平成27年度 事業報告書

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、15名に助成金300,000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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2．第１回香川県臓器移植連絡協議会
本財団の事業計画が特別地域支援事業として、（公社）日本臓器移植ネットワークにより採択されたことを
受け、学識経験者、関係病院院長、関係団体の代表者等からなる協議会を設置し、第１回目を開催した。
日時：平成27年7月13日（月）13:00～14:10 会場：香川県社会福祉総合センター

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
香川県臓器移植ワーキンググループ会議を３回開催し、意見交換を行うことにより各医療機関での
問題点等の共有、連携を図った。
平成27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44回会議
日時

平成27年6月1日(月)

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 51名

会議内容 ・講演「長崎県における臓器提供に関する取り組み」
長崎県臓器移植コーディネーター 竹田 昭子Co
・講演「救急領域における臓器提供について」
長崎大学病院救命救急センター助教 平尾 朋仁 先生
同日14：30から新院内コーディネーター（12名）の委嘱状交付式
第45回会議 （香川大学法学部と共同開催）
日時

平成27年10月2日(金)

15:00～17:00

会場

香川大学 幸町キャンパス

オリーブスクエア多目的ホール

参加者

WG構成員の医師、看護師、臓器移植Co等 43名に加えて、学生、一般聴講者

会議内容 ・講演「日本における臓器移植の現状と課題」
香川大学理事・副学長 (医学部 泌尿器・副腎・腎移植外科教授) 筧 善行 先生
・講演「日独臓器移植法の概観」
香川大学法学部教授 平野 美紀 先生
・講演「臓器配分不正操作の処罰可能性」
マルチン・ルター大学ハレ＝ヴィッテンベルク ヘニング・ローゼナウ教授（刑事法）
コーディネーター 香川大学法学部 平野 美紀教授、佐川 友佳子准教授
第46回会議
日時

平成28年2月24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

医師、看護師、臓器移植Co等 34名

会議内容 ・講演「香川県の取り組みと臓器移植の現状」
香川県臓器移植コーディネーター 吉岡 育代
・特別地域支援事業 院内体制整備の報告
高松赤十字病院 脳神経外科 香川 昌弘 先生
香川大学医学部附属病院 CCU副看護師長 中村 佳代様
・個票調査の報告、症例検討
・各施設から院内体制整備状況についての報告
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（2）香川県法的脳死判定セミナー開催
香川県法的脳死判定セミナーを開催し、意見交換を行うことにより各医療機関での問題点等の共有、
連携を図った。
平成27年度 香川県法的脳死判定セミナー事業内容
日時

平成27年11月3日(火)

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 67名

会議内容

司会進行 香川県立中央病院院長補佐 脳神経外科主任部長 河内 正光 先生
・講演「臓器移植の現状と脳死下臓器提供の流れ」
香川県臓器移植コーディネーター 吉岡 育代
・講演「法的脳死判定について」
香川大学医学部 脳神経外科教授 田宮 隆 先生
・デモンストレーション（脳幹反射・無呼吸テスト・脳波・ABRについて）
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
高松赤十字病院検査部 松原 幸子 先生
・実践（グループに分かれて各項目の実施）
Ａグループ・Ｂグループ：脳幹反射・無呼吸テスト Ｃグループ・Ｄグループ：脳波測定・ＡＢＲ
アドバイザー 香川大学医学部救命救急センター教授 黒田 泰弘 先生

（3）協力施設の体制整備
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
脳死下臓器提供シミュレーション、法的脳死判定シミュレーション、院内勉強会、院内マニュアルの改訂
の支援を行った。
【脳死下臓器提供シミュレーション】
・高松赤十字病院
実施日：平成27年12月19日（土）
・香川大学医学部附属病院

実施日：平成28年3月1日（火）

・香川県立中央病院

実施日：平成28年3月12日（土）

【法的脳死判定シミュレーション】
・香川労災病院

実施日：平成27年12月10日（木）

【院内勉強会】
・高松赤十字病院（病院全体）

実施日：平成27年5月13日（水）、5月20日（水）

・高松赤十字病院（手術室対象）

実施日：平成27年8月17日（月）

・高松赤十字病院（ＩＣＵ対象）

実施日：平成27年9月4日（金）

・香川県立中央病院（病院全体）

実施日：平成27年6月1日（月）、10月5日（月）

・香川大学医学部附属病院（病院全体）

実施日：平成27年10月26日（月）

【院内マニュアルの改訂の支援】
・おさか脳神経外科病院

・香川大学医学部附属病院

・高松赤十字病院
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・香川県立中央病院

（4）患者個票調査
22枚の患者個票を収集し、第46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
H27.5.13(水)
11:30～16:30
H27.6.26(金)
10:00～16:30
H27.8.28(金)
13:30～17:00

会議名

研修内容

会 場

全国あっせん事業体制整備推進会議・
報告、症例検討 他
都道府県臓器移植Co研修会

AP浜松町（東京）

DAP導入セミナー

東邦会館（東京）

講義、グループワーク 他

サンポート高松
（香川）

中国四国地区コーディネーター会議 報告、症例検討 他

H27.11.17(火) 中国四国地区コーディネーター会議 報告、症例検討 他

JOT西日本支部内
会議室（大阪）

全国あっせん事業体制整備推進会議・
報告、症例検討 他
都道府県臓器移植Co研修会

新大阪丸ビル別館
（大阪）

H27.11.18(水) ～19(木)

H28.1.24(日)
13:30～16:30

脳死下臓器提供施設研修会

講演「院内体制整備事業」 、
大阪府立
『香川県の取り組みについて』発表 国際会議場（大阪）

H28.1.27(水) ～28(木)

都道府県臓器移植コーディネーター
報告、症例検討 他
研修会

AP浜松町（東京）

H28.2.26(金)
13:30～16:30

中国四国地区コーディネーター会議 報告、症例検討 他

ピュアリティまきび
（岡山）

（6）パンフレット『香川県からのお知らせ』
臓器提供意思確認パンフレットと、脳死パンフレットを一冊にまとめた仕様に改訂した。
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による講義・講演の実施
県内の警察学校や高等学校の学生等を対象とした出前授業の開催、高松東ライオンズクラブ例会等
で臓器移植に関する知識の普及啓発に努めた。
【学校授業】
日 時
内 容
H27.7.10(金)
・臓器提供と検視について ・臓器提供の流れと現状
13:00～15:00
H27.10.29(木)
臓器移植を通して 『いのちの教育』
14:20～16:10
H27.11.13(金)
臓器移植についての座談会
15:50～16:40

学校名・参加者
香川県警察学校
検視実務専科（25名）
観音寺中央高等学校
１年生（186名）
観音寺中央高等学校
医療進学希望者（１～３年生）

【講演・研究発表】
日 時
内 容
H27.8.11(火)
高松東ライオンズクラブ例会 「臓器移植の現状と課題」
18:30～19:10
H27.8.29(土) 第33回 中国四国臨床臓器移植研究会
13:00～18:15 「香川県における臓器移植に関する意識調査を用いた取り組み」
H28.2.3(水)
香川県高松東倫理法人会モーニングセミナー 「臓器移植とは・・・」
6:00～7:00
H28.3.18(金)
第14回 かがわ臓器移植研究会 「臓器移植の動向・課題」
19:00～20:15
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会 場
高松国際ホテル
ＪＲホテルクレメント高松

㈱プロスパーサンダ

かがわ国際会議場

（2）その他フォーラムへの参加 （参加者：香川県臓器移植コーディネーター 吉岡育代）
日 時
内
H27.10.25(日)
香川県腎臓病協議会 主催
10:00～12:00

容

会 場

第７回県民フォーラム

香川県社会福祉総合センター

（3）一般普及啓発
・財団だより 第10号の配布 300部
・臓器提供に関するステッカーシールの配布
県内関係医療機関、県有施設、市町などに昨年度末から順次貼付け依頼を行い、6月にはアンケート
を実施し、要望施設に追加配布した。 409部
・グリーンリボンドライバーステッカーの配布
県内バス会社、タクシー会社、レンタカー会社、自動車学校に貼付け依頼を行った。 1,824枚
・臓器提供意思表示カード付きリーフレット等の配布
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、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。
※配布部数
臓器提供意思表示カード付きリーフレット

2,680枚

臓器提供意思表示カードうどん県オリジナル版

3,081枚

意思表示説明用リーフレット

8,392枚

小冊子「いのちの贈りもの あなたの意思で救える命」

3,226枚

【イベント、キャンペーン】
日 時
内 容
H27.8.4(火) 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
12:00～16:00
H27.10.4(日) 第35回臓器移植推進キャンペーン （献血推進運動と合同）
ネイルアート体験、キーホルダー作成
13:00～15:00
H27.10.16(金)
グリーンライトアップ
18:00～22:00
H27.10.24(土) 臓器移植普及推進イベント
キーホルダー作成
14:00～16:00
H28.2.4(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
10:00～16:00
【県民公開講座】
日時 ・ 会場

内

会 場
東かがわ商工会大内支所会館
丸亀町壱番街前ドーム広場
香川大学医学部附属病院
高松赤十字病院
さぬきこどもの国
東かがわ商工会大内支所会館

容

かけがえのない『命』について大切な人と話そう －臓器移植を通して－
講演会①『命の大切さを伝えたい』～臓器提供を受けて～
北海道札幌西陵高等学校 教諭 横山 美紀 先生
講演会②『最先端医療を志す者として思うこと』
H28.1.16(土)
岡山大学病院 臓器移植医療センター 教授 大藤 剛宏 先生
13:00～16：30 パネルディスカッション 『提供と移植』 本人の意思を活かすために私たちに何ができるか
パネリスト：横山 美紀 先生、
かがわ国際会議場
香川県立中央病院院長補佐 脳神経外科主任部長 河内 正光 先生、
香川県臓器移植コーディネーター 吉岡 育代
参加者数 170名余り
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【広報活動】
媒 体
内 容
県庁舎内テレビ
普及啓発映像集の上映
及 東館ロビー
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
ＪＲ四国高速バス プラント合併号」を座席網ポケットに掲示
高松⇔京阪神（大阪・神戸・京都）路線
ＲＮＣラジオ「こんにちは香川県です」に出演
県政ラジオ
（出演者：香川県臓器移植コーディネーター 吉岡 育代）
OHK岡山放送「サン讃かがわ+」に出演
県政テレビ
（出演者：香川県医務国保課主事 高橋 直也）
みんなの県政THEかがわ「みんなの便利帳」に掲載
広報誌
（H27.10.4 第35回臓器移植推進キャンペーン案内）

放送日・掲載期間

平成27年度中
平成27年9月中
H27.9.25(金)
H27.9.27(日)
平成27年10月号

5．その他
（1）厚生労働大臣感謝状 （贈呈式：平成27年11月9日（月） 香川県庁）
平成14年に香川県臓器移植ワーキンググループ会議を立ち上げ、臓器移植推進体制を構築し、県
内の臓器移植の推進に尽力されている香川大学理事・副学長の筧 善行先生（医学部泌尿器・副腎・腎
移植外科教授）がその功績を称えられ、厚生労働大臣感謝状が贈呈された。

（2）平成27年度職員褒賞（香川県知事褒賞）受賞 （授与式：平成28年3月31日（木） 香川県庁）
香川県臓器移植コーディネーター吉岡育代Coが功績を称えられ、職員褒賞が授与された。
香川県で唯一人のコーディネーターとして、(公社)日本臓器移植ネットワークや医療機関等と連携し
ながら、臓器移植の普及啓発と体制整備に日々尽力されている。
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