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ＭＯＴＨＥＲ
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第１号議案

2016 年度 事業報告
                

改正臓器移植法が施行されて 6 年半が経過しました。2016 年の死後の臓器提供

件数は 96 件で前年の 91 件より増えていますが、改正法施行以前(2009 年：105

件)よりやや下回っています。

1997 年に臓器移植に関する法律が施行されて、本年で 20 周年を迎えます。

わが国の臓器提供数は諸外国に比べて少なく、その差は際立っています。

本年 1 月末現在、15 歳未満の小児からの脳死下の提供数は 12 例で、日本心臓移

植研究会によると、18 歳未満の海外渡航移植は 2010 年～2016 年 6 月の期間で

29 件と海外移植に頼らざるを得ない深刻な状況が続いています。

わが国の現状を改善するには、一度、移植医療の原点にかえって、社会の幅広い議

論と理解が欠かせないと言われています。

その為には、私たち 1 人ひとりが臓器提供について考え、話し合って自分自身の考

えを持つことが必要と考えます。つまり、移植医療の現状について、地域社会の方た

ちに知ってもらい、幅広い議論を行い、関心を高め、理解を深めていくことが大切と

考えます。

本年度の私たちの協議会の活動について、別表の活動のまとめをご覧下さい。その

中から、先ず、臓器移植を考える市民公開講座の開催を通じた活動として、年 2 回(4

月・11 月、累計 8 回)開催しました。

昨年 11 月に開催した『妻が今も、誰かの人生を支えている』では、講師に五十嵐

利幸さん(ドナー家族)をお招きし、ドナー家族の思いを話して頂きました。講師に、

予め、神戸新聞社から事前取材して頂き『臓器提供 妻の遺志かなえ、夫が実名で家

族の思い語る』との見出しで掲載して頂き、その反響もあって多くの方に参加して頂

きました。

また、若い年代層への働きかけとして、大学の出前授業(関西学院大学、神戸学院

大学、園田学園女子大学)を行いました。学生たちに自らの「移植体験」と「移植に

関する基本的事項・我が国の移植の現状と課題」についてその概要について話しまし

た。学生の感想文には『日本は諸外国に比べ、何故、臓器提供が少ないのでしょうか。

家族が脳死と診断され、臓器提供するかしないか判断する時、迷わず決断できるかと

言われるとまだ温かい家族(身体)を前に、即決できる人は少ないと思います。我が国

では、小さい頃からいのちについて考え、話し合う機会があまりにも少ないことがそ

の一因になっていると思います』との率直な意見もあり、臓器移植について学生たち

は真剣に考えてくれました。

その他、イベントを通じた活動として、GIFT OF LIFE 移植を受けた子供たちの作

品展を年 2 回(8 月・2 月)開催し、観客の方たちに「いのちの大切さ」と移植を受け

て元気になった子供たちの「ドナーに対する感謝の気持ち」を表わした絵画などの作

品を通じて、感じて頂く様に努めました。

会員の皆さま方には、会報(Mother つうしん)やホームページの充実などを通じ、

日頃の私たちの活動についてお知らせする様に努めていますが、発行回数が少ないこ

とや会員の強化が不十分なことなど、まだ、至らぬ点も多く、ご不満な点も多々ある

かと存じます。今後も皆様方の温かいご支援とご協力のほどお願い申し上げます。
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　　　年 行事名

　　月 日（曜日） 主催者他 場所など 摘要

2016年 INAC神戸 場所：

４月 7日(木) 「意思表示カード」の配布 ノエビアスタジャム ・協議会(参加)3名

臓器移植を考える市民公開講座 場所： ・講師：仲谷　達也先生、

　17日（日）『臓器提供者の生前の意思を生かすには？』神戸市勤労会館　多目的ホール 共催：兵庫県透析医会・兵庫県腎友会・推進協共催

INAC神戸 場所：

5月 3日(火) 「意思表示カード」の配布 同上 ・協議会3名

場所：

4日(水 ) 中之島まつりに参加 大阪中之島 ・協議会2名

第46回こうべまつり 場所：

15日(日) 輪投げゲームの提供・意思表示カード配布、東遊園地おまつりブース ・協議会8名

移植セミナー 場所： 共催：・協議会2名

29日(日) 『腎移植という選択』 アイメッセホール ・兵庫県透析医会・兵庫県腎友会・推進協共催

場所：名古屋市覚王山

29日(日) ドナー慰霊祭 『日泰寺』 ・協議会3名

【出前授業】： 場所：園田女子学園大学

6月 22日(水) 「臓器移植の現状と課題」 『成人保健』 ・学生81名、協議会2名、

19日(金)～ GIFT OF LIFE 場所：

8月 22日(月) 移植を受けた子ども達の作品展 西区民センターギャラリー ・観客288名、協議会 延 8名

場所：

9月 　18日(日） 第 7回チャリティゴルフ大会 垂水ゴルフ倶楽部 ・参加者34名、協議会2名

20日(火) MOTHERつうしんNo.32号発行 160部発行

移植セミナー 場所： ・協議会２名、

10月 ２日(日) 『腎移植という選択』 神戸大学医学部会館シスメックホール ・兵庫県透析医会・兵庫県腎友会・推進協共催

場所： ・ 輪投げ競技の提供

9日(日) 第27回 こうべ福祉・健康フェア しあわせの村 ・「意思表示カード」の配布、協議会参加6名、

【出前授業】 場所：園田学園女子大学

14日(金) 「臓器移植の現状」 4号館2F 241号 ・3年生　85名、協議会2名

【出前授業】 場所：神戸学院大学 医療ソーシャルワーカー論

19日(水) 「移植医療の現状と課題」 15号館1F　151J教室 ・3・4年生　43名、・協議会2名、

兵庫県健康財団主催

25日(火) いのちの勉強会 兵庫県医師会館 ・参加者約220名、参加者 2名

 【出前授業】： 場所：関西学院大学

11月 1日(火) 「臓器移植の現状と課題」 「医療ソーシャルワーク論」 ・3・4年生　35名、協議会2名、

場所：

5日(土) 「神戸医療産業都市一般公開」 先端医療センターTRIビル2F ・協議会２名、

6日(日) ドナーとファミリーに感謝する集い大阪大学中之島センター ・参加者30名、協議会3名、

臓器移植を考える市民公開講座 場所： 講師：五十嵐利幸氏、参加者75名、協議会参加11名

20日(日) 「妻が、今も誰かの人生を支えている」 神戸市勤労会館　”多目的ホール 共催：兵庫腎疾患対策協会、兵庫県腎友会

場所：

22日(火) 神戸大学移植セミナーに参加 神戸大学医学部会議室 ・協議会2名、

2017年 17日(金)～ “GIFT OF LIFE 場所：

２月 20日(月) "移植を受けた子どもたちの作品展” 須磨パティオセンターコート ・参加者2名、

３月 20日(月 ) ＭＯＴＨＥＲつうしんＮｏ33号発行 160部発行

INAC神戸 場所：

26日(日 ) 「意思表示カード」の配布 ノエビアスタジャム ・協議会(参加)3名
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２０１6年度の活動実績

　　　　　　　兵庫県臓器移植推進協議会
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第 3号議案

‐第 15回通常総会

2016年度監査報告書

私たち監事は、兵庫県1蔵器移植推進協議会の決算報告書、即ち、現金、郵便

貯金、銀行預金通帳、塞8使振替受払通知書、元帳、領収誰などについて監査

し、その結実、すべての経理処理手続きは公正、妥当と認められました。

2017年 4月 ノ9日

兵庫県1蔵器移植推進協議会

監事  浅野 兵庫           印
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第 4 号議案

                      兵庫県臓器移植推進協議会

2017 年度役員名簿

役  職   氏  名          所      属

会  長 〇川瀬 喬 兵庫腎移植の会

副会長(会長代行) ○木村 勝 一級建築士

事務局長 ○高見 敬一 兵庫腎移植の会

幹   事

守殿 貞夫 兵庫腎疾患対策協会

福西 孝信 同上             坂井瑠実クリニック

松田 暉 東宝塚さとう病院

西 慎一 神戸大学大学院大学医学部 腎臓内科

外山 博近 神戸大学大学院大学 医学部 肝・胆・膵外科講座

※石村 武志 神戸大学大学院大学 医学部 泌尿器科学講座

※吉川美喜子 神戸大学大学院大学 医学部 腎臓内科

運 営 委 員

       

〇森 利孝 NPO 法人兵庫県腎友会

〇外林雅夫 (社)兵庫県柔道整復師会

○下野 浩 NPO法人日本移植者協議会

堀内 正美 1.17希望の灯り

※ 出石 誠 市民

会   計 戸川裕加子 兵庫腎移植の会

監   事
浅野  兵庫 NPO法人兵庫県腎友会

  米田  寛子 神戸市難病団体連絡協議会

  相 談 役   米田 准三 京阪神興業株式会社

1. 〇は企画委員を示す。※は新委員を示す。

2. 今回、役員を退任される方は、3名(竹田雅幹事、永井徹運営委員、西賢大運営委員)です。
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第 5 号議案

2017 年度の活動方針・計画

県下での臓器移植は、行政・医療施設・医師・市民団体・患者会等長く活動

を行ってきた中で、臓器移植への関心や認識は高まっていますが、全般的に提

供まで至るケースが少ない状況となっています。中でも、子供の臓器移植につ

いては中々社会の理解が進んでいない状況です。

今年の活動において、昨年同様に行事を継続することが大切でありますが、

本年の臓器移植法施行 20 年を節目に、県下の臓器移植体制について中長期計

画の具体的な策定の大切さを実感しています。

よって、行政主導のもと、兵庫県、神戸市、兵庫県健康財団、兵庫県疾病対

策協会、臓器提供・移植施設、兵庫県透析医会、兵庫県腎友会、兵庫腎移植の

会、及び、その他関連する市民団体等が一体となって歩む元年としたく存じま

す。

～ 臓器移植の正確な知識の普及啓発と

理解を深めることを第一に！ ～

☆ 臓器移植について、家族と話合って下さい。

☆ 貴方の意思を家族に伝えよう。

１． 臓器移植を考える市民公開講座開催と出前授業等を通じて

（１）市民公開講座・ 講演会の開催を通じて

① 市民公開講座(講演会)を年 2 回開催(春・秋)

② 関係団体のセミナー・市民公開講座に参加

・「腎移植という選択」(主催：兵庫県腎移植推進懇話会、春・秋)

・いのちの授業（主催：兵庫県・兵庫県健康財団、10/末）など
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（2）.若い年代層への働きかけ を通じて

① 出前授業(・園田学園女子大学・神戸学院大・関西学院大学・兵庫大学など)

② 地元のスポーツファンへの働きかけ(INAC 神戸の 3 試合で「意思表示カー

ド」配布      

（３）イベント参加を通じて

①ドナーに関するイベント

(・ドナー慰霊祭 5 月、・ドナーと家族に感謝する集い 11 月)

②GIFT OF LIFE 作品展の開催(8 月・2 月)

③ こうべまつり(5 月)、こうべ福祉・健康フェア(10 月)

④ チャリティゴルフの開催(10/29(日))垂水ゴルフ倶楽部

２．広報活動を通じて

（１）ホームページ随時更新(市民公開講座の案内など）

（２）MOTHER つうしん(年 2 回)発行

３．会員の強化
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第6号議案

【収入の部】  単位：円   

追加額 修正後

前期より繰越額 973,196 1,086,934

〔会　費　収　入〕 194,000 0 194,000 188,000

   正会員年会費 110,000 110,000 104,000

   賛助会員年会費（個人） 4,000 4,000 4,000

   賛助会員年会費（団体） 80,000 80,000 80,000

〔寄　付　金　収　入〕 580,000 140,000 720,000 644,342

  (　法人・団体)　 300,000 140,000 440,000 395,000

  チャリティゴルフ 170,000 170,000 165,703

  個人寄付・その他 40,000 40,000 10,000

  役務収入 70,000 70,000 73,631

  受取利息 0 0 8

  雑収入 0 0 0

   収   入   計 774,000 140,000 914,000 832,342

　合         計 1,747,196 1,887,196 1,919,276

注 *1.関係団体6団体と2企業、*.2兵庫腎疾患対策協会や敬愛街づくり財団などからの寄付金、*3 出前授業における講師料収入、

【支出の部】

追加額 修正後 前年実績

運　営　費(事務所） 605,000 90,000 695,000 621,285

　事務・消耗品費 70,000 15,000 85,000 85,449

　諸会費 60,000 60,000 70,000

　支払手数料 2,000 2,000 1,376

　通信・運搬費 90,000 90,000 87,226

　交通費 70,000 10,000 80,000 74,240

　会議費 40,000 10,000 50,000 30,900

　印刷費 100,000 15,000 115,000 82,880

   事務局経費 36,000 36,000 36,000

　総会費 26,000 26,000 14,918

　講師料 40,000 40,000 80,000 53,360

　 役務支出 35,000 35,000 48,936

　 会計手数料 36,000 36,000 36,000

　雑　費 0 0 0

事　業　費 232,000 140,000 372,000 324,795

    事業・活動費 160,000 140,000 300,000 247,995

    HP作成・更新 36,000 36,000 40,800

　事務所費 36,000 36,000 36,000

     支   出   計 837,000 230,000 1,067,000 946,080

　予   備   費 910,196

　繰　越 　金 0 820,196 973,196

　合         計 1,747,196 1,887,196 1,919,276

　当期収支(差額) △63,000 △153,000 △113.,738

注1    *1 = 市民公開講座などのチラシ印刷代、MOTHERつうしん発行費、 *2 市民公開講座の講師料、 *3出前授業の講師料支出、

　2.   *4  = 当期収支(差額　63,000)＝当期収入計(774,000ー当期支出計(837,000))

   3　当期支出予算には、臓器移植法施行20周年事業として、市民公開講座関連の費用などの支出増を見込む。

修正予算

修正予算

*4

*3

*1

*2

摘　　　　要

*3

　　　　　　　　　　　　                兵庫県臓器移植推進協議会        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2017年度 会計修正予算

予 　算 項　　　　目

項　　　　　目 予 　算 

前年実績

*1

*2

摘　　　　要
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