
 

臓器移植を考える市民公開講座  2014.4.26(土) 

『講演会』開催 講師：吉開俊一 Dr.(新小倉病院脳神経科部長) 

      移植医療“臓器提供の真実” 
本年 4 月 26 日、当協議会の第

12 回通常総会終了後、第 3 回臓器

移植を考える市民公開講座を移植

医療“臓器提供の真実”のテーマ

で吉開俊一先生に講演(写真右下)

して頂きました。参加者は 65 名。 

臓器移植改正法が施行されてほ

ぼ 4 年、脳死下の臓器提供数は以

前より心臓・肺・肝臓などは約 7

倍に増加し、多くの“いのち”が

救われました。しかし、心停止後

の腎臓提供件数が3年連続で減少、

そのため、全移植件数では 2 年連

続で減少しています。斯様に、心停止後の提供数の減少が我が国の移植医療全体の停

滞を招き、今後の発展が危ぶまれる事態となっています。 

この現状について、講師は『先ず、①移植医療ほど誤解されている医療はなく、国

民に移植医療の不理解を招いている。また、②マス・メディアによる子供の「長期脳

死」などの報道について間違った報道も国民の間に誤解を招いていると指摘。③三つ

目の問題として、医療側の脳死に対する理解不足やオプションの提示問題に対し、医

師が躊躇するなど消極的姿勢が見受けられると問題を提起された。 

これを解決するには『救急現場の医師が、目の前の患者を救うだけでなく、移植を

待つ多くの患者のことをいつも念頭に置いて対応することが大切』と述べられた。救

急現場で長く心停止下の腎臓提供症例に携わってこられた講師が、我が国の移植医療

発展の役割を敢えて担おうとする医師の気概を感じた講演でした。(文責：川瀬喬) 

第 12 回通常総会の開催 

2014 年度の役員改選・同年度活動基本方針など重要な採択案件が採択 

当協議会は神戸市勤労会館において第 12 回通常総会を開催しました。出席正会員数

について報告、正会員 72 名の内、出席正会員は 53 名(内、委任状による者 35 名)によ

り総会成立要件を満たし、総会は有効に成立。総会では、新年度の役員改選などを行
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い、新年度の活動基本方針では、関係団体との協同で市民参加の市民公開講座開催な

どを通じて臓器移植の普及・啓発活動を進めていくことなどが承認された。 

 

第 44 回神戸まつりに参加 

2014 年 5 月 18 日(日)、東遊園地 

「意思表示カード」を配布、ダーツ競技提供、

参加 7 名(内、協議会 3 名、学生 4 名参加) 

 本年から、ブースの設置場所は東遊園地に変更。

天候は恵まれましたが、事前の場所変更通知が不十分だったせいか、以前より人の賑

わいが低調。私たちのブースでは、ダーツ競技を一般の観客や親子連れの方たちに楽

しんで頂く様に提供する一方、学生ボランティアの方たちなどに手伝ってもらい、「臓

器提供意思表示カード」1,000 枚を配布しました。 

VISSEL 神戸・INAC 神戸の 5 試合で 

「臓器提供意思表示カード」配布 

○2014.4 月 12 日(土)VISSEL 神戸、 参加 4 名 

○2014.4 月 27 日(土)INAC 神戸、  参加 3 名 

○2014.5 月 10 日(日)VISSEL 神戸、 参加 5 名 

○2014.6 月  1 日(日)VISSEL 神戸、参加 5 名 

○2014.6 月 22 日(土)INAC 神戸、  参加 4 名 

本年、ヴィッセル神戸は J１に復帰、外人など

の補強が功を奏し成績も A クラスで、観客数は

1 試合で 1 万人超えのゲームも多く、昨年までとは様変わり。「意思表示カード」を

2,000 枚(昨年 1,500 枚)に増やして配布しましたが、いつも試合前 40 分前には終了。 

一方の INAC 神戸は、人気のある正選手が海

外に移籍し、今までの常勝のチームがそうでは

なくなったせいか、昨年より観客数は減少。「意

思表示カード」を昨年と同じ 1 試合 1,500 枚配

布し、少し苦戦しましたが、観客の方には気持

よく受け取って頂きました。 

“GIFT OF LIFE 移植を受けた 

子供たちの作品展”を開催、須磨パティオ 

2014.2 月 7 日(金)～2 月 10 日(月)、 

“いのちの大切さ”を伝える恒例の移植を受けた子供たちの作品展を本年も須磨パ

ティオで開催。移植で元気になった子供たちのドナーへの感謝の作文を真剣に読み込

む家族ずれの方たちが見受けられました。 



出前授業 ○関西健康科学専門

学校、2014.2 月 12 日(水、写真右上) 

「臓器移植」講師：福西孝信 Dr. 

○園田学園女子大学 2014. 6. 6(金、写

真右中) 「GIFT OF LIFE」講師：川瀬) 

○関西学院大学    2014. 6.16(月) 

「臓器移植の現状と課題」講師：同上 

○京都光華女子大学 2014.7. 3(水) 

「GIFT OF LIFE」    講師：同上  

関西学院大学の 3 年 M.S さん(女性)

の受講後の感想を以下にご紹介します。 

『今日のお話をお聞きして、死に対する

捉え方や命の尊さなど、普段気にも留め

ないでいたことを考える良い機会となっ

たと実感しています。お話を聞くまでは、

臓器移植について、誰かの役に立つので

あれば、もっと、普及すべきであると短

絡的に捉えていましたが、今日、移植医

療は誰かの死があって成り立つ医療であ

るとお聞きし、単に、提供する・しない

の言葉で片付けてはいけない問題であり、

意思表示するにはしっかりと理解した上

で、行わなければならないと痛感しまし

た。すべての人が、「提供する・しない」「提供を受ける・受けない」など 4 つの権

利を持っていることから、人権尊重を大切にしていると感じました。  (中略)  

移植の認知度を上げるためにも、先ず、私たちが移植に関心を持ち、移植の正しい知

識を身につけ、理解することが重要であると思いました。脳死について、法律上は人

の死と捉えられているものの、死に対す

る捉え方は人によって差異があると思い

ます。死についてのボーダーラインが曖

昧なのは、やはり、簡単に扱うことので

きない重大な問題であるからだと考えま

す。 (中略) お話をお聞きして、移植

について考えることは、生と死の両方に

向き合うことであり、生と死は一対であ

ると考えるきっかけとなりました。今回

の話を契機に一度、家族間で話をして見

ようと思います。』 

『臓器提供者慰霊祭』に参加 

2014.5.25(日)、名古屋市「日泰寺」 

 5 月 25 日(日)、NPO 法人日本移植者協議会東海支部主催で日泰寺において、臓器移

植者とその家族、医療関係者、ドナー家族、厚労省(臓器移植対策室長)や行政関係者な

ど約 300 名が参加して臓器提供者慰霊祭が行われました。協議会から 2 名が参加。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議会の活動を進めるために会費の納入にご協力を！ 

当協議会の活動へのご支援を有難うございます。会費の納入をお願いします。会員の種

別は以下の通りです。 

 正会員：2,000 円、賛助個人会員：1,000 円、賛助団体会員；10,000 円（一口） 

郵便振替用紙に、必要記載事項(氏名、住所、電話番号、会員の種別)をご記入してくださ

い。 口座名；兵庫県臓器移植推進協議会 口座番号：00950－9－243407 

ご寄付を頂戴しました。誠に有難うございました。臓器移植の普及啓発推進の 

ために大切に使わせて頂きます。 

○兵庫腎疾患対策協会様、○(財)敬愛まちづくり財団様、○平田一弘様、 

○イレブン・ミューズ様、○兵庫県・神戸市社会福祉協議会様、 (敬称略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前、「多発性嚢胞腎」の患者には臓器移植は難しいとされていました。その後、

医学の進歩により移植が可能になったと聞いています。今回、その移植体験を渡

辺正博氏(日移協理事)にお願いしました。 （寄稿、前篇）. 渡辺正博氏 

私がこの病気（多発性嚢胞腎）の事を知ったのは中学生の頃からです。父もそ

の頃、同じ病気で亡くなったので、自分も心のどこかにこの病気の遺伝子を受け

継いでいるかも知れないとの一抹の不安がありました。幸い学生時代から社会人

と何の兆候もなく、仕事と遊びに夢中で、病気の事はすっかり忘れていました。  

昭和６２年、３８歳のとき、急性肝炎で体調を崩したので、念の為と思い、人

間ドックで腹部エコー検査をお願いした結果、多発性嚢胞腎と診断されました。 

その段階では腎機能に異常は見られず、血圧コントロールの為の降圧剤の投与

以外、積極的な治療の必要はないとのことでした。この頃、私は少し病気の事を

勉強していて、全ての患者が末期腎不全にならないことも知っていました。多分

自分も大丈夫だろうとあまり気にしないようにしていました。 

しかし、平成８年頃から血清クレアチニンＣr.値が２.0 を超え始めました。その

頃、通院していた名古屋の日赤病院から、今後のこともあるので､腎不全食の体験

入院を勧められました。今まで漠然としか考えていなかった腎不全の闘病生活が

現実のものとなりました。この頃が自分自身、気持ちの整理が付かず、一番辛い

時だった様な気がします。 

そんな時、4 才年上の姉（長女）から『心配しなくても良いよ。悪くなったら

私の腎臓あげるから』と言われました。もう 30 年以上も前に他家に嫁ぎ、家庭

のある姉から腎臓提供を受ける事に少し躊躇しましたが、その家族の皆さんから

の励ましの言葉も有り、移植手術を受ける決心をしました。 

移植に対する不安はあまりありませんでした。何故なら既にその頃にはもう一

人の姉（次女）が母親から同じ病気で移植を受け､二人共元気に過ごしていたから

です。その後、闘病生活にも慣れ数年が経ちましたが､平成 14 年具体的な移植に

向けた様々な検査が始まりました。胃カメラや血液抗体検査（リンパ球クロスマ

ッチ）で問題は無く、移植手術の日時がその年の 8 月に決まりました。(つづく) 


