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DHによる施設間搬送の概要

○適応：「高次医療機関への緊急を要する搬送」
病状が安定している傷病者の長距離搬送を目的に

DHを用いるべきではない

○事前調整：

事前に搬送元医療機関、搬送先医療機関

および基地病院/準基地病院とで協議が必須
搬送元医療機関医師は、搬送先医療機関に受け入れを

要請した後、基地病院/準基地病院に連絡をして下さい。

基地病院/準基地病院担当医が患者情報を聴取し、

DHの適応を判断します。搬送に備えて追加処置や

薬剤の整理をお願いすることがあります。搬送には

搬送元医療機関医師のDH同乗をお願いしています。

○DHでの搬送が不可能な場合
2名以上の同乗が必要な場合や、クベース、PCPS、IABPの
搭載が必要な場合は、DHでの搬送はできません。

救急車あるいは消防防災ヘリ等での搬送をご検討下さい。

DH運航管理室：079-497-7050



事前調整
・搬送元医療機関医師は、搬送先医療機関に受け入れを要請した後、
基地病院/準基地病院に連絡する

・基地病院/準基地病院担当医は
患者情報を聴取しDHの適応を判断する
搬送に備えて追加処置や薬剤の整理を依頼する（注：DH内はシリンジポンプ1台）
・搬送には搬送元医療機関医師のDH同乗が原則

②DH出動 到着時刻などDH運航管理室から搬送元医療機関に電話で連絡

③DH情報伝達 到着時刻などDH運航管理室から搬送先医療機関に電話で連絡

④傷病者搬送 DHでの搬送前にDHクルーが診察
搬送には搬送元医療機関医師のDH同乗が原則

DH運航管理室：079-497-7050

①DH出動要請 搬送元医療機関医師は搬送の準備が整った段階でDH運航管理室に電話
079-497-7050
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①DH出動要請 搬送元医療機関医師は搬送の準備が整った段階で119番通報
DH出動要請と RPまでの患者搬送を消防に依頼

②DH出動要請 消防がDHホットラインに電話しDH要請 RPは消防が指定

④DH出動 RP到着時刻などDH運航管理室から消防に連絡

⑤DH情報伝達 到着時刻などDH運航管理室から連絡

③救急車による傷病者搬送 搬送元医療機関医師の同乗が原則

⑥傷病者搬送 DHでの搬送前にDHクルーが診察
搬送には搬送元医療機関医師のDH同乗が原則

事前調整
・搬送元医療機関医師は、搬送先医療機関に受け入れを要請した後、
基地病院/準基地病院に連絡する

・基地病院/準基地病院担当医は
患者情報を聴取しDHの適応を判断する
搬送に備えて追加処置や薬剤の整理を依頼する。（注：DH内はシリンジポンプ1台）
・搬送には搬送元医療機関医師のDH同乗が原則

DH運航管理室：079-497-7050

図２ 施設間搬送： HPのない病院 ⇒ HPのある病院への搬送
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②DH出動要請 消防がDHホットラインに電話しDH要請 RPは消防が指定

③DH出動 到着時刻などDH運航管理室から連絡

⑧搬送 搬送元医療機関あるいは搬送先医療機関医師のいずれかが同乗
（両者で事前に調整を済ませておく）

④傷病者搬送 DHでの搬送前にDHクルーが診察
搬送には搬送元医療機関医師のDH同乗が原則
RP到着時刻などDH運航管理室から消防に連絡

事前調整
・搬送元医療機関医師は、搬送先医療機関に受け入れを要請した後、
基地病院/準基地病院に連絡する

・基地病院/準基地病院担当医は
患者情報を聴取しDHの適応を判断する
搬送に備えて追加処置や薬剤の整理を依頼する。（注：DH内はシリンジポンプ1台）
・搬送には搬送元医療機関医師のDH同乗が原則

DH運航管理室：079-497-7050

①DH出動要請 搬送元医療機関医師は搬送の準備が整った段階で119番通報
DH出動要請と RPからの患者搬送を消防に依頼

(搬送元医療機関管轄)

図３ 施設間搬送： HPのある病院⇒ HPのない病院への搬送
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④DH出動 到着時刻などDH運航管理室から連絡

③救急車による傷病者搬送 搬送元医療機関医師の同乗が原則

⑨搬送 搬送元医療機関あるいは搬送先医療機関医師のいずれかが同乗
（両者で事前に調整を済ませておく）

事前調整
・搬送元医療機関医師は、搬送先医療機関に受け入れを要請した後、基地病院
/準基地病院に連絡する

・基地病院/準基地病院担当医は
患者情報を聴取しDHの適応を判断する
搬送に備えて追加処置や薬剤の整理を依頼する。（注：DH内はシリンジポンプ1台）
・搬送には搬送元医療機関医師のDH同乗が原則

DH運航管理室：079-497-7050

①DH出動要請 搬送元医療機関医師は搬送の準備が整った段階で119番通報
DH出動要請と RPまで/からの患者搬送を消防に依頼

②DH出動要請 消防がDHホットラインに電話しDH要請 RPは消防が指定

⑤傷病者搬送 DHでの搬送前にDHクルーが診察
搬送には搬送元医療機関医師のDH同乗が原則
RP到着時刻などDH運航管理室から消防に連絡

図４ 施設間搬送： HPのない病院 ⇒ HPのない病院への搬送
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傷病者搬送先医療機関リスト

医療圏域 施設名 所在地 電話番号 ヘリポート

神戸大学医学部附属病院 神戸市中央区楠町7-5-2 078-382-5111 ○

神戸市立医療センター中央市民病院 神戸市中央区港島南町2-1-1 078-302-4321 ◎

神戸赤十字病院 神戸市中央区脇浜海岸通1-3-1 078-231-6006 ■

兵庫県災害医療センター 神戸市中央区脇浜海岸通1-3-1 078-241-3131 ■

兵庫県立こども病院 神戸市中央区港島南町1-6-7 078-945-7300 ◎

兵庫医科大学病院 西宮市武庫川1-1 0798-45-6111

兵庫県立西宮病院 西宮市六湛寺町13-9 0798-34-5151

兵庫県立尼崎総合医療センター 尼崎市東難波町2-17-77 06-6480-7000 ◎

阪神北 宝塚市立病院 宝塚市小浜4-5-1 0797-87-1161

明石市立市民病院 明石市鷹匠町1-33 078-912-2323

明石医療センター 明石市大久保町八木743-33 078-936-1101

兵庫県立加古川医療センター 加古川市神野町神野203 079-497-7000 ◎

加古川中央市民病院 加古川市加古川町本町439 079-451-5500 ◎

順心病院 加古川市別府町別府865-1 079-437-3555

高砂市民病院 高砂市荒井町紙町33-1 079-442-3981

西脇市立西脇病院 西脇市下戸田652-1 0795-22-0111 ◎

加西市立加西病院 加西市北条町横尾1-13 0790-42-2200

北播磨総合医療センター 小野市市場町926-250 0794-88-8800 ◎

姫路赤十字病院 姫路市下手野1-12-1 079-294-2251 ◎

姫路医療センター 姫路市本町68 079-225-3211

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 姫路市神屋町3-264 079-289-5080 ◎

ツカザキ病院 姫路市網干区和久68-1 079-272-8555 ◎

赤穂市民病院 赤穂市中広1090 0791-43-3222

公立宍粟総合病院 宍粟市山崎町鹿沢93 0790-62-2410

公立豊岡病院 豊岡市戸牧1094 0796-22-6111 ◎

公立八鹿病院 養父市八鹿町八鹿1878-1 0796-62-5555

兵庫医大ささやま医療センター 丹波篠山市黒岡5 079-552-1181

兵庫県立丹波医療センター 丹波市氷上町石生2002-7 0795-88-5200 ◎

淡路 兵庫県立淡路医療センター 洲本市塩屋1-1-137 0799-22-1200 ◎

圏外 津山中央病院 岡山県津山市川崎1758 0868-21-8111 ◎

○ 場外申請離着陸場に該当しない病院ヘリポート

◎ 国土交通省航空局より認可を受けた飛行場外離着陸場（場外申請離着陸場）

■ 非公共用ヘリポート
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丹波

*敷地内にヘリポート設備の無い医療機関は、あらかじめ近接する場外離着陸場を設定する必要がある
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