
１．腎臓移植に関する支援及び助成

（1）組織適合性検査費用の助成

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、11名に助成金220,000円を交付した。

（2）臓器提供者の遺族への供花等の支出

臓器提供者の遺族を訪問してお花を贈呈した。
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※組織適合性検査の件数は、(公社)日本臓器移植ネットワークに登録するために検査した件数
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２．第2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

（1）香川県臓器移植ワーキンググループ会議開催

　特別地域支援事業を円滑に行うため、学識経験者、関係病院院長、関係団体の代表者等からなる香川県
臓器移植連絡協議会を開催した。
　日時：平成28年7月11日（月）13:00～14:10　　会場：香川県社会福祉総合センター7階第2中会議室

   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。

平成28年度　香川県臓器移植ワーキンググループ会議事業内容

第47回会議

日時 平成28年6月16日(木) 15:00～17:00

会場 香川県社会福祉総合センター ７階　第１中会議室

参加者 医師、看護師、臓器移植Co等　43名

会議内容 ・講演「臓器移植の現状について」

（公社）日本臓器移植ネットワーク大阪オフィス　近藤理恵子Co

・講演「院内コーディネーターの役割について」

福井県済生会病院　　　平澤 ゆみ子Co

同日15：00から新院内コーディネーター（11名）の委嘱状交付式

第48回会議　

日時 平成28年10月6日(木) 15:00～17:00

会場

参加者 WG構成員の医師、看護師、臓器移植Co等  39名

会議内容 ・講演「心停止下腎臓提供症例報告」

香川県社会福祉センター7階　第1中会議室

香川大学医学部附属病院　救命救急センターICU　　　横田 佐和子 様

・症例検討会

・講演「子どもの脳死下臓器提供と終末期の選択肢提示」

富山大学病院　小児科助教　　　種市 尋宙 先生

第49回会議

日時 平成29年2月2日(木) 15:00～17:00

会場 香川県社会福祉総合センター ７階　第１中会議室

参加者 医師、看護師、臓器移植Co等　34名

会議内容 ・講演「平成28年度香川県の臓器移植の現状と各施設の院内体制整備状況」

香川県臓器移植コーディネーター　吉岡 育代Co

・講演「脳死患者家族の心理とその対応」

日本医科大学 武蔵小杉病院　臨床心理士　重村 朋子 先生

・ポテンシャルドナー調査の報告・検討

・各施設から院内体制整備状況についての報告



（2）香川県法的脳死判定セミナー開催

進行：香川大学医学部　脳神経外科教授　　　　　　田宮 隆 先生

高知赤十字病院　副院長・救命救急センター長　　　西山 謹吾 先生

インストラクター 香川大学医学部　脳神経外科講師　三宅 啓介 先生

                                    香川大学医学部　脳神経外科助教　岡内 正信 先生

                                    香川大学医学部附属病院　検査部 　稲毛 敏宏 先生

（公社）日本臓器移植ネットワーク大阪オフィス　小野由美子Co

（3）協力施設の体制整備

【脳死下臓器提供シミュレーション】

・香川県立中央病院　　　　　　　実施日：平成28年11月26日（土） 参加30人

・香川労災病院　　                 実施日：平成28年12月12日（月） 参加32人

・高松赤十字病院　　　　　　     実施日：平成29年2月4日（土） 参加36人

【院内勉強会】

・香川大学医学部附属病院（病院全体）　     実施日：平成28年10月6日（木） 参加120人

・香川労災病院（病院全体）　　　　     　       実施日：平成28年11月14日（月） 参加50人

・高松赤十字病院（病院全体）　  　             実施日：平成29年2月2日（木） 参加74人

・香川県立中央病院（病院全体）　　            実施日：平成29年2月24日（金） 参加47人

【院内マニュアルの作成等】

　脳死下臓器提供マニュアル　　　　　　 　新規：三豊総合病院　　　

    改訂：香川県立中央病院

　脳死下臓器提供手術室マニュアル　　　新規：香川労災病院・高松赤十字病院

　　　　　 【職員意識調査】 ・香川労災病院 調査数440件

　　　　 【死亡患者調査】 ・香川大学医学部附属病院 調査数99件

　　　　 【フローチャートの作成・配布】

脳死下臓器提供時の院内コーディネーターの役割をまとめたフローチャート（下敷き）

　　作成部数：200枚　　配布先：脳死下臓器提供施設　10施設

   法律に基づいた脳死判定に対する理解を深めるため、香川県法的脳死判定セミナーを開催した。

平成28年度　香川県法的脳死判定セミナー事業内容

日時 平成28年11月27日(日) 13:00～16:30

会場 香川県社会福祉総合センター ７階　大会議室

参加者 医師、看護師、臨床検査技師、臓器移植Co等　50名

会議内容 司会進行　香川県立中央病院副院長　　河内 正光 先生

・講演「臓器移植の現状」

香川県臓器移植コーディネーター　吉岡 育代Co

・講演「法的脳死判定の注意点」

高知赤十字病院　副院長・救命救急センター長　　　西山 謹吾 先生

・実践（脳幹反射・無呼吸テスト・脳波・脳死下臓器提供の流れについて）

　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、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、脳死下臓器提供時の院内コーディネーターの役割をまとめたフローチャートの下敷きを作成し、
関係医療機関へ配布した。



（4）患者個票調査

４．臓器移植等についての普及啓発

（1）香川県臓器移植コーディネーター等による出前授業・講演等の実施

【出前授業】

（6）研究発表

（発表者：香川県臓器移植コーディネーター　吉岡育代）

日　時 内　　容 会　場

H28.9.29(木) 第５２回日本移植学会
研究発表『ポテンシャルドナー調査を用いた検討結果についての報
告』

（東京都）グランド
プリンスホテル新高
輪～H28.10.1

   21枚の患者個票を収集し、第49回香川県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。

※患者個票とは、臓器提供者となりうる可能性のある者の発生状況及び臓器提供の実態を把握・
検討し、今後の臓器提供の推進に役立てるもの。

（5）日本臓器移植ネットワーク主催の研修会等への参加

（参加者：香川県臓器移植コーディネーター　吉岡育代）

日　時 会議名 研修内容 会　場

H28.5.18(水) 全国あっせん事業体制整備推進
会議・都道府県臓器移植コーディ
ネーター研修会

報告、症例検討 他
（東京都）バーク芝
浦13:00～17:00

   県内の警察学校や高校等において出前授業や講演を実施し、臓器移植に関する知識の普及啓発に
努めた。

日　時 内　　容 学校名・参加者

H28.6.30(木)
～H28.7.2(土)

第30回日本小児救急学会 学会、脳死判定セミナー
（宮城県）仙台国際
センター

H28.8.26(金)

H28.10.24(月)

9:00～17:30
中国四国コーディネーター研修会 講義・ロールプレイ　他

（岡山県）ダイワロイ
ネットホテル岡山駅
前

H28.11.18(金)
13:30～17:30

中国四国臓器移植コーディネー
ター会議13:00～17:00

報告、症例検討 他
（島根県）ビッグ
ハート出雲

8:30～17:00
H28.8.27(土)

第34回中国四国臓器移植研究会

H28.7.15(金) ・臓器提供と検視について
・臓器提供の流れと現状

香川県警察学校
13:00～15:00 検視実務専科（25名）

H28.12.19(月)
高松南高等学校全校生徒外(約
960名)

『命の大切さ』について考える講演会
　講師：岡山大学病院　大藤剛宏教授

学会参加
（島根県）ビッグ
ハート出雲

中国四国臓器移植コーディネー
ター会議

報告、症例検討 他 サンポート高松

H28.11.24(木)
～H28.11.25(金)

都道府県臓器移植コーディネー
ター研修会

報告、症例検討 他
（東京都）AP浜松
町

H29.1.25(水)
～H29.1.26(木)

都道府県臓器移植コーディネー
ター研修会

報告、症例検討、筆記試験 他
（東京都）AP浜松
町

H29.2.28(火)
13:30～17:30

中国四国臓器移植コーディネー
ター会議

報告、症例検討 他
（岡山県）サンピー
チ岡山



【講演】

（2）臓器移植普及推進イベント、キャンペーンの実施

【主催行事】

日　時

H28.6.27(月)
18:30～20:30

内　　容

平成28年度第１回広島県院内コーディネーター研修会
講演『香川県の取り組み』

会　場

（広島県）広仁会館

H29.3.10(金)
19:00～20:30

H28.10.14(金)
11:30～12:30

  　　　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。

『臓器移植について考えよう』

第１５回かがわ臓器移植研究会
講演『臓器移植の動向と課題』

高松赤十字病院

かがわ国際会議場

H28.11.6(日) 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

とらまる公園
9:00～14:00

日　時 内　　容 会　場

運転免許センターにおける普及啓発
・運転免許証裏面の臓器提供意思表示欄への記入の
呼びかけた。
・グリーンリボンドライバーステッカー等を配布した。（179
枚）

香川県警察運転免許センター

日　時 内　　容 会　場

H28.8.4(木) 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

東かがわ商工会大内支所会館
10:00～16:00

H28.10.2(日) 香川県腎臓病協議会主催
　第36回臓器移植推進キャンペーン

ゆめタウン他
13:00～15:00

H28.10.16(日)～31(月)

18:00～22:00

高松シンボルタワーグリーンライトアップ
・10月の臓器移植普及推進月間に、グリーンリボンキャ
ンペーンの一環として高松シンボルタワーをグリーン色
にライトアップした。
・「グリーンリボンDAY」である10月16日に点灯式を実施

高松シンボルタワー

H28.12.3(土)

2016じんけんフェスタ
・ブースを設置し、クイズ等を通じて来場者に意思表示
を呼びかけた。
・観音寺中央高校３年生が「校内における臓器提供に
関する意思表示率向上に向けた高校生の取り組みに
ついて」発表した。

サンポート高松

【共催行事】

H29.2.23(木)

H29.2.9(木) 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

東かがわ商工会大内支所会館
10:00～16:00

香川県慢性腎臓病対策協議会主催
　世界腎臓DAY inかがわ

イオン綾川H29.3.5(日)



（3）臓器提供意思表示カード付きリーフレット等の配布

配布部数

臓器提供意思表示カード付きリーフレット 5,375枚

臓器提供意思表示カードうどん県オリジナル版 340枚

意思表示説明用リーフレット 5,901枚

小冊子「いのちの贈りもの　あなたの意思で救える命」 3,459枚

（4）広報活動

５．その他

(1)県政モニターアンケート調査

　回答者数　199名　（臓器移植に関心がある73％、臓器提供に関する意思表示をしている25％等）

(2)機関紙の発行

　「財団だより」　第11号を作成し、配布した。

　　作成部数：300部　　配布先：臓器提供施設、関係団体、賛助会員等278か所

　 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、臓器提供意思表示カードうどん県オリジナル版（うどん県副知事を務める要潤

さんの写真を掲載）、意思表示説明用リーフレット、小冊子「あなたの意思で救える命」等の普及啓発物

品を配布した。

美容室
移植体験者や臓器提供者の家族の思いなどを掲載した「シンクトランス
プラント合併号」を待合室に設置（美容室協会に依頼）

平成28年6月

県庁舎内テレビ
及 東館ロビー

普及啓発映像集の上映

媒　体 内　　容 放送日・掲載期間等

平成28年度中

種類

シンボルタワー
デックスビジョン

普及啓発映像集の上映 平成28年度中

ことでんバス
移植体験者や臓器提供者の家族の思いなどを掲載した「シンクトランス
プラント合併号」を座席網ポケットに掲示
高松空港行きリムジンバス

平成28年10月中

県政ラジオ
ＲＮＣラジオ「こんにちは香川県です」に出演
　（出演者：香川県臓器移植コーディネーター　吉岡 育代）

H28.10.13(木)

県政テレビ
OHK岡山放送「サン讃かがわ+」に出演
　（出演者：香川県臓器移植コーディネーター　吉岡育代）

H28.10.16(日)

　平成28年6月、県政モニター215名（県内在住15～80歳代）に対し、「臓器移植に関するアンケート調
査」を実施した。


