
 

 

平成３０年度 公益財団法人 鹿児島県角膜・腎臓バンク協会 

事 業 報 告 

 

 

１ 移植医療に関する知識の普及啓発に関する事業 

 

１）一般への普及啓発 

（１）臓器移植普及推進月間 

①平成 30年度臓器移植普及推進キャンペーンへの参加 

実施日：10 月 1日 

場所：鹿児島中央駅構内 

臓器移植に関するリーフレット、普及啓発グッズ等の配布、臓器移植に関する資

材等の設置 

  ②ＦＭラジオの番組、ＣＭを使っての周知 

推進月間の意義、移植医療の現状等についてＦＭかごしまの生番組、20秒のスポットＣ

Ｍ35本を介して広く県民に広報 

   ③グリーンリボンライトアップ 

ドルフィンポート なぎさタワーのライトアップ 実施日：10月 1日～10月 7日 

   ④屋外大型ビジョンでの啓発動画放映 

     実施日：10月 1日～10月 31日 

     場所：天文館ビジョン  

佐藤秀峰氏の臓器提供について意思表示を呼びかける映像の放映 1,128本 

 （２）イベント会場等での普及啓発 

  ①陸上自衛隊川内駐屯地創立 33周年記念行事 

   実施日：4月 1日 

場所：陸上自衛隊川内駐屯地 

   川内第一ライオンズクラブ協力のもとグリーンリボンストラップ作成コーナーを

設け、来場者へ体験記念品として同ストラップ、啓発資材等を配布 244名 

臓器提供の意思表示に関するアンケート実施 

②ライオンズクラブ年次大会での講話 

    実施日：4月 21日 

    場所：鹿児島サンロイヤルホテル 

       ライオンズクラブ国際協会 337-D 地区 第 64 回年次大会地区ドナー推進委員会研

修会にて移植コーディネーターが講話、啓発資材を配布 60名 

③平成 30年度 目の健康講座 

   実施日：7月 2日 

   場所：鹿児島県医師会館 

意思表示リーフレット、移植体験者手記など配布 135名 

  ④救急医療講演会 

実施日：9月 7日 



 

 

場所：奄美文化センター 

大島郡医師会主催：移植コーディネーターによる講演、来場者へ啓発資材等を配

布 250名 

⑤第 35回市民健康まつり 

実施日：9月 8日 

場所：宝山ホール 

鹿児島市医師会の協力のもと、来場者へ啓発資材等を配布 780名 

⑥鹿児島大学医学部第 36回桜ヶ丘祭 

    実施日：11 月 10日～11月 11日 

    場所：鹿児島大学桜ヶ丘キャンパス 

       鹿児島市腎友会と協力しグリーンリボンストラップ作成コーナーを設け、来場者

へ体験記念品として同ストラップ、啓発資材等を配布 260名 

       臓器提供の意思表示に関するアンケート実施 

   ⑦メッセージ入りうちわの配布  

 実施日：8月上旬～中旬 

場所：桜島納涼観光船乗り場 

   臓器提供意思表示に関するメッセージ入りうちわ 500本を乗客へ配布  

   ⑧加治木かもだ通り初市 

実施日：3月 2日 

場所：かもだ通り 

       大井病院協力の下、グリーンリボンストラップ作成コーナーを設け、来場者へ体

験記念品として同ストラップ、啓発資材等を配布 109名 

       臓器提供の意思表示に関するアンケート実施 

 （３）公開講座の実施 

   実施日：1月 20日 

   場所：薩摩川内市国際交流センター 

   内容：講演「震災時、移植患者と腎不全患者の対応と対策」 

      講師 魚沼基幹病院 泌尿器科部長 中川由紀先生 

      講演「県内の移植医療の状況」 

      講師 鹿児島大学病院 泌尿器科 講師 山田保俊先生 

２）教育機関における普及啓発 

 （１）看護学校 28校へ移植医療に関する出前セミナー案内文書を発送 

    仁心看護専門学校 県立奄美高等学校 川内看護専門学校高等課程 にて講義を行う 

 （２）医学部での普及啓発 

    鹿児島大学医学部医学科 3年生 移植体験者の手記等配布 110名 

３）関係団体への啓発協力依頼 

 （１）ポスターの掲示、講演、資材設置協力依頼等 

   院内コーディネーター設置医療機関 28 施設 県医師会 県看護協会 県薬剤師会（資材

補充案内文書発送協力） 県薬剤師会会員薬局 県歯科医師会 ライオンズクラブ 

鹿児島県腎臓病協議会 鹿児島県移植者の会 



 

 

 （２）グリーンリボンドライバーステッカーの車輌への掲出協力依頼 

   県指定自動車教習所協会 県内 31の教習所  

 （３）図書館での特設コーナー設置協力依頼 

   鹿児島市，姶良市，薩摩川内市の公立図書館へ、移植に関する書籍特設ブース設置協力

依頼 

４）ホームページ・Ｆａｃｅｂｏｏｋを活用した啓発 

 イベントの案内や院内研修会、アンケート結果などの情報を随時発信 

５）メッセージ入り支援型自動販売機の設置について 

 医療機関等敷地内に移植医療の啓発メッセージ入り自動販売機を設置、この売上金の一部を

当協会に寄附して貰う支援型自販機の設置を、コカ・コーラボトラーズジャパン社の協力に

より行う（現在１３台設置） 

          

２ 眼球提供者の募集及び登録管理に関する事業並びに角膜のあっせんに関する事業 

 

新規ドナー登録者数          

 ドナー登録者数 

平成 30年度 5 人 

 

 

県内の角膜移植・提供者数 

 提供数 移植数 

平成 30年度 1 人 2 人 

 

県内ドナー情報対応総数 2件 

移植施設との連携 

提供施設への報告（レシピエント経過報告等） 

角膜提供希望者の登録内容変更、角膜提供登録票の発行 

アイバンク登録についての問い合わせ対応 

アイバンク広域活動地区別連絡会・全国アイバンク連絡協議会へ参加 

アイバンクワークショップセミナーへ参加  

郵便局へアイバンクポスター掲出協力依頼 44局 

 

３ 臓器提供者と臓器移植希望者との調整協力事業 

 

１）あっせん関係業務 

県内の臓器提供・移植者数 

※臓器のあっせん （公社）日本臓器移植ネットワークが所管    

 提供数 移植数 

平成 30年度 1 人 0 人(腎臓) 

   ・脳死下臓器提供（提供臓器： 心臓 肺 肝臓 膵臓 腎臓 ） 



 

 

 ２）ドナー候補者発生時の連絡調整 

県内ドナー情報対応総数 4件  

 提供医療機関及び関係機関との連絡調整 ご家族への対応 臓器提供過程の記録  

提供施設への報告（レシピエント経過報告等） 

３）関係機関への協力依頼、連絡調整 

臓器提供時の関係機関への協力依頼、体制整備を行う 

検視：県警察本部 県警察学校 

臓器搬送：県防災航空センター 奄美空港事務所 大島地区消防組合 

移植施設：鹿児島大学病院  

行政機関：県健康増進課    

 

 ４ 医療機関における臓器移植に係る医療体制の整備に関する事業 

  

１）院内体制整備支援 

資料提供 マニュアル作成への対応 情報交換 資材設置協力依頼 

２）院内研修会等での講義 

出水総合医療センター 県立大島病院 鹿児島大学病院 県民健康プラザ鹿屋医療センター 

３）臓器提供ワークショップの開催 

臓器提供ワークショップ～鹿児島～「終末期患者の Wishを叶えるには」 

  日時：平成 30年 8月 4日（土） 10時 00分～16時 40分 

  場所：鹿児島市立病院 多目的ホール 

  内容：講演：「終末期患者の権利と臓器提供」 「あなたならどうする？」 

     講師：奈良県総合医療センター 救命救急センター 竹田洋樹先生 

講演：「終末期患者とグリーフ」 

講師：鹿児島大学病院 看護師 岩坪笑先生 

講演：「ファミリーアプローチ」 

講師：鹿児島市立病院 看護師 久保長美先生 

ランチョンセミナー 

講師：県立大島病院 救命救急センター 中村健太郎先生 

講師：県立大島病院 看護師 坂元あゆみ先生 

講演：「ドナーマネジメント」 

講師：県立大島病院 救命救急センター 中村健太郎先生 

グループワーク 

① Bad Newsの伝え方 ②ドナーの適応判断  

講師：上記 5講師 

鹿児島市立病院 看護師 西園さつき先生  

     参加者数：11施設 38名 

４）5類型施設研修会の開催 

 平成 30年度 5類型施設研修会 

日時：平成 30年 10月 19日（金） 18時 00分～20時 15分 



 

 

場所：鹿児島市立病院 多目的ホール 

内容：症例報告 県立大島病院  医師 中村健太郎先生・看護師 坂元あゆみ先生 

講演：「本邦における肝移植の現状と課題」 

   講師：愛媛大学大学院医学系研究科 肝胆膵・乳腺外科学講座  

教授 高田泰次先生  

      参加者数：10施設  47名 

５）移植医療推進連絡会の開催 

平成 30年度鹿児島県移植医療推進連絡会 

  日時：平成 31年 2月 1日（金） 18時 30分～19時 30分 

  場所：鹿児島大学医学部 臨床講義棟３階 第５講義室  

  内容:講演：「臓器提供は誰のために行うか」 講師：聖隷浜松病院 渥美生弘先生 

講演：「院内移植コーディネーター活動の実際」講師：聖隷浜松病院 林美恵子氏  

   参加者数：19施設 79名  

６）移植医療推進会議の開催 

①日時：平成 30年 7月 17日（火） 17時 05分～17時 50分 

場所：県庁 会議室 

内容：平成 30年度臓器提供及び臓器移植に関する事業の進捗状況について 

②日時：平成 31年 3月 4日（月） 17時 00分～18時 15分 

場所：県庁 会議室 

内容：平成 30年度臓器提供及び臓器移植に関する事業の報告 平成 31年度事業内容に

関する協議 

 

５ 臓器移植希望者に対する支援事業 

 

１）相談業務 

（１）移植希望者、一般からの問い合わせ対応 9件 

ＨＬＡ検査に係る助成金について 等   

 （２）透析施設等への対応 

   献腎移植希望者登録手続き，移植施設について 等 4医療機関 

２）腎臓移植希望者の新規登録時の組織適合検査費用の補助 

組織適合検査費用補助 16名 

 

６ コーディネーターの資質の向上に向けた研修会等への派遣 

 

１）日本臓器移植ネットワーク主催 

 あっせん事業体制整備事業全国会議 2回 

 九州沖縄コーディネーター連絡会議 2回 

  都道府県臓器移植コーディネーター研修 3回 

  ブロックミーティング 1回 

  ドナー家族のための集い 1回 



 

 

    

 ２）その他 

腎移植・血管外科研究会 長崎県移植情報担当者協議会 九州腎臓移植研究会  

日本泌尿器科学会総会 日本移植学会 鹿児島腎移植看護セミナー 

日本臨床腎移植学会 福岡県臓器提供普及協議会 鹿児島県人工透析研究会  

南九州腎移植エキスパートミーティング  

 

７ 庶務に関する事項 

 

 １）会議に関する件 

（１）理事会 

①第 1回理事会（平成 30年 6月 6日） 

出席役員氏名 池田理事長、鵜木副理事長,西俣,前田,中川,の 5理事 

草野、濵上の 2監事 

   平成 29年度事業報告について 

   平成 29年度収支決算について 

   顧問税理士との業務契約書の締結について 

   第 1回評議員会の招集について 

  ②第 2回理事会（平成 31年 3月 12日） 

出席役員氏名 池田理事長,鵜木副理事長,西俣,前田,久米の 5理事 

草野、濵上の 2監事 

  平成 30年度決算見込について 

  平成 31年度事業計画（案）について 

平成 31年度収支予算（案）について 

第 2回評議員会の招集について 

（２）評議員会 

①第 1回評議員会（平成 30年 6月 26日） 

出席評議員氏名 鎌田、坂上、原田、沼上、逆瀬川の 5評議員 

役員の補充について    

評議員の任期満了に伴う改選について 

平成 29年度事業報告について 

  平成 29年度収支決算について 

 ②第 2回評議員会(平成 31年 3月 26日) 

出席評議員氏名 鎌田、坂上、原田、沼上、逆瀬川の 5評議員 

  平成 30年度決算見込について 

  平成 31年度事業計画（案）について 

平成 31年度収支予算（案）について 

２）賛助会員募集 

 鹿児島県医師会、鹿児島県薬剤師会協力の下、会報に案内を同封、傘下会員へ送付 

 各郡市医師会、製薬会社等へ送付 



 

 

  平成 30年度 賛助会員数 105名 賛助金 1,120,000円 

３）会報誌の発行 

 平成 30 年度分 当協会活動を記した会報誌「鹿児島県角膜・腎臓バンク協会だより第 4 号」を

発行 


