
【募集延長】第 35 回ドクターヘリ講習会参加者募集要項 

     主催：日本航空医療学会 

１．ドクターヘリ講習会の開催  

日本航空医療学会は、ドクターヘリ運用に関わる医師、看護師、救急救命士、救急隊員、操縦士、整

備士、運航管理担当者、運航システム管理者、その他関係者が一堂に会し、ドクターヘリに関する概論

から航空医学、医療基礎知識、ヘリ救急の実際、ヘリコプターの基礎知識、安全対策、運行の基礎知

識、など関係者が共通事項として理解する必要のある基本的な内容についての講習会を企画、開催し

ております。 

 

２．募集要項 

１）開催日時 ： 平成 29 年 11 月 25 日（土）、26 日（日） 午前 8 時 30 分－午後 6 時 00 分 

２）開催場所 ： ①講義会場 ： ヒラタ学園神戸エアセンター 

            〒650-0048 兵庫県神戸市中央区神戸空港 8 ℡: 078-304-5725 

②シミュレーション会場 ： 神戸空港（ヒラタ学園格納庫） 

*講習会での会場移動は指示に従ってください。  

担当：ヒラタ学園  小笠原 健太 /樋富 大智/山中 侑美/  

３）主催    ： 日本航空医療学会 

受講修了者には学会より修了証書を発行致します。 

４）後援    ：  

５）協賛    ：  学校法人ﾋﾗﾀ学園、朝日航洋㈱、西日本空輸㈱、ホンダ航空㈱ 

   中日本航空㈱、セントラルヘリコプターサービス㈱、東邦航空㈱ 

６）助成    ：  (社)日本損害保険協会、全航連ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ部会ドクターヘリ分科会  

７）募集対象 :  医師、看護師、救急救命士、救急隊員、操縦士、整備士、運航管理者、その他 

８）募集人数 ：  120 名 

９）受講料   ：   28,000 円 

10）応募方法 ：  募集要項の申込フォームに必要事項を記入の上、送信下さい。 

１１）募集（延長）期間 ： 平成 29 年 10 月 3 日（火） ～  

                (定員に達し次第募集延長を終了いたします) 

      ※抽選結果についてはメールで回答します。 

      ※受講者本人がお申込み下さい。（抽選後の交代はご遠慮下さい） 

      ※お申込みはお１人１回限りとさせていただきます。 

 

申込フォームは下記を参照下さい。 

            ↓↓ 

https://ssl.formman.com/form/pc/4ETFlbaJD8sGMS3j/ 

 

問い合わせ先 ： 〒164-0001 東京都中野区中野 2-2-3 

 へるす出版事業部内 日本航空医療学会事務局 

Tel:03-3384-8042 ／Fax：03-3380-8627 

E-mail: jsas@herusu-shuppan.co.jp 

  

 １２）受講料振込： 参加決定となった方は、採用通知受信後、1 週間以内にまでに受講料を下記へお

振込み下さい。 

振込み確認後、受講番号をメールで通知させていただき、受付完了となります。 

           お振込先 ：  りそな銀行 中野支店 

           口座番号：普通口座 1673602  

           口座名義人：ドクターヘリ講習会 理事 杉山 貢 

 



1３）注意事項 ①宿泊等は参加者各自でお願い致します。 

②テキストは受付完了後、送付致します。 

③講習会の情報（変更項目なども含）はホームページ上に掲載しますので参加決定さ

れた方は随時ご確認下さい。 

④受講料の領収書は受講料入金を確認後に送付させて頂きます。 

⑤申込者多数の場合、次回参加をおすすめする場合があります事をご了承下さい。 

⑥講義会場でのビデオ撮影はご遠慮願います。 

⑦講習会場及びシミュレーション会場には駐車場はございません。 

             車でお越しの際は、周辺一般駐車場に各自でご駐車下さい。 

⑧参加決定後にご都合が悪くなった場合には、キャンセル扱いとさせて頂きます。受講

料返金は、１１月１4 日（火）15 時までに（電話・メール）があった方のみとなります。 

 

３．研修項目並びに講義担当者 

ドクターヘリ運用に関係する医師、看護師、救急救命士、救急隊員、操縦士、整備士運航管理担当者な

どが理解しておくことが必要な項目として、以下の項目と共に講義担当者を紹介します。なお、配布いた

しますテキストにお目を通されておく事をお勧め致します。 

１） ドクターヘリ総論Ⅰ（わが国のドクターヘリ構想の経緯）：講義担当 小濱 啓次 

２） ドクターヘリ総論Ⅱ（世界主要国の救急ヘリの状況）：講義担当 西川 渉 

３） ヘリの基礎知識（飛行原理・機体構造）：講義担当 セントラルヘリコプターサービス 横田 昌彦 

４） ヘリの基礎知識（航空医学）：講義担当 滝口 雅博 

５） ドクターヘリ医療Ⅰ（ドクター）：講義担当 北村 伸哉/山下 典雄 

６） ドクターヘリ医療Ⅱ（フライトナース）：講義担当 坂田 久美子/藤尾 政子 

７） ドクターヘリ医療Ⅲ（消防機関）：講義担当 中川 儀英 

８） ドクターヘリ医療Ⅳ(システム運用)：講義担当 早川 達也 

９） ドクターヘリの実際Ⅰ（安全管理）：講義担当 朝日航洋 久保田 陽一 

１０） ドクターヘリの実際Ⅱ（高速道路・法令）：講義担当 高松 学文/中日本航空 西村 英喜 

１１） 専門別テーマ（質疑応答含む）【Ｄｒ／Ｎｓ／システム】 ：講義担当 各講師 

第 35 回ドクターヘリ講習会プログラム （予定） 
第35回ドクターヘリ講習会　講義プログラム 2017/9/8

1日目（11月25日） 2日目（11月26日）

時間（分） 項目 担当 時間（分） 項目 担当

08:50～08:55 5 事務連絡 ヒラタ学園/委員 08:50～08:55 5 事務連絡 ヒラタ学園/委員

08:55～09:00 5 開会式 早川　達也 08:55～09:40 45 ドクターヘリの実際Ⅰ（安全管理） 朝日航洋㈱　久保田 陽一

09:00～09:50 50 ドクターヘリ総論Ⅰ 小濱　啓次 10 休憩

09:50～10:35 45 ドクターヘリ総論Ⅱ 西川　渉 09:50～10:20 30 ドクターヘリの実際Ⅱ（法令） 中日本航空㈱　西村　英喜

10 休憩 10:20～10:50 30 ドクターヘリの実際Ⅱ（高速道路の事故対応） 高松　学文

10:45～11:30 45 ヘリの基礎知識（飛行原理・機体構造）
セントラルヘリコプターサービス㈱

横田 昌彦
20 休憩（会場準備）

11:30～11:40 10 休憩 11:10～11:55 45 専門別テーマ（Ｄｒ/Ｎｓ/システム）

11:40～12:30 50 ドクターヘリ医療Ⅰ／災害医療とドクターヘリ 北村 伸哉/山下 典雄 10 休憩

12:30～13:20 50 昼食（会場） 12:05～12:40 35
質疑応答（Ｄｒ/Ｎｓ/システム）

昼食（ランチョン形式）

13:20～14:00 40 ヘリの基礎知識（航空医学） 滝口　雅博

14:00～14:50 50 ドクターヘリ医療Ⅱ（フライトナース） 坂田　久美子/藤尾　政子

10 休憩 12:50～13:00 10 実機体説明（受講生全員） （格納庫へ移動）

15:00～15:45 45 ドクターヘリ医療Ⅲ（消防機関） 中川　儀英

10 休憩

15:55～16:40 45 ドクターヘリ医療Ⅳ（システム運用） 早川　達也

10 休憩 14:30～14:50 20 閉会式、修了証授与 杉山 貢

16:50～17：20 30 質疑応答 荻野　隆光、講師全員 14:50～16:20 90 飛行実習（希望者） ヒラタ学園

10 懇親会準備

17:30～19：00 90 意見交換会（講習会場）申込者 講師全員

13:00～14:30 90
患者搬送シミュレーション

（3機、30分×3ヶ所）

荻野 隆光/高橋 治郎/藤尾 政子

井上　保介／坂田　久美子
早川　達也／

荻野　隆光、早川　達也
坂田　久美子・藤尾　政子

休憩（移動） ヒラタ学園1012:40～12:50

 
※講義時間など都合により変更になる場合がございますのでご了承ください。  

タイムスケジュール確定版は、テキストと一緒に郵送致します。 

日本航空医療学会事務局 

 



ドクターヘリ講習会における飛行実習のご案内 

                      日本航空医療学会 

ドクターヘリ講習会実行委員会 

 

 

 

ドクターヘリ講習会では、ドクターヘリに実際に搭乗して飛行

する“飛行実習”の機会を、講習の最後に設けております。ヘリ

コプターの機内空間・飛行感覚を体験していただくことは、ドク

ターヘリ活動の理解において、とても重要であると考えておりま

す。しかし、この実習は強制ではありませんので、飛行実習の参

加に同意された方のみの実施とさせていただきます。（不参加に

よる修了未認定、講習会費減額はありません） 

なお、機体の準備・ヘリポート管制の都合により、実際のドク

ターヘリではないヘリコプターの機体による実習になる場合が

あることをご理解下さい。また、勝手ながらドクターヘリに搭乗

した事のある方には、実習時間の関係から飛行実習をなるべくご

遠慮頂ければ幸いです。 

 

＊希望者多数の場合は、抽選になりますのでご了承ください。 


