
兵庫県臓器移植推進協議会

第１６回通常総会報告

◇日 時 2017年 ４月２９日(日) １３：００ ～１３：５０

                            (開場 １２：３０)

◇会 場 神戸市勤労会館 ２階 多目的ホール

ＭＯＴＨＥＲ

兵庫県臓器移植推進協議会

＊この議案書は総会当日必ずご持参下さい。



【会場へのアクセス】

【交通アクセス】

市営地下鉄・JR・阪急・阪神・ポートライナー各三宮駅

から東へ徒歩5分



         

【兵庫県臓器移植推進協議会】

         第 16 回 通常総会日程・議事のお知らせ

     □ 開催日時 ２０１８年 ４月２９日（日） １3：００～１3：5０
□ 開催会場 神戸市勤労会館 2 階 多目的ホール

第１部 第 1６回通常総会 (１３：００～１３：５０)

1． 議 案

（１）報告議案                          

第１号議案 2017 年度 庶務報告および事業報告

P.２・３ 会   長    川瀬 喬                 

第２号議案  同    会計決算報告 ４ 事務局長   髙見敬一

第３号議案  同   監査報告     ５ 監   事     米田寛子

（２）承認議案

第４号議案 2018 年度 役員改選に関する件 6 運営委員   下野 浩

第５号議案 同   活動方針・活動計画に関する件

7   同      川瀬 喬

        第６号議案 同   会計予算に関する件 8 同      髙見敬一

      第７号議案 その他

第２部 移植を考える(市民公開講座)（１4：００～１６：1０）  

  演 題：『臓器移植法施行 20 年を迎え、

            これからの臓器提供を考える』
講 師 ： 鴻野 公伸先生（こうの・まさのぶ）

(兵庫県立西宮病院 副院長 兼 救急救命センター長)
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　　　年 行事名

　　月 日（曜日） 主催者他 場所など 摘要

INAC神戸 【協議会として参加】

4月 15日(土) 「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 講師：野島道生先生、 参加65名、協議会11名【協議会主催】

　30日(日)
『多くの人に移植のことを伝えたい
 ～つながる・ひろがる臓器提供の意思』 神戸市勤労会館 404・405講習室共催：兵庫県透析医会・兵庫県腎友会・推進協共催

・協議会(参加)3名、【協議会として参加】

5月 4日(木) 中之島まつりに参加 大阪中之島 主催：NPO法人日本移植者協議会

移植セミナー ・協議会(参加) 3名、

14日(日) 腎移植という選択 県立尼崎総合医療センター１F講堂【共催】兵庫県透析医会・兵庫県腎友会・推進協他

第47回こうべまつり ・協議会(参加)3名、【協議会として参加】

21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 ・ボランティア参加5名(兵庫医療大3名、神戸山手大2人)

【出前授業】： 園田女子学園大学 【協議会として参加】

24日(水) 「臓器移植の現状と課題」 『成人保健』 ・学生68名、協議会2名、

主催：日本移植者協議会東海支部 【協議会として参加】

28日(日) ドナー慰霊祭 名古屋市覚王山「日泰寺」 ・参加者190名、協議会3名

大阪ユニバーサルシティロータリーC.出前授業 【協議会として参加】

6月 23日(金) 「臓器移植法施行20周年を迎えて」 ANAクラウンプラザホテル大阪　・参加者40名

第27回総会　兵庫腎疾患対策協会 ホテルオオクラ 【協議会として参加】

7月 8日(土) 講演：「妻が、今も誰かの人生を支えている」 有明の間 講師：五十嵐利幸氏、　協議会　5名、

9月 28日(木) MOTHERつうしんNo.34号発行 　　　160部発行

移植セミナー ・協議会　3名、

10月 1日(日) 腎移植という選択 【共催】兵庫県透析医会・兵庫県腎友会・推進協他

・ 輪投げ競技の提供、【協議会として参加】

1日(日) 第28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：神戸学院大学 【協議会として参加】

18日(水) 「臓器移植法施行20年を迎えて」総合リハビリテーション学部・2年生 70名、協議会2名

「臓器移植を考える市民公開講座」場所： 共催：　　　　  協議会7名

23日(金) 兵庫の臓器移植、明日への希望に向かって多目的ホール 兵庫腎疾患対策協会、NPO法人兵庫県腎友会

【主催】兵庫県、兵庫県健康財団 【協議会として参加】

24日(火) いのちの勉強会 兵庫県医師会館 ・参加者約200名、協議会(参加) 　3名

【台風のため延期】 場所：

　29日(日）第 8回チャリティゴルフ大会 垂水ゴルフ倶楽部 台風のため、2月18日(日）に延期開催

【協議会として参加】

11月 ５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　35名、   協議会2名、

 【出前授業】： 場所： 【協議会として参加】

10日(金) 「臓器移植法施行20周年を迎えて」 園田学園女子大学 ・2～4年生 95名、 協議会2名、

移植フォーラム(神大) 【協議会として参加】

14日(火) 「院内コーディネタ―の役割」 神緑会館 ・参加者 65名、　  協議会2名、

 【出前授業】： 場所：関西学院大学 【協議会として参加】

　21日(火) 「臓器移植法施行20周年を迎えて」 「医療ソーシャルワーク論」・4年生　45名、

GIFT OF LIFE 【協議会として参加】 ・参加者 89名、    協議会 延べ5名、

12月 15日・16日 移植を受けた子ども達の作品展 西区 区民センター 　NPO法人はあとネット兵庫と共催

2018年 16日(金)～ “GIFT OF LIFE 場所： 【協議会として参加】

２月 19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 延べ8名、

【共催】兵庫県臓器移植推進協議会、腎友会

18日(日) 第8回チャリティゴルフ大会(延期) 垂水ゴルフ倶楽部 延期開催分【主催】チャリティ実行委員会

20日(火 ) ＭＯＴＨＥＲつうしんＮｏ35号発行 　　150部発行予定

２０１7年度の活動報告

　　　　　　　　兵庫県臓器移植推進協議会
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年　月 日（曜日） 活動内容 場所など 摘要

2017年 兵庫県 味木医務課長と面談

3月 20日(火) 　　知事宛の「要望書」を提出 県庁医務課 協議会側出席：松田暉幹事、川瀬

神戸市 水野健康政策課長と面談

26日(月) 　　市長宛の「要望書」を提出 神戸市役所 同上

兵庫県

6月 10日(木) 　山本健康福祉部長と面談 県庁1号館 同上

兵庫県

10日(木) 　山本健康福祉部長と面談 県庁1号館 同上

神戸中央市民病院長

８月 17日(木) 　坂田病院長と面談(院長より提案あり) 神戸中央市民病院 同上

11月 24日(金) 兵庫県医務課 山本医療政策班班長と面談 県庁医務課 協議会：松田暉幹事
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２０１7年度の活動実績表(その2. 行政への働きかけ)



第2号議案

【収入の部】  単位：円   

項　　　　目 予 　算 実   績 予算比％

前期より繰越額 973,196 973,196 100.0

〔会　費　収　入〕 194,000 175,000 87.6

　 正　会　員　年　会　費 110,000 101,000 91.8

賛助会員年会費（個人） 4,000 4,000 100.0

賛助会員年会費（団体） 80,000 70,000 87.5 *1

〔寄　付　金　収　入〕 720,000 847,190 117.7

    企業・団体寄付金 440,000 470,000 106.8 *2

 　チャリティゴルフ 170,000 223,710 131.6

    個人寄付・その他 40,000 29,000 72.5

　 役務収入 70,000 121,363 173.4 *3

    受取利息 0 9 ー

　 雑収入 0 3,108 ー

     収   入   計 914,000 1,022,190 111.8

　  合         計 1,887,196 1,995,386 105.7

注*1.関係団体4団体、2. 企業、 *2. 兵庫腎疾患対策協会、敬愛まちづくり財団などからの寄付金、

　*3.出前授業での講師料収入など、

【支出の部】

項　　　　　目 予 　算 実　績 予算比％ 摘　　　　要

運　営　費(事務所） 695,000 747,965 107.6

　  事務・消耗品費 85,000 64,072 75.4

　  諸会費 60,000 64,000 106.7

　  支払手数料 2,000 1,700 85.0

　  通信・運搬費 90,000 103,011 114.5

　  交通費 80,000 67,100 83.9

　  会議費 50,000 84,660 169.3

　  印刷費 115,000 159,800 139.0 *1

 　 事務局経費 36,000 36,000 100.0

　  総会費 26,000 6,408 24.6

　  講師料 80,000 60,000 75.0 *3

　  役務支出 35,000 60,678 173.4 *2

　  会計事務費 36,000 36,000 100.0

　  雑   費 0 4,536 ー

事　業　費 372,000 281,699 75.7

    事業・活動費 300,000 206,099 68.7

    HP作成・更新 36,000 39,600 110.0

　事務所費 36,000 36,000 100.0

    支   出   計 1,067,000 1,029,664 96.5

　 予   備   費 820,196 0

　 次期繰越金 965,722

　 合         計 1,887,196 1,995,386 105.7

        2.市民公開講座の講師料支出額

3. 当期の収支(差額)：1,022,190円(収入計)ー1,029,664(支出計)　=　△7,474円（前年実績△101,254）

兵庫県臓器移植推進協議会

2017年度 会計決算書(実績)

摘　　　　要

注　*1.市民公開講座などのチラシ印刷代　　*2.出前授業の講師料支出　　



第３ 号議案

第１６回通常総会

２０１７ 年度(平成２９年)監査報告書

私たち監事は、兵庫県臓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、郵便振替受払通知書、元帳、領収証などについて監査

し、その結果、すべての経理処理手続きは公正、妥当と認められました。

2０１８年　４月　 ２４日

兵庫県臓器移植推進協議会

監事 浅野 兵庫　　　　 爾

監事　 米田 寛子　　　　 善
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第 4 号議案

                      兵庫県臓器移植推進協議会

2018 年度役員名簿

役  職   氏  名          所      属

会  長 〇川瀬 喬 兵庫腎移植の会役員

副会長(会長代行) ○木村 勝 一級建築士

事務局長 ○高見 敬一 兵庫腎移植の会役員

幹  事

守殿 貞夫 兵庫腎疾患対策協会長

福西 孝信   同上      坂井瑠実クリニック

松田 暉 大阪大学名誉教授

西 慎一 神戸大学大学院大学医学部 腎臓内科教授

※ 野島 道生   兵庫医科大学 泌尿器科臨床教授・腎移植センター長

※ 西村 憲二 兵庫県立西宮病院 泌尿器科部長・腎疾患総合センター長

外山 博近 神戸大学大学院大学 医学部 肝・胆・膵外科講座 准教授

石村 武志 神戸大学大学院大学 医学部 泌尿器科学講座 特命講師

吉川美喜子 神戸大学大学院大学 医学部 腎臓内科 特定助教

運 営 委 員

       

〇松菱 理恵子 NPO 法人兵庫県腎友会会長

〇外林雅夫 (社)兵庫県柔道整復師会監事

○下野 浩 NPO法人日本移植者協議会理事長

〇出石 誠 中小企業診断士

会   計 戸川裕加子 兵庫腎移植の会役員

監   事
浅野  兵庫 NPO法人兵庫県腎友会常務理事

  米田  寛子 神戸市難病団体連絡協議会事務局長

顧   問    太田  稔明 (公財)兵庫県健康財団 理事長

  相 談 役   米田 准三 京阪神興業株式会社顧問

1. 〇は企画委員、※は新人

2. 今期より新たに以下の方たちが就任されました。

顧問：※ 太田稔明様(公益財団法人兵庫県健康財団理事長)、

アドバイザー：※ 有吉孝一様(神戸市立医療センター中央市民病院 救急救命センター長)、

－６－



第 5 号議案

2018 年度の活動計画

県下での臓器移植の普及・啓発は、行政・医療施設・医師・市民団体・患者会等

がそれぞれの活動を行っています。県内の移植への関心や認識は徐々に高まってい

ると考えます。

当協議会の昨年の総会決議により、県知事宛に「要望書」を提出し、県内の移植

医療に関する組織間のネットワーク構築(兵庫県移植関係者連絡会、仮称)は、その

後、県の力添えを頂き、新年度から具体化されつつあります。

本年が移植関連の行政をはじめ各民間団体や患者団体(兵庫県、神戸市、兵庫県健

康財団、兵庫腎疾病対策協会、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、その他関連する患者会や市民団体等)が話し合い、一体とな

って歩む年となればと存じます。

今後、更なる移植医療の普及には、各組織の連携と情報の共有化、活動内容の共

有化・効率化を話し合い、その実現を図ることが必要と考えます。

本年の当協議会の活動について、昨年の臓器移植法施行 20 年を節目にした「兵

庫宣言」を基に、改めて活動指針の具体化を図りたいと存じます。

記

1. 臓器移植を考える市民公開講座開催

年 2 回開催(春・秋)

2. 行政への働きかけ

前年度の兵庫県、神戸市への要望書提出のフォローアップとして

① 院内ドナーコーデネーター増強

② 関係者連絡会（仮称）構築への参画

3. 若い年代層への働きかけ

①出前授業(・園田学園女子大学・神戸学院大・関西学院大学)

②地元のスポーツファンへの働きかけ(INAC 神戸の 2 試合で「意思表示

カード」の配布
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４．関係団体のセミナー・市民公開講座に

①「腎移植という選択」(主催：兵庫県腎移植推進懇話会、春・秋)

②「いのちの授業」（主催：兵庫県・兵庫県健康財団、10/下）など

５．協議会主体のイベント開催

① チャリティゴルフ大会(垂水ゴルフ倶楽部、11/4)

② GIFT OF LIFE 移植を受けた子どもたちの作品展(２月、８月)

６.その他のイベント参加

①ドナー慰霊祭(主催：日本移植者協議会 5 月末の日曜日) 

    ②ドナーと家族に感謝する集い(主催： 同上 11 月第１日曜日)

  ③こうべまつり(5 月)

  ④こうべ健康福祉まつり(10 月第 1 日曜日)

７．広報活動

① ホームページ随時更新(市民公開講座の案内など）

② MOTHER つうしん発行(年 3 回)

   ８. 会員の増加

   ① 会員の増加について検討し対策を立てる。

以上
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第6号議案

【収入の部】  単位：円   

前期より繰越額 965,722 973,196

〔会　費　収　入〕 198,000 175,000

   正会員年会費 114,000 101,000

   賛助会員年会費（個人） 4,000 4,000

   賛助会員年会費（団体） 80,000 70,000

〔寄　付　金　収　入〕 874,363 847,190

  (　法人・団体)　 500,000 470,000

  チャリティゴルフ 220,000 223,710

  個人寄付・その他 30,000 29,000

  役務収入 121,363 121,363

  受取利息 0 9

  雑収入 3,000 3,108

   収   入   計 1,072,363 1,022,190

　合         計 2,038,085 1,995,386

注

　 1.*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】

前年実績

運　営　費(事務所） 808,600 747,965

　事務・消耗品費 80,000 64,072

　諸会費 60,000 64,000

　支払手数料 1,600 1,700

　通信・運搬費 100,000 103,011

　交通費 70,000 67,100

　会議費 70,000 84,660

　印刷費 150,000 159,800

   事務局経費 36,000 36,000

　総会費 15,000 6,408

　講師料 120,000 60,000

　役務支出 60,000 60,678

　会計手数料 36,000 36,000

　雑　費 10,000 4,536

事　業　費 276,000 281,699

    事業・活動費 200,000 206,099

    HP作成・更新 40,000 39,600

　事務所費 36,000 36,000

     支   出   計 1,084,600 1,029,664

　予   備   費 953,485

　繰　越 　金 965,722

　合         計 2,038,085 1,995,386

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＋交通費、*3出前授業の講師料支出、

　2.  当期収支(差額△12,237円)＝当期収入計(1,072,363円 ー 当期支出計(1,084,600円))

   3　当期支出予算には、臓器移植法施行20周年事業としての市民公開講座関連の費用（講師料、交通費など）の支出増を見込む。
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*3

*1市民公開講座チラシ年2回印刷・INACKカード印刷等含む

*2、講師及び総合討論の招待者の交通費等含む

摘　　　　要

*3

　　　　　　　　　　　　                兵庫県臓器移植推進協議会        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2018年度 会計予算

予 　算 項　　　　目

項　　　　　目 予 　算 

前年実績

*1

*2

摘　　　　要

6名増加＠2,000/
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