
AEDの使い方

※●ボックスを開けると自動で電源が
ONになる機種もある。

●●心臓を挟むようにパットを貼る。
※●パットに図が描いてあります。
※●下記使用上の注意参照

●●AEDが心電図を解析する。
●●パットが装着されたら、自動で心電図を解析するので、
周りの人に「離れて !」と指示を出す。
●●ショックが必要かどうか注意して聞く。

●●ショックが必要なとき再度「離れて」と指示し、
周囲の安全を確認後、ショックボタンを押す。
●●ショックが不要なとき⑤心肺蘇生法に進む。

自動体外式除細動器のこと。

ひとことで言えば、初めての人でもできる電気ショックの機器。

《使用上の注意》
●●体が濡れていたらタオルで水分を拭きとってから使用する。

●●胸部にペースメーカーや貼り薬がある場合はその部分を避けてパットを貼る。

●●小さな子供（乳児も含む）には小児用パットを使用しますが、ない場合は成人用を使用してよい。
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●心肺蘇生法の実施者は心肺蘇生法を継続し、他の者が AED を操作する。
● AED は音声がついているので音声にしたがって操作しよう !!

みんなでチェ
ック

AED とは ???

AED
（自動体外式除細動器）

突然心肺停止状態に陥ったとき、心臓に電気ショックを与えて、正常な状態へ戻す、誰に
でも簡単に取り扱える医療機器です。機器によって多少の操作方法の違いはありますが、
AEDから音声によって操作・作業案内が流れますので、その指示にそって取扱いが可能です。
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AED設置箇所一覧 こんなときに
AED

●意識がない ●呼吸をしていない など。
避難所以外でも設置しています。生活圏内の「AED」
設置場所も確認しておきましょう !

AEDマーク
※このマークが
設置箇所の印です

A
E
D
設
置
箇
所
一
覧

1　市役所・支所・公共施設
番号 施設名 住所 MAP番号

1 垂水市役所 垂水市上町114番地 ⑧E-4

2 垂水市役所牛根支所 垂水市二川553番地1 ②B-4

3 垂水市役所新城支所 垂水市新城3452番地 ⑭D-4

4 垂水中央運動公園体育館 垂水市田神3000番地 ⑪F-1

5 垂水市文化会館 垂水市田神2750番地1 ⑪F-1

6 垂水市立図書館 垂水市南松原町38番地 ⑧F-5

7 垂水市営火葬場 垂水市本城3933番地1 ⑪F-1

２　公民館
番号 施設名 住所 MAP番号

1 境地区公民館 垂水市牛根境1257番地1 ①C-5

2 松ヶ崎地区公民館 垂水市牛根麓1139番地9 ③D-3

3 協和地区公民館 垂水市海潟18番地 ⑤E-4

4 水之上地区公民館 垂水市本城1355番地1 ⑫B-1

5 垂水地区公民館（垂水市市民館） 垂水市旭町61番地2 ⑧E-5

6 柊原地区公民館 垂水市柊原3454番地 ⑫A-5

３　学校・教育機関等
番号 施設名 住所 MAP番号

1 新城小学校 垂水市新城3548番地 ⑭D-4

2 垂水小学校 垂水市田神144番地 ⑧F-5

3 水之上小学校 垂水市本城649番地1 ⑫A-1

4 柊原小学校 垂水市柊原390番地 ⑪F-5

5 協和小学校 垂水市海潟865番地 ⑤F-4

6 牛根小学校 垂水市二川519番地1 ②B-5

7 松ケ崎小学校 垂水市牛根麓1172番地 ③D-4

8 境小学校 垂水市牛根境1211番地8 ①C-5

9 垂水中央中学校 垂水市南松原町60番地 ⑧E-5

10 垂水高等学校 垂水市中央町14番地 ⑧F-5

11 大野ESD自然学校（旧大野小中学校） 垂水市田神3752番地 ⑩A-1

12 鹿児島大学農学部附属高隈演習林 垂水市海潟3237番地 ⑦A-5

13 江ノ島幼稚園 垂水市中俣375番地 ⑤E-5

14 カトリック垂水幼稚園 垂水市田神2267番地 ⑧F-5

15 さざなみ保育園 垂水市柊原3377番地 ⑭A-1

16 西宝寺保育園 垂水市二川581番地 ②B-5

17 新城こども園 垂水市新城280番地4 ⑭D-3

18 慈恩保育園 垂水市本町68番地 ⑧E-5

19 水之上保育園 垂水市本城1358番地2 ⑫B-1

20 和光保育園 垂水市海潟651番地2 ⑤E-4

21 垂水市子育て支援センター 垂水市南松原町38番地 ⑧F-5

４　医療機関等（老人保健施設等を除く）
番号 施設名 住所 MAP番号

1 医療法人浩愛会池田温泉クリニック 垂水市田神3536番地1 ⑧E-4

2 相良整形外科 垂水市中央町27番地 ⑧F-5

3 垂水市立医療センター垂水中央病院 垂水市錦江町1番地140 ⑧E-5

4 よしとみクリニック 垂水市南松原町10番地 ⑧E-5

５　老人保健施設等
番号 施設名 住所 MAP番号

1 垂水市立介護老人保健施設コスモス苑 垂水市錦江町1番地140 ⑧E-5

2 障害者支援施設城山学園 垂水市新城5284番地 ⑭F-5

3 養護老人ホーム垂水華厳園 垂水市錦江町1番地226 ⑧E-5

4 グループホームゆうきのなぎさ 垂水市二川945番地1 ②B-3

６　その他の施設
番号 施設名 住所 MAP番号

1 垂水フェリー垂水営業所 垂水市潮彩町1丁目 ⑪E-1

2 ベイサイドホテルアザレア 垂水市錦江町1番地194 ⑧E-5

3 スロットクラブＴ，ｓ垂水店 垂水市上町34番地 ⑧E-4

4 シーサイドモナミ 垂水市本城3977番地3 ⑪E-1

5 ジャパンファーム 垂水市市木5092番地 ⑦A-5

6 イエスランド垂水店 垂水市上町44番地 ⑧E-4

7 猿ヶ城渓谷森の駅たるみず 垂水市新御堂1344番地1 ⑫F-1

8 牛根漁業協同組合 垂水市牛根麓9番地4 ③A-4

9 垂水市漁業協同組合 垂水市海潟643番地6 ⑤E-3

10 財宝健康保養センター猿ヶ城ラドン療養泉 垂水市新御堂1377番地10 ⑫E-1

11 森伊蔵酒造 垂水市牛根境1337番地 ①C-5

12 ルミエール垂水 垂水市錦江町1番地242 ⑧E-4

13 道の駅たるみず 垂水市牛根麓1038番地1 ③D-3

14 鹿児島きもつき農業協同組合垂水支所 垂水市錦江町1番地199 ⑧E-5

15 国立大隅青少年自然の家新城海の家 垂水市新城4011番地5 ⑭D-5

16 山田水産 垂水市本城25番地 ⑪F-1

17 鹿児島銀行垂水支店 垂水市本町26番地1 ⑧E-5

18 池田建設 垂水市下宮町43番地 ⑧E-5

19 美豊泉 垂水市本城3974番地3 ⑪E-1

20 ミドリ薬品垂水店 垂水市田神3558番地2 ⑧E-4

21 グローバル・オーシャン・ワークス 垂水市牛根麓31番地5 ③B-4

22 垂水カントリークラブ 垂水市高城1500番地 ⑫C-4

◆垂水市役所 平成29年1月末現在の情報です。　◆MAP番号は、MAP1〜MAP15の掲載位置を表示しています。
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