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10月は臓器移植普及推進月間です。

『グリーンライトアップ in  高松シンボルタワー』
平成30年10月１日〜31日

臓器提供の
意思表示を

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）
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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平成 29 年の１年間に全国では 112 件、香川県では１件
あり、臓器の移植は全国で 380 件、香川県では５件ありました。
　一方、移植を希望して待機しておられる登録者は、29 年度末現在、腎臓だ
けでも全国で約 12,000 名、香川県では 139 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。
　平成 30 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、学校等での講演や 10 月の臓器移植普
及推進月間を中心とした広報など、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　　安 藤 照 文

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。

平成 30 年度　院内コーディネーター委嘱状交付式（平成 30 年 6 月 21 日）

杉元 幹史

曽我部 周 佐藤 智子

乙宗 佳奈子 小森 政嗣 清水 真樹
（香川大学医学部附属病院）

（四国こどもとおとなの医療センター） （香川労災病院）

（香川県立中央病院） （高松市立みんなの病院） （高松赤十字病院）

（敬称略）

今川 さおり

多田 文彦 西前 真里 柳原 里香

大西 佑亮 橋本 由加理 長町 加菜
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移植院内コーディネーターとして

移植医療にたずさわる看護師として

　みなさま、こんにちは。このたび香川県院内コーディネーターを拝命
いたしました、香川大学泌尿器科の杉元幹史でございます。私は以前他
の施設に勤務していた時にも一度コーディネーターを委嘱されていたこ
ともありますが、今回改めて任命されたことは非常に光栄であり身が引
きしまる思いです。
　私が最初に腎臓移植に関わらせていただいたのは、もう約 25 年以上前

になります。つらい透析から解き放たれて生き生きと社会復帰していく移植患者さんたちを見て、
素晴らしい医療があるのだと感動したことを覚えています。しかしどの様な医療でも同様ですが、
当然ながら良い思い出ばかりではありません。本当につらい思いをされた方々も数多く見てきま
した。それだけに移植医療を行うには、厳格な公平性と高い倫理観が求められるべきだと強く感
じております。そして医療者側にも患者側にも、すべてを受け入れ、どの様な結果も受け止めら
れる覚悟と度量が必要なのかもしれません。その精神的なサポートもわれわれの解決すべき重要
な課題の一つであると認識しています。
　現在香川大学では年間約 10 例の移植を行っております。また、今までに施行した腎臓移植は
130 例を超えています。さらに消化器外科の先生方との協力のもと、膵腎同時移植も 2018 年 6 月
現在で 5 例経験させていただきました。これらの経験を今後の移植医療の充実に少しでも生かす
ことができるならこれ以上の喜びはございません。
　日本国民の移植に関する意識は徐々に高まってきているとは言え、まだまだ到底十分とは言え
ない状況です。さらに地域による移植医療に対する温度差も小さくないのが現状です。香川県で
は以前より移植医療に関する啓発活動や教育、広報を継続的に行ってきました。少しずつではあ
りますが、その地道な活動が実を結びかけていると思います。移植を待ち望んでいる患者さんの
思いを汲み取り、臓器提供を希望する方々の貴重なご意思を最大限に尊重しながら、今後も香川
県での移植医療が円滑に進んでいけますようできる限りのことはさせていただく所存でございま
す。
　私は香川県生まれで香川県育ちです。お世話になった香川県に少しでもご恩返しができました
ら幸いでございます。これからのわれわれの活躍にご期待ください。よろしくお願いいたします。

　高松赤十字病院は、急性期・高度急性期医療、各領域の高度専門医療、
並びに災害医療を中心に、地域の中核病院としての役割を担っています。
平成 27 年 4 月には脳死下臓器提供施設に認定されました。外部講師を招
いた勉強会の開催や多職種を交えた手術室・ICU でのシミュレーション
などを積極的に実施し、臓器提供意思表示カードの確認など院内体制の強

化にも取り組んでいます。

香川大学医学部附属病院　泌尿器・副腎・腎移植外科　教授　　杉 元 幹 史

高松赤十字病院　手術室・救急病棟　看護師長　　長 町 加 菜
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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
田島 基史

087-898-5111

火 : 午前
木 : 午後 ( 新患対応 )
金 : 午前
※診察予約：
　地域連携室（Tel:087-891-2412）

医療法人財団博仁会
キナシ大林病院
〒 761-8024
高松市鬼無町藤井 435-1

泌尿器科 佐倉 雄馬 087-881-3631 月〜土曜日 ( 午前 )

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 :14:00 〜 15:00
木 :13:00 〜 15:00

香川県内の臓器移植施設

　私は現在、手術室・救急病棟で勤務しています。そして、平成 30 年 4 月に県より院内移植コーディ
ネーターの委嘱をうけることとなりました。院内移植コーディネーターの重要な役割は、ドナー
やその家族の思いを尊重しながら意思決定を支援し、臓器提供が円滑に行われ移植ができるよう
調整することです。その為には、日頃より研修会やシミュレーションへの参加、マニュアルの確認、
院内の連絡調整の把握など様々な準備が不可欠です。
　当院では、以前より腎臓移植が行われており、私自身も移植手術の介助についた経験があります。
提供された腎臓が移植され手術が無事終了したことに安堵しました。しかし、移植が決定される
までに医療者がドナーとその家族にどのように関わり、ケアを行ってきたかなどを考えるまでに
は至らなかったように思います。
　そのような私でしたが、平成 29 年に手術室で行われた脳死下臓器提供シミュレーションに参加
し、はじめて提供臓器の摘出手術の流れを知りました。摘出手術は様々な人が関わり何度も打ち
合わせを行ったのち、摘出チームにより命のバトンをつなぐべく迅速に手術が行われることが重
要となります。患者本人の意思が確認できない中で、代理意思決定を迫られた家族を支えること
が重要な役割であることを学びました。さらに、普段の手術介助や手術直後とは異なる状況にお
いて、スタッフに複雑な思いや葛藤が生じることに気付かされました。臓器移植医療は、人の意
思を尊重した高い倫理性を問われる医療であり、個々の価値観と実際に展開されている医療や自
身の役割の間で葛藤を抱いたりすることもあるともいわれます。看護師長となり、ドナーやその
家族のケアだけでなく、臓器提供特有の対応を理解し、スタッフとの感情の共有、心のケアと組
織的なサポート体制を構築していくことの重要性を感じています。
　今後、院内コーディネーターとして自己研鑽に努め、ドナーやその家族の代弁者や擁護者となり、
倫理に基づいた最善の移植医療が提供できるよう役割を果たしていきたいと思います。



− 4 − − 5 −

香川いのちのリレー財団だより　第13号

香川県における臓器移植の状況(提供件数及び、ドナー情報数、移植件数)　〔H20年4月〜H30年8月末現在〕

臓器移植に関する意識調査　県政モニター平成30年6月13日〜平成30年6月27日  回答者数 316人

①臓器移植に関心がありますか ②家族と臓器移植の話をしたことがありますか

③ご自身の臓器移植意思表示カードなどに、臓器提供に関す
　る意思を記入していますか

④仮にご自身が脳死と判定された場合、臓器提供をしたいと
　思いますか     

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！！
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賛助会員ご加入のお願い・ご案内

税制上の優遇が受けられます

　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　安藤 照文） 

● 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）

　当財団は、公益法人への移行に伴い、特定公益増進法人となり、当財団にお支払いいただく賛助会費は、税法上寄附金
として扱われ、一定の要件のもとで税制上の優遇措置の対象となります。 
　加えて、平成 26 年 11 月 21 日付けで「税額控除対象法人」として、香川県知事から証明を受けましたので、個人の賛
助会員様に対する税制上の優遇措置が拡大されました。 

〜こころ温まるご支援ありがとうございます〜
平成 29 年度は法人会員 26 法人、個人会員 17 名の皆様にご支援をいただきました。

平成29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 圭良会 永生病院
医療法人社団 清仁会 宇多津病院
医療法人社団 健愛会 あきやまクリニック
医療法人社団 新進会 おさか脳神経外科病院
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
医療法人社団宅光会　リウマチ・腎臓内科はちまんクリニック
香川銀行　総務部
香川大学医学部附属病院
笠岡 腎・透析・泌尿器科クリニック
公益財団法人 香川県児童・青少年健全育成事業団 （さぬきこどもの国事業所）
公益社団法人 香川県看護協会
社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院
株式会社総合開発
高松東ライオンズクラブ
屋島総合病院
有限会社　新建設工業
㈱百十四銀行 県庁支店
三豊総合病院事業団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

〔個人会員〕
秋山　祐一
梅澤　　尚
大西　　聡
大畑　　年
大森　正志
小川　和彦
笠岡　良信
小松　幸夫
中原　　薫
南原　義秋
西村　周子
松本　祐蔵
六車　文秀
山石　京子
横井　　徹　　ほか
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平成29年度  事業報告

平成30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3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、15 名に一人当たり助成金 20,000 円を交付した。
（２）臓器提供者の遺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）臓器提供者の遺族への供花等の贈呈

学識経験者、関係病院長等で構成する協議会を設置し、特別地域支援事業の実施について協議した。

（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究会等への参加等

（１）院内体制整備

（２）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。
（３）臓器提供ワークショップ in KAGAWA の開催
（４）患者個票調査

（１）臓器移植普及推進月間等における普及啓発

（２）臓器移植コーディネーターによる説明会等の実施

（３）香川県運転免許センター等での普及啓発

（４）財団の機関誌の作成等

（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

（１）

（２）財団だより 第 12 号 300 部発行

平成 29 年 6 月、県政モニター 364 名 ( 県内在住 15 〜 70 歳代 )・同年 12 月、香川大学法学部学生（92 名）に対し、 「臓器移植に関す
るアンケート調査」を実施した。

高松シンボルタワーグリーンライトアップ、四国アイランドリーグ チャンピオンシップ・臓器移植法 20 周年記念コンサート・
香川県運転免許センターにおける普及啓発、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 ( 県内 3 か所 )、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 か所 )、香川県慢性腎臓病対策協議会主催世界腎臓 DAY in かがわ

　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、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等を作成し、
関係医療機関へ配布した。

　24 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。

　臓器移植普及推進月間（10 月）において、主要施設のグリーンライトアップを中心に、広報誌やラジオ番組等による広報、電子看
板での CM 放映、臓器提供意思表示説明用リーフレット、ポスター等の配布を行う。また、集客数の多い地域のイベント等において、
リーフレット等の配布等、幅広い年齢層への普及啓発を行う。

　県民を対象に、臓器移植コーディネーターによる説明会等を実施する。

　臓器移植に対する関心を持って頂けるよう、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、設置を継続して行い、
意思表示欄の記入促進に努める。

　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
ググループで事例検討を行う。

　香川県警察学校において出前授業や、関係団体の会議や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「あなたの意思で救
える命」等の普及啓発物品を配布した。

　美容室の待合室にシンクトランスプラント合併号を設置したほか、県庁舎内テレビ及東館ロビー・シンボルタワーデラックスビジョ
ンで普及啓発映像集の上映、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13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

公益財団法人 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

①香川県運転免許センターにおける普及啓発イベント

香川県臓器移植ワーキンググループ会議等　活動報告

②第27回 さかいで塩まつりへ参加

　運転免許センターの利用が増える時期に合わせて、移植医療に関する正しい知識の啓発と臓器提供意思表示の推進を目的として普
及啓発イベントを開催。
　運転免許証の裏面に臓器提供の意思を表示できることを周知するとともに、家族や大切な人と話し合ってほしいと呼びかけました。

　臓器移植医療に関する諸課題について、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」を設置しています。
　平成 29 年度は 6 月・9 月・2 月の 3 回実施。9 月のワーキンググループ会議は『第 1 回臓器提供ワークショップ in KAGAWA』を
あわせて開催しました。このワークショップでは、TPM（Transplant Procurement Management) モデルというスペインの臓器移植
システムを日本向けにアレンジして、先進的に取り組んでいる兵庫県の TPM チームのメンバーを講師に迎え、講義のほかにデモン
ストレーションやグループワークを行うなど、実践的なプログラムを導入しました。

第1回臓器提供ワークショップ in KAGAWA (平成29年9月2日開催）

日時／平成 30 年 5 月 13 日　9：00 〜 15：00
場所／瀬戸大橋記念公園（坂出市）

内容
●メインステージでの普及啓発 PR タイム
　・キッズダンスグループと骨付きじゅうじゅう・ハーティのコラボダンス
●企業ブースでの普及啓発活動
　・親子ワークショップの開催　・リーフレット、意思表示カード等の配布

日時／平成 30 年 3 月 9 日　8：30 〜 12：00
場所／香川県運転免許センター（高松市）

内容
●運転免許証裏面の臓器提供意思表示欄への記入のお願い
●啓発グッズの配布や数量限定グリーン LED アームバンドプレゼント

企業ブースにて、親子ワークショップ
を開催。『粘土細工のマカロンカード
ホルダー』を作成しました。
グリーンリボンカラーの爽やかな色合
いのマカロンです♪♪




