平成２７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

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２７年６月１０日）
出席役員氏名

池田理事長、高橋副理事長、西俣、長野、前田、中川、竹田、松岡の八
理事、草野、田所の二監事

役員の改選について（任期満了に伴う）
平成２６年度予算の補正について
平成２６年度事業報告について
平成２６年度収支決算について
・何れも原案通り承認
②第２回理事会（平成２７年６月３０日）
出席役員氏名

池田理事長、高橋副理事長、西俣、長野、前田の五理事、田所監事

代表理事の選定について
・

選定

③第３回理事会（平成２８年３月８日）
出席役員氏名

池田理事長、高橋副理事長、西俣、長野、前田、中川、竹田の七理事、
草野監事

平成２７年度決算見込み・補正予算（案）について
理事の補充と副理事長の互選について
・高橋正孝副理事長勇退に伴い協議の結果、鵜木一彦氏を新たに理事として補充し、
副理事長とすることで了承
平成２８年度事業計画（案）について
平成２８年度収支予算（案）について
・何れも原案通り承認可決
（２）評議員会
①第１回評議員会（平成２７年６月３０日）
・出席評議員氏名

鎌田、仮山、原田、福島、坂上の五評議員

役員の改選について
平成２６年度予算の補正について
平成２６年度事業報告について
平成２６年度収支決算について
・何れも原案通り承認
②第２回評議員会(平成２８年３月２３日)
出席評議員氏名

鎌田、仮山、原田、福島、沼上、坂上の六評議員

平成２７年度決算見込み・補正予算（案）について
理事の補充と副理事長の互選について

・高橋正孝副理事長勇退に伴い、協議の結果、鵜木一彦氏を新たに理事として補充し、
副理事長とすることで了承
平成２８年度事業計画（案）について
平成２８年度収支予算（案）について
・何れも原案通り承認可決

２）賛助会員募集
平成２６年度から実施している賛助会員を募集
鹿児島県医師会、鹿児島県薬剤師会、鹿児島県歯科医師会協力の下、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２７年度 賛助会員数 ７５名

賛助金８４８，０００円

３）会報誌の発行
平成２７年度より当協会活動を記した会報誌「鹿児島県鹿角膜・腎臓バンク協会だより」
を発行
２

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２７年度臓器移植普及推進キャンペーンへの参加
日時：１０月１日（木）
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、ぐりぶーによる普及
啓発、アンケート（意思の表示・非表示のどちらか）の実施、臓器移植に関する
バナーの設置
②ＦＭラジオの番組、ＣＭを使っての周知
同推進月間の意義、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ＣＭ３５本等を介して広く県民に広報
③ドルフィンポート なぎさタワーのライトアップ
日時：１０月１日（木）～１０月１３日（火）
ドルフィンポート内「なぎさタワー」のグリーンライトアップ
④第３０回国民文化祭かごしま２０１５ リハーサル会場での普及啓発
日時：１０月１８日（日）
場所：鹿児島アリーナ
開会式リハーサル参加者に対しメッセージ入りマスク等資材配布（約４００名）
（２）イベント会場等での普及啓発
①腎臓移植公開講座
日時：４月２５日（土）
場所：鹿児島県医師会館
移植体験者手記など３００セット配布
②平成２７年度 目の健康講座

日時：７月５日（日）
場所：鹿児島県医師会館
移植体験者手記など２００セット配布
③鹿児島大学医学部桜ヶ丘祭にてブース出展
日時：１１月２１日（土）～１１月２２日（日）
場所：鹿児島大学桜ヶ丘キャンパス
グリー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

約２００名

④メッセージ入りうちわの配布
日時：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４９０本を乗客へ配布
⑤ライオンズクラブ例会での講話
日時：２月２４日（水）
場所：城山観光ホテル
鹿児島城山ライオンズクラブ第１，０００回記念合同例会にて講話、啓発資材の
配布
⑥鹿児島市役所封筒への広告掲載
日時：８月～１年間
鹿児島市役所で使用される角型２号・長型３号 ６０，０００部に意思表示に関す
る広告掲載
２）教育機関における普及啓発
看護学校１８校へ移植医療に関する出前セミナー案内文書を発送
（１）看護学校での講演
９月２日（水）鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 １～３年生、教職員

１４０名

（２）医学部での普及啓発
２月５日（金）

鹿児島大学医学部医学科４年生

移植体験者の手記等配布

１２３名

３）関係団体への啓発協力依頼
（１）ポスターの掲示、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

県歯科医師会

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 ライオンズクラブ
交通安全協会
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貼付協力依頼
県指定自動車教習所協会から協力を得て、１０月６日に贈呈式を開催、教習車輛へ
６２０枚の貼付協力を依頼。３１の教習所へポスター掲出も依頼する
４）ホームページによる普及啓発
イベントの案内や院内研修会、学校での講演などの情報を随時発信
５）ｆａｃｅ ｂｏｏｋを活用した啓発
イベントの案内や院内研修会、学校での講演などの情報を随時発信
提供施設・移植施設や協力団体へ、意思表示写真掲載の協力を依頼する

写真掲載：徳田脳神経外科病院 県健康増進課 県医師会事務局 鹿児島大学病院泌尿器科
協力依頼：小原病院

サザン・リージョン病院 川内市医師会立市民病院

鹿児島赤十字病院

鹿児島市保健所

６）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の自動販売機を設置、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・ウエスト社の協力により行う
２７年度新規設置施設：姶良地区医師会

天陽会中央クリニック

出水郡医師会広域医療センター
院

３

内山病院 三宅病院

大口温泉リハビリテーション病

池田病院（鹿屋）

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２７年度

０人

県内の角膜移植・提供者数
提供数
平成２７年度

移植数
４人

４人

・県外へあっせん：菅井眼科麻酔科医院１人，福岡大学病院２人
県内ドナー情報対応総数

７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）
ドナーファミリーへ感謝状等の送付
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
日本アイバンク協会による情報システム稼働についての対応（アイバンクワークショップセミナー参加）

４

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
平成２７年度

移植数
１人

・脳死下臓器提供１人（提供臓器：心臓 肝臓
・県内での移植臓器：腎臓
２）ドナー候補者発生時の関係機関との連絡調整
県内ドナー情報対応総数
県外支援 １件

７件

１人

膵臓 腎臓）

提供医療機関及び関係機関との連絡調整

ご家族への説明 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
（１）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：県警察本部

県防災航空センター 鹿児島市消防局 県土木部港湾空港課

県地域医療整備課 奄美空港事務所 大島地区消防組合

鹿児島空港事務所

ノエビアアビエーション
移植施設：鹿児島大学病院 鹿児島徳洲会病院
ＨＬＡ検査：福岡赤十字病院 鹿児島大学病院（今後実施に対しての協議）
行政機関：県健康増進課
４）臓器提供希望者への対応
臓器提供希望者からの問い合わせ対応

５

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 マニュアル見直しへの対応 情報交換 体制整備の確認
ポスター掲示

資材設置協力依頼

２）院内研修会等での講義
県立大島病院

出水総合医療センター 徳田脳神経外科病院

３）移植推進連絡会の開催
第１６回鹿児島県移植医療推進連絡会
日時：平成２７年７月３１日（金） １８時００分～２０時１５分
場所：鹿児島市勤労者交流センター
内容：院内移植コーディネーター委嘱状交付
移植医療の現状、鹿児島県の取り組み
症例報告：鹿児島市立病院 石井毅先生

中島

友杉哲三先生

鶴田美佐子先生

寛之先生 児玉哲朗先生

情報交換
参加者数：２６施設 ７５名
４）脳死下臓器提供施設研修会の開催
第４回鹿児島県脳死下臓器提供施設研修会
日時：平成２８年２月６日（土） １３時４５分～１７時００分
場所：鹿児島大学病院総合臨床研修センター
内容：講演：
「脳死下臓器提供の流れ」
講師：日本臓器移植ネットワーク 鮫島 由紀子 さん
講演：
「法的脳死判定における注意点～第三者検証会議結果をふまえて～」
「臓器提供の選択肢提示は、ＩＣか？情報提供か？」
講師：飯塚病院 名取

良弘 先生

法的脳死判定実技 ①前提条件・除外例・脳幹反射 ②無呼吸テスト ③脳波測定・

ＡＢＲ
講師：鹿児島市立病院

友杉 哲三先生

山田 和男先生

穂木 友紀子先生

参加者数：７施設 ３８名
５）移植医療推進会議の開催
①日時：平成２７年７月３１日（金） １７時００分～１７時３０分
場所：鹿児島市勤労者交流センター
内容：平成２７年度臓器提供及び臓器移植に関する事業の進捗状況の報告、今後の展開
に関する協議
②日時：平成２８年３月９日（水） １７時００分～１８時００分
場所：鹿児島県庁行政庁舎２階

会議室２‐保‐１

内容：平成２７年度臓器提供及び臓器移植に関する事業の報告 平成２８年度事業計画
に関する協議

６

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
レシピエント登録方法

ＨＬＡ検査助成について 等

（２）透析施設等への対応
腎臓移植希望者用パンフレット等送付 登録方法の説明
上山病院 林泌尿器科クリニック
沖永良部徳洲会病院 昭南病院

にしだ泌尿器科 奄美中央病院

仁クリニック

志布志中央クリニック

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

７

１１名（３０，０００円／人）

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

・日本臓器移植ネットワーク主催
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 ２回
九州沖縄コーディネーター連絡会議

２回

九州沖縄コーディネーター研修
・日本アイバンク協会主催
第３８回全国アイバンク連絡協議会
第２９回アイバンクワークショップセミナー
・その他
市民公開講座

九州腎臓移植研究会 南九州腎移植エキスパートミーティング

メディアワークショップ

宮崎県腎臓提供協力病院連絡会議

