報 文

救急医療支援に資する道路空間・付帯施設の活用効果
Utilization Effects of Road Space and Facilities that Contribute to
Emergency Medical Support
宗広

一徳

中村

直久

佐藤

昌哉

MUNEHIRO Kazunori, NAKAMURA Naohisa and SATO Masaya

救急医療用ヘリコプターの緊急離着陸場の利用実態について、過去6年間（2010～2015）の実績を調査したとこ
ろ、道路付帯施設である除雪ステーションや道の駅、サービスエリア(SA)、パーキングエリア（PA）の利用回数
が増加傾向を示した。また、患者の症病別に、救急出動時の医師現場到着時間と、患者の退院後のQOL（生活の質）
についてデータを分析した。同結果、脳内出血やクモ膜下出血の症例において、医師現場到着時間の短縮は、入院
時の救命率および退院後の中等度後遺症回避率の向上、すなわち患者のQOLの改善に貢献することが示された。
《キーワード：救急医療用ヘリコプター；道路空間；道路付帯施設；QOL（生活の質）》
A survey of the actual use of emergency helicopters for emergency medical over the past six years (20102015) revealed that snow removal stations, Michi-no-Eki, service areas (SA), parking areas (PA) showed an
increasing trend. In addition, data were analyzed for the arrival time at the physicians’site at the time of
emergency dispatch and the quality of life (QOL) after discharge of the patient, according to the patients’
disease. As a result, in cases of intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage, shortening the arrival
time at the physician's site may improve the survival rate at admission and the avoidance rate of moderate
sequelae after discharge, that is, improve the patient's QOL indicated.
《Keywords：Medical Emergency Helicopter；Road Space；Road Facilities；QOL（Quality of Life）》

12

寒地土木研究所月報

№805

2020年５月

しかしながら、北海道内全体を網羅する4基地病院

１．はじめに

（手稲渓仁会病院、旭川赤十字病院、市立釧路総合病院、
北海道は広域分散型の地域社会を形成しており、広

市立函館病院）における運航を対象とし、救急自動車

大な範囲で発症する患者を高次医療機関が支えてい

と救急医療用ヘリコプターの合流場所として、道路空

る。
2018年の北海道における救急自動車の出動件数は、

間・道路付帯施設の利用実態の詳細やその効果にまで

約26万件である。同様に、救急医療用ヘリコプターの

言及した研究は行われていない。同効果の具体例とし

出動件数は、約1,200件である。医療の地域格差の是

て、救急出動時の医師現場到着時間の短縮と退院後の

正として、医師・看護師が現場到着し、早期に診療が

患者のQOL（Quality of Life ：生活の質）について分

開始できるシステムとして救急医療用ヘリコプターの

析した研究は行われていない。筆者らは、道路の新た

ニーズは高まっている。救急医療用ヘリコプターの安

な価値の把握のため、北海道内の救急医療用ヘリコプ

定的な運航のためには、救急自動車と救急医療用ヘリ

ター基地病院と連携し、道路の救急医療支援による効

コプターの合流場所（RP；Rendez-vous Point ：ラン

果を明らかにすることを主眼として本研究に取り組ん

デブーポイント、以下「RP」とする。）を確保する必

だ。
本研究では、
以下を明らかにすることを目的とする。

要がある。最近、合流場所として、道路空間あるいは

1) 救急自動車と救急医療用ヘリコプターの合流場

道路付帯施設が利用される事例が増加している。利用
される道路付帯施設は、除雪ステーション、道路事務
所、駐車帯、道の駅、サービスエリア（SA）、パーキ

所として、道路空間・道路付帯施設の利用実態
2) 医師現場到着時間短縮による患者のQOL（生活
の質）の改善効果

ングエリア（PA）などがある。特に、北海道の場合、
冬期の積雪量が多く、除雪作業は必須とされる。これ

２．道路の機能

らの道路付帯施設は、冬期の積雪時にいち早く除雪作
業が行われることから、安定的に救急自動車と救急医

道路の機能8)には、大きく2つがある。1つは、自動車、

療用ヘリコプターの合流場所を確保できるメリットが

自転車、歩行者のための交通機能である。もう1つは、

ある。

市街地形成や防災空間、環境空間、ライフラインの収

救急搬送や救急医療用ヘリコプターの運航に関する
既往研究例は以下の通り列挙できる。藤本 は、2002
1)

容空間といった空間機能である。道路の機能は、図－
1に示す通りである。

～2007年までの長崎市及び周辺地域における医療機関
への救急搬送事例をもとに、搬送時間短縮が救急患者
救命率に与える効果を明らかにした。小野寺ら 2)は、

交通機能

自動車

通行

救急医療用ヘリコプターの運航に際しての積雪期の課

アクセス

題を整理し、基地病院側の体制確立の必要性について

滞留

言及した。高橋ら3)は、北海道における救急医療用ヘ

歩行者
歩行者
自転車
自転車

リコプターの一般国道への着陸経験の事例を紹介し、
関係機関（消防本部、警察及び道路管理者）の緊密な
連携が重要であると主張した。岩崎ら4)は、高速道路
上での救急医療用ヘリコプターの活動を想定し、SA
及びPA、非分離片側1車線及び分離片側2車線への救

通行
アクセス
滞留

空間機能

市街地形成

急医療用ヘリコプターの緊急離着陸の課題を列挙し、

防災空間

道路本線及び付帯施設における安定した緊急離着陸場

環境空間

の確保の必要性について言及した。宗広 らは、積雪
5)

収容空間

寒冷地における救急医療用ヘリコプターの緊急着陸場
の利用実態の速報について紹介した。石郷岡 6)らは、

図－1

道路の機能

道北地域における道路整備による医療支援効果につい
て救急搬送データを用いて分析した。岩舘7)らは、道

本研究では、道路の新しい価値として、救急医療支

東道における救急医療用ヘリコプターのダイレクト着

援に資する道路空間・道路付帯施設の利用実態につい

陸支援方法を示した。

て、具体的なデータにより報告する。
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３．調査方法
３．１

調査対象機関

北海道内における救急医療用ヘリコプターの運航基
地病院である次の4医療機関を対象とし、調査した。
1) 手稲渓仁会病院
2) 旭川赤十字病院
3) 市立釧路総合病院
4) 市立函館病院
３．２

調査内容

当所から調査票の様式を4医療機関に送付し、過去6
年間（2010～2015）の救急医療用ヘリコプターの出動

図－2

市町村別救急医療用ヘリコプター運行回数（2015）

実績を記入頂き、集計した9)、10)、11)、12）。
1) 出動日時
2) 利用した合流場所（RP）
3）出動履歴
（消防覚知～現場到着～基地病院に帰着）
4) 入院時・退院時の転帰
合わせて、救急医療用ヘリコプターの運航管理担当
者へのヒヤリング調査も実施した。なお、本調査票の
記入データは、各医療機関の倫理委員会を経て、個別
情報を除いてデータ化されたものである。
３．３

データ整理・分析の項目

上記により集約した調査票から、患者の搬送経過時
間（消防覚知、要請時間、基地離陸、現場着陸、現場

図－3

離陸、病院着陸）及び病院転帰（入院時転帰、退院時
転帰）のデータについて、集計・整理を行った。
1) 救 急自動車と救急医療用ヘリコプターの合流場
所（RP）の利用回数
2) 医 師現場到着時間（消防覚知～現場到着）と患
者のQOL（生活の質）

RPの利用回数（2015）

（RP）は、予め基地病院、消防当局、施設管理者によ
る協定より決められている。救急現場出動時には、基
地病院のヘリ運航管理担当者は、消防当局等と協議し、
ヘリコプターの緊急離着陸場をRPの一覧から決定す
る（ランデブー方式）13）。また、救急現場の最寄りに

患者のQOLを表す指標として、
以下を定義し用いた。

適切なRPが存在しないか使用不可、患者をRPまで搬

・救命率 ～ 救急搬送患者のうち、救命された患者

送することが困難な場合には、救急現場に直接ヘリコ

のパーセント（％）

プターが緊急着陸する（ダイレクト方式）。

・中等度後遺症回避率 ～ 救急搬送患者のうち、退

図－2は、2015年1～12月の1年間における救急医療

院時の転帰（後遺症）が中等度後遺症を上回る者

用ヘリコプターの運航回数について、地理情報システ

（良好、軽快、社会復帰など）のパーセント（％）

ムにより、北海道内179市町村別に色分けして示した

なお、対象とした疾患は、①脳梗塞、②脳内出血、③

ものである。道東ヘリ運航エリアの別海町、中標津町、

くも膜下出血、④心疾患、⑤多発性外傷である。

釧路市、道北ヘリ運航エリアの旭川市、富良野市など
で、年間の運航回数が51回を超えており、特に多くな

４．調査結果

った。また、十勝管内やオホーツク管内の町村部など
では、救急車やドクターカーの搬送が多いこともあり、

４．１

道路空間・付帯施設の利用実態

救急自動車と救急医療用ヘリコプターとの合流場所
14

ドクターヘリの年間の運航回数が0（ゼロ）の町村も
あった。
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図－4

 路空間・付帯施設のRP及びダイレクト方式の利
道
用回数（過去6年間：2010～2015）

写真－1 道路事務所への緊急着陸（RP方式）
（写真提供：市立釧路総合病院）

図－3は、2015年1～12月における救急自動車と救急
医療用ヘリコプターの合流場所（RP）の利用回数に
ついて、地理情報システムにより図化し表示したもの
である。図中の凡例の赤い丸を示したところが、年間
の利用回数が10回以上のところであった。また、凡例
の黒い三角で示したところは、年間の利用回数が0（ゼ
ロ）のところであった。図－4は、道路空間・道路付
帯施設のランデブーポイントとしての利用回数の推移
を示している。2015年の救急医療用ヘリコプターの年
間の運航回数が約1,200回であるので、そのうち約1割
を道路空間・道路付帯施設への緊急離着陸が占めてい

写真－2

除雪ステーションへの緊急着陸（RP方式）
（写真提供：手稲渓仁会病院）

写真－3

道路本線への緊急着陸（ダイレクト方式）
（写真提供：旭川赤十字病院）

る。ランデブーポイントに指定されている道路付帯施
設について、道路事務所、除雪ステーション（ST）、
高規格幹線道路のインターチェンジ（IC）付近、サ
ービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）、一般
道路の駐車帯・チェーン着脱場、道の駅等に分けて集
計した。また、ダイレクト方式による緊急着陸場所と
して、道路本線とその他に分けて集計した。その他に
含まれるものは、駐車帯や道の駅（ランデブーポイン
トに未登録であった）などである。本グラフから、ラ
ンデブーポイント（RP）として登録されている道路
付帯施設である除雪ステーションと道の駅への利用回
数が増加傾向を示していることが分かった。高規格幹
線道路のSA・PA及びIC付近も安定してRPとして利
用されていることが分かった。他方、交通事故現場な
ど道路本線へ救急医療用ヘリコプターが緊急着陸する

４．２

救急医療の改善効果

ダイレクト方式も年間10～20回程度、安定して行われ

救急医療用ヘリコプターの利用により、医師現場到

ている実態を把握できた。写真－1と写真－2は救急医

着時間の短縮が図られ、患者の事後のQOL（生活の質）

療用ヘリコプターがそれぞれ道路事務所と除雪ステー

の向上が期待されている。具体的には、傷病に対する

ションでの合流（RP）の事例、及び写真－3は道路本

救命率の向上並びに患者の退院後の後遺症の軽減が期

線へのダイレクト方式による緊急着陸の事例を示して

待されている。ヘリ運航基地病院からの協力を得て、

いる。

患者の搬送経過時間（消防覚知、要請時間、基地離陸、
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現場着陸、現場離陸、病院着陸）及び病院転帰（入院

逆の相関関係となった。医師現場到着時間と救命率に

時、退院時）のデータを集計・整理した。

相関関係が見られた脳内出血とくも膜下出血につい

救急現場出動時の事案を対象とし、①脳梗塞，②脳

て、バブル図で示したところ、図－5、図－6を得た。

内出血、③くも膜下出血，④心疾患，⑤多発性外傷の

表－2については、脳梗塞（中等症＋重症）、脳内出

傷病別にデータ分析を行った。上記の5疾患を対象と

血、くも膜下出血及び心疾患の傷病において、医師現

し、横軸に医師現場到着時間（消防覚知から現場着陸

場到着時間の短縮とともに、退院後の中等度後遺症回

まで）
、縦軸に評価指標である救命率(入院10日後）と

避率が向上する傾向が見られた。しかし、他の傷病（脳

退院後の中等度後遺症回避率を取り、回帰式を求めた

梗塞（軽症＋中等症＋重症））、多発性外傷において逆

ところ、表－1及び表－2を得た。

の相関関係となった。医師現場到着時間と中等度後遺

表－1については、脳内出血、くも膜下出血の傷病

症回避率に相関関係が見られた脳内出血、くも膜下出

において、医師現場到着時間の短縮とともに、救命率

血について、バブル図で示したところ、図－7、図－8

（入院10日後）が向上する傾向が見られた。しかし、
他の傷病（脳梗塞、心疾患、多発性外傷）においては
表－1

医師現場到着時間と救命率の回帰式

傷病の別
脳梗塞
脳内出血
くも膜下出血
心疾患
多発性外傷

搬送時状態

データ数

回帰式

表－1中の回帰式において、正の相関関係が得られ
表－2

決定係数

軽症＋中等症＋重症

260 Y=0.0042x+0.7931

0.470

中等症＋重症

159 Y=0.0042x+0.7933

0.471

軽症＋中等症＋重症

63 Y=-0.006x+1.0256

0.212

中等症＋重症

63 Y=-0.006x+1.0256

軽症＋中等症＋重症

医師現場到着時間と中等度後遺症回避率の回帰式

傷病の別
脳梗塞

搬送時状態

データ数

回帰式

決定係数

軽症＋中等症＋重症

169 Y=0.0028x+0.3979

0.075

中等症＋重症

159 Y=0.0018x+0.4157

0.034

軽症＋中等症＋重症

66 Y=-0.0031x+0.3623

0.082

0.212

中等症＋重症

66 Y=-0.0031x+0.3623

0.082

40 Y=-0.0056x＋1.0347

0.084

軽症＋中等症＋重症

47 Y=-0.0087x＋0.9359

0.154

中等症＋重症

40 Y=-0.0056x＋1.0347

0.084

中等症＋重症

47 Y=-0.0087x＋0.9359

0.154

軽症＋中等症＋重症

37 Y=0.0038x＋0.5664

0.256

軽症＋中等症＋重症

47 Y=0.0012x＋0.7503

0.051

中等症＋重症

35 Y=0.0037x+0.5273

0.272

中等症＋重症

軽症＋中等症＋重症

304 Y=0.0013x+0.9116

0.182

軽症＋中等症＋重症

334 Y=0.0006x+0.8661

0.014

中等症＋重症

260 Y=0.0015x+0.8958

0.185

中等症＋重症

263 Y=0.0008x+0.8258

0.022

脳内出血
くも膜下出血
心疾患
多発性外傷

R2= 0.212

救命率（10日後）

44 Y=0.0013x＋0.7329

中等度後遺症回避率

0.044

R2= 0.082
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脳内出血：医師現場到着時間と中等度後遺症回避率
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を得た。
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図-8 くも膜下出血：医師現場到着時間と中等度後遺症回避率
（軽症＋中等症＋重症）
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た救命率のケース、及び表－2中の回帰式において正

全てのRP利用のうちの約1割が、道路空間・道路付

の相関関係が得られた中等度後遺症回避率のケースの

帯施設である。道路空間・道路付帯施設のRP利用の

結果について、統計的な検定を行った。仮説を「医師

有無別の時間差を用いて、以下の式(1)及び式(2)によ

現場到着時間が長くなるほど、評価指標（救命率、中

り救急医療支援の効果を算出できる。これは、道路の

等度後遺症回避率）が低下する。」とした。

3便益14)である走行時間短縮便益、走行経費減少便益、

1) 仮説との整合性

交通事故減少便益に加えて、救急医療支援の便益とし

医師現場到着時間と評価指標の回帰式の傾きを確認

て算出できる。

した。すなわち、傾きがマイナス（時間が長くなると
評価指標が低下）の場合を該当とする。
2)統計的相関性・有意性
・比率の差の検定：医師現場到着時間の境界として、
その前後において救命率が等しいという仮説を検定
（任意の医師現場到着時間を20分と設定）．
・無相関の検定：医師現場到着時間と救命率の相関性
は低いという仮説を検定．
3)総合判定
1)、2)とも該当となった場合に，総合判定結果を該
当とした。
上記の手順により、統計的な検定を行ったところ、
表－3の結果を得た。
検定の結果、
症例が脳内出血とくも膜下出血の場合、

Be ＝ Vo － Vw
………………… 式(1)
ここで、
Be： 救命救急率向上便益（医師接触時間短縮便益）
Vo： 道路空間・道路付帯施設の RP 利用無し時の医
師接触までに損失する人数
Vw： 道路空間・道路付帯施設の RP 利用有り時の医
師接触までに損失する人数
V ＝ ΣΣΣ Tn × Pk × Qjk
ここで、

………… 式(2)

Tn： 圏域ｎにおける救急現場出動のヘリ出動回数（回）
Pk：状態（k）別の救急医療措置を行った患者の人数
Qjk：状態（k）別の傷別j における医師接触時間 t に
よる救命率（及び中等度後遺症回避率）

「医師現場到着時間が長くなるほど、救命率（入院10
日後）が低下する。」、同様に脳内出血とくも膜下出血
の場合、「医師現場到着時間が長くなるほど、中等度
後遺症回避率が低下する。」という結果が示された。

５．まとめ

表－3  統計的検定
評価指標
中等度後遺症
救命率
回避率
傾き

-0.006

-0.0031

検定結果

**
0.00
－
0.93
○

**
0.02
*
0.07
〇

傾き

-0.0056

-0.0087

*
0.07
－
0.52
〇

**
0.01
－
0.80
○

脳内出血
無相関検定
（軽症＋中等症＋重症）
比率の検定

くも膜下出血
無相関検定
（軽症＋中等症＋重症）
比率の検定
検定結果

５．１

道路空間・付帯施設の利用実態

北海道では、救急自動車と救急医療用ヘリコプター
の合流場所として、道路本線及び道路付帯施設の利用
が増加傾向である。道路付帯施設として、除雪ステー
シン、道路事務所、道の駅、高規格幹線道路のSA・
PA及びIC周辺が利用されている。特に、除雪ステー
ションは、冬期においても除雪が行き届いていること
から、利便性に優れている。
５．２

救急医療の改善効果

①脳梗塞、②脳内出血、③くも膜下出血、④心疾
４．３

道路の新たな便益

患、多発性外傷の症例を基に、医師現場到着時間と患

上述の４．２の救急医療用ヘリコプターによる改善

者の入院時及び退院後の転帰データから、救急医療の

効果は、ランデブーポイントとして全ての利用（例え

改善効果を分析した。医師現場到着時間の短縮は、脳

ば、学校グラウンドや運動場）を対象として、5傷病

内出血の救命率及びくも膜下出血の救命率及び中等度

に対する医師現場到着時間と救命率及び中等度後遺症

後遺症回避率の向上に至ることが統計的にも有意にな

回避率の関係を表す回帰式を構築した。これは、個別

った。すなわち、医師現場到着時間の短縮は、患者の

の傷病に分けるとデータ数が少ないからである（約30

事後のQOL（生活の質）の改善に貢献することがデ

～300程度）
。

ータにより明らかになった。
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５．３

おけるドクター活動の現状と問題点、日本航空医

道路の新たな便益の創出

療学会雑誌、Vol.9 (3)、pp.27-34、2008.

道路空間並びに道路付帯施設を救急医療支援の現場
として活用することは、道路の新たな価値を見出すこ

5)

宗広

一徳、武本

東、高橋

尚人、渡邊

政義：

とになる。更に救急現場出動時の基礎データの蓄積を

積雪寒冷地におけるドクターヘリの緊急離着陸場

重ね、本研究で示した傷病別の医師現場到着時間と救

の利用実態、第43回土木計画学研究発表会・論文

命率及び中等度後遺症回避率の回帰式により、道路空

集、2012.

間・道路付帯施設の救急医療支援の効果を試算し得

6)

石郷岡

和則、原

一浩、荒井

政俊：道北地域

る。なお、傷病別の蓄積データの件数が十分とは言え

における道路整備による医療支援効果の評価に関

ないので、今後更なる蓄積を行い、精度を向上させる

する報告

必要がある。

評価について－、第58回（平成26年度）北海道開

－救急搬送の時間短縮効果及び安定性

発技術研究発表会、技19、2015.
謝辞：本研究の実施に際し、旭川赤十字病院の住田副

7)

岩舘

慶多、小野田

義一、高山

博幸：道東道

院長並びに市立釧路総合病院の其田副院長から、デー

におけるドクターヘリのダイレクト着陸支援につ

タの提供協力、及び救急医療の改善効果に関し、ご助

いて －北海道横断自動車道白糠IC開通に伴う取

言及びご指導を賜った。手稲渓仁会病院並びに市立函

り組み－、第58回（平成26年度）北海道開発技術

館病院のヘリ運航管理担当者の皆様からは、データ提

研究発表会、連10、2015.

供等のご協力を頂いた。ここに謝意を表する。

8)

日本道路協会：道路構造令の解説と運用、2015.

9)

道央ドクターヘリ運航調整委員会（基地病院：手
稲渓仁会病院）：2010年度（平成22年度）道央ド
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