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( ) 　令和元年12月８日午前９時58分頃、航行中の漁船か
ら「船員が嘔吐して倒れている。医療助言では早急な医
療機関への搬送を要する」とのことで洋上救急の要請
が第三管海上保安本部運用司令センターにあった。
　翌９日午後１時37分、第三管区海上保安本部羽田航
空基地所属ヘリコプターMH692に特殊救難隊隊員３名
と日本医科大学付属病院の医師２名が同乗し、羽田航空
基地を出発、八丈島で給油の後、午後６時、該船と会合、
６時23分、傷病者を機内に収容し、６時29分、現場を
出発し、午後７時40分、八丈島で羽田航空基地所属航
空機LAJ500に傷病者を移乗させ、同機により同日午後
８時30分羽田航空基地に到着、午後８時35分、東京消
防庁羽田救急隊に引き継ぎ、日本医科大学付属病院に
搬送した。

【発生位置】 八丈島から真方位276度約455海里付近海域
【傷 病 者】 男性26歳（インドネシア国籍　コック長）
【出動医療機関】 日本医科大学付属病院（医師２名）
【出動勢力】 第三管区海上保安本部　羽田航空基地
 ヘリコプターMH692、航空機LAJ500
 特殊救難隊３名

■洋上救急事案の発生海域図 ■過去５か年の出動件数等

洋上救急の要請のあった漁船

名古屋済生会病院に傷病者を搬送・引継ぎ

旅客船から傷病者をヘリコプターに吊上げ

（令和2年6月末）

　令和元年11月24日、午前６時31分頃、航行中の大
型旅客船（総トン数約16,000トン）から「数週間前
に病院を退院した乗客が体調不良を訴えている」との
ことで第四管区海上保安本部運用司令センターに洋上
救急の要請があった。
　これを受け、第四管区海上保安本部は午前７時25
分、鳥羽海上保安部所属の巡視艇しまなみを出動させ
るとともに、午前７時52分、中部空港海上保安航空基
地所属のヘリコプターMH964に同基地所属巡視艇い
せゆき潜水士２名が同乗し、中部空港を出発した。
　午前８時５分、巡視艇しまなみは大型旅客船に会合
後、付近海域で警戒監視を行った。一方、中部空港を
出発したヘリコプターMH964は、同８時６分、名古
屋掖済会病院のヘリポートに到着、同８時７分、医師
１名及び看護師１名が同乗し、現場向け出発した。

　午前８時25分、ヘリコプターMH964は大型旅客船
に会合、８時56分、同乗の巡視艇いせゆき潜水士２名
が旅客船に降下し、９時７分傷病者をヘリコプター内
に収容、９時10分頃、現場を出発し、医師による治
療を施しつつ、９時28分、名古屋掖済会病院へリポー
トに到着し、傷病者を病院に引き渡した。

【発生位置】 伊良湖岬灯台から真方位99度約39海里付近海域
【傷 病 者】 男性33歳（日本国籍　乗客）
【出動医療機関】 名古屋掖済会病院（医師1名、看護師1名）
【出動勢力】 第四管区海上保安本部　中部空港海上保安航空基地
 ヘリコプターMH964、いせゆき潜水士２名
 鳥羽保安部しまなみ

洋上救急事案の発生した大型旅客船にヘリコプターから潜水士が降下（写真提供：海上保安庁）

洋上救急活動報告洋上救急活動報告 海上保安庁ヘリコプターで大型旅客船で
体調不良の傷病者を病院へリポートへ搬送
令和元年11月24日　06：31発生

海上保安庁ヘリコプターと航空機の連携により
漁船内で倒れた傷病者を搬送
令和元年12月8日　09：58発生

最近の主な洋上救急活動事例
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洋上救急事業
　洋上救急は、我が国周辺海域又は遥か洋上の船舶内で傷病者が発生し、緊急に医師の加療を必要とする場合、
海上保安庁の巡視船・航空機又は自衛隊機で医師・看護師等を現場に派遣し、傷病者の応急治療を行いつつ、
最寄りの病院に緊急搬送するシステムであり、これまでに全国健康保険協会や日本財団、日本海事センター、
海事関係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ています。
　昭和60年10月の事業開始以来、令和２年６月30日までに933件の事案に対応
しており、傷病者966名に対し、医師・看護師1,771名が出動し、診療や治療を
行っています。

マリンレスキューレポート 洋上救急NEWS
Part 2



海上保安庁ヘリコプター搭載型巡視船と海上自衛隊救難飛行艇US-2の
連携により漁船内で負傷した傷病者を搬送
令和元年12月27日　23：00発生

建設作業用ヘリコプターから引き継いだ
負傷者を海上保安庁飛行機により搬送
令和2年4月16日　07：05発生

海上保安庁航空機と海上自衛隊救難飛行艇US-2が連携し、
下腹部に痛みを生じている漁業実習船乗組員を搬送
令和2年1月14日　10：49発生

遠方海上で腹痛を訴えている漁船乗組員を
海上自衛隊救難飛行艇US-2により搬送
令和2年5月26日　09：00発生

　令和元年12月27日午後11時頃、操業中の漁船から
「機関員が延縄漁具及び揚網ローラーに右腕を巻き込ま
れて負傷したため、医療指示を受けたところ、早急に
病院への搬送が必要である。」とのことで洋上救急の要
請が第三管区海上保安本部運用司令センターにあった。
　これを受け、第三管区海上保安本部は、翌12月28日
午前０時38分、海上自衛隊航空集団司令部に対し、派
遣要請するも、現場の気象海象が悪く、海上自衛隊救
難飛行艇US-2による救助が困難なことから、ヘリコプ
ター搭載型巡視船おおすみに特殊救難隊３名を乗船さ
せ、現場向け急行させた。
　一方、東海大学医学部付属病院の医師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31日午前
1時34分厚木基地を出発。同日午前５時30分、南鳥島

に到着、待機。
　31日午前７時36分、巡視船おおすみから出発した
ヘリコプターMH912は、午前７時44分、当該漁船か
ら負傷者を吊り上げ、巡視船おおすみを経由して、午
前７時53分南鳥島に傷病者を搬送、医師等とともに待
機していた海上自衛隊救難飛行艇US-2に傷病者を移乗
し、午前８時39分南鳥島を出発。午後１時45分厚木基
地着、東海大学医学部付属病院に傷病者を搬送した。

【発生位置】 南鳥島南東約560海里付近海域
【傷 病 者】 男性40歳（インドネシア国籍）機関員
【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】 鹿児島海上保安部　巡視船おおすみ
 ヘリコプターMH912
 特殊救難隊３名
 海上自衛隊厚木基地　救難飛行艇US-2

　令和２年４月16日午前７時５分頃、沖ノ鳥島護岸
工事現場で甲板員が、台船の曳航作業中、曳航索とウ
インチに右手を挟み負傷し、翌17日10時頃、第三管
区海上保安本部運用司令センターに洋上救急の要請が
あった。
　４月17日午前10時50分、作業船の船医及び社員が同
乗した作業母船搭載の作業用ヘリコプターが負傷者を
硫黄島まで搬送。一方、午前11時35分、日本医科大学
付属病院医師２名と特殊救難隊員２名が同乗した第三
管区海上保安本部羽田航空基地所属の飛行機LAJ501
が羽田基地を出発し、午後１時28分硫黄島に到着。午
後２時９分、船医から負傷者を引き継ぎ、同２時24分
硫黄島出発。午後４時41分、羽田航空基地着、午後４
時44分、負傷者を東京消防庁救急隊に引き継いだ。

【発生位置】 沖ノ鳥島
【傷 病 者】 男性36歳（日本国籍）甲板員
【出動医療機関】 日本医学大学付属病院（医師２名）
【出動勢力】 第三管区海上保安本部
 羽田航空基地飛行機LAJ501
 特殊救難隊員２名
 機動救難士２名

漁業実習船と海上自衛隊救難飛行艇US-2� （写真提供：海上自衛隊）

発生日時 発生位置 傷病者 状　　　　況

令和元年12月25日
（01：19）

石垣島北北東
約80海里付近海上

北緯25度40分
東経124度38分

女性　57歳
旅客船乗客
国籍　台湾
（傷病名）
喘息の悪化による
呼吸困難

　令和元年12月25日午前1時19分頃、バハマ船籍の旅客船（51,309トン）
から代理店を通じ「船内にて乗客１名が呼吸困難となり、現在船内にて応急処
置中、救急搬送願う」とのことで、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。
　同要請を受け、同日午前４時６分、沖縄県立八重山病院の医師１名と機動
救難士２名が同乗し、第十一管区海上保安本部石垣航空基地所属ヘリコプター
MH971が石垣航空基地を出発、午前４時35分頃、ヘリコプターMH971は
当該旅客船と会合、午前５時12分、患者を吊り上げ、機内へ収容の後、午前
５時54分、石垣航空基地着、傷病者を救急車へ引き継いだ。

令和2年4月6日
（13：00）

男鹿半島から274度
約64海里付近海上

北緯40度03分
東経138度15分

男性　52歳
司厨手
国籍　中国
（傷病名）
狭心症の疑い

　令和２年４月６日午後１時30分頃、コンテナ船船長から「乗組員の１名が
心臓の痛みを訴え、医療助言を受けたところ、早急な医療機関への搬送が必要」
と函館海上保安部に洋上救急の要請があり、これを受け第九管区海上保安本
部運用司令センターは、航空自衛隊秋田分屯基地秋田救難隊に派遣要請を行
った。同４月６日午後４時５分、秋田救難隊の捜索救難機U-125Aが秋田基
地を出発。午後４時７分、秋田赤十字病院の医師1名及び看護師1名が同乗し、
救難ヘリコプターUH-60Jが秋田基地を出発。４時43分男鹿半島から286
度約39海里付近海上着、傷病者を吊り上げ、５時17分機内に収容し、午後
５時48分、秋田基地着、午後６時18分傷病者を消防救急隊へ引き渡した。

■その他の主な洋上救急の状況

　令和２年１月14日午前10時49分頃、水産高等学校
から「宮城県金華山灯台から真方位116度960海里付
近海上で漁業実習船乗組員が下腹部の右下に強い痛み
と嘔吐を繰り返している。医療助言の結果、患者を早
急に医療機関へ搬送する必要がある。」とのことで、
洋上救急の要請が八戸海上保安部にあった。
　これを受け、第二管区海上保安本部運用司令セン
ターは、午前11時30分、巡視船くりこまに対し救助
出動を指示するとともに、午後５時、海上自衛隊に対
し派遣要請を実施。
　１月14日午前11時49分、東海大学医学部付属病院
に対し医師等の派遣要請を行い、翌15日午前１時43
分、東海大学医学部付属病院の医師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
出発した。
　同午前８時57分、南鳥島経由で該船の近くの海域に
着水、９時15分、救難飛行艇US-2に傷病者を収容した
後、午前９時25分現場海域を離水し、医療行為を実施

しながら、南鳥島経由で午後５時16分厚木基地着。５
時29分、救急車で、東海大学医学部付属病院に搬送した。

【発生位置】 金華山灯台から真方位116度960海里付近海域
【傷 病 者】 男性20歳（日本国籍）司厨員
【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】 宮城海上保安部　巡視船くりこま
 海上自衛隊厚木基地　救難飛行艇US-2

　令和２年５月26日午前９時頃、鮪延縄漁船船長から
「乗組員が、腹痛を訴え血尿もあり、小笠原診療所で受
診したい。保土ヶ谷中央病院から医療助言を受けたと
ころ、尿管結石の疑いがあり、早急に医療機関へ搬送
する必要があるが、小笠原診療所では痛み止めの処方
のみの対応しかできない。」とのことで、洋上救急の要
請が第三管区海上保安本部運用司令センターにあった。
　これを受け、第三管区海上保安本部は、26日午前10
時20分、海上自衛隊航空集団司令部に対し災害派遣要
請を行い、翌27日午前１時５分、東海大学医学部付属
病院の医師２名及び看護師１名が同乗した海上自衛隊
厚木航空基地救難飛行艇US-2が厚木基地を出発。硫
黄島の南西約370海里付近現場海域に到着の後、午前
５時30分、傷病者を救難飛行艇に収容し、５時48分離
水、午前７時18分、硫黄島到着、午前８時15分、硫黄
島出発、午前10時45分厚木基地着、同11時１分、傷
病者を東海大学医学部付属病院に搬送した。

【発生位置】 南鳥島南西約300海里付近海域
【傷 病 者】 男性39歳（インドネシア国籍）甲板長
【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

南鳥島で傷病者を診察する医師等巡視船おおすみ搭載のヘリコプターから患者を搬送

羽田航空基地飛行機LAJ501機内で傷病者の治療にあたる医師等 漁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機US-2� （写真提供：海上自衛隊）
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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いた
だき、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。
　本年度は新型コロナウィルス感染防止の観点から
慣熟訓練が未だ実施されていませんので、今回は、
前年度の令和２年１月から３月末までに慣熟訓練が
開催された宮崎地区（南九州地方支部）、釧路地区

（道東地方支部）、石垣地区（沖縄地方支部)、釜石
地区（東北地方支部）の４地区（医療機関８機関、
医師12名、看護師13名参加）の洋上救急慣熟訓練
の模様を紹介いたします。

傷病者吊上げ展示訓練

訓練説明及び打合せ

プロジェクターによる訓練説明

ヘリコプター機内体験

ヘリコプター搭乗訓練の様子

訓練検討会の様子

（R2.2.3実施）
釧路地区 道東地方支部

（R2.2.25実施）
石垣地区 沖縄地方支部

巡視船くりこま飛行甲板でヘリコプター機内の説明傷病者吊上げ展示訓練

巡視船くりこま船内で訓練等の説明

巡視船えりも飛行甲板でヘリコプター機内の説明

（R2.1.24実施）
宮崎地区 南九州地方支部

（R2.3.5実施）
釜石地区 東北地方支部

　宮崎大学医学部附属病院において、宮崎大学医学部
附属病院・宮崎県防災救急航空隊・洋上救急支援協議
会南九州地区宮崎支部が参加し、「航空機に医師・看護
師が同乗し、想定船である巡視艇からダミーを吊り上
げ機内で医療行為をしながら、病院へ搬送する」とい
う実働さながらの模擬洋上救急訓練を実施した。
　検討会では、訓練に参加した医師・看護師からドク
ターヘリとの違い、連絡体制や具体的資器材について
の活発な意見が交され、より一層の連携強化が図られた。

ヘリコプター機内体験ヘリコプター機内体験
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＜団体表彰：銀色名誉有功表彰＞

＜個人表彰：金色有功表彰＞

洋上救急支援協議会の活動状況
中央洋上救急支援協議会第35回通常総会等が開催されました

－洋上救急功労で日本水難救済会の会長表彰を受章された方 を々紹介します－

　令和２年７月30日、東京・平河町の海運ビル２階
ホールにおいて、新型コロナウィルス感染防止対策を
講じたうえで、「中央洋上救急支援協議会第35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の相原
会長挨拶及び中央洋上救急支援協議会の内海和彦会長
の挨拶があり、その後議案の審議となりました。
　議案の
　　第１号議案「令和元年度事業報告について」
　　第２号議案「令和元年度収支決算について」
　　第３号議案「令和２年度事業計画について」
　　第４号議案「令和２年度収支予算について」
　　第５号議案「役員の選任について」（新規）
が審議され、それぞれ異議なく承認されました。
　なお、役員の選任については、一般財団法人船員保
険会の常務理事が交替されたことによるもので、中澤
政光理事の後任理事として、船員保険会の常勤監事　

金子浩行氏が新たな理事として選任されました。
　議案審議の後、連絡事項として
　　⑴　令和２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、海上保安庁の星 澄男海上
保安監から挨拶をいただき、その後閉会となりました。
　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東海大学医学部付属病院と日
本医科大学付属病院の医師１名に対し表彰状等が贈呈
されました。
　なお、例年、総会終了後に開催していました「意見
交換会」は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点
から本年度は取り止めといたしました。

（受章者）�東海大学医学部付属病院�
（平成27年10月より出動回数18回）

（受章者）�日本医科大学付属病院　　医師　萩𠩤　純氏�
東海大学医学部付属病院　医師　辻　友篤氏�
　　　　〃　　　　　　　医師　上畠　篤氏�
　　　　〃　　　　　　　医師　伊瀬洋史氏�
　　　　〃　　　　　　　医師　武田道寛氏

� （以上、出動回数３回以上の方々）

東海大学医学部付属病院�院長�渡辺雅彦氏に表彰状等が贈呈され
ました。

相原�力（公社）日本水難救済会会長挨拶（左は、中央洋上救急
支援協議会会長　内海和彦氏）

新任幹事の紹介

中央洋上救急支援協議会の顧問紹介

中央洋上救急支援協議会第35回通常総会の様子

贈呈された金色有功盾及び銀色名誉有功盾

日本医科大学付属病院医師　萩原�純氏に表彰状等が贈呈されました。

総会終了時に海上保安監�星�澄男氏
からご挨拶をいただきました。

挨拶をされる中央洋上救急支援協議会
会長�内海和彦氏

（参考）
　個人表彰を受章された東海大学医学部付属病院医師４名の方々は、
業務の都合により表彰式に参加されませんでした。
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