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Ⅰ 平成２９年度事業の実施状況 

 

１．概要 

平成９年に臓器移植法が施行され、脳死後での臓器移植が制度化された。 

また、平成２２年に施行された改正臓器移植法では、本人の意思が不明な場合で

あっても、家族の承諾により脳死後の臓器提供が可能となり、臓器移植の進展が期

待された。 

しかし、眼球を除く臓器については、脳死下、心停止下を合わせた年間の提供件

数は、昨年は１１１件と５年振りに１００件台に達したものの、臓器移植希望登録

者数に比べ臓器提供が極めて少ないという状況には変わりがない。 

本県においては、これまで脳死下臓器提供が１件、心停止下臓器提供が５件あっ

たが、昨年は献眼が２件あったものの、眼球以外の臓器提供はなく、全国と同様、

提供件数が少ない状況が続いている。 

こうした中、昨年は、移植医療の推進を担う県内唯一の公益法人として、関係機

関・団体と連携し、臓器及び組織の移植等に関する知識の普及と角膜移植を含めた

臓器移植及び組織移植のための諸条件の整備、援助等の事業を行い、移植医療推進

の環境づくりに努めたところである。 

平成２９年度の事業実施状況は、次のとおりである。 

    

２．移植医療等の普及啓発事業の実施 

 (1)臓器移植推進街頭キャンペーンの実施 

      臓器移植普及推進月間及び眼の愛護デーの一環として、関係機関との共催で臓器

移植推進街頭キャンペーンを実施し、臓器提供意思表示カード等の配布と、献眼登

録の呼びかけを行った。 

日 時：平成２９年１０月１日(日) １０:００～１２:００ 

場 所：秋田駅東西連絡自由通路(ぽぽろーど)、秋田駅前仲小路（大屋根部分） 

参加者：ライオンズクラブ会員、秋田県腎臓病患者連絡協議会会員等 40名 

                （配布資料：３,０００部） 

 

 (2)グリーンリボンキャンペーン２０１７ in AKITA 臓器移植法施行 20 周年記念市民

公開講座「いのちのリレー～提供者・移植者の想い～」 

      移植医療の知識の普及と臓器移植に対する理解を深めるため、全国的に実施され

るキャンペーンの一環として普及啓発事業を実施した。また、臓器移植法施行２０

周年を記念して、移植医療へ多大なご貢献を頂いた３団体に対し、感謝状を贈呈し

た。 

        日 時：平成２９年１０月１５日（日）１３:３０～１５:３０ 

        場 所：秋田県ゆとり生活創造センター 遊学舎 



    参加者：６２名 

内 容：講演１ 

        ・「患者さんが大切にされること、一人ひとりの思いが大切にされる

こと」 

          公益財団法人富山県移植推進財団 

          富山県臓器移植コーディネーター 高橋 絹代 氏 

        講演２ 

        ・「腎臓移植を受けた方の体験談」 

        感謝状贈呈団体:ライオンズクラブ国際協会３３２―Ｆ地区 

             秋田県眼科医会 

             秋田県腎臓病患者連絡協議会 

     

 (3)種苗交換会／移植医療普及推進キャンペーン 

   大規模なイベントである種苗交換会の会場において、関係資料の配布、アンケー

ト調査等を実施しながら移植医療の普及啓発を行った。  

       日 時：平成２９年１０月３１日～１１月６日 ９:００～１６:００ 

       場 所：由利本荘市総合体育館（由利本荘市） 

       参加者：ライオンズクラブ会員、秋田県腎臓病患者連絡協議会会員等 

 

(4)秋田厚生医療センター病院祭への参加 

    秋田厚生医療センター病院祭の会場において、関係資料の配付、アンケート調査

等を実施しながら移植医療の普及啓発を行った。 

        日 時：平成２９年１０月１４日（土）９:００～１３:００ 

    場 所：秋田厚生医療センター 

 

(5)秋田魁新聞への広告掲載 

   健康保険証等裏面の意思表示欄の周知や意思表示の促進並びに当協会が１０月

に開催した「グリーンリボンキャンペーン２０１７ in AKITA」を広く周知するた

め、秋田魁新聞に広告を掲載した。 

  掲載日：平成２９年１０月３日（火）、１０月９日（月・祝日） 

 

(6)健康保険証等裏面の意思表示欄周知並び意思表示促進のポスターの作成 

   健康保険証等裏面の意思表示欄周知並びに意思表示促進のポスターを作成し、 

  医療機関等に掲示を依頼した。 

 配布箇所：医療機関、市町村、県内看護学校、県関係機関、県内報道機関、 

県内ライオンズクラブ 

配布枚数：８００部 

 

(7) グリーンリボンドライバーステッカーの配布 



   運転免許証裏面での意思表示促進のため、秋田県知事にグリーンリボンドライバ

ーステッカーを贈呈し、県の公用車や県職員の乗用車への貼付の協力を依頼した。 

    配布枚数：５００枚 

 

 (8)移植医療に関する啓発冊子等の配布（再掲） 

      街頭キャンペーン、種苗交換会といった大規模なイベント会場等において、県、

秋田市、ライオンズクラブ、秋田県腎臓病患者連絡協議会等の協力を得ながら移植

医療に関する啓発冊子等を配布し、臓器提供の意思表示や献眼登録の呼びかけを行

った。 

   また、｢新成人の集い｣実施市町村に対し、臓器提供に関するリーフレット等の配

布を依頼した。 

 

(9)臓器不全の予防に関する普及啓発事業の実施 

腎臓病に対する知識の普及と臓器移植に対する理解を深めるため、関係団体と共

催で「腎臓病を考える集い」を開催した。 

        日 時：平成２９年１１月５日（日）１０:００～１２:００ 

        場 所：秋田県社会福祉会館 

内 容：「透析導入を遅らせるための食事について」 

        公益社団法人秋田県栄養士会 

        副会長 大楽 香子 先生 

     

(10)講師の依頼への対応 

     教育機関等からの講師要請に対応し、「いのちを考える学習会」などの講演を

通して移植医療の普及啓発を図った。 

①平成２９年 ９月 ４日（月）秋田市立桜小学校（参加者２２７名） 

②平成２９年１１月 １日（水）秋田県立雄勝高等学校（参加者９６名） 

③平成２９年１２月 ２日（土）秋田市立雄和中学校（参加者９９名） 

④平成２９年１２月１２日（火）秋田県警察本部（臓器提供時検視対応研修会） 

⑤平成３０年 ２月２８日（水）秋田県立湯沢翔北高等学校（参加者１７８名） 

 

(11)イオングループの支援対象団体への登録 

    イオングループが実施している社会貢献推進のためのレシートキャンペーンに

よる支援対象団体への登録を行い、毎月１１日に開催される黄色いレシートキャン

ペーンに参加し、移植医療の推進を呼びかけた。 

 

(12)県政ラジオ広報番組への収録・放送 

   臓器移植法施行 20 周年等移植医療を広く周知するため、県政ラジオ広報番組を

利用して広報した。 



放送日時：平成２９年１１月 ７日（火） FM秋田７:５０～７:５５ 

 

3. 相談・助言に関する事業 

一般県民を対象に、移植医療全般について、電話、メール、面談等による相談に 

応ずるとともに、医療関係者からの移植医療制度や具体的な手続等の相談に応じた。 

 

4．臓器移植環境整備事業の実施 

 (1)秋田県院内臓器移植コーディネーター研修会の開催 

      臓器移植に関する知識の習得、臓器提供・移植発生症例の検討のほか、病院間の

情報交換を図るため、「秋田県院内臓器移植コーディネーター研修会」を開催した。 

日 時：平成２９年 ８月２５日（金）１４:００～１６:００ 

場 所：秋田拠点センターALVE 秋田市民交流プラザ・多目的ホール B 

参加者：３０名（１２医療機関） 

 

        内 容：報告 

                ・「臓器提供の現状と当協会の普及啓発活動について」 

                    公益財団法人あきた移植医療協会  

           秋田県臓器移植コーディネーター 佐々木 聡 

・「アイバンクについて」 

公益財団法人あきた移植医療協会 

アイバンク・組織移植コーディネーター 星 陽子 

                講演 

                ・「ドナー家族の心理とその対応～脳死患者家族を中心として～」 

          日本医科大学武蔵小杉病院 

          臨床心理士 重村 朋子 氏  

 

(2) 院内研修会の開催 

臓器提供施設関係者の臓器移植に対する理解を深めるとともに、臓器提供の意

思を持つ患者や家族の支援のあり方を考える院内研修会を開催した。 

  ① 

日 時：平成２９年 ９月２２日（金）１７:３０～１９:００ 

        場 所：大曲厚生医療センター 大会議室 

        参加者：６２名 

        内 容：講演 

「円滑な臓器移植を目指して」 

茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院 土浦協同病院 

脳神経外科 山本 信二 先生 

医事課 課長 額賀 正臣 氏 



臨床検査技師 小山 孝明 氏 

看護師・院内臓器移植コーディネーター 西森 志乃 氏 

② 

日 時：平成２９年１０月１６日（月）１８:００～１９:３０ 

        場 所：平鹿総合病院 講堂 

        参加者：５７名 

        内 容：講演 

「こどもの脳死下臓器提供の現状とその意義」 

富山大学附属病院 

小児科 診療講師 種市 尋宙 先生 

 

 (3)秋田県移植医療推進委員会の開催 

   秋田県内の移植医療の推進を図るため、県内の移植医療関係者による移植医療推

進委員会を設置し、もって県民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とし開催

する。 

    日 時：平成２９年１２月 ８日（金）１４:００～１６:００ 

        場 所：秋田県総合保健センター ３階 第３研修室 

        参加者：委員１１名、有識者５名 

    内 容：議題 

・「平成２９年度事業報告・平成３０年度事業計画（案）について」 

・「情報提供用冊子の活用等について」 

・「移植医療推進委員会設置要綱の改正について」 

 

(4) 入院患者に対する意思表示啓発資料の配付（新事業） 

   移植医療への理解と臓器提供に関する意思表示の推進を目的として、医療機関の

協力のもと、臓器移植普及推進月間である 10月に入院された患者へ意思表示啓発

資料を配付した。 

配布箇所：県内１７救急医療機関 

配布枚数：８，２００部 

 

(5)臓器提供に関する情報提供資料の改訂、配布 

   医師等が家族に対し臓器提供に係る情報を提供する際に提示、使用していただく

リーフレットを改訂し、配布した。 

    配布箇所：県内２６救急告示医療機関 

    配布枚数：２，６００部 

 

 (6)病院の臓器提供マニュアル作成・改訂への協力 

      日本臓器移植ネットワークと協力し、各病院の臓器提供マニュアルの作成や改訂



への支援を行った。 

 

 (7)院内臓器移植コーディネーター設置病院の訪問等 

   院内臓器移植コーディネーター設置病院等を訪問し、臓器移植制度の普及、臓器

提供時における協力要請、情報収集を行う。 

 

(8)透析施設への情報提供 

   透析施設に、組織適合性検査に対する助成事業として、臓器移植に関する法律に

定められた臓器の移植希望登録者に対し、HLA検査料の一部助成の案内をした。 

   また、慢性腎不全の治療法に関する資料を作成し、配布した。 

 

(9)臓器提供への対応 

      臓器提供の可能性があった情報は１０件であった。 

    

5．眼球のあっせん等に関する事業 

(1)眼球提供者等の登録 

県内市町村やキャンペーン等を通じてパンフレットを配付するなど、献眼登録を

呼びかけるとともに、登録希望者の受付、登録、登録カードを発行するとともに、

移植希望者の登録を行った。 

 

(2)角膜、強膜のあっせん 

眼球が２名（４眼）から提供があり、４名の方に移植された。また、強膜は１２

名の方に移植された。 

 

6．組織移植コーディネーター事業 

    羊膜提供に伴う組織移植コーディネート業務１件を秋田大学医学部附属病院眼

科羊膜バンクから受託実施した。 

 

7.情報提供事業 

(1)機関紙の発行 

   「あきた移植医療協会だより」を作成し、市町村の公共施設、医療機関、県関係

機関等へ配布した（５，０００部）。 

  

(2)協会ホームページの運営 

    定期的に更新し、閲覧者への情報提供に努めた。 

 

8．助成事業等の実施 

・臓器提供遺族に対する敬弔金の支給 ２件 



      ・組織適合（HLA）検査に対する助成 ４件 

      ・眼球摘出等協力医師謝金 角膜２件 強膜２件 

 

9．臓器移植を推進するための調査・研究事業 

(1)アンケート調査の実施 

   県民の移植医療に対する意識を把握し、普及啓発活動の参考にするため、キャン

ペーン等を通じて「移植医療について」のアンケート調査を実施した。 

 

(2)情報収集 

      日本臓器移植ネットワークや日本アイバンク等が開催する各種会議、研修会並び

に移植関連学会へ参加し、情報収集、コーディネート技術の習得等に努めた。 

 



Ⅱ 平成２９年度法人の運営 

平成２９年度の公益財団法人あきた移植医療協会の法人運営の状況は、次の

とおりである。 

 

１ 理事会の開催 

（１）第１回理事会   

期  日  平成２８年５月３０日（火）  

開催方法  決議の省略による方法 

決議事項  ・平成２８年度事業報告及び決算の承認 

          ・基本財産の一部処分の承認 

         ・定款の変更の承認 

・評議員会の日程及び議題の承認 

出 席 等  提案書に対し、理事９名全員の書面による同意の意思表示及

び監事２名全員から書面による異議がないことの意思表示

を得たことから、理事会の決議があったものとみなされた。 

 

（２）第２回理事会 

期  日  平成２９年６月２８日（水）１６時開会 

開催場所  秋田県総合保健センター ３階 第３研修室 

決議事項  ・代表理事（理事長）及び副理事長の選定 

        ・会計処理規程の変更 

        ・特定資産への繰入の承認 

・平成２９年度収支補正予算の承認 

報告事項  ・職務の執行状況 

出 席 等  決議に必要な出席理事の数６名、出席８名、欠席２名 

          監事出席  １名 

 

（３）第３回理事会   

期  日  平成３０年３月２２日(木) １６時半開会 

開催場所  秋田県総合保健センター ３階 第３研修室 

決議事項  ・平成２９年度収支補正予算の承認 

 ・平成３０年度事業計画及び収支予算の承認 

        ・特定資産（移植医療推進積立資産）の一部処分の承認 

        ・アイバンク設立５０周年記念事業準備委員会委員の報 

酬及び費用に関する規程の承認 



・短時間勤務職員制度の導入に伴う関係規程の一部を改 

正する規程の承認 

・事務局規程の一部を改正する規程の承認 

・眼球あっせん業務要綱の承認 

出 席 等  決議に必要な出席理事の数６名、出席９名、欠席１名 

          監事出席  ２名 

 

２ 評議員会の開催 

（１）第１回評議員会 

期  日  平成２９年６月２０日（火）１５時開会 

開催場所  秋田県総合保健センター ３階 第３研修室 

決議事項  ・平成２８年度事業報告及び決算の承認 

      ・基本財産の一部処分の承認 

      ・定款の変更の承認 

      ・任期満了に伴う役員及び評議員の選任 

出 席 等  決議に必要な出席評議員の数７名 出席７名、欠席３名 

          理事  １名 

          監事  ２名 

 

３ 監査会の開催 

期  日  平成２９年４月２４日（月）１３時半開会  

開催場所  秋田県総合保健センター 当協会事務室 

内  容  平成２８年度事業及び決算の監査 

出 席 等  監事  ２名 

 

４ 登記事項 

平成２９年７月１１日登記 

・五十嵐潔理事、石塚真人理事、大沼文哉理事、小助川重道理事、 

小玉喜久子理事、佐藤滋理事、羽渕友則理事、吉冨健志理事、 

吉本弘志理事、井上栄監事及び小野昌樹監事の任期満了に伴う重任 

（６月２０日） 

・相場哲也理事の任期満了に伴う退任（６月２０日） 

・近江谷功理事の就任（６月２０日） 

・佐藤滋代表理事の任期満了に伴う退任（６月２０日） 

・佐藤滋代表理事の就任（６月２８日） 

・阿部徹評議員、稲岡敬弘評議員、齋藤満評議員、髙島幹子評議員、 



鳥海良寛評議員及び松橋文昭評議員の任期満了に伴う重任 

（６月２０日） 

・佐々木繁評議員、皆河崇志評議員及び最上智子評議員の任期満了に 

伴う退任（６月２０日） 

・高橋清好評議員、宮内美輝子評議員及び柳澤俊晴評議員の就任 

（６月２０日） 

 

５ 届出・報告事項（届出・報告先 秋田県） 

平成２９年６月２８日 

・平成２８年度事業報告書等の提出 

 

平成２９年７月３１日 

・定款並びに理事及び評議員の変更届 

 

平成３０年３月３０日 

・平成３０年度事業計画書等の提出 

 

６ その他 

平成２９年４月３日 

 早川正明元評議員（（財）秋田県アイバンク第 3 代理事長）ご逝去 

 



平成２９年度 コーディネーター（Co）活動報告書 

 

項  目 回数等 内  容 

1 移植医療等の普及啓発事業 

(1)普及啓発資料配布 

 

(2)イベントの開催等 

 

(3)講師の依頼 

 

701カ所 

 

10回 

 

5件 

 

・県市町村、医療機関、新成人の集い等 

 普及啓発資料配布枚数：約 53,920部 

・臓器移植推進街頭キャンペーン、グリーンリボンキャンペー

ン 2017、種苗交換会、腎臓病を考える集い、黄色いレシート

キャンペーン（イオン）、秋田厚生医療センター病院祭、グ

リーンリボンドライバーステッカー贈呈式、県政ラジオ放送 

・いのちを考える学習会、臓器提供時検視対応研修会 

2 相談・助言に関する事業 

(1)レシピエント関係等 

 

14件 

 

・腎移植等に関する相談対応 

3 臓器移植環境整備事業 

(1)院内 Co設置病院訪問等 

(2)透析施設資料配付等 

(3)研修会・会議の開催 

(4)ドナー情報 

(5)その他  

 

48回 

46件 

4回 

10件 

1件 

 

・秋田大学医学部附属病院、由利組合総合病院等訪問 

・透析施設へ腎移植希望登録に関する資料の提供 

・秋田県院内 Co研修会、移植医療推進委員会等 

・ドナー情報への対応 

・臓器提供家族への支援 

4 眼球のあっせん等に関する

事業 

(1)眼球提供者等の登録 

(2)角膜、強膜のあっせん 

(3)病院訪問 

(4)献眼時対応 

 

 

6件 

16件 

63件 

10件 

 

 

・アイバンク登録証、アイバンクカード作成等 

・角膜 4件、強膜 12件 

・病院訪問、アイバンク医療機器等確認等 

・献眼、移植、葬儀、感謝状贈呈、移植経過確認等 

5 組織移植コーディネーター

事業 

(1)ドナー情報 

(2)ドナーへのＩＣの対応 

(3)羊膜バンクへの対応 

 

 

1件 

1件 

20件 

 

 

・ドナー情報への対応 

・ドナーへの説明、承諾書の作成等 

・秋田大学医学部附属病院眼科羊膜バンク訪問 



6 情報提供事業 

(1)マスコミ対応 

(2)広報関係 

 

9件 

3件 

 

・秋田魁新聞、NHK秋田放送局、AKT秋田テレビ、ABS秋田放送 

・協会ホームページの運営、協会だより発行等 

7臓器移植を推進するための 

調査・研究事業 

(1)会議、研修会、学会等 

 

 

 

 

 

(2)アンケート調査 

 

 

16回 

 

 

 

 

 

6カ所 

 

 

・日本臓器移植ネットワーク（NW）都道府県 Co 会議、NW 都道

府県 Co研修会、日本移植学会、日本臨床腎移植学会、脳死・

脳蘇生学会、青森県院内 Co研修会、厚労科研調査、北海道・

東北地区アイバンク広域活動連絡会、日本組織移植学会、平

成 29年度第 1回、第 2回移植 Coセミナー、全国アイバンク

連絡協議会、アイバンクワークショップセミナー 

・臓器移植推進街頭キャンペーン、種苗交換会等 

 



平成２９年度事業報告書には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

施行規則」第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する

重要な事項」が存在しないので作成しない。 

 

 

平成３０年５月 

公益財団法人 あきた移植医療協会 

 


