各
地区洋上救急支援協議会総会が開催され、それぞれ、平
成30年度の活動状況等事業報告のほか、令和元年度の
事業計画や収支予算並びに役員の選任等について審議さ
れました。
　また、総会後には洋上救急功労者の会長表彰が行われ
るとともに、意見交換会が開催されました。

　なお、日本水難救済会から、沖縄地区は菊井理事長、
宮城県地区、道南地区、道東地区、北九州地区には加賀
谷常務理事、そして、日本海西部地区は鈴木第三事業部
長が出席しました。また、洋上救急事業
にかかる会長表彰対象であった沖縄地区、
宮城県地区では洋上救急功労者に対して
表彰状又は感謝状の伝達が行われました。

 中央及び地方支部の活動状況等

中央洋上救急支援協議会第34回通常総会等が開催されました

地方支部の洋上救急支援協議会総会が開催されました

　令和元年６月25日、東京・平河町の海運ビルにおいて、
中央洋上救急支援協議会第34回通常総会が開催されま
した。
　開催にあたり、公益社団法人日本水難救済会相原会長
の挨拶及び中央洋上救急支援協議会　重　義行会長の挨
拶ののち議案の審議となりました。議案は、
　　第１号議案「平成30年度事業報告について」
　　第２号議案「平成30年度収支決算について」
　　第３号議案「令和元年度事業計画について」
　　第４号議案「令和元年度収支予算について」
　　第５号議案「役員の選任について」
　が審議され、それぞれ異議なく承認されました。
　議案審議ののち、連絡事項として
　⑴ 令和元年度の日本財団への助成申請について

　⑵ 洋上救急の年度別出動実績等について
　⑶  中央洋上救急支援協議会「幹事」「顧問」の交代に

ついて
　⑷ 洋上救急功労者の表彰実績等について
の報告がなされ、その後、来賓の岩並秀一海上保安庁長
官からご挨拶をいただき、総会を閉会しました。
　また、通常総会終了後には、洋上救急功労者の表彰式
が行われ、公益社団法人日本水難救済会相原会長から洋
上救急に功績のあった日本医科大学付属病院及び今回の
第34回中央洋上救急支援協議会の終結時をもって退任
される重　義行会長に対し表彰状等が贈呈されました。
　なお、総会後の意見交換会では、冒頭に新たに中央洋
上救急支援協議会会長に就任された内海和彦氏から就任
にあたり抱負等ご挨拶がありました。

＜団体表彰：金色名誉有功表彰＞
　日本医科大学付属病院（平成27年６月より出動回数22回）

＜個人表彰：事業功労表彰＞
　前中央洋上救急支援協議会会長

重　義行氏

受章された日本医科大学付属病院救命救急科横田部長（左から三番目）との記念写
真。（左から二番目は、新たに中央洋上救急支援協議会会長に就任された内海和彦氏）

本会相原会長から表彰状等を贈呈される日本医科大学付属病院救命救急科横
田部長（中央）及び同病院高見澤氏（右）

本会相原会長から事業功労表彰で感謝状を贈呈
される重　義行氏

■沖縄地区洋上救急支援協議会
　（平成31年1月15日14時～：沖縄かりゆし アーバンリゾート・ナハ）

■宮城県洋上救急支援協議会
　（平成31年1月18日　16時～

：ホテルグランドパレス塩釜）

総会の様子（写真上）及び日本水難救
済会会長表彰を受章された沖縄県立
八重山病院医師神徳隆之氏との記念
撮影（写真右）

総会で挨拶される洋上救急支援
協議会会長加藤幹雄氏（写真上）
及び加賀谷常務理事から日本水
難救済会会長表彰を受章された
石巻赤十字病院に対し「金色名
誉有功表彰」が、加藤会長及び
佐藤前副会長に「感謝状」が伝
達されました。

総会で挨拶される小山誠一郎洋上救急支援
協議会会長（写真左）と来賓の日本水難救済
会加賀谷常務理事（写真上）

総会議案審議の後、洋上救急のDVD視聴と機動救難士の講演
を聴く協議会役員等

■道南地区洋上救急支援協議会
　（平成31年1月23日　18時～：函館国際ホテル）

■日本海西部地区洋上救急支援協議会
　（平成31年2月14日　14時～：舞鶴グランドホテル）

総会でご挨拶をされる第八管区海上保安本部長�伊藤裕康氏

総会の模様

総会の模様

■道東地区洋上救急支援協議会
　（平成31年2月13日　18時～

：ANAクラウンプラザホテル釧路）

■北九州地区洋上救急支援協議会
　（令和元年6月27日　14時～：旧大連航路上屋）

事業功労表彰を受章された重　義行氏（中央）

中央洋上救急支援協議会総会の様子 岩並海上保安庁長官よりご挨拶をいただきました
意見交換会でご就任の挨拶を
される内海新会長
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