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一般財団法人 日本 AED 財団 

 

【業務執行状況】 

1. 組織整備 

(ア) 高円宮妃殿下が当財団の名誉総裁にご就任 

(イ) AED 大使として、新たに蝶野正洋氏（プロレスラー）、山本篤氏（パラリンピッ

ク陸上選手）、青木まり子氏(歌手)が就任 

2. 情報発信 

ホームページに加え、フェイスブック、インスタグラム等 SNS での発信を開始 

3. 会員数の増加と新たな支援の枠組みの構築 

(ア) 会員 

① 維持会員 19 社（＋9） 

② 賛助会員  5 社（＋２） 

③ 法人サポート会員 1 社（±0） 

④ 個人会員 4 人（－3） ※（ ）は前年比 

(イ) 新規支援の枠組み 

① ショールーム展示協賛金(7 社から賛同) 

② AED 推進フォーラム協賛金(7 社から賛同) 

4. 会議体の開催 

(ア) 評議員会（1 回）5 月 18 日 KKR ホテル「梅」 

(イ) 理事会・実行委員会（各 4 回） 

5 月 18 日 場所：日本赤十字社、 

9 月 9 日・12 月 2 日・3 月 10 日 場所：慈恵医大 

(ウ) 執行部会（12 回）毎月 1 回 場所：事務局 

 

【AED の普及・啓発活動】 

1. イベントの主催 

(ア) 減らせ突然死 AED 推進フォーラム 2017 を開催 

（11 月 16 日世界貿易センタービル 38 階フォンテーヌ） 

① 高円宮妃殿下のご臨席を賜ってフォーラムを開催。当日は妃殿下のお言葉を

頂戴して始まり、AED 功労賞の表彰式や AED 大使の対談、そして財団理事

によるセッションを行い、約２００名が参加。また懇親会にも１００名以上

が参加、賑やかな会となった。 

② 取材：NHK、フジテレビ、日本テレビ、朝日新聞、読売新聞 他 

http://www.aed-zaidan.jp/report/info_20171028.html 

http://www.aed-zaidan.jp/report/info_20171028.html


(イ) 学校での突然死ゼロを目指して ～『ASUKA モデル』と小学校からの救命教育

の推進～ を開催（2 月 10 日 場所：さいたま市立馬宮東小学校） 

学校での突然死ゼロのめた、小学校からの救命教育の推進を目指しスクール部会

が中心となってフォーラムを開催 

① AED の公開授業・BLS（一時救命処置）の重要性と学校教育への導入と支

援、そして救命教育の実践とその成果と題したシンポジウムを行い、180 名

が参加。また東京から 6 名の区議会議員が参加。教育現場での AED 教育の

重要性についてご理解いただいた。 

② 取材：さいたまテレビ、東京新聞 他 

③ Yahoo!ニュースにも大きく掲載 

https://news.yahoo.co.jp/feature/910 

 

2. イベントへの共催、出展・協賛 

(ア) 消防庁、厚生労働省、日本救急医学会、日本救急医療財団主催【救急の日 2017】

に出展(9 月 3 日 場所：ダイバーシティー) 

武田理事と心停止から救命された経験を持つ三井健史郎氏による対談、子供た

ちへの救命講習を開催 

(イ) JR 西日本あんしん財団主催の【救急フェスタ in 神戸～第５回いのちのリレー大

会～】を共催(11 月 3 日 場所：ＪＲ神戸駅南デュオドーム) 

石見専務理事が審査員を務め、救命処置に関するクイズ大会を行い、参加者や

見学者に胸骨圧迫の「押す深さ」や「リズム」を体験いただく 

(ウ) 第 28 回 日本臨床スポーツ医学会学術集会でスポーツ中の心臓突然死ゼロをテー

マにしたシンポジウムを共催(11 月 18 日 場所：国立オリンピック記念青少年総

合センター) 武田理事、飯沼理事、真鍋・源 両実行委員がシンポジウムで講演 

 

3. 小学校への AED の教科書である〝副読本“の配布活動(協賛：旭化成株式会社、旭化

成ゾールメディカル株式会社、第一生命保険株式会社、公益財団法人 ＪＲ西日本あ

んしん社会財団) 

全国の小学校に『命を守る心肺蘇生 AED』の出版と配布    

実績：２０万冊を 1,230 校に配布 

http://aed-project.jp/images/download/poster23-4.pdf 

 

4. 啓発ポスター『AED どこにある？』制作・配布活動 

維持会員であるキヤノン株式会社の協力により、5,000 枚のポスターを作成、東

京・千葉・埼玉・茨城の小中学校、その他 日本体育協会（110 施設）への配布 

 

 

https://news.yahoo.co.jp/feature/910
http://aed-project.jp/images/download/poster23-4.pdf


5. 国内初の AED ショールームの開設 

事務所の移転に伴い、国内初となる全メーカーの AED を揃えた AED ショールーム

を開設。AED だけでなく、使い方を学ぶ為の教材を展示。 

 

6. AED 功労賞の創設 

AED の利活用促進の為の仕組みや仕掛け作りに貢献した。個人や団体を表彰する新

たな制度を創設。11 月に行われた AED 推進フォーラムにて下記 3 件を表彰。 

最優秀賞：岡田 紗季様（智辯学園和歌山）『やってくる AED【AED i】』 

優秀賞：前田 哲也様（東京消防庁 災害時支援ボランティア 牛込署登録） 

『銭湯に AED』、 

花田彩愛様、高岡奈都海様、小池佳菜子様（京都大学 Wild Idea）  

『救命の連鎖（新運動競技）』 

http://www.aed-zaidan.jp/report/info_20170901.html 

 

7. AED を学ぶための e ラーニング教材『心止村湯けむり事件簿』の普及活動 

(ア) 好評により配信を継続 

(イ) パンフレットを配布し、各地イベントでの普及活動 

(ウ) 一部地域での消防署のサイトでも活用 

http://aed-project.jp/ 

 

8. ドローンによる AED 運搬実験 

3 月１２・１３日に静岡県交通基盤部の協力により小笠山総合運動公園にて実証実

験を実施。約６９０メートルの距離を運ぶ実験で、ドローン、電動カート、人、そ

れぞれの速さを計測した結果、ドローンの有効性（5 分以内にショック可能）を確

認。 

(実施協力：オムロンヘルスケア株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会

社) 

① ドローン：1 分４４秒 

② 電動カート：2 分 58 秒 

③ 人：ジョギング 4 分０５秒、アスリートによる全力疾走 3 分０３秒 

http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/463391.html 

 

9. J リーグ協力による AED 普及啓発活動 

(ア) 村井チェアマンに顧問就任を依頼 

(イ) J リーガーから AED 大使を推薦 

(ウ) スタジアム内の大型モニターを利用し、AED の啓発ビデオを映す検討を開始 

財団がビデオを作成し、全国の５４スタジアムで映し出す計画 

http://www.aed-zaidan.jp/report/info_20170901.html
http://aed-project.jp/
http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/463391.html


10. AED 設置管理の認証及びパッド保証制度の開発 

AED の利活用を促進するため、AED の適切な設置と管理、情報提供を認証すると

ともに、認証を受けた AED に対して緊急使用時のパットを保証する制度の開発を

開始 

 

11. AED に関わる表示の統一化 

メーカーや販売会社が独自にデザイン、作成している AED 誘導表示の統一に関わ 

る検討に着手。AED 設置場所のマーク（ピクトグラム）に関する情報を収集 

 

12. 提言「スポーツ現場における心臓突然死をゼロに」の取りまとめ 

日本循環器学会と共同で、スポーツ現場における心臓突然死をゼロにするための提

言をまとめた（次年度リリース予定） 

 

 

【その他の活動やトピックス】 

1. 飯沼理事が日本公共スポーツ施策推進協議会主催の『スポーツ＆いのちの教室』

に参加（7 月１日～9 日） 

2. 第 52 回青梅マラソンのチャリティー先に選出(9 月 12 日) 

3. 日本トラック協会主催の地域防災～安心安全な街作り～へ参加（9 月 16 日） 

武田理事と蝶野 AED 大使が対談を行い、AED の重要性を訴えた 

4. AED 大使 蝶野氏 北千住マルイにて『蝶野正洋と一緒に AED について学ぼう！』

に出演（10 月 9 日） 

5. 石見専務理事が NHK の視点論点に出演、AED の重要性についてのメッセージを

発信(10 月 11 日) 

6. 事業の拡大を目的に事務所を千代田区神田錦町から千代田区内神田に移転 

(10 月 25 日)  

7. AED 大使 蝶野氏 都筑公会堂にて『つづき健康フェスタ』における『地域防

災・救急救命トークショー』に出演（11 月 3 日） 

8. AED 大使 蝶野氏 熊本城内・二ノ丸広場にて「蝶野正洋の AED 体験トークシ

ョー」を開催（11 月 18 日）  

9. 港区御成門中学校で桐淵理事が AED の重要性について講演、武田理事が CPR

（AED）講習実施（区議会議員も参加）(11 月 29 日) 

10. 武田理事が区議会議員へ AED の重要性について講演と実技を実施(12 月 13 日) 

11. 三田村理事長と飯沼理事が NHK 首都圏ネットワークに出演、AED の重要性につ

いて解説(12 月１４日) 

12. 石見専務理事、武田理事が浮島議員（国会議員）と面会、小学校学習指導要領へ

の AED 掲載についての協力を要請(12 月 20 日) 



13. オリパラに係る救急・災害医療体制を検討するコンソーシアムへ武田理事と田中

理事が委員として参画(1 月 11 日)  

14. ＡＥＤ大使 山本氏 愛知県尾張旭市にて開催の第 32 回市民ジョギング大会に

招待選手として参加(1 月 28 日) 

15. AED 大使 蝶野氏 船橋アリーナにて『Do You Know AED? ～救える命を救

うために～』に参加（3 月 24 日） 

  


