
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

※組織適合性検査は、(公社)日本臓器移植ネットワークに登録するための検査

２．第5回香川県臓器移植連絡協議会

日時：令和元年7月23日(水）15：00～16：00

会場：香川県社会福祉センター　７階　第2中会議室

令和元年度 事業報告書

　　　　　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1人当たり20,000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。(2件)

　　　　　特別地域支援事業を円滑に行う為に、学識経験者、病院関係病院長、関係団体の代表者等からなる

　　　香川臓器移植連絡協議会を開催した。



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

・質疑応答・全体討論

聖隷浜松病院　救命救急センター長　渥美 生弘 先生

・グループワーク『終末期における患者家族ケア』

　　　　　　香川大学医学部附属病院　CCU　野崎 住江 看護師

・グループワーク『臓器提供の判断』

                                香川大学医学部附属病院　救命救急センター　切詰 和孝 先生

・グループワーク『臓器保護を意識した患者管理』

香川大学医学部附属病院　救命救急センター　中村 健太郎 先生

・講義『臓器提供を決断した家族の思い』

香川大学医学部附属病院　救命救急センター　中村 健太郎 先生

日時 令和2年2月23日(日) 10:00～15:30

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、臓器移植Co等　12名

会議内容 ・講義『終末期と臓器提供～最後の思いを支援する～』

会議内容 ・令和元年度香川県の臓器移植の現状・今年度活動報告

香川県臓器移植コーディネーター　吉岡 育代Co

・個票報告（適応判断）

香川県臓器移植コーディネーター　吉岡 育代Co

・各施設の院内体制整備状況の報告

・講演『未来へ向かう医療～奄美大島での臓器提供を経験して～』

香川大学医学部附属病院　救命救急センター　中村 健太郎 先生

第58回会議

・講演「香川県臓器移植ワーキンググループ会議の歩みと課題」

発表：香川大学　学長　　筧　善行　先生 

第57回会議　　

令和2年2月5日(水) 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 WG構成員の医師、看護師、臓器移植Co等  37名

   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。

令和元年度　香川県臓器移植ワーキンググループ会議事業内容

第56回会議

会議内容 ・講演「腎臓移植を受けられた患者さんのお話」

日時 令和元年6月26日(水) 15:00～17:00

会場 香川県社会福祉総合センター 第一中会議室

参加者 医師、看護師、臓器移植Co等　45名

・新院内コーディネーター（6名）の委嘱状交付式



（2）香川県臓器移植ケーススタディ開催

（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】【脳死下臓器提供シミュレーション】

実施日：令和元年9月25日（水）

実施日：令和2年1月11日（土）

実施日：令和元年12月7日（土）

実施日：令和2年3月6日（金）

実施日：令和2年3月9日（月）

【院内勉強会】【院内研修会】

実施日：平成31年4月8日(月）

実施日：令和元年8月27日(火）

実施日：令和元年9月20日(金）

実施日：令和元年11月12日(火）

実施日：令和2年 1月10日（金）

実施日：令和2年 1月22日（水）

【院内マニュアルの作成等】【院内マニュアルの作成等】

心停止下臓器提供マニュアル　　　　　 　 新規：キナシ大林病院

脳死下臓器提供マニュアル　　　　　 　 改定：香川県立中央病院

　　　　 【クリアファイルの作成・配布】

日本臓器移植ネットワークのマスコットキャラクター「ハーティー」及び、『家族と話そう、臓器移植の意思

表示』のキャッチコピーをデザインしたクリアファイルを作成・配布した。

　　作成部数：2,000枚　配布先：ワーキンググループ構成員・看護学校等の学生

【カレンダーの作成・配布】

グリーンカラーのカレンダーにドナー情報用全国共通連絡先等を記載し、病院のICUやHCU等に配布。

　　作成部数：200部　　配布先：ワーキンググループ構成施設　1３施設他

　・高松赤十字病院（病院全体）　  　             　　  

　・香川大学医学部附属病院（病院全体）　  　             　　  

　・香川県立中央病院（病院全体）　  　             　　  

　・高松市立みんなの病院（病院全体）　  　             　　  

　　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、ドナー情報用全国共通連絡先等を記載した壁掛けカレンダーやクリアファイルを作成し、関係医療機関
へ配布した。

　・香川大学医学部付属病院　　　　     　　　　　　　 　　　　

　・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　（ICU:法的脳死判定）　　　     　　　　　　　 　　　　

参加者 看護師、ソーシャルワーカー等24名

・講義「終末期にある患者家族のケア」

会議内容 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口大学大学院医学系研究科　　　　山本　小奈美　先生

・事例紹介、グループデスカッション、ロールプレイ等

　・高松赤十字病院　（手術室：摘出シミュレーション）　　　     　　　　　　　 　　　　

　・香川県立中央病院（新人研修会）　  　             　　  

　・香川労災病院（病院全体）　  　             　　  

   看護師・ソーシャルワーカーを対象に、脳死状態にある患者家族に対し、臓器提供に関する情報提供を行う際
の、看護師等の果たすべき役割について、事例検討等により研修を行った。

香川県臓器移植ケーススタディ

日時 令和元年9月20日(金) 14:00～16:30

会場 香川県社会福祉総合センター ７階　第2中会議室



（4）患者個票調査

（東京都）

AP浜松町

（東京都）

バーク芝浦

（山口県）

カリエンテ山口

（岡山県）

ピュアリティまきび

（東京都）

ホテルグランヴィア

（神奈川県）

北里大学　相模原キャ
ンパス

（広島県）

広島国際会議場

（東京都）

バーク芝浦

（長崎県）

長崎新聞文化ホー
ル

（東京都）

AP浜松町

（大阪府）

TKP新大阪ビジネスセ
ンター

（東京都）

AP浜松町

（高知県）

高知会館

R2.1.22(水) 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
～1.23(木)

R2.2.27(木) 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
13:00～16:30

R1.11.15(金) 中国四国臓器移植コーディ
ネーター会議

第38回日本蘇生学会
～R1.11.16(土)

R1.11.28(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
13:30～17:00

R2.1.8(水)
2019年度ブロックミーティング 報告、症例検討、筆記試験 他

13:00～17:00

R1.10.11(金)
第55回日本移植学会 研修、講義 他

（広島県）
広島国際会議場～R1.10.12(土)

R1.11.14(木) 都道府県臓器移植コーディ
ネーター研修会

第1回B級コーディネーター研修会
9:00～15:30

R1.8.24(土) 第37回中国四国臨床臓器移植
研究会

研修、講義 他
12:00～17:30

R1.10.5(土) 日本集中治療医学会（臓器提
供ハンズオンセミナー

報告、症例検討 他
13:00～17:00

R1.10.10(木) 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
10:00～16:00

R1.7.18(木) 都道府県臓器移植コーディ
ネーター研修会

第1回B級コーディネーター研修会
～R1.7.19(金)

R1.8.8(木)
山口県臓器移植研修会 ケーススタディ補助

12:00～17:30

R1.8.23(金) 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
13：00～17:00

　　※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

R1.6.12(水) 全国あっせん事業体制整備推
進会議

報告、症例検討 他
13:00～17:00

   16枚の患者個票を収集し、第57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。



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】

【講演】

R2.2.17(月) 臓器移植についてみんなで考えよう
藤井学園寒川高等学校
3年生・専攻科（50名）

日　時 内　　容 会　場

R1.9.10(火) 高松東ライオンズクラブにおける講演会 国際ホテル (35名)

R1.9.18(水)
R1.9.19(木)

知って得するミニ講座 高松赤十字病院

R1.12.18(水) 最先端医療を志すものとして
香川県立高松高等学校
1・2学年（640名）

R1.8.22(木) 臓器移植についてみんなで考えよう
尽誠学園高等学校
衛生看護科（120名）

R1.11.1(金) 臓器移植についてみんなで考えよう
香川県立保健医療大学
看護学科、保健師(120名)

日　時 内　　容 学校名・参加者

H31.4.19(金) 臓器移植についてみんなで考えよう
高松市医師会
看護学科（120名）

R1.7.11(木)
・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
検視実務専科（25名）

　県内の警察学校や高校。看護学校等において臓器移植に関する知識の普及啓発に努めた。



（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】

参加者・対象 会場・場所

　　R2.3.4（水）

参加者数 会場

ゆめタウンほか
県内3か所同時
開催

R2.3.8（日）
意思表示啓発を予定していたが新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため中止した。

R1.10.6（日） 意思表示啓発

R1.11.3（日） 病院祭

R1.11.10（日） 意思表示啓発（東かがわライオンズクラブ）

― さぬき市民病院

―

―

―

とらまる公園

イオン綾川

【共催行事】

日　時 内　　容

R1.11.30(土)

じんけんフェスタ２０１９
・ステージイベント：県内在住シンガーソングライター
のかんのめぐみさんに臓器移植の現状を知り、作詞・
作曲した『サンクスレター』を披露
・ブース：臓器移植のクイズに答えてプレゼントをゲッ
ト
・ブース：臓器移植のシンボルカラーのグリーンを貴
重としたクリスマストピアリーを親子で作成

　
　親子ワークショップ

　参加数
40名

サンポート

  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。

日　時 内　　容

R1.10.1～31 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。

― 高松シンボルタワー

18:00～22:00

運転免許センターにおける普及啓発を予定していた
が新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止
した。

―
香川県警察運転

免許センター



（3）リーフレット等の配布

リ
ー

種類 配布部数

意思表示説明用リーフレット 3,805枚

小冊子 シンクトランスプラント「移植関係者の手記」 5,000枚

（4）広報活動

令和元年度中

平成28年度～継続

R1.10月

R1.10月

５．その他

機関誌の発行

県政ラジオ
RNCラジオに出演
　（出演者：香川県臓器移植コーディネーター　吉岡育代）

県政テレビ OHK岡山放送「サン讃かがわ+」に出演

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～継続

1階県民ギャラリー ポスター展 R1.10月

シンボルタワー
内ビジョン

普及啓発映像集の上映

ことでんバス・
大川バス

グリーンリボンステッカーをバスの車体に貼付

  「財団だより」　第13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283か所

　施設、香川県運転免許センター、県立病院新規採用看護師、コンビニ等に対し、意思表示説明用リーフレット、
シンクトランスプラント「移植関係者の手記」等の普及啓発物品を配布した。

媒　体 内　　容 放送日・掲載期間等


