
兵庫県臓器移植推進協議会

第 1４回通常総会議案書

◇日 時 2016年 ４月１７日(日) １４：００ ～１６：３０

                            (開場 １３：３０)

◇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 14 回 通常総会日程・議事のお知らせ

     □ 開催日時 ２０１６年 ４月１７日（土）１4：００～１６：３０

□ 開催会場 神戸市勤労会館 ２階 多目的ホール

第１部 第 14 回通常総会 (１４：００～１４：５０)

１． 審議事項

（１）報告議案

第１号議案 201５年度 事 業 報 告   副 会 長  木村 勝                                    

第２号議案  同    会計決算報告    事務局長   川瀬 喬

第３号議案   同   監査報告        監    事   米田寛子

（２）承認議案

第４号議案 2016 年度 役員改選に関する件 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

同    森 利孝

       第６号議案 同    会計予算に関する件  事務局長  川瀬 喬

    第７号議案 その他

        

第２部 移植を考える(市民公開講座)（１５：００～１６：３０）  

  演 題：『臓器提供者の生前の意思を生かすには？』

講 師：仲谷 達也先生(なかたに・たつや)

         （大阪市立大学 泌尿器病態学教授）

□ 閉会挨拶

   兵庫県臓器移植推進協議会           運営委員  森 利孝
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第１号議案

201５年度 事業報告

  改正臓器移植法が施行されて５年半が経過しました。脳死下の臓器提供

数は改正法施行以前と比べ年平均で凡そ7倍に増えました。しかし、2015

年の死後の臓器提供総数(91 例)は心停止後の提供数減少のため、法施行以

前の 2009 年(105 例)より 14％も減少しています。本年 2 月末現在、

15 才未満の小児からの脳死下の提供数は 5 例と少ないままで、未だに海

外渡航移植に頼らざるを得ない状況です。2008 年の国際移植学会が「イ

スタンブール宣言」を採択して、自国内での臓器移植の自立性を提示しま

したが、臓器不全に苦しみ移植を待ち続けている多くの“いのち”にとっ

て厳しい状況にあります。

この様な現状においてこそ、県内での移植医療の基本的な啓蒙活動の重

要性が益々高くなってきている様に考えます。

本年度の協議会の活動を振り返りますと3年前から始めた臓器移植を考

える市民公開講座を市内で年 2 回(４月・11 月)計 6 回開催しました。

昨年 11 月の講座では講師の福嶌先生は、臓器提供に際し、移植医に出

来る事として、ドナーの無償の愛にどう応えるのか？について、ドナーと

ドナー家族を支える体制づくりの重要性を述べられました。

大学の出前授業(関西学院大学・神戸学院大学など 5 大学)では、本年も

「移植体験」、「移植に関する基本的な事柄」や「移植の現状と課題」など

について話しました。授業の感想の中に「移植について知ることができて

良かった。自分自身の臓器提供についてどの様に判断するのか、一度、家

族で話し合いたい」との意見が数人見受けられました。

また、「いのちの大切さ」を感じて頂こうと移植を受けた子供たちの作品

展を本年も須磨パティオにおいて開催しました。子供たちに人気のある「ア

ニメ絵画(2 点)」も加わり、絵に見入る子供たちが増えました。

次回の臓器移植を考える(市民公開講座)では、更に、内容面の充実に努

め、参加された方たちと共に考える機会を大切にしたいと思います。

また、大学への出前授業では、引き続き『移植の正確な知識の普及・啓

発と意思表示の大切さ』などを話し、移植医療の理解者を増やす様に努め

てまいります。

会員の皆様方には、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していますが、まだ、至らぬ点も多

く何かとご不満な点も多々あるかと存じます。今後も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

2015年 Vissel神戸

4月 22日(水) 「臓器提供意思表示カード」の配布 ノエビア・スタジャム

臓器移植を考える市民公開講座 ・講師：小野　元先生、

　25日（土） “今一度、臓器提供を考える” 神戸市勤労会館　多目的ホール （聖マリアンナ医科大学病院　移植医療支援室副室長）

中之島まつり

5月 　3日（日） 「意思表示カードの配布」 大阪中之島 ・ 参加２名

第4５回こうべまつり 場所：

５月 1７日（日） 「意思表示カード」の配布、移植アンケート他、東遊園地おまつりブース ・参加2名、ボランティア参加８名(神戸山手大)

移植セミナー 場所：

24日（日） 「腎移植という選択」 兵庫医科大学ホール ・参加者4名

【出前授業】 場所：

２７日（水） 『臓器移植の現状と課題』 園田学園女子大学(1・2年成人保健) ・学生55名、参加2名(川瀬、高見)

名古屋市覚王山

31日（日） ドナー慰霊祭 『日泰寺』 ・参加2名(川瀬、西賢大)

第2５回総会 (兵庫腎疾患対策協会) 場所：

６月 20日（土） 「講演」：iP細胞の臨床応用他 神戸ポートピアホテル ・参加5名、

【出前授業】 場所：

29日（月） 「臓器移植の現状と課題」 関西学院大学(3年医療福祉ゼミ生) ・15名、参加2名(川瀬、髙橋)

8月 MOTHERつうしん30号発行

第3回TPMモデルによる 場所： 主催：兵庫腎疾患対策協会

8日(土)9日(日) 　臓器提供ワークショップin Hyogo 先端医療：ニチイ学館・IMPビル研修室 受講者：47名、講師・スタッフ20名、参加2名

場所： 主催：臓器移植を推進するチャリティ実行委員会

９月 　2７日（日） 第 ６回チャリティゴルフ大会 武庫の台ゴルフコース ・参加者38名、スタッフ3名、

場所： アンケート「臓器移植」

10月 ４日(日) 第26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、参加者4名、

市民公開講座開催

11日(日) 「腎移植という選択」～慢性腎不全の治療選択肢～ 共催：兵庫県透析医会、日本移植学会、日本臨床腎移植学会

【出前授業】 場所：

15日(木)       同上 園田学園女子大学 「成人保健」2年生・70名、講師：高見、川瀬、

場所：

24日（土） 先端医療一般公開日に参加 先端医療センターTRIビル2Fホール 参加者2名、

臓器移植推進キャンペーン 場所： 主催：兵庫県、兵庫県健康財団

27日（火） いのちの授業 兵庫県医師会館 参加者：4名

 【出前授業】 場所：神戸学院大学

28日（水） 「臓器移植の現状と課題」 「医療ソーシャルワーク論」2年生 ・50名、講師：高見、川瀬、

【出前授業】 場所：関西学院大学

11月 16日（月） 「臓器移植の現状と課題」 「医療ソーシャルワーク論」 3年生35名、講師：川瀬、

市民公開講座開催 場所：

22日（日） 『ドナー家族に感謝の意を示す移植医療とは』 兵庫県県民会館 兵庫県透析医会、NPO法人兵庫県腎友会との共催で

【出前授業】
場所：光華女子大学　20名

26日（木） 「臓器移植の現状と課題」 「社会福祉学」2年生 ・30名、講師：川瀬、

【出前授業】 場所：神戸山手大学

12月 10日(木) 「移植体験と臓器移植」 環境文化学科3年生 ・35名、講師：川瀬、

2016年 “GIFT OF LIFE 場所：

2月 5日(金)～8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

3月 ７日（月） ＭＯＴＨＥＲつうしんＮｏ31号発行

場所： 主催：

２７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 NPO法人日本移植者協議会、　参加5名

２０１5年度の活動実績

　　　　　　　兵庫県臓器移植推進協議会(MOTHERの会)

場所：神戸大学医学部会館３Fシスメックホール　当協議会共催、参加者：5名





第2号議案
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第 3 号議案

第 14 回通常総会

２０1５年度(平成 27 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。

2016 年  4 月   日

兵庫県臓器移植推進協議会

監事  浅野 兵庫          印

監事 米田 寛子         印
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第 4 号議案

                      兵庫県臓器移植推進協議会

2016・2017 年度役員名簿

役  職   氏  名          所      属

会  長 都倉 邦明 ニューハートクラブ

副 会 長 ○木村 勝 一級建築士

事務局長 ○川瀬 喬 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

竹田 雅 神戸大学大学院大学医学部 泌尿器科学講座

松田 暉 公益財団法人神戸国際医療交流財団

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・膵外科学講座

運 営 委 員

       

○森 利孝 NPO 法人兵庫県腎友会

○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

永井 徹 兵庫腎移植の会

○高見 敬一※ 兵庫腎移植の会

○西 賢大 ※ 兵庫腎移植の会

堀内 正美 1.17希望の灯り

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 兵庫県腎炎・ネフローゼ児を守る会

  相 談 役 米田 准三 京阪神興業株式会社

1. ○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1名(髙橋直義幹事)です。
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第 5 号議案

2016 年度活動基本方針

１． 臓器移植の普及・啓発活動

～臓器移植の正確な知識の普及啓発を第一に！～

（１） 市民公開講座・ 講演会/シンポジウムの開催(年 2 回)を通じて

① 市民公開講座(講演会)の開催(4 月・10 月頃)

② 関係団体の市民公開講座に共催・参加

（2）.若い年代への働きかけ －従来の活動を通じて

① 出前授業(目標６大学)

② 地元のスポーツファンへの働きかけ(INAC 神戸)など

（３）イベント参加を通じて

① こうべまつり、こうべ健康福祉フェアなど

② チャリティゴルフの開催

③ GIFT OF LIFE 作品展の開催など

２．広報活動の充実

（１）ホームページ随時更新(市民公開講座の案内・ボランティア募集など）

（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
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