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第１ 監査の概要 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第２項の規定に基づき、次のとおり行政

監査を実施した。 

 

１ 監査のテーマ 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置及び管理について 

 

２ 監査の目的 

心停止者の救命救急においては、救急隊員到着までの間、現場に居合わせた者による

自動体外式除細動器 (以下「ＡＥＤ」という。) の使用が有効であることから、平成16年に非

医療従事者によるＡＥＤの使用が認められ、それ以降、住民が利用する公共施設や学校

等において、ＡＥＤの設置が飛躍的に広がっていった。 

このような中、県有施設においてもＡＥＤの設置が進んでおり、一般財団法人日本救急医

療財団の運営する「全国ＡＥＤマップ」を通じ、多数の設置情報が公開されているが、医療

機器であるＡＥＤについては、緊急時に作動しなければ、救命効果に重大な影響を与える

恐れがあるため、日頃から点検を行うなど適切な管理が求められているところである。 

このため、県有施設で救命救急においてＡＥＤを使用する際に、管理の不備により性能

を発揮できないなどの重大な事態の発生を防止するとともに、今後のＡＥＤの適切な設置

及び管理に資することを目的に監査を実施した。 

 

３ 監査の主な着眼点  

監査の実施にあたり、監査の着眼点を次のとおりとした。 

(1)  ＡＥＤの設置について 

・施設内のＡＥＤの設置台数は適当か。また、施設内の適切な場所に設置しているか。 

・設置及び管理に係る国の通知や日本救急医療財団作成のガイドラインの内容が十

分に理解されているか。 

 

(2)  ＡＥＤの管理について 

・点検担当者を配置しているか。また、ＡＥＤの日常点検等を実施しているか。 

・電極パッドやバッテリ等の消耗品の交換を行っているか。また、交換時期等を記載し

た表示ラベルを取り付けているか。 

 

(3)  ＡＥＤ設置の情報提供について 

・使用に関する講習を積極的に受講するなど、ＡＥＤの操作を習得しているか。 

・日本救急医療財団が運営する「全国ＡＥＤマップ」に登録するなど、ＡＥＤの設置情

報を適切に公開しているか。 
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４ 監査の対象機関 

知事部局、教育委員会、公安委員会（各出先機関を含む）の庁舎及び施設管理を所

管する機関 

 

５ 監査実施期間及び監査実施方法  

(1) 監査実施期間 

  令和元年 10 月から令和２年９月まで 

 

(2) 監査実施方法 

ア 書面調査 

県の全機関を対象にＡＥＤの設置について事前調査を行い、ＡＥＤを設置している

と回答があった機関に書面調査を行った。 

 

イ 実地監査 

ＡＥＤを設置していると回答があった機関から、施設の用途及びＡＥＤの設置状況

などを考慮して対象施設を抽出し、実地監査を行った。 
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第２ 監査の結果 

１ 書面調査（ＡＥＤの設置状況） 

（1） 部局等別の設置状況 

県の施設を所管する部局等別でのＡＥＤの設置状況は、表1のとおりである。 

ＡＥＤを設置している施設は142施設、設置台数は279台となっており、設置台数別で

は、1台設置が78施設（54.9％）、2台設置が24施設（16.9％）、3台以上設置が40施設

（28.2％）となっていた。 

表1 ＡＥＤの設置状況 

区 分 部局名 部  局 施設数 設置台数 

知事部局 本庁 総務部 1 4 

    スポーツ・文化部 5 7 

    県民環境部 2 2 

    保健福祉部 6 7 

    経済労働部 2 2 

    農林水産部 2 2 

  
  土木部 5 19 

東予地方局 2 2 

  中予地方局 3 3 

  南予地方局 4 4 
 地方機関 21 27 

教育委員会（県立学校） 66 177 

公安委員会（警察本部・警察署） 23 23 

総     計  142 279 

(注)出納局、議会事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、監査事務局は 

該当なし。 

 

（2） 設置場所 

厚生労働省により公表された「ＡＥＤの適正配置に関するガイドライン（補訂版）（一

般財団法人日本救急医療財団 平成30年12月25日）」（資料3、以下「ガイドライン」と

いう。）では、ＡＥＤの施設内での配置に当たって考慮すべきこととして、 

 

・ 心停止から５分以内に電気ショックが可能な配置 

・ 分かりやすい場所（入口付近、普段から目に入る場所、目立つ看板 等）への配置 

・ 心停止のリスクがある場所（運動場、体育館 等）の近くへの配置 

     ・ ＡＥＤ配置場所の周知（施設案内図へのＡＥＤ配置図の表示 等） 

・ 壊れにくく管理しやすい環境への配置 

 

などが示されている。 
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各施設におけるＡＥＤの設置場所は、表２のとおりである。 

玄関、受付、ロビーなどの「玄関・受付等」が最も多く91台（32.6％）、次いで心停止の

リスクがある運動場や体育館などの「運動場・体育館等」は62台（22.2％）、事務室内や

執務室内などの「事務室・執務室内」は48台（17.2％）、学校においては、緊急時に養護

教諭等が直ちに対応できるよう「保健室・保健室前」が31台（11.1％）となっていた。 

 

表２ ＡＥＤの設置場所(単位：台) 

設置場所
玄関・
受付等

運動場・
体育館等

事務室・
執務室内

保健室・
保健室前

廊下 寄宿舎
その他
（農場・

実習船等）

合計

台数 91 62 48 31 23 12 12 279

割合（％） 32.6% 22.2% 17.2% 11.1% 8.3% 4.3% 4.3% 100.0%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） ＡＥＤの取得の状況 

県の施設のＡＥＤの取得の状況は、表３のとおりである。「リース・レンタル」によるもの

が半数以上の159台（57.0％）を占めており、次いで「寄附等」が56台（20.1％）、「購入」

が52台（18.6％）となっていた。 

 

表３ ＡＥＤの取得の状況（単位：台） 

 

 

 

 

 

 

 

取得方法 購入
リース・

レンタル
寄附等

その他
（自動販売機

無料搭載等）

合計

台数 52 159 56 12 279

割合（％） 18.6% 57.0% 20.1% 4.3% 100.0%

玄関・受付

91

32.6%

運動場・体育館

62

22.2%

事務室・執務室内

48

17.2%

保健室・

保健室前

31

11.1%

廊下

23

8.3％

寄宿舎

12

4.3%

その他

12

4.3%
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（4） ＡＥＤの点検の状況 

平成21年4月16日付け厚生労働省通知「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適切な管理

等の実施について（注意喚起及び関係団体への周知依頼）」（資料1、以下「厚生労働省

通知」という。）の別紙「ＡＥＤの設置者等が行うべき事項等について」では、ＡＥＤ設置者

は、設置したＡＥＤの日常点検を実施するものとして点検担当者を配置し、ＡＥＤが正常

に使用可能な状態を表すインジゲータランプの日常点検、電極パッドやバッテリ等の消

耗品の使用期限の把握及び適切な交換を実施するよう求められている。 

ＡＥＤを設置している142施設における、ＡＥＤの点検の状況については表４のとおりで

ある。 

142施設のうち74施設（52.1％）では毎日実施しているが、4施設（2.8％）では点検を実

施していなかった。 

 

表４ ＡＥＤの点検頻度（単位：施設） 

点検頻度 毎日 週 1 回 月 1 回 年 1 回 不定期 
点検 
なし 

合計 

施設数 74 8 16 6 34 4 142 

割合（％） 52.1% 5.6% 11.3% 4.2% 24.0% 2.8% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5） ＡＥＤ操作講習の受講状況 

ガイドラインでは、ＡＥＤの設置施設関係者は、一般県民より高い頻度で、ＡＥＤを用

いた救命処置を必要とする現場に遭遇することが想定されることから、日ごろから、施設

内のＡＥＤの配置を把握しておくと同時に、ＡＥＤを含む心肺蘇生の訓練を定期的に受

講しておくことが求められている。 

そこで、ＡＥＤを設置している142施設における、ＡＥＤの操作方法を習得するための

心肺蘇生講習会（以下「ＡＥＤ操作講習」という。）の受講状況や施設内研修の実施状況

について確認した。 

毎日

74

52.1％

週1回

8

5.6%

月1回

16

11.3%

年1回

6

4.2%

不定期

34

24.0％

点検なし

4

2.8%
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ア 施設職員のＡＥＤ操作講習の受講状況 

施設職員のＡＥＤ操作講習の受講状況については、表５のとおりである。 

142施設のうち職員の全員または一部が受講したことがあると回答した施設は127施

設となっている一方、職員の受講状況を把握していない施設が15施設（10.6％）あっ

た。 

 

表５ ＡＥＤ操作講習の受講状況（単位：施設） 

受講状況 全員 一部 
把握して 
いない 合計 

施設数 69 58 15 142 

割合（％） 48.6% 40.8% 10.6% 100.0% 

 

 

イ ＡＥＤ施設内研修の実施状況 

ＡＥＤに関する施設内研修の実施状況については、表６のとおりである。 

ＡＥＤ施設内研修は、142施設のうち106施設で年に１回以上実施されており、そのう

ち年間に複数回実施している施設は19施設（13.4％）であった。 

一方、未実施の施設と年１回未満の施設が計36施設（25.4％）あった。 

 

     表６ ＡＥＤ施設内研修の実施状況（単位：施設） 

施設内研修 

の実施 

実績 

合計 あり なし 

年３回

以上 
年２回 年１回 

２年に 

１回 

３年に 

１回 
小計  

施設数 3 16 87 7 2 115 27 142 

割合（％） 2.1% 11.3% 61.3% 4.9% 1.4% 81.0% 19.0% 100.0% 

 

年３回以上

3

2.1%

年２回

16

11.3%

年１回

87

61.3%

２年に１回

7

4.9%

３年に１回

2

1.4%

なし

27

19.0%

年１回以上

106

74.6%

年１回未満

36

25.4%
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（6） 使用実績 

ＡＥＤの使用実績については、表７のとおりである. 

今回の調査で確認できた範囲内ではあるが、平成元年度から令和２年度までの間の

使用実績のあった施設は、知事部局４施設、教育委員会（県立学校等）12施設、公安委

員会（警察署等）４施設の合計20施設であった。このうち、ＡＥＤの使用により救命に至っ

たことを確認できたものが7件あった。 

表７ ＡＥＤの使用実績（単位：施設） 

使用実績 
使用実績 

合計 
あり なし 不明 

施設数 20 118 4 142 

割合（％） 14.1% 83.1% 2.8% 100.0% 

 

（7） ＡＥＤ設置の情報提供の状況 

ア 一般財団法人日本救急医療財団「全国ＡＥＤマップ」への登録 

日本救急医療財団「全国ＡＥＤマップ」への登録状況は表８のとおりである。 

日本救急医療財団「全国ＡＥＤマップ」への登録については、平成27年8月25日付

け厚生労働省通知「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置登録情報の有効活用等につ

いて」（資料4、以下「厚生労働省通知」という。）において、登録要請があったところで

あるが、142施設のうち、93施設が登録済みである一方、残りの49施設（34.5％）は未

登録であった。 
 

  表８ 日本救急医療財団「全国ＡＥＤマップ」への登録の状況（単位：施設） 

日本救急医療財団 
「ＡＥＤマップ」への登録 

登録状況 
合計 

あり なし 

施設数 93 49 142 

割合（％） 65.5% 34.5% 100.0% 

 

イ 各施設ホームページ等への掲載状況 

各施設のホームページ等への掲載状況については表９のとおりである。 

全142施設のうち、50施設が設置場所に関する情報を掲載しているが、92施設

（64.8％）では掲載されておらず、このうち、39施設（27.5％）においては、日本救急医

療財団全国ＡＥＤマップの登録、各施設ホームページ等への掲載ともに実施されてい

ない状況であった。 

 
    表９ 各施設ホームページ等への掲載状況（単位：施設） 

施設ＨＰ等への掲載 
掲載状況 

合計 
掲載している 掲載していない 

施設数 50 92 142 

割合（％） 35.2% 64.8% 100.0% 
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２ 実地監査 

令和元年10月から令和２年９月までの間、知事部局（本庁、地方局、地方機関）・教育委員

会（県立学校）・公安委員会（警察署）を対象に、定期監査と並行して、次の25施設に対し実

地監査を行った。 

表 10 実地監査対象施設  

番号 監査対象施設名 監査対象機関名 管理形態 設置台数 

1 
本庁舎 

(本館､第一別館､第二別館､議事堂) 
総務管理課 直接管理 6 

2 武道館 地域スポーツ課 指定管理 2 

3 男女共同参画センター 男女参画・県民協働課 〃 1 

4 障がい者更生センター 障がい福祉課 〃 1 

5 在宅介護研修センター 長寿介護課 〃 1 

6 総合運動公園 都市整備課 〃 6 

7 とべ動物園 都市整備課 〃 1 

8 南予レクリエーション都市公園 都市整備課 〃 10 

9 大洲庁舎 大洲土木事務所 直接管理 1 

10 総合科学博物館 総合科学博物館 指定管理 1 

11 歴史文化博物館 歴史文化博物館 〃 1 

12 美術館 美術館 直接管理 1 

13 福祉総合支援センター 福祉総合支援センター 〃 1 

14 愛媛中央産業技術専門校 愛媛中央産業技術専門校 〃 2 

15 農業大学校 農業大学校 〃 1 

16 
農林水産研究所 

 林業研究センター 

農林水産研究所 

 林業研究センター 
〃 1 

17 新居浜商業高等学校 新居浜商業高等学校 〃 2 

18 今治西高等学校 今治西高等学校 〃 3 

19 松山商業高等学校 松山商業高等学校 〃 4 

20 宇和島東高等学校 宇和島東高等学校 〃 2 

21 吉田高等学校 吉田高等学校 〃 4 

22 みなら特別支援学校 みなら特別支援学校 〃 5 

23 伯方警察署 伯方警察署 〃 1 

24 伊予警察署 伊予警察署 〃 1 

25 八幡浜警察署 八幡浜警察署 〃 1 
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（1）AED の設置台数 

実地監査対象施設のＡＥＤの設置台数については表 11 のとおりである。 

   設置施設 25 施設において、複数台設置している施設も含め 60 台のＡＥＤが設置されて

いた。 

 

     表 11 実地監査対象施設のＡＥＤ設置台数（単位：台） 

区 分 施設数 

ＡＥＤ台数 

 
うち 

県設置分 

うち 

県設置分 

（携帯型） 

うち 

その他 

（団体設置等） 

直接管理 16 36 24 1 11 

指定管理 9 24 24 0 0 

計 25 60 48 1 11 

 

 

（2）実地監査の結果 

 ア AED の配置に関すること 

 ＡＥＤの配置にあたっては、ガイドラインにおいて、表 12 のとおり考慮すべき事項が記

載されている。 

 

表 12 施設内でのＡＥＤ の配置に当たって考慮すべきこと 

１．心停止から 5 分以内に電気ショックが可能な配置 

‒ 現場から片道 1 分以内の密度で配置 

‒ 高層ビルなどではエレベーターや階段等の近くへの配置 

‒ 広い工場などでは、ＡＥＤ 配置場所への通報によって、ＡＥＤ 管理者が

現場に直行する体制、自転車やバイク等の移動手段を活用した時間短縮

を考慮 

２．分かりやすい場所（入口付近、普段から目に入る場所、多くの人が通る場所、

目立つ看板） 

３．誰もがアクセスできる（カギをかけない、あるいはガードマン等、常に使用でき

る人がいる） 

４．心停止のリスクがある場所（運動場や体育館等）の近くへの配置 

５．ＡＥＤ 配置場所の周知（施設案内図へのＡＥＤ 配置図の表示、エレベータ

ー内パネルにＡＥＤ 配置フロアの明示等） 

６．壊れにくく管理しやすい環境への配置 
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（ア） 施設内ＡＥＤの設置場所及び設置台数 

 ＡＥＤの設置場所及び設置台数の状況について、施設の規模等に応じたものとなって

いるか確認を行ったところ、おおむねガイドラインを考慮したものとなっていた。 

 今回実地監査を行った施設のうち、スポーツ関連施設においては、必要性が高いと思

われる場所へのＡＥＤ設置だけでなく、携帯型ＡＥＤや緊急連絡用ＰＨＳを貸し出すなど、

運用面で不測の事態に対する配慮を行っていた。 

また、県立学校においては、ＡＥＤを複数台設置するとともに、養護教諭の常駐する保

健室付近にＡＥＤを配置し、緊急時には現場へ急行する体制を整えるなどの備えをして

いた。 

一方で、ガイドラインにおいて複数台の設置が望まれる施設の一部で、１台のみの設

置となっている施設が見受けられた。 

 

 

（イ） ＡＥＤの設置場所の表示 

ＡＥＤの設置場所の表示の状況については、表 13 のとおりである。 

ＡＥＤの設置場所の表示について、ガイドラインでは「２．分かりやすい場所（入口付近、

普段から目に入る場所、多くの人が通る場所、目立つ看板）」と記されている。 

各施設の設置場所の表示がガイドラインに沿ったものとなっているか確認したところ、

入り口などに掲示している施設案内板にＡＥＤの設置場所が表示されていないなど、一

部表示がないものが 12 施設あった。 

 

表 13 ＡＥＤの設置場所表示の状況（単位：施設） 

区 分 適切なもの 一部表示がないもの 

直営施設 11 5 

指定管理施設 2 7 

計 13 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ＡＥＤ設置場所の表示例 
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図 2 ＡＥＤ設置場所の看板等の設置例 

 

 

（ウ） 施設内職員のＡＥＤ設置場所の把握状況 

施設の全職員がＡＥＤの設置場所を把握しているか聞き取りを行ったところ、全ての施

設で職員がＡＥＤの設置場所を把握していた。 

 

イ ＡＥＤの管理に関すること 

（ア） ＡＥＤの点検担当者の配置状況 

ＡＥＤの点検担当者の配置状況については、表 14 のとおりである。 

ＡＥＤの日常点検の状況については、21 施設で点検担当者を配しており、日常点検を

業者委託し、遠隔監視で日常点検を実施したうえで、不具合等があれば連絡が入るとい

う管理方法をとっている施設も 2 施設あった。 

また、担当者を定めていない施設が 2 施設あった。 

 

表 14 点検担当者の配置状況（単位：施設） 

区 分 担当者配置あり 
遠隔監視者が 

実施 
担当者配置なし 

直営施設 14 2 0 

指定管理施設 7 0 2 

計 21 2 2 

 

 

（イ） ＡＥＤの日常点検及び点検記録等 

ＡＥＤの日常点検及び点検記録等については表 15 のとおりである。 

ＡＥＤの日常点検の実施状況については、23 施設では何らかの点検が実施されてい

たが、2 施設では全く実施されていなかった。また、この 2 施設について、点検担当者の

配置状況についても確認したところ、点検担当者の配置もなかった。 
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 さらに、点検を実施している施設について、点検記録の作成状況を確認したところ、6

施設で点検記録を作成していなかった。 

 なお、今回の行政監査を契機に、日常点検を実施するよう管理体制の改善が行われた

施設も複数確認された。 

 

表 15 日常点検及び点検記録の状況（単位：施設） 

区 分 

点検あり 

点検 

なし 

毎日 不定期 

記録

あり 

記録 

なし 

計 記録 

あり 

記録 

なし 

計 

直営施設 13 1 14 0 2 2 0 

指定管理施設 4 2 6 0 1 1 2 

計 17 3 20 0 3 3 2 

 

（ウ） ＡＥＤの使用実績 

ＡＥＤの使用実績については表 16 のとおりであり、5 施設で使用実績があった。 

使用実績のあった施設のうち、4 施設は使用の記録が残されていたが、1 施設は 4～5

年前に一度使用実績があるものの、記録は残されていなかった。 

 

表 16 ＡＥＤの使用実績（単位：施設） 

区 分 使用実績あり 使用実績なし 

直営施設 1 15 

指定管理施設 4 5 

計 5 20 

 

（エ） ＡＥＤボックスの施錠状況 

ＡＥＤボックスが施錠されていた施設は無く、緊急時に誰もが使用できるよう配慮されて

いた。 

 

図 3 ＡＥＤボックスの設置例 
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（オ） 消耗品交換時期を記載した表示ラベルの取付 

消耗品交換時期を記載した表示ラベルの取り付けについては、表 17 のとおりである。 

ＡＥＤの電極パッドやバッテリは消耗品で、電極パッドは約２年、バッテリは約２年～５年

で交換する必要があるが、平成 21 年 4 月 16 日付け厚生労働省通知において、交換時

期が容易に把握できるよう、ＡＥＤ本体や収納ケース等視認性に配慮した位置に交換時

期等を記載したラベルを取り付けるよう求められている。 

そこで、表示ラベルの整備状況等について確認を行ったところ、23 施設で表示ラベル

が取り付けられていたが、２施設では取り付けられていなかった。 

 

表 17 表示ラベルの状況(単位：施設) 

区 分 表示ラベルあり 表示ラベルなし 

直営施設 14 2 

指定管理施設 9 0 

計 23 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 表示ラベルによる消耗品交換時期の表示 

 

（カ） ＡＥＤインジケータの状況 

ＡＥＤが正常に動くことを示すインジケータの表示を確認したところ、全ての施設で異

常を示すものはなかった。 

 

（キ） ＡＥＤの耐用期間  

ＡＥＤの耐用期間については約４年～８年となっており、製品及び使用状況により異な

るものの、全ての施設で耐用期間を超過しているものはなかった。 

 

ウ AED に関する訓練及び情報提供に関すること 

（ア） ＡＥＤ操作講習の受講状況 

ＡＥＤ操作講習の受講状況は、表 18 のとおりである。 

施設職員のＡＥＤの操作講習の受講状況を確認したところ、24 施設では講習を受講

した経験のある職員が在籍していたが、１施設では講習を受けていないとのことであっ
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た。 

なお、職員が講習を受けていない施設は、過去に一度、職員向けに講習や訓練を

実施したが、施設に看護師が常駐しているため、ここ数年は職員向けの研修は行って

いないとのことであった。 

 

表 18 職員のＡＥＤ使用方法の講習受講状況（単位：施設） 

区 分 講習を受けている 講習を受けていない 

直営施設 16 0 

指定管理施設 8 1 

計 24 1 

 

（イ） ＡＥＤに関する施設内研修の実施状況 

各施設内におけるＡＥＤ研修の実施状況は、表 19 のとおりである。 

25 施設のうち、8 施設において、施設内でＡＥＤを使用した救命訓練を実施していな

かった。 

 

表 19 ＡＥＤを使用した救命訓練の実施状況（単位：施設） 

区 分 実施済 未実施 

直営施設 12 4 

指定管理施設 5 4 

計 17 8 

 

 

（ウ） 日本救急医療財団「全国ＡＥＤマップ」への登録状況 

日本救急医療財団「全国ＡＥＤマップ」への登録状況は、表 20 のとおりである。 

25 施設のうち、17 施設で登録は行われていたものの、適宜登録情報が更新され、現

況に応じた情報提供がされているものは 9 施設であった。 

   なお、登録情報の更新が必要なものとは、ＡＥＤの詳細情報が登録されていない、 

追加設置したものが登録されていない等である。 

 

表 20 日本救急医療財団「全国ＡＥＤマップ」への登録状況（単位：施設） 

区 分 

登録済 

未登録 問題なし 登録情報の更新

が必要なもの 

直営施設 5 6 5 

指定管理施設 4 2 3 

計 9 8 8 
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（エ） 各施設のホームページ等への掲載状況 

各施設のホームページ等への掲載状況については、表 21 のとおりである。 

各施設のホームページ等にＡＥＤの設置場所の情報が掲載されているか確認したと

ころ、25 施設のうち 12 施設は設置場所等に関する情報が掲載されていなかった。 

 

表 21 各施設ホームページ等におけるＡＥＤ設置場所の掲載状況（単位：施設） 

区 分 ホームページ掲載 ホームページ未掲載 

直営施設 10 6 

指定管理施設 3 6 

計 13 12 
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第３ 監査意見 

 選定した 25 施設において、厚生労働省通知及びガイドライン（資料 1～4）に沿った自動体

外式除細動器（ＡＥＤ）の設置及び管理等ができているかを着眼点とし監査を実施したところ、

おおむね適切に行われていると認められた。 

 

しかしながら、一部の機関において、ＡＥＤの機能を最大限に活かすために不可欠な、設

置台数、点検、案内表示などで改善が望ましい事例も明らかになったので、以下のとおり、監

査結果を踏まえた意見を述べる。 

 

1 ＡＥＤの適正配置について 

ＡＥＤの効果的・効率的配置については、ガイドラインでは、心停止発生から 5 分以内

に電気ショックが可能な配置、現場から片道 1 分以内の密度で配置することが求められ

ている。特に高齢者や基礎疾患のある方が多く来場される可能性の高い施設、スポーツ

関連施設、大型集客娯楽施設等は、ガイドラインにおいても複数のＡＥＤの設置を推奨

される施設とされることから、施設規模、施設の目的、発生場所から設置場所までの経路

等を十分考慮したうえで、緊急時に誰でも迅速に対応できるようＡＥＤの増設を検討され

たい。 

 

2 日常点検の徹底について 

 ＡＥＤは緊急時に正常に作動しなければ、その目的を果たせないことから、常に使用可

能な状態を保たなければならない。平成 21 年 4 月 16 日付け厚生労働省通知の別紙

「ＡＥＤの設置者等が行うべき事項等について」において、ＡＥＤの設置者は、設置したＡ

ＥＤの「点検担当者」を配置し、下記の日常点検等を実施するよう求められている。 

（1） 日常点検の実施（インジケータランプの状態確認・記録） 

（2） 表示ラベルによる消耗品の管理 

（3） 消耗品交換時の対応 

 地方公共団体が設置する公共施設において、ＡＥＤの設置があるにもかかわらず、管

理不備により作動しないことがあれば、ＡＥＤの設置者として管理責任を問われることにも

なり得ることから、日々の日常点検を徹底されたい。 

 

3 速やかなＡＥＤ使用に繋げるための訓練の充実について 

ＡＥＤの設置者は、人命救助時に迅速にＡＥＤを使用できるよう、施設の職員に対し、

施設内の設置個所を把握させるだけでなく、ＡＥＤの使用方法について教育訓練し、い

ざというときに使用できるよう準備しておく必要がある。 

特に緊急時には、躊躇なくＡＥＤを操作できることが、罹患者の救命率・社会復帰率に
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大きく影響すると考えられる。万が一に備え、施設内職員の救命措置に関する知識を深

める機会を増やすため、外部で開催される救命講習への積極的な参加や、施設内にお

ける定期的な研修の実施、使用に有効な情報の共有など、県民の安心安全のため、施

設運営に関わるすべての職員が即座に対応できるよう、人材の育成に努められたい。 

 

4 ＡＥＤの有効活用のための情報提供について 

ＡＥＤ設置施設は、ステッカーの貼付やＡＥＤマークの活用など誰にでも設置施設で

あることが明確に伝わる表示に配慮するとともに、施設内においても、確実にＡＥＤまで

たどり着けるよう、分かりやすい誘導表示が求められている。 

このため、機器本体を示す表示はもちろんのこと、施設案内図や配置図などにもＡＥＤ

の所在を明確に示すなど、積極的な情報提供が望まれる。 

   また、平成 27 年 8 月 25 日付け厚生労働省通知では、地域の救命率の向上のため、

一般財団法人日本救急医療財団が作成している「全国ＡＥＤマップ」を住民への情報提

供に活用するよう示されていることから、施設内のＡＥＤの設置に関する情報を「全国ＡＥ

Ｄマップ」に登録・公開するとともに、適時適切な登録情報の更新にも配慮する必要があ

る。 

 

ＡＥＤは誰でも使用できる医療機器であり、一次救命処置に重要な役割を果たしているが、

管理が適切に行われていなければ、必要な時にその性能を発揮できない。 

今回監査対象とならなかった他の県有施設を所管する機関においても、施設規模に応じ

たＡＥＤの適正な配置や設置情報の提供、日頃からの機能維持のための点検、緊急時の対

応に備えた訓練などに加えて、速やかな人命救助に向けた取組みについて再確認し、県民

が安心して施設を利用できる体制整備に努めていただきたい。 



【資料】関係通知等 

○資料 1 「自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について」

（注意喚起及び関係団体への周知依頼） 

（平成２１年４月 16 日付 厚生労働省） 

○資料 2 「自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について」

（再周知） 

（平成２５年９月２７日付 厚生労働省） 

○資料 3 「AED の適正配置に関するガイドライン」（補訂版）

（平成３０年１２月２５日付 一般財団法人日本救急医療財団） 

○資料 4 「自動体外式除細動器（AED）設置登録情報の有効活用等について」

（平成２７年８月２５日付 厚生労働省） 
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