
令和元年度 出動概要一覧

№ 出動月日 種　別
出動先

（市町村別）
発　生　場　所 概　　　　　　　　要

1 4月1日 救急出動 対馬市 対馬病院
慢性硬膜下血腫と診断された患者の搬送要請。対馬空港から長
崎医療センターまでの搬送を実施。

2 4月5日 救急出動 対馬市 対馬病院
新生児無呼吸発作と診断された患者の搬送要請。対馬空港から
長崎医療センターまでの搬送を実施。

3 4月8日 救急出動 五島市 五島中央病院
急性期脳梗塞と診断された患者の搬送要請。福江空港から長崎
医療センターまでの搬送を実施。

4 4月9日 救急出動 大村市 大村市民病院
持続性心室頻拍と診断された患者を大村市民病院から小倉記念
病院までの搬送依頼。大村飛行場から北九州市浅野ヘリポートま
での搬送を実施。

5 4月10日 救助出動 南島原市 布津町沖

第7管区海上保安部から、行方不明となった漁船1隻（乗組員1名）
の捜索要請。出動準備中に管轄の島原消防本部から行方不明の
漁船のみを発見したものの、以前乗組員は行方不明との情報が
入る。約1時間の捜索を実施するも発見に至らず。

6 4月14日 救急出動 五島市 五島中央病院
右皮質下出血と診断された患者の搬送要請。福江空港から大村
飛行場までの搬送を実施。

7 4月25日 救急出動 五島市 五島中央病院
脳梗塞と診断された患者の搬送要請。福江空港から長崎医療セン
ターまでの搬送を実施。

8 4月26日 救急出動 五島市 五島中央病院
脳腫瘍と診断された患者の搬送要請。福江空港から長崎医療セン
ターまでの搬送を実施。

9 5月4日 救助出動 西海市
大瀬戸町
瀬戸羽出川郷

佐世保市消防局から、登山者の具合が悪くなり動けなくなっている
と出動要請。離陸直後、地上消防隊が要救助者に接触、防災ヘリ
はキャンセルと連絡が入ったため帰投する。

10 5月6日 救急出動 五島市 奈留医療センター
脳出血と診断された患者の搬送要請。奈留ヘリポートから長崎医
療センターまでの搬送を実施。

11 5月7日 火災出動 松浦市 今福町東免

松浦市消防本部から林野火災において上空からの消火と情報収
集を要請されたもの。バケット等を積載したが離陸直後に消火につ
いてはキャンセルとなり、情報収集のみの活動に変更。現場上空
到着後、写真撮影や無線等を使用して延焼状況を指揮隊へ情報
提供を行なう。

12 5月12日 救助出動 平戸市 高越町

平戸市消防本部から磯場にて釣り客1名が高さ3mから転落負傷し
たため要請。現場到着後、航空隊員1名を降下させ、さらにUSAR
ストレッチャーを携行させた航空隊員もう１名を投入する。USARス
トレッチャーにて航空隊員とともに機内へ揚収し、さらにもう1名の
航空隊員も揚収し現場を離脱する。

13 5月12日 救急出動 平戸市 高越町
出動番号｢31-012｣にて機内へ揚収した傷病者を大村飛行場まで
搬送。県央消防本部の救急隊へ引き継ぐ。

14 5月13日 救助出動 県外
熊本県山鹿市
国見山

熊本県防災消防航空隊から相互応援協定に基づく要請。前日から
山菜取りに入山し行方不明となった女性の救助要請。離陸前に熊
本県警ヘリが国見山山頂付近で要救助者と思われる女性を発見
した旨の情報を得る。現場上空到着後、航空隊員1名をホイスト投
入する。要救助者と接触していた山鹿消防救助隊と協力し、国見
山山頂まで搬送。その後、エバックハーネスに縛着した要救助者と
航空隊員を機内へ揚収し現場を離脱する。

15 5月13日 救急出動 県外
熊本県山鹿市
国見山

出動番号｢31-014｣にて機内へ揚収した傷病者を保利病院ヘリ
ポートまで搬送。山鹿消防職員及び保利病院関係者へ引き継ぐ。
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16 5月25日 救助出動 雲仙市
小浜町雲仙
普賢岳登山道

県央消防本部から普賢岳にて登山者が転倒し足を負傷したため
出動要請。現場上空到着後、航空隊員1名をホイスト投入。関係者
及び登山客と協力し要救助者をピックアップポイントまで搬送。そ
の後、エバックハーネスに縛着した要救助者と航空隊員を機内へ
揚収し、現場を離脱する。

17 5月25日 救急出動 雲仙市
小浜町雲仙
普賢岳登山道

出動番号｢31-016｣にて機内へ揚収した傷病者を雲仙ゴルフ場駐
車場まで搬送。県央消防本部救急隊へ引き継ぐ。

18 6月9日 救助出動 大村市 黒木町（舞岳付近）

県央消防本部から下山中の登山者1名の道迷い事案による出動
要請。現場上空到着後、捜索実施したところ要救助者を発見、航
空隊員1名をホイスト投入する。エバックハーネスにより縛着し、航
空隊員と共に機内へ揚収し、現場を離脱する。

19 6月9日 救急出動 大村市 黒木町（舞岳付近）
出動番号｢31-018｣にて機内へ揚収した傷病者を大村飛行場まで
搬送。県央消防本部救急隊へ引き継ぐ。

20 6月10日 救急出動 長崎市 聖フランシスコ病院
白血病と診断された患者の搬送要請。神ノ島場外地にて長崎市消
防局救急隊から患者を引き継ぎ、宮崎大学病院までの搬送を実
施。

21 6月13日 救急出動 新上五島町 上五島病院
切迫早産と診断された患者の搬送要請。上五島ヘリポートから長
崎医療センターまでの搬送を実施。

22 7月2日 救急出動 対馬市 対馬病院
けいれん重積発作と診断された患者の搬送要請。大村飛行場を
離陸するも、東彼杵町上空で天候悪化のため帰投する。

23 7月9日 救急出動 対馬市 上対馬病院
肝嚢胞内出血及び骨盤骨折と診断された患者の搬送要請。対馬
市殿崎ヘリポートから長崎大学病院までの搬送を実施。

24 7月18日 救急出動 五島市 五島中央病院
頭蓋内圧亢進と診断された患者の搬送要請。福江空港から長崎
みなとメディカルセンター市民病院ヘリポートまでの搬送を実施。

25 7月28日 救急出動 対馬市 対馬病院
脳挫傷と診断された患者の搬送要請。対馬空港から大村飛行場
までの搬送を実施。

26 8月1日 救助出動 諫早市 諫早市飯盛町

県央消防本部から男性が海岸で素潜り中に溺れたとのことで出動
要請。現場到着後、捜索を実施したところ、海岸の岩場で要救助
者と付添い者を発見。航空隊員2名をホイスト装置にて投入し、エ
バックハーネスにより航空隊員と共に機内へ揚収する。もう1名の
航空隊員も揚収し、現場を離脱する。

27 8月1日 救急出動 諫早市 諫早市飯盛町
出動番号｢31-026｣にて機内へ揚収した傷病者を大村飛行場まで
搬送。県央消防本部救急隊へ引き継ぐ。

28 8月9日 救急出動 長崎市 長崎大学病院
皮膚筋炎関連間質性肺炎と診断された患者の搬送要請。長崎市
営松山陸上競技場から島原市船泊場外地までの搬送を実施。

29 8月17日 救助出動 長崎市 女神大橋付近

女神大橋から人が飛び降りたとの内容で、長崎市消防局から捜索
救助の要請。長崎港及び女神大橋付近の海域一帯を長崎県警察
航空隊ヘリと入れ替わりで合計3回の捜索を実施するも発見に至
らず。
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30 8月28日 災害応急 長崎県 県北一帯

大雨に伴う被害状況把握のため、長崎県危機管理課からヘリテレ
による映像伝送の任務要請。天候が一時回復している佐世保市
方面へ向け北上しながらヘリテレによる映像伝送を実施。天候悪
化したため松浦市方面への更なる北上が不能となり帰投する。

31 8月29日 救急出動 新上五島町 上五島病院
くも膜下出血と診断された患者の搬送要請。上五島ヘリポートから
大村飛行場までの搬送を実施。

32 8月29日 救急出動 五島市 奈留医療センター
右上腕骨骨折と診断された患者の搬送要請。奈留ヘリポートから
大村飛行場までの搬送を実施。

33 8月30日 災害応急 松浦市 志佐町・今福町

松浦市消防本部から、大雨に伴う被害状況把握のため消防職員
及び松浦市職員を搭乗させての上空偵察依頼。松浦ヘリポートに
て消防職員2名、市職員2名を搭乗させ、市内の崖崩れ現場の上
空偵察を合計2回実施。

34 9月1日 救急出動 五島市 五島中央病院
RSV細気管支炎と診断された患者の搬送要請。福江空港から長
崎医療センターまでの搬送を実施。

35 9月11日 救急出動 新上五島町 上五島病院
無菌性髄膜炎と診断された患者の搬送要請。有川ヘリポートから
長崎医療センターまでの搬送を実施。

36 10月7日 救急出動 新上五島町 上五島病院
切迫早産と診断された患者の搬送要請。上五島ヘリポートから長
崎医療センターまでの搬送を実施。

37 10月12日 救急出動 壱岐市 壱岐病院
穿孔性腹膜炎と診断された患者の搬送要請。壱岐空港から大村
飛行場までの搬送を実施。

38 10月13日 救助出動 南島原市 布津町
南島原市から県庁防災対策室へ蛸漁に行ったまま行方不明となっ
た要救助者の捜索要請がなされたもの。海上保安庁ヘリと入れ替
わりながら合計2回の捜索を実施するも発見に至らず。

39 10月17日 救急出動 県外
大分県由布市
大分大学付属病院

大分県防災航空隊から相互応援協定に基づく要請。
左寛骨臼骨折と診断された患者を大分大学付属病院高度救命セ
ンター屋上ヘリポートから山口大学病院ヘリポートまで搬送を実
施。

40 10月28日 救急出動 県外
大分県竹田市
大久保病院

大分県防災航空隊から相互応援協定に基づく要請。
脊髄損傷の患者を大分県大久保病院から福岡県総合せき損セン
ターまで搬送を実施。
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41 10月29日 救急出動 壱岐市 壱岐病院

墜落産新生児の搬送要請。保育器での搬送となったため、搬送先
である長崎医療センター所有の保育器を事前に機内へ持ち込み、
搬送可能であることを確認する。大谷公園場外地から長崎医療セ
ンターまでの搬送を実施。

42 11月12日 救急出動 対馬市 対馬病院
切迫早産と診断された患者の搬送要請。対馬空港から長崎医療
センターまでの搬送を実施。

43 2月18日 救助出動 佐世保市 佐世保市新行江町

佐世保市消防局から、伐採作業中の男性の肩に木が当たり脱臼
しているとの内容で出動要請。現場到着後、傷病者及び活動中の
消防隊を確認し、航空隊員2名をホイスト装置にて投入し、ラッピン
グストレッチャーにて機内に揚収する。

44 2月18日 救急出動 佐世保市 佐世保市新行江町
出動番号｢31-043｣にて機内へ揚収した傷病者を佐世保市東部ス
ポーツ広場まで搬送。佐世保市消防局救急隊へ引き継ぐ。

45 2月23日 火災出動 松浦市 松浦市志佐町

松浦市消防本部から九州電力松浦発電所で火災が発生したた
め、上空から状況確認をしてほしいとの内容で出動要請。現場到
着後、上空から無線にて消防隊へ延焼状況の報告や写真撮影を
実施する。

46 3月9日 救急出動 新上五島町 上五島病院
外傷性腎損傷と診断された患者の搬送要請。上五島ヘリポートか
ら長崎医療センターまでの搬送を実施。

47 3月13日 救急出動 五島市 五島中央病院
前期破水と診断された患者の搬送要請。福江空港から長崎大学
病院までの搬送を実施。

48 3月28日 救急出動 対馬市 対馬病院
くも膜下出血と診断された患者の搬送要請。対馬空港から長崎医
療センターまでの搬送を実施。
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