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マリンレスキューレポート

洋上救急NEWS

洋上救急活動報告
昭和60年10月の事業開始以来、令和３年６月30日までに
948件の事案に対応しており、傷病者981名に対し、医師・看護師

1,798名が出動しています。

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。
■これまでの洋上救急発生海域図

■過去５か年の出動件数等
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最近の主な洋上救急活動事例
❶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3年4月20日

11：50発生

令和３年４月20日午前11時50分頃、貨物船の船舶管
理会社から「石垣島北西沖を航行中、船内でベルトコン
ベアーに右腕を挟まれ裂傷、痙攣をおこしているので救
助を求める。
」とのことで第十一管区海上保安本部運用
司令センターに救助要請があった。
これを受け、同日午後１時25分、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に機動救
難士２名及び沖縄県立八重山病院医師１名が同乗し、現
場向け新石垣空港を出発。午後１時50分、当該貨物船
と会合、午後２時21分頃、患者を貨物船から吊り上げ
ヘリコプター機内に収容し、応急手当を施しつつ、午後
３時頃、新石垣空港に到着、傷病者を救急車へ引き継ぎ、
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沖縄県立八重山病院に搬送した。
【発生位置】
【傷 病 者】
【出動医療機関】
【出動勢力】

石垣島北西約78海里付近海域
男性22歳（フィリピン国籍 甲板員）
沖縄県立八重山病院（医師１名）
第十一管区海上保安本部 石垣航空基地
ヘリコプターMH971
機動救難士２名

ヘリコプターMH971から傷病者を救急車に搬送

（写真提供：海上保安庁）

❷頭部を打撲、出血しているロシア漁船の乗組員の応急措置をしながら
航空自衛隊ヘリコプターUH60-Jで秋田分屯基地に搬送
令和3年1月16日

18：15発生

令和３年１月16日午後６時15分頃、秋田県男鹿半
島沖を航行中のロシア籍漁船所有者の代理人から携
帯電話により、
「漁船船内にて、乗組員が階段から落
ち頭を打った。出血しており船長判断で現在、能代に
向かっている」旨第二管区海上保安本部運用司令セン
ターに連絡があった。
その後、同日午後６時45分頃、同船から、
「医療助
言を受けた結果、階段から転落、頭部を打撲して出血
が400mlがあることから、至急病院に搬送し、適切な
治療を受けること」との回答を得たことから第二管区
海上保安本部は、16日午後10時34分、航空自衛隊航
空救難団指令に対し、災害派遣要請を行うとともに、
同日、午後10時37分、秋田赤十字病院に対し、医師
等の派遣要請を実施したところ、午後11時10分承諾
を得た｡

17日午前１時40分、航空自衛隊秋田分屯基地秋田
救難隊ヘリコプターUH60-Jに秋田赤十字病院医師等
２名が同乗のうえ、航空自衛隊秋田分屯基地を出発、
午前１時50分現場着。しかし、荒天のため同漁船か
ら吊り上げ不可のため、当該海域を移動後、午前４時
20分、同漁船からUH60-Jに傷病者を吊り上げ収容後、
医療行為を実施しながら、午前４時32分秋田分屯基地
到着、救急車にて傷病者を秋田赤十字病院へ搬送した。
【発生位置】

入道埼灯台から真方位293度約52海里付近海域

【出動勢力】

航空自衛隊秋田分屯基地 秋田救難隊
航空機U-125A、ヘリコプターUH60-J

【傷 病 者】
男性43歳（ロシア国籍 三等機関士）
【出動医療機関】 秋田赤十字病院（医師１名、看護師１名）

ヘリコプターUH60-Jから傷病者を吊り上げ
ヘリコプターUH60-Jから傷病者を救急車へ移送

（写真提供：航空自衛隊）

❸海上保安庁の機動救難士が海上自衛隊機に
搭乗し傷病者の漁船船長を搬送
令和3年3月9日

17：54発生

令和３年３月９日午後５時54分頃、漁船から「船内
にて船長の体調が悪い、意識あるが、左半身がしびれて
いる。至急救急搬送願う」旨第五管区海上保安本部運
用指令センターに対して洋上救急の要請があった。
これを受けて、第五管区海上保安本部から海上自衛
隊岩国基地に災害派遣要請を行い、３月10日午前５時
13分頃、南部徳州会病院医師１名及び第十一管区海上
保安本部那覇航空基地の機動救難士２名が同乗した岩
国基地所属救難飛行艇US-2が、那覇空港を出発した。
同日午前７時５分頃救難飛行艇US-2が当該船舶と会
合し、午前７時29分、患者を機内へ収容、現場発、午
前９時30分、那覇空港に着陸し、傷病者を救急車へ引
き継ぎ、南部徳洲会病院に搬送した。

救難飛行艇US-2から傷病者を救急車へ移送（写真提供：海上自衛隊）
【発生位置】
南大東島東南東約170海里付近海域
【傷 病 者】
男性64歳（日本国籍 船長）
【出動医療機関】 南部徳州会病院（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 機動救難士２名
海上自衛隊岩国基地 救難飛行艇US-2

28

❹貨物船で倒れた傷病者を海上保安庁ヘリコプターで搬送
令和3年4月27日

13：15発生

令和３年４月27日午後１時15分頃、福岡県戸畑
向け中のパナマ籍貨物船（64,642トン）船長から、
「甲板長が頭の痛みを訴え、30分ほど前に倒れ、意
識がない」旨第七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、第七管区海上保安本部北九州航空
基地所属のヘリコプターMH966に機動救難士２名
が同乗し、同日午後２時５分、北九州航空基地を
出発、午後２時50分、長崎空港に到着。
長崎空港にて独立行政法人国立病院機構 長崎
医療センター医師１名が同乗し、同空港を出発、
午後４時30分、当該貨物船と会合し、４時56分、
傷病者を吊り上げ、機内に収容。医師による診断
の結果、脳梗塞の疑いとのことで、傷病人は、長
崎医療センターへ搬送することとなり、ヘリコプ
ターMH966にて長崎空港まで搬送。同日午後５時
40分、長崎空港において消防救急隊へ引き継いだ。

【発生位置】
【傷 病 者】

長崎県五島市福江島西方海上
男性58歳（中国国籍 甲板長）

【出動勢力】

第七管区海上保安本部

【出動医療機関】 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター（医師１名）
北九州航空基地
機動救難士２名

ヘリコプターMH966

ヘリコプター内で応急治療をする医師

（写真提供：海上保安庁）

❺心肺停止状態の乗組員を海上保安庁ヘリコプターで搬送
令和3年3月15日

13：20発生

令和３年３月15日午後１時20分頃、韓国MRCCか
ら「パナマ船籍貨物船乗組員が心肺停止状態のためヘ
リでの搬送を依頼したい」旨第十一管区海上保安本部
運用司令センターへ洋上救急の要請があった。
これを受け、午後５時13分、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に機動救難
士２名及び沖縄県立八重山美容院の医師1名が同乗し、
石垣航空基地を出発。

貨物船から傷病者をヘリコプターに吊り上げ
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午後６時13分、ヘリコプターMH971は当該船舶と
会合。午後６時30分頃、傷病者を機内へ収容し、現場
発、午後７時37分、石垣空港で患者を救急車へ引き継
ぎ、八重山病院へ搬送した。
【発生位置】
【傷 病 者】

石垣島南南東約156海里付近海域
男性23歳（韓国国籍

三等機関士）

【出動医療機関】 沖縄県立八重山病院（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 飛行機MAJ572

石垣航空基地 ヘリコプターMH971
機動救難士 ２名

ヘリコプター内で応急治療をする医師

（写真提供：海上保安庁）

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

に体験し、実際の出動に備えています。

い巡視船や航空機に乗り込んで遥か洋上まで出動し、

本年度は新型コロナウイルス感染防止の観点から慣

厳しい自然条件の中、巡視船、航空機の動揺、振動、

熟訓練が実施されておりませんので、今回は、昨年、

騒音などの悪条件のもとで救命治療を行うことになり

11月に洋上救急センター日本海西部地方本部（敦賀地

ます。

区）及び道南地方本部（函館地区）並びに本年３月に

このため、洋上救急事業では全国各地で慣熟訓練を

洋上救急センター関西・四国地方本部（高知）で開催

行い、多数の医師、看護師に訓練へ参加していただき、

された洋上救急慣熟訓練の模様を紹介いたします。な

航空機等に実際に搭乗して機内の状況、救命資器材の

お、訓練参加医師・看護師は計13名でした。

確認や、応急処置訓練を行うなど、現場の状況を事前

敦賀地区

函館地区

日本海西部地方支部

（R2.11.14実施）

ヘリコプター機内での
応急処置訓練

道南地方支部

（R2.11.20実施）

巡視船つがる船内にて函館海上保安部長挨拶

巡視船つるがにて降下・吊り上げ展示訓練

ヘリコプター機内での
傷者者の応急処置訓練

巡視船えちぜん船内にて検討会（意見交換会）等

高知地区

機内の説明

関西・四国地方支部

（R3.3.8実施）

ヘリ機内体験

巡視船内の資器材確認

巡視船とさヘリ甲板での傷病者吊り上げ展示訓練

訓練後、参加者皆さんで撮影
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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36回通常総会等が開催されました
令和３年７月15日午後２時から東京・平河町の海運ビル２階ホー
ルにおいて、新型コロナウイ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36回通常総会」を開催いたしました。
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。
議案は、
第１号議案 「令和２年度事業報告について」
第２号議案 「令和２年度収支決算について」
第３号議案 「令和３年度事業計画について」
第４号議案 「令和３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。
なお、役員の選任について、会長の内海和彦氏、副会長の谷山 將氏、
理事の立川博行氏及び金子浩行氏が再任されたほか、副会長の加藤
雅徳氏の後任として、川崎汽船株式会社専務執行役員 綾 清隆氏が、
また、理事の檜垣浩輔氏の後任理事として、全国漁業協同組合連合
会漁政部長 田中要範氏が新たな理事として選任されました。
議案審議ののち、連絡事項として
⑴ 洋上救急の年度別出動実績等について
⑵ 中央洋上救急支援協議会「幹事」「顧問」の交代について
⑶ 洋上救急功労者の表彰実績等について
の報告がなされ、総会が閉会となりました。
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、
洋上救急に功績があった団体として、東海大学医学部付属病院
が、また、個人として東海大学医学部付属病院の福嶋友一医師、
大新田訓承医師及び日本医科大学付属病院の小笠原智子医師に
対し公益社団法人日本水難救済会相原会長から表彰状等が贈呈
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、昨年同様、中止いたしました。

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）

洋上救急支援協議会会長 内海和彦氏の挨拶

顧問紹介

中央洋上救急支援協議会第36回通常総会の様子
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－ 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々を紹介します －
＜団体表彰：金色名誉有功表彰＞
（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20回）

金色名誉有功盾

銀色名誉有功盾

金色有功盾

表彰状のほか副賞として贈呈された盾

受章代表の東海大学医学部付属病院救命救急医学領域
主任 中川儀英氏に表彰状等が贈呈されました。

＜個人表彰：銀色名誉有功表彰＞
（受章者）東海大学医学部附属病院

医師

福嶋友一氏

（出動回数６回）

＜個人表彰：金色有功表彰＞
（受章者）東海大学医学部附属病院
日本医科大学付属病院

医師 大新田訓承氏
医師 小笠原智子氏

東海大学医学部付属病院の医師 福嶋友一氏に
表彰状等が贈呈されました。

（出動回数３回）

東海大学医学部付属病院の医師 大新田訓承氏に
表彰状等が贈呈されました。
受章された東海大学医学部付属病院の皆さん

日本医科大学付属病院の医師 小笠原智子氏に
表彰状等が贈呈されました。

受章された日本医科大学付属病院の皆さん
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