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理 事 長 小 林  博

皆様方には、平素より当協会の事業活動に格別のご支援、ご協力を賜り心から厚くお礼中し上

げます。

当協会は、岐阜県唯―のアイバンクとして昭春B42年 3月 31日 に発足し、昭不□63年6月 30曰 に

財団法人岐阜県ジン アイバンク協会を設立後、平成24年4月 1日 に公益財国法人化され、平成

26年 11月 1曰 より事務局を岐阜県庁内から岐阜大学EFI学部lll属病院内へ移転いたしました。

事務局移転後は、皆様との距離がより近くなり、様々な疑問 質問等に直接お会いしてお答えすることが可能となり、

大変良い環境が整つたと感じております。また、新規南ズ腎移植希望登録者|の随時受付、1献育移植希望登録更新者:の受

診日程調整が容易となり、緊急を要する患者1求の角膜移植等の際には、即座に対応可能となりました。

今後もより充実した移植EI療について皆様に正しくご理解いただけるよう役職員―同一丸となり、更なる移植医療の

i   推進を目指して広く臓器移植に関する知識の普及や、EI療機関との協力体市Jの確立を図るなど、引き続き尽力していく  |
■1 1  所存です。どうか今後とも皆lf方の出 旨導とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。               1
■  1   最後になりましたが、移植を受けられた方々のご健康の回復と、こ提供いただいた方々のご冥福をお祈llい たします。  |



移植者の方の想いが綴られたお手紙をご紹介します。(原文ママ)

ご提供頂いたご家族様
桜の雷も少しずつ膨らんできているこのtrl、 お陰様にて無事移植後三年経過し、四年目を迎えること

ができます。

本当にご提供頂いた方、ご
｀
家族様の深いご理解を頂けてこうして日々過ごさせて頂いていること、改

めて感謝の気持ちでいっぱいです。ご提供頂いたご家族様には日々いろいろ感慨深く過ごされているこ

とと存じます。

私、ご提供頂いた心臓と共に、相変わらず野の花、花壇の花、自然の中に日まれて過ごしております。

又、畑の中にも入つて野菜とも戯れております。最近では、夕ヽで過ごす時間も長くなってきています。又、

車の運転も少しずつ始めております。

本当に、手術前には想像できなかった夢の様な生活が出来る様になりました。家族も近所の方も「本
当に元気になつたね。J「以前と変わらないね。Jな どと声をかけてもらっています。

何事もご提供頂いた心臓と深いご家族のご理解の上に、いつも一緒に生活を出来ている事、感謝の気

持ちでいつぱいです。

本当にこうして頂いた心臓と共に元気に過ごさせて頂いている事、家族と共に大変喜んでいることを
ご報告させて頂きたくて筆を執りました。

これからも元気で共に命を大事に生活させて頂きます。ありがとうございます。

御提供下さいました方、御家族の皆様
先日角膜の内皮の手術を受けました。

今から2年程前に左眼の角膜移植手術を受け、以後医師の指導のもと、通院しながらケアを行つてま

いりましたが、約 1年程前から内皮が曇ってきてだんだんと見づらくなってまいりました。視力は全層

手術を受け、当初は02位保っていましたが、内皮が曇つてからは、明暗は分かりますが、姿恰好はほ

とんど見えなくなってきました。

先生から内皮の手術を行いますから、とのお返事をいただき、質の良い内皮を待ちましょうというこ

とになりました。

半年以上待って今回の仕儀となったわけであります。今のところ術後 2週間しか過ぎておりませんの |

で、どの程度見えるかは時間が過ぎないと良く分かりませんが、今までより良くなることは間違いあり |
ません。

以上のような状況ですが、こうして提供を受けた者からすれば、こんなにありがたいことはありませ

ん。御提供くださつた方にはなんと御ネL申 し上げて良いのやら、ただただ感謝あるのみです。本来なら ‐
お会いして御ネL申 し上げるのが筋でごさしヽますが、何卒お許しいただきたくお願い申し上げます。

本当にありがとうございました。私としては御好意を無にしないよう、御恩返しだと思って頑張つて

療養に努める所存であります。

幸い右眼は視力がありますので、将来お返しにと思つて登録しようかなとも考えましたが、炎症が起

きたり、時折腫れることもあるものですから、とても意にそぐわないのではと考えています。

本当に御提供いただきありがとうごさいました。まだまだ退院後日が浅くかすんでまい |り ますので、 |
ここで失礼いたします。

皆様の御健勝をお祈り申し上げます。                          敬具



ドナー家族の皆様ヘ

ドナー家族の皆様、お元気でしようか。娘さんから命をいただいてから8年の月日が流れました。

今は定年退職し、去年あたりから家でゆっくりした時間を過ごしております。

8年前、闘病14年になり毎日がとても苦しく大変なものでした。限界を感じつつ将来への展望がもて

ぬまま病院へ行つていました。移植希望から10年が流れ、半ば自分に順番がまわってくることはない

だろう、と思っていました。

ドナーの娘さん又ドナー家族の皆様のお陰で、今はとても元気でおらせてもらつています。ありがと

うございます。

先日、名古屋の慰霊祭に参列させていただく機会がありました。たくさんの方々が移植により元気に

しておられる事を知り、たくさんの ドナーの方々やドナー家族の皆さんの温かい愛情の中で、私達移植

者は日々元気にしあわせに暮らさせていただいていることを改めて深く感謝しました。

日々のしあわせの中には、たくさんの方々の愛情を感じます。8年前の苦しかったこと、思えば事の

ようなしあわせな日常です。

いただいた腎臓を大切にして娘さんと共に温かい愛情の中で今、こうして命をつないでいただいた事

を万感の思いで噛みしめています。

8年前、大変な決断をしていただき、ありがとうございます。

深い悲しみの中で移植を決めていただき、新しい人生を歩くことが出来ました。

1日 おきの辛い透析からの解放、又闘病中は水分制限、食事もなかなか好きなだけ食べられませんで

した。今は顔色も良くなり、いろいろな制限から解放されました。

新しい人生が私を歓迎してくれています。娘さんや家族の皆さんから新しい人生をいただきありがと

うございます。

娘さんと共に今、とてもしあわせです。ドナー家族の皆様どうぞお体を大切に。

このたび私は、ご家族様のc~2解をいただき、角膜移植手術を受ける事ができました。

ありがとうございました。

移植後の経過も良く、失明寸前だつた視力も04と回復させていただき、感謝の気持ちでいっぱいで

ございます。

本当にありがとうございました。

大切にさせていただきます。 かしこ



平成26年度事業報告 0活動報告
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0臓器移植普及推進月間街頭キヤンペーンの実施

●10月 の臓器移植普及推進月間にあわせて啓発物品(マ スク、布巾、ハンカ

チ等)を配布し、県民に対し、移植医療の正しい理解を深めるよう普及啓発

及び臓器提供の意思表示を県内各保健所、市町村、特定非営利活動法人岐

阜県腎臓病協議会及びライオンズクラブ等の協力を得て呼びかけた。

②普及啓発講座等

岐阜県晨業フェステイバル(10/25、 26)

●県民への普及啓発を進めるため、支援団体の講演会へ臓器移植コーディネーターが赴き、臓器移ltLに 関する講演

を行つた。また、支援団体主催行事の後援団体として協力し、研究会や学会等ではブースを設置し普及啓発に努

めた。

0メディア等を利用した普及啓発
●10月 の普及推進月間広告を掲載 (9/26朝 日新聞朝刊 理事長挨拶文〉
●第11回市民公開講座の案内を掲載 (10/15広 報ぎふ〉

●事務局移転に関する記事 〈11/5岐阜新聞朝干」、11/17中 日新聞朝刊〉
●大垣自動車学校での講演会記事 〈11/30中 日新間朝刊 (西濃版)〉

OFC岐阜の選手を起用した岐阜県オリジナル意思表示啓発ポスターを作成

0岐阜乗合自動車 (岐阜バス)市内路線バス100台 に搭載されているバスチャンネルで広告を放映〈10/1～ 10/31)
●aSヽチヤン地上デジタル放送 データ放送の県広報で意思表示啓発〈11/20～ 12/4)

0臓器提供意思表示の呼びかけ及びカードの設置

4月 20日 NPO法人ソムニード主催セミナー 10月 17日

11月 16日  1 第11回市民公開講座 腎移植講演会

大垣東ライオンズクラブ

7月 12日 1第25回サイコネフロロジー研究会

13日  チャリティーコンサー ト(13日 )

8月 28El、 29日  第13回 日本組織移植学会

11月 19日  1 大10自動車学校

12月 18日   ソロプチミスト岐阜

●県内各保健所、市町村、県内高等学校、透析施設、看護大学 専門学校、自動車学校

等へ岐阜県オリジナルポスターを配布、また眼科医会所属施設(約 100施設)こ献眼推

進ポスターを配布

●県内各薬局(約 1,000店舗)ヘカードの設置依頼、大垣 大垣南 土岐自動車学校ヘカー

ド設置依頼及び教習車に意思表示啓発ステッカーの貼付依頼、羽島タクシーヘステッ

カー貼付依頼

●各市町村へ成人式の際に臓器提供意思表示カードの配布依頼

0

ハ「２。「■



鵬回囲囲目開
0臓器提供の院内体制の整備及び病院啓発
●県内6医療機関に臓器移植コーディネーターが訪間し、院内体制整備及びマニュアル改正に協力した。また、
3医療機関では院内研修会等を行つた。

0院内臓器提供連絡調整員を対象とした研修会及び移植医療推進会議の開催
●院内における移lt●医療を円滑に行えるよう、調整員の資質向上を目的とし
た研修会及び新任者研修会を行つた。また、移植医療の推進の為、県内の
臓器移植関係者が臓器移植に関する諸F05題 を検討する会議を開催した。
*9月 5日 平成26年度新任院内移植コーディネーター研修会

第28回岐阜県院内臓器提供連絡調整員研修会
*11月 7日 第29回岐阜県院内臓器提供連絡調整員研修会
*2月 20日 第30回岐阜県院内臓器提供連絡調整員研修会
*3月 13日 移植医療推進会議

0腎臓移植希望者組織適合検査(岐阜大学病院に委託)の実施及び検査費用の助成

第28□研修会

検査費用(1人あたり)

自 己 負 担 額

当 協 会 助 成 額
公社)日本臓器移植ネットワーク補助額

37000円 5,000円
2000円

20.000円
12000円

●平成26年 6月 10月
平成26年6月

平成26年度新規登録と組織適合検査  22名
平成26年度登録者の血清保存    205宅

@20000× 22名 =440,000円  @3,000× 205名 =615,000円   猾

0コーディネート業務
●臓器提供に関する情報や連絡に基づき、365日 24時間体制で対応し、各医療機関との調整、臓器提供者の家族に
対して移植医療についての説明や承諾後の支援等、臓器提供が適切且つ円滑に行われるよう努めた。

【献 眼 業 務】 ドナー家族や医療機関、愛知県不老会等の連絡に対し、摘出医師と共に入院先の病院を訪問し、
ドナー家族等へ献眼についての説明を行つた。

・連絡件数…………4件 (うち角膜提供に至つた件数 4件 )

・角膜移植件数 -5件 (う ち今年度提供角膜使用数 4件
うち保存角膜使用数    1件 )

ヽ̀県内移植者 5名
【臓器提供業務】 ドナー患者の入院先医療機関から連絡を受けて訪問し、家族等へ移leL医療についての説明を行つた。

・ l●絡件数……  2件 (うち承諾に至る前に死亡 1件
うち提供適応外 1件 )

●角膜及び過去臓器提供に至ったドナー家族に対して、弔電や感謝状の送付、伝達、移植患者の経過報告、移植患
者からのサンクスレターの送付等を行つた。

■ドナー慰霊祭出席 (覚王山日泰寺)

■遺族訪問件数 ………3件

驀角 膜

岐阜県下における角膜・腎臓の移植状況

※移植希望者数については各笙菫末現在の人数を示ず

移 植 希 望 者 数  1  7人
提 供 件 数

件 数  1  12件  1  11件

4人  1  4人  1  4人  ] 3人   ,  9人
9件  1  11件  1  10件  1  6件

赫一申］一］
1件

1人

e腎 臓

※移植希望者数については各年末現在の人数を示す
0



県民の皆さまに臓器提供についてのアンケー トを実施しました。

●実  施  曰  平成26年 10月 25日 (■ )、 26日 (曰 )

0実 施 場 所  第28回岐阜県農業フェスティブツレ 当協会出展ブース

0回 答 者 数  715名
撥有効回答者数  711名 (男性 212名、女性 498名、無記入 :1名 )

1、・●■年齢

::,ド ,:III』
訟」
・・ 占

「
 あなたは臓器提供したいと思いますか

爾 したい ● したくない

わか受 い 口無記入

したい
217人 31・ .

わからない
41しヽ
58%        |

したくない
30人 11%

150

EI・Hあなたは家族と置器提供について話したことはありますか
無:こ

ぅ
2人 O● ●   年代別   蟻はぃ 薔いいえ ■無記入

無
諮

1人 0%   年4t別

⊂ D間 2年 制
錮 男性 ■ 女性 ■ 無記入

00歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

10歳代

コ,■ヨ臓器提供の意思表示をしていますか

60歳代

50歳代

40燿

"ヽ
30alt

20歳代

10歳代

していない      
∞歳代

538人 4%     40歳 代

30歳代

20歳代

10歳 lt

4人 2%

紆 算 

〔
:糧1』

口|・ :● あなたが臓器移植てしか助からなll病気になつたらとうしますか

無記入?8人 4・.   年代別 醸
彙 ,、

日
鮮 ,.■ 無記入

叫似尚

|まt,

267人
38%

60歳代

5幅代

4幅代

30歳

^
20歳代

1幅代

100   150   201   250
(人 )

受けたくない
1●5A
鮮亀ぃ1

受けたい  受けたくない

60歳代
移植を
受けたい  5幅 代
488人
69%   40歳 代

30歳代

20歳

^
10歳代

意思表示の方法 (複数回告)

インタネット登録無記入 年■別
=意

曇吾酔■じgξ雪]詐顧 L』り家族が臓器移植てしか助からない病気になつたらとうしますか
■健康保険証■インターネツト登録 無艶

017人
2%  年代別 ■

菫欅冤ぃ ξ提負 ぃ 
無記入

健申口薇歴ヽ 46人 27%

2猜
 M  4幅

代

3帳代

20歳代

10歳代

60歳代

50歳代

40歳t

OO歳代

20歳代

lomr.
∞
ω



判戒27年3月 31日現在

(単位 :∩ ) …  … 平成26年度

寄

1,880,051円    ―

附     (円 )

神ED 京子 様            4,000
ライオンズクラブ第1リ ジ∃ン様  1,0892フ ア

ライオンズクラブ第2リ ジ∃ン様  207104

民話亀毬47理鱚
会  300p00

岐阜県眼鏡商業協同組合 様     58925
杉谷 幸彦 様            5000
岐阜県眼科医会 様         50000
明智ライオンズクラブ 様      14,000
国際ソロプチミス ト岐阜 様     10,000
NPO法人岐阜県腎臓病協議会 様   40,000
合  言+                     1,778,306

西濃保健所 様            3658
山田眼科院 様            7.444
辻中眼i4様             10.000
松波総合病院 様          10,426
医療法人社団大誠会 様       46,760
東濃信用金庫駄知支店 様       3218
医療法人英泉会木村眼科 様     12506
医療法人英泉会木村内科 様      5399
農業フェスティバル         2.334
合 計                       lol,745

平成26年度 963,000円

特別会員様徹称け 845,000円

(円 )

安八町  川辺町

池田口, 北方OI

揖斐1町  岐阜市

恵那市  郡上市

大垣市  下呂市

大野町  神戸OI

海津市  坂祝OJ

各務原市  白, 0,

笠松町  白川村

可児市  関ヶ原町

_丞人会員様 (1□  10千円 )110000円
澤日病院        様 ■津 共立クリニック 様(2□ ,

各務原そはらクリニック 様 各析 リハビリテーション病院様

金募

垂丼0, 美濃加茂市

土岐市 本巣市

富力0町 八百津町

中津″肺 山県市

,Σ島市 養老町

東白‖村 輪之内0丁

飛騨市 (―社)岐阜県医師会

七宗町 (公■)岐阜県謙 協会

瑞穂市  (―社)岐阜県薬剤師会

御嵩BI

様 タジミ第一病院    様

サンシでイ珈 80フリニッフ 様(3□ )高桑内科クリニック  様

I_波総合病院

個人会員様 (1□ 2千円) 8,000円
国技 明美 様

石澤 美紀 様

佐藤 秀美 様

堀井美季枝 様

心からのご支援ご協力をいただき、
誠にありがとうございました。
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皿 工味財産の部

1指定正味財産

寄付金

指定正lt財産合計

(うち基本財産への充当額)
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臓器提供の意思表示は、意思表示カード、健康保険証、運転免許証の意思表示欄で示すことができます。移植医

療に対する理解を深め、臓器提供について考え、ご家族や大切な人と話し合って、自分の意思を表示(提供する

提供しない)し ましょう。携帯電話やパソコンからも臓器提供に関する意思の登録が可能です。

(注 )「提供したくないJと いう意思表示は何歳でも有効です。

移植医療に関する正しい知識と情報をお伝えするために、学校や職場における研修会、各団体や地域での会合等、

わずかな時間でも無償で出前講座をお引き受けします。

ご希望、ご質問等はいつでもお気軽にご相談ください。

すようよろしくお願い申し上げます。

なお、賛助会にご入会いただいた方や寄附金等にご協力いただいた方につきましては、当協会ホームページ及び

当会報で、御芳名を掲載させていただきます。匿名希望の方は、ご連絡ください。

●贅助会費・ 寄附金振込先

漕炎套量タロ
11:::胃 0畑‐日ありませ励

公益財団法人岐阜県ジン・アイバンク協会

ザイ)ギフケンジン・アイバンクキヨウカイ

口壼番号 十六銀行 黒野支店 普通預金  1579043

当協会への寄附金は、個人 法人を問わず法規に基づき申告により寄附金控除等の税の優遇処置を受けるこ

とができます。また、[税額控除対象法人Jである当協会に対する個人の方の寄附については、確定申告の際、従

来の「所得控除」に力Dえ「税額控劇 のどちらか有利な方式を選択できます。

※詳IIBにつきましては、お近くの税務署等へお問い合わせください。

昨年11月 1日 より岐阜大学医学部附属病院内へ事務局が移転し、業務効封 ヒの向上を改めて実感しております。

今後も皆さまに寄り添いながら、移植医療の推進に努めてまいりますので、引き続き、ご支援、ご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。

最後に、移植を受けられた方々のご健康の回復と、ご提供いただいた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

(公財)岐阜県ジン アイバンク協会 〒501‐ 1194岐阜市柳戸1番 1岐阜大学医学部附属病院内
TEL/FAX (058)215‐ 6302  http://homepage2 nifty com/gifu」 inalbank/

当協会は皆さまからの善意やご協力によつて事業が行われています。当協会の趣旨にご賛同頂き、ご支援賜りま


