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10月は臓器移植普及推進月間です。

その他に、健康保険証・マイナンバーカード・インター
ネット登録サイトにて意思表示ができます。

運転免許証の意思表示欄（例）

〈ことでんラッピング電車（R2.10月・ことでん琴平線走行）〉
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ごあいさつ
　臓器移植の推進につきまして、日頃から、当財団の事業活動に格別のご理解
とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、平成 9年に臓器移植法が施行されて 20 年以上が経過し、この法律に
基づいた臓器の提供は、昨年 1年間に全国では脳死下で 68 名、心停止下で 9名、
あわせて 77 名の方からあり、臓器の移植は 318 件行われました。香川県では
臓器提供が 2件、臓器の移植は 1件行われました。
　一方、移植を希望して待機しておられる登録者は、令和 2年度末現在、腎臓
だけでも全国で約 14,000 名、香川県では 157 名となっており、多くの方の希
望がかなえられない状況が続いています。
　このような中、当財団では県や日本臓器移植ネットワークと連携し、臓器移植に関する正し
い知識の普及啓発、臓器提供意思表示の促進及び院内体制の整備、移植希望登録者の検査費用
の助成などに取り組んでおります。
　令和 3年度は前年度に引き続き、臓器提供の医療者向け教育プログラムによる実践的な研修な
どを通して院内体制の整備を重点的に進めるとともに、10月の臓器移植普及推進月間を中心とし
た広報や県内の教育機関等での出前授業など、更に積極的な普及啓発活動を行ってまいります。
　今後とも、医療機関や関係団体のご協力はもとより、県民の皆様の一層のご理解とご支援を
賜りますよう、お願い申し上げます。

公益財団法人香川いのちのリレー財団　理事長　　土 岐 敦 史

香川県から院内コーディネーターを委嘱されました

院内コーディネーターとして、移植医療に貢献できるように普及啓発活動を行いたいと思っています。

中井 真紀子

宮脇 稔

大久保 修一

庄野 健児

大北 真哉

髙橋 美智

石川 祐樹
（香川県立中央病院）

（さぬき市民病院）

（三豊総合病院）

（高松市立みんなの病院）

（四国こどもとおとなの医療センター）

（高松市立みんなの病院）

（香川労災病院）

（敬称略）
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2 度目の拝命

　「君は脳死をどう考えますか？」　ある大学医学部の入試で、
面接官の大学教授からの問いだった。そう、当時は平成 9 年。
“ 臓器の移植に関する法律 ” が公布された年だった。世間は新
たな法律に大きな関心を寄せていた。日本で初めてのことにみ

んな困惑しているようにも見えた。そのような中、面接官の問いに 18 歳の私はそれな
りではあるが、一生懸命答えていた、気がする。60 代の教授先生も答えがないことか
もしれないがと、自身の考えを真摯に述べられていたことを思い出す。面接というよ
りお互いの意見交換をしているような時間だった。今思えば、面接試験と言いながら、
先生も誰かの意見を聞いてみたかったのかもしれない。
　それから 20 年の時が過ぎ、平成 29 年に高松市民病院（現 高松市立みんなの病院）
に脳神経外科医として赴任した。医師となってからは日々、診断技術や手術手技の向
上を行ってきた。臓器提供に直接関わる機会はなかった。ところがここ、香川県に来
て院内移植コーディネーターに任命していただいた。今まで臓器提供に詳しくないた
め、戸惑いがあった。困ったな、というのが正直な思いだった。しかし、県や県下の
医療機関、香川いのちのリレー財団の方々に温かく支えていただき、少しずつではあ
るが関心と知識を深めることができた。臓器提供に関して、自身の経験は乏しい。だ
が、患者さんや、そのご家族はもっと経験がないこと。医療人としての私のほうが多
少なりとも知っていることがあり、患者さんとそのご家族の支えになれるのではない
か。経験がないからできないと言うのであれば、いつまでたっても初めの経験はでき
ない。そういう考えにだんだん変わってきた。
　先の教授先生からの問いには、今も明確な答えは出せていない。どう生きていくのか、
人それぞれだろう。個人の死生観、考えが尊重され、その方に合った選択ができるよ
うお手伝いをしていきたいと思う。
　令和 3 年春より四国こどもとおとなの医療センターに転勤となった。この度も院内
移植コーディネーターに任命していただいた。引き続き、皆様のご協力をいただきな
がら、患者さん、ご家族の支えとなれるよう全力で務めていきたい。

四国こどもとおとなの医療センター　脳神経外科医長　　大 北 真 哉
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院内移植コーディネーターとなって

　香川労災病院は、脳死下臓器提供施設の指定を受けている急性
期医療と高度型がん医療、及び地域医療連携を担う中西讃地区の
中核病院です。私はその施設の集中治療室に勤務しています。
　私が勤務している集中治療室では侵襲の大きい手術後の患者や

重症度の高い救急患者が多く入院し、一日でも早く快復し元の生活に近づくことがで
きるよう、医師や看護師など多職種で情報共有を行いながら治療やケアを行っていま
す。元気になって集中治療室を出られる患者が多いのですが、医療の限界で救命困難
と判断される場面にも何度も遭遇してきました。そして、現在は新型コロナウイルス
の影響による面会制限が実施されているため、感染が拡大する前のように人生の最期
の時間を家族で十分に共有していただくことができないといったことも患者や家族の
傍で経験してきました。集中治療室に入室する状況というのは患者とその家族も身体
的・精神的に危機的な状態であり、突然訪れる治療方針への意思決定に葛藤を抱かれ
る方も多くいらっしゃいます。そのうえ命の選択と言える臓器提供についての話がな
されるとより大きな心理的負担がかかります。
　このような状況下において、この度、令和 3年 6 月より院内移植コーディネーター
を拝命いたしました。これまで臓器移植のドナー・レシピエントの患者や家族と直接
関わらせていただいたことはありませんが、臓器提供の意思決定支援を円滑に進める
にあたり、患者や家族の状況を十分に理解し、その患者や家族にとって何が最善であ
るかを共に考え、納得のいく選択をしていただけるように関わっていきたいと考えて
います。
　院内の臓器提供シミュレーションやコーディネーターの方の講演会等で何度か『臓器
提供』に接する機会がありました。それまでは臓器提供と聞くとどこか遠い世界のよう
な、少し非現実的な話のように感じていましたが、コーディネーターの方がお話してく
ださった臓器提供を決断される家族の葛藤や希望、医療者側の葛藤や思い、臓器提供を
受けた方の思いについては今でも鮮明に覚えています。お話しの中で移植経験者の手記
についても紹介があり、臓器提供が大きな希望になっていることを強く感じました。臓
器提供が今を生きる家族の希望に繋がることも伝えていきたいと思います。
　今後は、院内コーディネーターとして病棟や院内で発信源となりながら臓器移植へ
の関心・支援の力を高められるよう取り組んでいこうと考えています。また、臓器提
供の可能性という特殊な状況においては、早期から院内の臓器移植コーディネーター
と情報共有を行い、チーム全体で関わっていきたいと思います。

香川労災病院　ICU看護師　　石 川 祐 樹
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香川県における状況(提供および移植数、ドナー情報数)　〔H20年4月〜R3年8月末現在〕　（膵腎同時移植は2臓器）

出前講座（講師派遣）のご案内
　当財団では、臓器移植をテーマに、職場の研修会や地
域の会合、学生さんへの講演などに、講師を派遣してい
ます。（無料）
　お気軽にご相談ください。
　お待ちしております！！

病院名 担当科 医師 電話番号 診察日等注意事項

香川大学医学部附属病院
〒761-0793
木田郡三木町大字池戸1750-1

泌尿器・
副腎・
腎移植外科

杉元 幹史
上田 修史

田岡 利宜也
087-898-5111

火 : 午前
木 : 午後 ( 新患対応 )
金 : 午前
※透析施設から地域連携室経由で
　診察予約が可能です。
地域連携室（Tel:087-891-2412）

消化器外科 岡野 圭一
大島 稔 087-898-5111

火：午前
木：午前
※地域連携室経由で診察予約が可能です
地域連携室（Tel:087-891-2412）

高松赤十字病院
〒 760-0017
高松市番町 4-1-3

腎不全外科 山中 正人 087-831-7101

月 :13:00 〜 15:00
火 :13:00 〜 15:00
木 :13:00 〜 15:00
※地域連携室経由で診察予約が可能です
地域連携室（Tel:087-831-8131）

香川県内の移植施設

腎臓移植を希望される方

膵臓移植を希望される方

＜県立高松高等学校における講演の様子＞
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賛助会員ご加入のお願い・ご案内
　当財団では、臓器移植の普及推進を目的として、これまでに
香川県版臓器提供意思表示カードの作成・配布や、臓器移植に
関する出前講座等の啓発活動、医療関係者の研修活動等、さま
ざまな活動を行ってまいりました。今後、さらなる普及推進を
図るためには、知識の普及啓発等について一層の取組みを行う
ことが重要ですが、これらの活動は、当財団だけでできるもの
ではなく、臓器移植に対するご関心及び移植医療の必要性への
ご理解に支えられてこその活動です。
　今後さらに、臓器移植を待ち望む方々のために充実した活動
を続けていく所存ですので、皆様のご協力をお願いいたします。

【賛助会員】 
●個人会員　年会費　１口　 3,000 円
●法人会員　年会費　１口　10,000 円

【振込先】 
●百十四銀行　県庁支店　普通　0930735
●香 川 銀 行　県庁支店　普通　1011246

（上記２行口座名義：公益財団法人香川いのちのリレー
財団　理事長　土岐 敦史） 

● 郵便振替 
 （所定の振込用紙がありますので、ご連絡ください）

～こころ温まるご支援ありがとうございます～
令和２年度は法人会員 28法人、個人会員 16名の皆様にご支援をいただきました。

令和２年度　賛助会員名簿 （敬称略・五十音順）

〔法人会員〕
淡河医院
一般社団法人香川県医師会
一般社団法人香川県腎臓病協議会
医療法人讃楡会
医療法人社団一真会　川人外科内科
医療法人社団健愛会　あきやまクリニック
医療法人社団讃志会　花の宮クリニック・さくらの馬場クリニック
医療法人社団清仁会　宇多津病院
医療法人社団宅光会はちまんクリニック
医療法人社団ひかり会　河内病院
医療法人社団豊南会　香川井下病院
医療法人社団　山本ヒフ泌尿器科医院
医療法人社団　湯浅クリニック
おさか脳神経外科病院
回生病院
香川銀行
香川県済生会病院
香川大学医学部附属病院
株式会社総合開発
公益社団法人香川県看護協会
四国こどもとおとなの医療センター
高松市立みんなの病院
高松赤十字病院
高松ライオンズクラブ
高松ロータリークラブ
百十四銀行県庁支店
三豊総合病院企業団
屋島総合病院

〔個人会員〕
青江　基
秋山　すみれ
秋山　祐一
今滝　京子
大畑　年
小川　和彦
小松　幸夫
中原　薫
南原　義秋
細井　佳世
松本　祐蔵
六車　文秀
山本　洋之　　ほか
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令和２年度  事業報告

令和３年度  事業計画

１　腎臓移植に関する支援及び助成

１　腎臓移植に関する支援及び助成

２　臓器移植に関する関係機関との連絡調整

３　臓器移植に関する知識の普及啓発

２　第6回香川県臓器移植連絡協議会

３　臓器移植に関する関係機関との連絡調整

４　臓器移植等についての普及啓発

５　その他

（１）腎臓移植希望者の登録時の組織適合性検査料の助成として、14 名に一人当たり 20,000 円を交付した。
（２）臓器提供者の家族を訪問して供花を贈呈した。（1 件 ）

（１）組織適合性検査費用の助成（1 人 20,000 円）　　（２）臓器提供者のご家族への供花等の贈呈

学識経験者、関係病院長、関係団体の代表者等からなる協議会を開催し、地域支援事業について協議した。

（１）香川県臓器移植ワーキンググループ会議開催

（２）協力施設の体制整備

（３）患者個票調査

（４）日本臓器移植ネットワーク主催の研修会等への参加

（１）院内体制整備

（２）

（３）患者個票調査

（１）臓器移植普及推進月間（10 月）

（２）臓器移植コーディネーターによる説明会等の実施

（３）イベント等での普及啓発

（４）香川県運転免許センターでの普及啓発

（５）県庁舎での普及啓発

（６）香川県臓器移植連絡協議会の開催

（７）機関誌の作成等

（１）香川県臓器移植コーディネーターによる出前授業・講演等の実施

（２）臓器移植普及推進イベント、キャンペーンの実施

（３）臓器提供意思表示カード付きのリーフレット等の配布

（４）広報活動

財団だより　第 15 号　300 部発行

グリーンライトアップ ( 高松シンボルタワー )、じんけんフェスタ 2020 への参加、東かがわライオンズクラブ主催 意思表示カード配布運動　
※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、香川県運転免許センターにおける普及啓発、香川県腎臓病協議会主催 臓器移植推進キャンペー
ン ( 県内 4 カ所 )、香川県慢性腎臓病対策協議会主催 世界腎臓 DAY in かがわ における普及啓発は中止。

　院内の臓器移植体制の整備を図るため、各医療機関での問題点等について検討を行う香川県臓器移植ワーキンググループ会議を 3 回開催し、問
題点の共有や、医療機関相互の連携を進めた。うち 1 回は「臓器提供ワークショップ in KAGAWA」を兼ねて実施した。

　医療機関が実施する脳死下臓器提供シミュレーション、院内勉強会の開催、院内マニュアルの作成等に対し、積極的な支援を行い、院内体制の整
備を進めた。また、臓器移植フローチャートを作成し、関係医療機関へ配布した。

　12 枚の患者個票を収集し、臓器移植ワーキンググループ会議でデータの事例検討を行った。

　各医療機関内で、提供事例発生の際に院内コーディネーターが関係部署と円滑に連携が図れるよう、院内マニュアルの作成や改訂、シミュレーション・
研修会の開催を支援し、より多くの医療関係者が臓器提供の意思確認を行い、ドナーや家族の意思が尊重されるよう支援する。
臓器移植ワーキンググループ会議の開催（年３回）
　各医療機関での問題点等の共有及び連携を図る。（ うち 1 回は「臓器提供ワークショップ in KAGAWA」を兼ねて実施する。）

　主要施設のグリーンライトアップを中心に、県広報誌やテレビ番組等による広報、電子看板での CM 放映、関係団体と協力した臓器提供意思表
示説明用リーフレット、パンフレット、ポスター等の配布を行う。

　県民を対象に臓器移植コーディネーター等による説明会等を実施する。また、県内の高校、看護学校等の生徒、教員を対象とした出張講座を開催し、
臓器移植に関する知識の普及啓発に努める。

　幅広い年齢層の方々に、臓器移植に対する関心を持っていただき、ご家族や大切な方と、いのちのことや臓器移植について話すきっかけ作りと
なるよう、イベント等において普及啓発を行う。

　臓器移植に対する関心をもっていただけるよう、ポスター、パンフレット、意思表示説明用リーフレット等の掲出、設置などを継続して行い、
運転免許証の裏面の意思表示欄の記入促進に努める。

　年間を通して、県庁舎内にて掲示物等を用いて職員や来庁する県民に対して啓発活動に努める。

　県内の臓器移植関係者 ( 移植施設、提供施設、民間団体、県臓器移植コーディネーター等 ) で構成する香川県臓器移植連絡協議会を開催し、院内
体制整備の充実と臓器移植の普及啓発を推進するための協議を行う。

　財団の機関誌の作成、賛助会員への配布、ホームページでの掲載を行う。

　各施設からドナーとなりうる患者の医学的データの収集を行い、今後の症例発生時に適切な対応ができるよう、臓器移植ワーキンググループ会
議で事例検討を行う。

　香川県警察学校や高校、看護学校等において、出前授業や関係団体の会議、香川県立病院の新人研修等において講演を行い、臓器移植に関する
知識の普及啓発に努めた。

　臓器移植普及推進月間 (10 月 ) を中心に、イベントやキャンペーンを実施するなど、臓器移植に関する知識の普及啓発に努めた。

　出前授業・講演・イベント・キャンペーンのほか、県内の成人式、香川県臓器移植ワーキンググループ会議参加施設、香川県運転免許センター、
県立病院新規採用看護師、コンビニ等に、臓器提供意思表示カード付きリーフレットや、小冊子「移植関係者の手記」等の普及啓発物品を配布した。

　普及啓発広告をラッピングした電車 2 車両が 10 月の 1 ヶ月間、ことでん琴平線を走行したほか、県庁舎内県民ギャラリーでのポスター展、高
松シンボルタワー内ビジョンで普及啓発映像集の上映、美容室の待合室にシンクトランスプラント合併号の設置、ことでんバス・大川バスの車体
にグリーンリボンステッカーを貼付、県政ラジオや県政テレビ「サン讃かがわ +」に出演するなど幅広く広報啓発を行った。
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香川いのちのリレー財団だより　第16号

臓器移植に関するお問い合わせをお受けします。
公益財団法人 香川いのちのリレー財団

公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク
087-832-3315　平日8：30〜17：15

0120-78-1069　平日9：00〜17：30

臓器提供意思登録

登録はこちらから

モバイルサイト
からも意思登録
できます。

さまざまな普及啓発活動を実施しています

香川県臓器移植ワーキンググループ会議等　活動報告

　臓器移植医療に関する諸問題について、情報交換や研究・協議を行い、県内の臓器移植医療体制の強化を図り、適切
な臓器移植医療を推進するため、「香川県臓器移植ワーキンググループ」を設置しており、昨年度は 3 回開催しました。
10 月 3 日の研修会では、「終末期患者の思いに応えるワークショップ」を開催しました。
この研修会では、救急・集中治療領域における終末期の患者家族に対する家族ケアについて、
講義やグループワーク等の実践的なプログラムを実施しています。

　GREEN LIGHT UP Project.

　じんけんフェスタ2021（予定）

臓器移植普及推進月間である 10 月に、東京タワーをはじめ全国各地
の著名なランドマークや建物を、移植医療のシンボルカラーである
グリーンにライトアップします。ご家族や大切な方と、いのちのこ
とや臓器移植について話すきっかけになることを願い、香川県でも
2 か所でライトアップします。

点灯期間　令和 3 年 10 月 1 日（金）から 10 月 31 日 ( 日 )
　　　　　18 時から 22 時
点灯場所　・高松シンボルタワー　タワー棟
　　　　　・四国電力本店・四国電力送配電本社　屋上鉄塔

ステージイベントに参加し、県内在住の介護士兼シンガーソングライター かんの めぐみ
さんに、日本の臓器移植の現状を知って何かできることはないかと考え作詞・作曲された

『サンクスレター』をはじめとする楽曲を披露していただきます。

日時　令和 3 年 12 月 11 日（土）
場所　高松丸亀町壱番街前ドーム広場

〈終末期患者の思いにこたえるワークショップ〉 〈高松赤十字病院 研修会〉 〈高松市立みんなの病院 脳死下臓器提供シミュレーション〉 〈おさか脳神経外科病院 研修会〉


