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救命レポート
 

 K C1P1040CK Cat.No.09X276

●仕様や機構の一部が変更されることがありますのであらかじめご了承ください。 
●撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。 

ご使用の前に… 
●添付文書および注意書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 
●本装置は医療機器ですので接地極付電源プラグを用いて医用コンセントに差込んでください。 
●医療機器は保守点検が義務づけられていますので定期点検を委託される場合は、弊社にご相談ください。 

本製品（ソフトウェアを含む）は、外国為替および外国貿易管理法に定める、戦略物資等輸出規制対象品に該当します。
したがって、日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等必要な手続を、お取りください。 

フクダ電子ホームページアドレス…http://www.fukuda.co.jp/
お客様窓口…　 （０３）５８０２-６６００／受付時間：月～金曜日（祝祭日，休日を除く）９：００～１８：００ 

ご用命は 

製造販売業者 

本　社　〒１０８ー８５０７　東京都港区港南２ー１３ー３７ フィリップスビル 

販売業者 

〒１１３ー８４８３　東京都文京区本郷３ー３９ー４ 

（０３）３８１５ー２１２１㈹ 

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 

０１２０-８０２-３３７（AEDコールセンター） 

北海道販売㈱
本社 〒０６０-０９０６ 北海道札幌市東区北六条東 2-2-1 
TEL（011）721-3251　FAX（011）753-3733 
旭川営業所 〒０７８-８３４５ 北海道旭川市東光五条 3-1-1 
TEL（0166）32-6970　FAX（0166）32-6977 
函館営業所 〒０４０-００１２ 北海道函館市時任町 20-15 
TEL（0138）55-6097　FAX（0138）55-6194 
釧路営業所 〒０８５-００５８ 北海道釧路市愛国東 2-11-16 
TEL（0154)39-1088　FAX（0154）39-1078

東京販売㈱
本社 〒１１０-０００８ 東京都台東区池之端 2-1-11 
TEL（03）3822-2171　FAX（03）3828-4127 
目黒営業所 〒１５２-８９１２ 東京都目黒区碑文谷 3-17-12 
TEL（03）3792-6611　FAX（03）3793-8438

東京中央販売㈱
本社 〒１１３-８５７０ 東京都文京区湯島 2-31-20 7F
TEL（03）3812-9415　FAX（03）3812-9416

東京西販売㈱
本社 〒１９０-００１１ 東京都立川市高松町 1-23-17 
TEL（042）525-3578　FAX（042）527-7262

神奈川販売㈱
本社 〒２２４-００３７ 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-23-14 
TEL（045）949-1200　FAX（045）943-3520 
静岡営業所 〒４２２-８０３７ 静岡県静岡市駿河区下島 268-2 
TEL（054）236-1085　FAX（054）238-3750 
浜松営業所 〒４３３-８１１８ 静岡県浜松市中区高丘西 1-14-31  
TEL（053）436-2471　FAX（053）438-0671 
沼津営業所 〒４１０-００５２ 静岡県沼津市沢田町 10-8 
TEL（055）924-7861　FAX（055）924-7860

長野販売㈱
本社 〒３９０-０８５２ 長野県松本市島立東田 825-1 
TEL（0263）47-5500　FAX（0263）47-6464 
長野営業所 〒３８１-２２１７ 長野県長野市稲里町中央 4-15-10 
TEL（026）291-0100　FAX（026）291-0099 
山梨営業所 〒４００-００４６ 山梨県甲府市下石田 2-14-3 
TEL（055）222-6655　FAX（055）222-6465

北陸販売㈱
本社 〒９２０-００３１ 石川県金沢市広岡 2-4-10 
TEL（076）223-1541　FAX（076）221-9169 
富山営業所 〒９３９-８２２１ 富山県富山市八日町 234-1 
TEL（076）428-0333　FAX（076）428-0321 
福井営業所 〒９１８-８２３７ 福井県福井市和田東 2-1312 
TEL（0776）26-3739　FAX（0776）26-3722

中部販売㈱
本社 〒４６１-０００３ 愛知県名古屋市東区筒井町 4-39 松永ビル 
TEL（052）934-2001　FAX（052）934-2012 
岡崎営業所 〒４４４-０８７１ 愛知県岡崎市大西 1-13-5 
TEL（0564）24-2781　FAX（0564）25-1157

三岐販売㈱
本社 〒５００-８４４２ 岐阜県岐阜市正法寺町 3 
TEL（058）272-9611　FAX（058）272-9618 
三重営業所 〒５１４-０１０４ 三重県津市栗真小川町字中沢 778 
TEL（059）232-6500　FAX（059）232-6144

京滋販売㈱
本社 〒６０１-８１２１ 京都府京都市南区上鳥羽大物町 15-1 
TEL（075）681-3191　FAX（075）661-7421 
滋賀営業所 〒５２０-３０４６ 滋賀県栗東市大橋4-6-40 
TEL（077）553-1617　FAX（077）553-2165

近畿販売㈱
本社 〒５６４-００６３ 大阪府吹田市江坂町 1-12-28 大昇ビル3F 
TEL（06）6190-3100　FAX（06）6190-3535

南近畿販売㈱
本社 〒５９０-０９５９ 大阪府堺市堺区大町西 1-1-25 
TEL（072）221-6171　FAX（072）223-8519 
奈良営業所 〒６３４-００７５ 奈良県橿原市小房町 12-37 
TEL（0744）24-2161　FAX（0744）25-6139 
和歌山営業所 〒６４０-８２５５ 和歌山県和歌山市舟津町 4-28 ＳＫＤ第二ビル 
TEL（073）433-1291　FAX（073）422-1536

兵庫販売㈱
本社 〒６５０-００４７ 兵庫県神戸市中央区港島南町 6-5-3 
TEL（078）302-3001　FAX（078）302-3008 
姫路営業所 〒６７０-０９５２ 兵庫県姫路市南条 526 
TEL（079）223-0474　FAX（079）281-5498

岡山販売㈱
本社 〒７００-０９７３ 岡山県岡山市北区下中野 715-103 
TEL（086）241-8688　FAX（086）243-6633 
岡山営業所 〒７００-０９７３ 岡山県岡山市北区下中野 715-103 
TEL（086）241-5400　FAX（086）241-8396 
米子営業所 〒６８３-００３５ 鳥取県米子市目久美町 90-11 
TEL（0859）38-1313　FAX（0859）38-1223 
出雲営業所 〒６９３-０２１１ 島根県出雲市馬木北町75 
TEL（0853）48-2022　FAX（0853）48-2020 
益田出張所 〒６９８-０００３ 島根県益田市乙吉町イ 344-15 
TEL（0856）22-8560　FAX（0856）22-8535 
鳥取出張所 〒６８０-０９０４ 鳥取県鳥取市晩稲 92-1 
TEL（0857）38-3018　FAX（0857）38-3062

広島販売㈱
本社 〒７３３-０８７３ 広島県広島市西区古江新町 16-33 
TEL（082）274-3131　FAX（082）274-1012 
福山営業所 〒７２０-０８２２ 広島県福山市川口町 4-20-12 
TEL（084）954-7511　FAX（084）954-7512 
周南営業所 〒７４５-０８０６ 山口県周南市桜木 3-5-77 
TEL（0834）28-0150　FAX（0834）28-0114 
山口営業所 〒７５４-００２６ 山口県山口市小郡栄町 1-10 
TEL（083）972-3071　FAX（083）972-3077

四国販売㈱
本社 〒７９０-０９６３ 愛媛県松山市小坂 3-4-5 
TEL（089）986-4000　FAX（089）986-4100 
高松営業所 〒７６１-８０７１ 香川県高松市伏石町 2002-8 
TEL（087）865-4321　FAX（087）865-4323 
徳島営業所 〒７７０-０００４ 徳島県徳島市南田宮 2-7-4 
TEL（088）631-9317　FAX（088）631-9316 
高知営業所 〒７８０-００８５ 高知県高知市札場 7-27 
TEL（088）880-1411　FAX（088）885-1350

西部北販売㈱
本社 〒８１２-０８９６ 福岡県福岡市博多区東光寺町 2-9-63 
TEL（092）473-7343　FAX（092）472-2107 
福岡営業所 〒８１２-０８９６ 福岡県福岡市博多区東光寺町 2-9-63 
TEL（092）473-7741　FAX（092）473-0039 
筑豊営業所 〒８２０-００３３ 福岡県飯塚市徳前 205-3 
TEL（0948）24-7719　FAX（0948）24-7729 
北九州営業所 〒８０５-００３４ 福岡県北九州市八幡東区清田 2-5-20 
TEL（093）653-3055　FAX（093）653-3370 
久留米営業所 〒８３０-０００３ 福岡県久留米市東櫛原町 607-1 
TEL（0942）32-8119　FAX（0942）32-8117 
佐賀営業所 〒８４９-０９３７ 佐賀県佐賀市鍋島 3-4-31 
TEL（0952）31-5519　FAX（0952）31-5520 
佐世保営業所 〒８５９-３２２３ 長崎県佐世保市広田 2-210-1 
TEL（0956）39-2291　FAX（0956）39-2297 
長崎営業所 〒８５２-８１４５ 長崎県長崎市昭和 3-256-20 
TEL（095)842-8055　FAX（095）842-8060

西部南販売㈱
本社 〒８６２-０９５４ 熊本県熊本市神水 1-15-42 
TEL（096）382-6170　FAX（096）382-9840 
熊本営業所 〒８６２-０９５４ 熊本県熊本市神水 1-15-42 
TEL（096）382-6166　FAX（096）382-6466 
大分営業所 〒８７０-０８７７ 大分県大分市賀来井ノ口 3987 
TEL（097）549-5066　FAX（097）549-5139 
宮崎営業所 〒８８０-０８４１ 宮崎県宮崎市吉村町大田ヶ島 甲 402-3 
TEL（0985）23-5625　FAX（0985）23-5617 
鹿児島営業所 〒８９０-００３４ 鹿児島県鹿児島市田上 6-22-40 
TEL（099）251-6210　FAX（099）251-6270 
沖縄営業所 〒９０１-２１０１ 沖縄県浦添市西原 5-4-30 
TEL（098）877-8111　FAX（098）877-8802

北東北販売㈱
本社 〒０１０-０９５５ 秋田県秋田市山王中島町 8-10 
TEL（018）862-2991　FAX（018）864-3675 
弘前営業所 〒０３６-８０８４ 青森県弘前市高田 2-3-1 
TEL（0172）27-4331　FAX（0172）27-4339 
八戸営業所 〒０３１-０８１３ 青森県八戸市大字新井田字西平 1-67 
TEL（0178）30-2911　FAX（0178）25-8980 
盛岡営業所 〒０２０-００５１ 岩手県盛岡市下太田下川原 12-1 
TEL（019）656-2200　FAX（019）656-2266

南東北販売㈱
本社 〒９８０-０８０１ 宮城県仙台市青葉区木町通 1-8-12 
TEL（022）224-1175　FAX（022）225-4484 
山形営業所 〒９９０-００２２ 山形県山形市東山形 1-11-14 
TEL（023）622-5916　FAX（023）622-5913 
福島営業所 〒９６０-８１３２ 福島県福島市東浜町 10-3 
TEL（024）534-5822　FAX（024）531-7132 
郡山営業所 〒９６３-０５５１ 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池 10-2 
TEL（024）963-2115　FAX（024）959-2330

新潟販売㈱
本社 〒９５０-０９９３ 新潟県新潟市中央区上所中 2-1-3 
TEL（025）284-1126　FAX（025）283-5448 
長岡営業所 〒９４０-２１０６ 新潟県長岡市古正寺 3-140トムズ古正寺A 
 TEL（0258）29-5522　FAX（0258）29-5558

北関東販売㈱
本社 〒３２０-０８５６ 栃木県宇都宮市砥上町 1649-2 
TEL（028）649-3114　FAX（028）649-0888
高崎営業所 〒３７０-００１８ 群馬県高崎市新保町 1684-1　 
TEL（027）384-8500　FAX（027）352-8511

西関東販売㈱
本社 〒３３６-００３１ 埼玉県さいたま市南区鹿手袋 4-5-10 
TEL（048）710-2265　FAX（048）710-2268

南関東販売㈱
本社 〒２６０-０８５１ 千葉県千葉市中央区矢作町 382-3 
TEL（043）227-0287　FAX（043）225-3860 
筑波営業所 〒３０５-０８２１ 茨城県つくば市春日 3-5-6 
TEL（0298）51-2741　FAX（0298）55-7565 
水戸営業所 〒３１０-０８５１ 茨城県水戸市千波町久保 298 
TEL（029）305-6333　FAX（029）305-6334 
東葛営業所 〒２７０-２２０３ 千葉県松戸市六高台 7-71-3 
TEL（047）311-3311　FAX（047）311-3312

フクダ電子グループ住所一覧  

フクダ電子はAEDの普及に努め、地域社会に貢献します 

http://www.fukuda.co.jp/m/aed/

AEDの 
使い方は、 

AEDは救命処置のための医療機器です。AED
を設置したら、いつでも使用できるように、
AEDのインジケーターや消耗品の有効期限
などを日頃から点検することが重要です。 

AED設置の際はAED管理者を設置し、製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態
に管理する事。特に電極パッド・バッテリの使用期限の確認及び、期限内の交換は確実に実施する事。 
AED設置者及び管理者は、AED管理表示ラベル上に明記された消耗品等の使用期限を確認する事。 
AED設置者及び管理者は、AEDに不測の事態が発生した時及び、譲渡時（高度管理医療機器等
販売業の許可業者に限る）、廃棄時には、製造販売業者又は販売業者等の連絡先に連絡する事。
製造販売業者又は販売業者からの情報提供方法等（交換時期のお知らせ等）について確認する事。  
電極パッドは使い捨てなので、再使用する事は禁止である。 

AED設置者及び管理者は品質保証及び安全管理の為、 
以下の内容の確認をお願いいたします。 
1.  
 
2.  
3. 
 
 
4.

携帯でアクセス 
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救命処置が行われた場所

住所：〒310-8512 茨城県水戸市文京2-1-1 
TEL：029-228-8600(代／本部)  
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茨城大学
Ibaraki University

多くの学生や教職員をはじめ、様々な方が出入りする大学施設。 
今回、AEDによる救急救命により、大切な人命を救ったご経験のある 
『茨城大学』の皆様に、救命時の様子とAEDの操作状況について 
お話をお伺いしました。 

大切な人命を救ったご経験のある『茨城大学』
日常に潜む心肺停止の実態。突発事故を未然に防ぐ、危機意識の重要性。 

国立大学法人 茨城大学 

AED（自動体外式除細動器） 

常日頃、緊急時に対する備えの重要性を
認識されているとのことですが。

AEDによる救急救命の状況を教えて
ください。

その後、倒れられた方の回復状況は
いかがでしたか？

緊急事態に直面して、どのようなことを
感じましたか？

今回の結果を受けて、大学内で変化した
ことはありますか？

 

 

 

大学は学生や教職員だけでなく、教育や研究の場として

多くの方々が集まる施設です。年齢も様々で、体調にも

差があります。また、スポーツや各種イベントも開催されて

いることから、救急救命を必要とする事故があらゆる場所

で発生することが想定されます。 

茨城大学では、平成17年度から構内にAEDの配備を開始。

平成21年7月現在、各事業場合わせて計15台のAED

設置を行いました。今後も必要個所にAEDを適宜配備

していく計画です。 

今回、救急救命を行った工学部では3棟に各1台ずつ、

保健室、守衛所の計5台を配置し、日頃より災害時の

AEDの有効活用及び、学生・教職員の救急救命活動の

実践のため救急救命講習会を年4回（平成21年度）行って

いました。 

 

 

 

平成21年3月のことでした。朝9時半頃、事務室内で椅子

に座って打ち合せていた同僚が、前触れもなく突然椅子

から崩れ落ち、床に倒れたのです。すぐに119番通報する

と共に、総務係に職員が倒れたこと、救急車を呼んだこと

を連絡。同時に別の職員が救急車誘導のため、大学正門へ

急行しました。知らせを受けた総務係にいる事務長補佐が

保健室に走り、看護師に現場へ向かうよう指示を出し、事前

に事務長補佐から連絡を受けていた衛生管理者が守衛所

に救急車が来る旨を伝えると共に、守衛所設置のAEDを

持ち、同じく現場に向かいました。この間、約3分です。 

事故発生から5分後、現場に到着した看護師が患者の気道

を確保し、意識・呼吸・脈を確認すると、患者の意識が無く、

途切れ途切れにしゃくりあげるような『あえぎ呼吸』の状態

でした。その3分後、守衛所に設置してあったAEDが届き、

看護師と事務長が患者の衣

服を脱がし、AEDを運んだ

衛生管理者がAEDの電

極パッドを患者に貼布。

AEDの「ショックが必要

です」という音声ガイダンス

に従い、AEDボタンを押し

ショックを与えました。 

その直後、衛生管理者が胸骨圧迫を開始。30回ほど圧迫

を続けたところ呼吸が戻り始めた為、回復体位に切り

替え救急車の到着を待ちました。その3分後、救急車が

到着し、救急隊員に引き渡しました。事故発生から13分間

のことでした。 

 

 

 

救急車で総合病院に運ばれ、集中治療室で治療をうけた

のですが、その日の午後には意識が回復し、翌日には一般

病棟に移動。AED内蔵メモリーに記録された心電図や

症状から倒れた原因は不整脈だと分かりました。病院での

検査や治療を経て、一ヶ月後には勤務に戻り、今では通常

業務を行っています。 

 

 

 

倒れた方がいればすぐにAEDを持って駆け付け、使用できる

体制づくりの重要性を身を持って感じました。AEDを患者に

セットすれば、ショックの有無は機械がガイダンスしてくれ

ますし、ショックが不要であったとしても心電図データが残る

ので、その後の病院での治療にも有効です。 

ただし、AEDさえあれば今回のように助けられるということ

ではなく、『早い119番通報』『早い心肺蘇生法の開始』等、

職員連携や救急車の誘導が組み合わさり、初めて救命が可能

となることを実感しました。AED配備に加え、一人でも多く

の方が救命講習を受けることを経験者として強く望みます。 

 

 

 

救命講習の回数を増やし、学生を含めより多くの方が参加

できるようにしました。同大学は事前に危機管理体制は行って

いたので、通報～CPR（心肺蘇生法）がすぐに出来ました。更

に今回の件でAEDの必要性を改めて強く認識しました。

今後も大学内全体で力を合わせて救命体制を強化してい

きたいと考えています。 

工学部衛生管理者 後藤 さん（AEDを操作） 
工学部職員 藤田 さん（第1発見者＆通報者） 
茨城大学長 池田 学長 
工学部看護師 三橋 さん（心肺蘇生を行う） 
工学部技術職員 谷川 さん（被救助者） 

（写真左から） 

田中事務長 

AED配置図（工学部） 


