
　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
お礼申し上げます。
　当協会は、岐阜県唯一のアイバンクとして昭和42年（1967年）３月31日に発足し、
昭和63年（1988年）６月30日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（2012年）４月１日に公益法人化され、本年６月、皆様の善意や熱意に支えられ、
設立30周年を迎えました。
　これもひとえにライオンズクラブをはじめ関係諸団体の絶大なるご支援とご協力の賜と心より深く感謝い
たします。
　この30年の間、375名の方にご献眼頂き、606名の方々が角膜移植により光を取り戻されました。また、
50名の方より臓器提供、うち８名の方より脳死下臓器提供を頂き、献腎移植により71名の県内在住者の方々
の社会復帰へのお手伝いをすることができました。
　ご提供頂いたご本人様はもとより、ご家族様の崇高なお気持ちに敬意を表しますとともに心より感謝申し
上げます。
　現在、県内にはまだまだ多くの臓器移植を必要としている方々がおられます。皆様が移植医療について正
しくご理解いただくことが大変重要なため、今後も役職員一同一丸となり、更なる移植医療の推進を目指し
て広く臓器移植に関する知識の普及や、医療機関との協力体制の確立を図るなど、引き続き尽力していく所
存です。どうか今後とも皆様方のご指導とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
　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、ご提供いただいた方々のご冥福をお祈り
いたします。

ご　挨　拶
公益財団法人岐阜県ジン・アイバンク協会　理事長　小林　博

　2018 年７月～ 2019 年６月まで AC ジャパン支援キャ
ンペーンで吉本新喜劇のすっちーさんと吉田裕さんが『意
思表示すんのかいせんのかい』と題して、家族で臓器提供
の意思表示について話し合うことの大切さを呼びかけてい
ます。支援キャンペーンは、テレビ・ラジオＣＭ、ポスター
等で展開されます。

2018年度ACジャパン支援キャンペーン

（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://gifu-jinaibank.life.coocan.jp/
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だれかの未来応援宣言
ジン・アイバンク便り

『意思表示すんのかいせんのかい』



普 及 啓 発 事 業
❶ 臓器移植普及推進月間街頭キャンペーンの実施
● 10月の全国臓器移植普及推進月間を中心に、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、県下において街頭キャンペーン
普及啓発活動を行い、啓発物品（ポケットティッシュ）を配
布し、移植医療の正しい理解を深めるよう普及啓発及び臓器
提供の意思表示を呼びかけた。（毎年恒例の岐阜県農業フェ
スティバルは台風接近に伴い中止）

● 他団体主催イベント及び大垣水都・大垣城・大垣東・養老各
ライオンズクラブ四献運動に参加し、臓器提供意思表示カー
ド、ポケットティッシュ等を配布し意思表示促進を図った。

❷ 普及啓発講座
● 医療機関をはじめ他団体主催研修会、イベント時等に普及啓発物品の配布依頼及びポスター・バナー展示、カー

ド設置等の普及啓発に努めた。

❸ 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 ＜９/22朝日新聞朝刊・

理事長挨拶文掲載＞
● JR岐阜駅前ニュースビジョンにて30秒広告を15分1サ

イクルで繰り返し放映 ＜10/10 ～ 20　704回放映＞
● 岐阜大学医学部附属病院時間外出入口付近に、（一財）

誠仁会及びコカ・コーラボトラーズジャパン（株）のご
協力により、グリーンリボン仕様の自動販売機設置

平成29年度事業報告・活動報告

ニュースビジョン

ポケットティッシュ

9/22朝日新聞朝刊

グリーンリボン仕様自動販売機
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❹ 臓器提供意思表示の呼びかけ及びカードの設置
● 県内各市町村及び看護系教育機関等へ臓器提供意思表示

ポスター、各保健所へポスター及びポケットティッシュ
を配布、県内５類型施設（12施設）及び岐阜メモリアル
センターで愛ドーム・ふれ愛ドームへポスターの配布及
び意思表示カード・リーフレットの設置

● 県眼科医会所属施設（約100施設）に献眼推進ポスター
を配布

● 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

移 植 推 進 事 業
❶ 臓器提供の院内体制の整備及び病院啓発
● 県内10医療機関に臓器移植コーディネーターが訪問し、シミュレーション、講演会、委員会、脳死下・心停止

下臓器提供マニュアル作成・修正等に協力した。

医　療　機　関　名

岐阜大学医学部附属病院 岐阜県総合医療センター

岐阜市民病院 大垣市民病院

岐阜県厚生連中濃厚生病院 県立多治見病院

高山赤十字病院 社会医療法人厚生会木沢記念病院

公立学校共済組合東海中央病院 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院

11/6岐阜大学病院シミュレーション

❷ 院内臓器提供連絡調整員を対象とした研修会
● 院内における移植医療を円滑に行えるよう、岐阜県知事より委嘱された総勢51名の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った。
＊6月30日　第36回岐阜県院内臓器提供連絡調整員研修会
＊7月10日　平成29年度愛知・岐阜・三重・静岡4県合同新任院内移植コーディネーター研修会
＊2月21日　第37回岐阜県院内臓器提供連絡調整員研修会

❸ 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
　平成29年度新規登録と組織適合検査 14名
　平成29年度更新登録者の血清保存 165名

　費 用 区 分 新規腎臓移植登録希望者 更新腎臓移植登録希望者

検査費用(１人あたり) 31,000円 5,000円

内
訳

自己負担額 5,000円 2,000円

当協会助成額 26,000円 3,000円

@26,000×14名＝364,000円　　@3,000×165名=495,000円　　　　助成額859,000円
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❹ 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及び臓器提供希望者の家族
に対し、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。

● ドナー及びドナー家族のご理解・ご協力に感謝し、弔電の
送付や感謝状の持参、移植患者の経過報告、サンクスレター
の送付等を行った。

　【献眼業務】
　　連絡件数・・・４件
　　提供件数・・・３件
　　移植件数・・・６件（全て県外施設にて移植）
　【臓器提供業務】
　　連絡件数・・・10件（うち脳死下臓器提供１件、
　　　　　　　　　家族の総意が得られず３件、
　　　　　　　　　適応除外３件、相談のみ３件）
　　提供件数・・・１件
　　移植人数・・・２人（県内施設該当分）

　平成29年度は３名の方が献眼・１名の方が臓器提供して
くださいました。心より感謝申し上げますとともに、慎んで
ご冥福をお祈り申し上げます。　

■角膜・腎臓の移植状況（岐阜県）
○角膜

区　分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

移植希望者数   4人   3人 9人 9人 0人 0人

提 供 件 数 　10件 　　6件 4件 11件 9件 3件

移 植 件 数 15件 　　8件 5件 14件 13件 6件

※移植希望者数については各年度末現在の人数を示す
※移植件数については県外施設移植分を含む

○腎臓　　　　

区　分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

移植希望者数 250人 262人 263人 252人 244人 240人

提 供 件 数 　3件 　0件 　0件 2件 　0件 1件

移 植 人 数 　4人 　0人 　0人 2人 　0人 2人

　　　　　　　　　　　　　　※移植希望者数については各年末現在の人数を示す

移植できる臓器
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サンクスレター
※ほぼ原文のままですが、一部文面を修正しております。

臓器を提供してくださった方のご家族様へ
　この度、大切なご家族の腎臓を提供して頂き、誠にありがとうございました。一言で言い表せない程の想
い、感謝でいっぱいです。
　平成14年に腎臓を患い、透析生活を始めましたが、治る事のない腎臓にとっては、移植に頼るしかなく
腎バンクに登録しました。とは言え、献腎移植となると年に数件しかなく、自分への提供は無いに等しい確
率です。それでも、わずかな希望にすがり10数年登録してきました。岐阜大学病院より連絡を頂いた時も「ま
さか」との思いから、先生が何を言っているのかがうまく理解できませんでした。あまりに唐突の出来事に
身体が震え家族に連絡したのを覚えています。すぐに大学病院に向かい検査を受け、手術が決定しても、手
術が終わり目が覚めた時も、自分の身に何が起きているのか理解できない時間が過ぎていきました。術後は
良好で日に日に気分が良くなっていくのが自覚でき、腎臓がいかに大切な臓器であるのか実感し、移植した
事実と向き合った時でした。
　10年以上使用していなかった膀胱はとても小さく20 ～ 30分に一度トイレに行く日々がしばらく続き、
トイレに行くのが面倒とさえ思うほどでした。人間の身体は不思議なもので、尿量は増え、トイレへ行く間
隔も長くなり、リハビリも早い時期より開始できました。お陰様で回復も早く、予定より１０日近く早い退
院となり、現在社会復帰できる様になりました。これも頂いた腎臓のお陰です。移植を受ける前は、自分の
命は後４～５年だと覚悟している事を周囲にこぼしておりました。
　移植を受けた自分にとっては嬉しい事ばかりですが、新聞やニュースから本人が望んで提供して下さった
事、その意志を継いで今回に至った御家族の皆様の想い、いろんな想いの詰まった臓器である事は心に重く
感じました。移植後、臓器移植をテーマにしたテレビドラマが放映されたのを見ました。初めて臓器提供者
やその家族側から見た移植で考えさせられました。
　移植を受けた臓器は、僕ひとりのものでなく、提供して下さった方、その家族の想いと一緒に生きる事で
あり、この腎臓に責任があります。少しでも長くこの腎臓と共に生きる事しかその思いに応える方法は無い
と考えさせられました。
　現在、徐々に社会復帰しておりますが、体力こそまだ戻りませんが体調は良好です。透析中は、あまり眠
れなかったのですが良く眠れるようになり、朝も気分良い目覚めの毎日です。今後は、元気な頃にやり残し
た事、好きな剣道の再開、透析中には行けなかった海外旅行等もしたいと思います。頂いた腎臓と共にこれ
まで以上に、いろんな経験・体験をしたいと考えています。
　腎臓を提供して頂き、誠にありがとうございました。
　御家族の御冥福を遠くからではありますが、心より御祈りしております。

　この度は、大切な体の一部を提供してくださり、本当にありがとうございました。感謝してもしきれない
くらいの想いでいっぱいです。
　私は20代より17年透析治療を続けました。同時に移植の登録も行いましたが、年々合併症にも悩まされ
一生透析を続けないと生きていけない体なんだと覚悟を決めておりました。そんな時、思いもよらない一報
が入り、慌てて病院に向かい何も考える間もなく手術を迎えました。術後、新聞報道等でドナー様の情報を
知り、いただいた臓器を一生大切にし、共に生きて行こうと涙が止まりませんでした。
　ご家族のことを考えると感謝の言葉しかありません。本当にありがとうございました。心から感謝いたし
ます。
　現在は順調に回復し、心配していた拒絶反応もなく仕事にも復帰し、日々の生活に支障はありません。中
でも、一番大きかったのは「時間」です。透析にかかっていた時間がどれほど自分を制限し、束縛するものだっ
たか、改めて感じました。今は、いただいた命を大切に生きています。
　大切な命を分けていただいたと心に刻み、迷惑をかけてきた家族にも恩返しをし、一生懸命生きていきま
す。本当にありがとうございました。
　最後になりましたが、ドナー様のご冥福をお祈りいたしております。
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臓器提供の意思表示にご協力ください

　臓器提供の意思表示は、インターネット、意思表示カード・健康保険証・運
転免許証等のほか、マイナンバーカードの意思表示欄で示すことができます。
　あなたの身に「もしも」のことが起きたとき、臓器提供の意思が不明だと、
代わりにご家族や大切な人が臓器を提供するかどうかを判断することになりま
す。大切なご家族が迷うことがないよう、日頃から話し合い、お互いの意思を
確認し合うことが大切です。自分の意思を示してください。
　臓器提供の意思はいつでも変更できますし、『提供しない』という意思表示
は何歳でも有効です。
　なお、角膜及び臓器提供のご連絡、ご相談、事前連絡等は当協会（058-215-
6302）までご連絡ください。

寄附募金　～こころ温まるご支援をありがとうございました～

▲２月21日（水）ＮＰＯ
法人岐阜県腎臓病協議
会様よりご寄附をいた
だきました。

医療法人社団　大　誠　会
■松岡内科クリニック
　〒503-0856　大垣市新田町2丁目14番地
　TEL 0584-89-1948　FAX 0584-89-1574
■大垣北クリニック
　〒503-2321　安八郡神戸町末守737番地1
　TEL 0584-27-1050　FAX 0584-27-1051
■サンシャインM＆Dクリニック
　〒501-0236　瑞穂市本田174番地1
　TEL 058-329-5522　FAX 058-329-5602

３月12日（月）中部薬品
株式会社本部様にてV・
drugの県内一部店舗に
て設置してある募金箱よ
り募金をいただき、感謝
状をお渡ししました。

▲
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（単位：円）

科　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  資産の部

   1. 流動資産

          現金預金 2,686,768 1,423,354 1,263,414

          未収金 144,605 1,451,248 △ 1,306,643

        流動資産合計 2,831,373 2,874,602 △ 43,229

   2. 固定資産

     （1）基本財産

          定期預金（基） 139,370,000 121,370,000 18,000,000

          投資有価証券 0 19,999,440 △ 19,999,440

        基本財産合計 139,370,000 141,369,440 △ 1,999,440

     （2）特定資産

          機器整備積立預金 1,685,853 1,685,837 16

        特定資産合計 1,685,853 1,685,837 16

     （3）その他固定資産

          什器備品 2 2 0

          電話加入権 76,440 76,440 0

        その他固定資産合計 76,442 76,442 0

        固定資産合計 141,132,295 143,131,719 △ 1,999,424

        資産合計 143,963,668 146,006,321 △ 2,042,653

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債

          未払金 145,424 124,773 20,651

          預り金 81,976 23,383 58,593

        流動負債合計 227,400 148,156 79,244

   2. 固定負債

        固定負債合計 0 0 0

        負債合計 227,400 148,156 79,244

Ⅲ  正味財産の部

   1. 指定正味財産

          寄付金 21,880,456 21,880,456 0

        指定正味財産合計 21,880,456 21,880,456 0

        （うち基本財産への充当額） （20,200,000） （20,200,000） （0）

        （うち特定資産への充当額） （1,680,456） （1,680,456） （0）

   2. 一般正味財産 121,855,812 123,977,709 △ 2,121,897

        （うち基本財産への充当額）（119,170,000）（121,169,440）（△ 1,999,440）

        （うち特定資産への充当額） （5,397） （5,381） （16）

        正味財産合計 143,736,268 145,858,165 △ 2,121,897

        負債及び正味財産合計 143,963,668 146,006,321 △ 2,042,653

貸 借 対 照 表 平成30年3月31日現在

平成29年度寄附募金御芳名（順不同）
平成29年度　1,552,855円

寄　附 　　　　　　　　　（円）

ライオンズクラブ第 1 リジョン 様 935,944

ライオンズクラブ第 2 リジョン 様 80,078

ライオンズクラブ国際協会
334- Ｂ地区年次大会 様 100,000

岐阜県眼科医会 様 50,000

岐阜県眼鏡商業協同組合 様 92,682

NPO 法人岐阜県腎臓病協議会 様 50,000

合　　計 1,308,704

募　金 　　　　　　　　　（円）

高橋眼科医院 様 42,662

窪田眼科医院 様 36,563

辻中眼科 様 5,000

松波総合病院 様 10,000

木村眼科 様 11,788

木村内科 様 6,767

内田眼科 様 11,941

杉谷眼科 様 5,000

土岐眼科クリニック 様 17,167

桑山眼科 様 24,857

中部薬品株式会社 様 72,406

合　　計 244,151

平成29年度賛助会員御芳名（順不同）
平成29年度　1,044,000円

特別会員様（敬称略）860,000円
安八町 川辺町 垂井町 美濃市

池田町 北方町 土岐市 美濃加茂市

揖斐川町 岐阜市 富加町 本巣市

恵那市 郡上市 中津川市 八百津町

大垣市 下呂市 羽島市 山県市

大野町 神戸町 東白川村 養老町

海津市 坂祝町 飛騨市 輪之内町

各務原市 白川町 七宗町 （一社）岐阜県医師会

笠松町 白川村 瑞穂市 （公社）岐阜県看護協会

可児市 関ヶ原町 御嵩町 (一社）岐阜県薬剤師会

法人会員様（1口　10千円）　180,000円
サンシャインM&Dクリニック 様 澤田病院 様

高桑内科クリニック 様 新可児クリニック 様

岐阜中央病院 様 各務原そはらクリニック 様（２口）

松岡内科クリニック 様 羽島クリニック 様

松波総合病院 様 タジミ第一病院 様

中津川共立クリニック 様（２口） 高井病院 様

大垣北クリニック 様 平野総合病院 様

東可児病院 様 県立下呂温泉病院 様

個人会員様（1口　2千円）　4,000円
鷹尾　良枝 様 林　幸集 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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　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（講師派遣）をお引き受けしております。
　ご希望、ご質問等はいつでもお気軽にご相談ください。

「出前講座（講師派遣）」のご案内

　当協会では、公益財団法人日本アイバンク協会が設立５０周年記念事業としてジャ
ニーズ事務所の全面的な協力によって作成された角膜提供についての啓発用ＤＶＤ『ヒ・
カ・リ』を学校・公共団体・病院等の法人に限り貸し出しを行っています。（※個人へ
の貸し出しは行っておりません）
　字幕入りもありますので、ぜひ、研修会等でご活用ください。

　収録時間：ドラマ 21 分　＜出演＞滝沢秀明、中山優馬、福田麻由子、水野真紀ほか
　　　　　　アイバンク活動紹介 14 分

アイバンク普及啓発ＤＶＤ『ヒ・カ・リ』の貸出のご案内

　当協会は皆さまからの善意やご協力によっ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
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ご寄附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。

賛助会員ご加入・ご支援のお願い

●賛助会費・寄附金振込先

法人会員／ 1 口年額　10,000 円
個人会員／ 1 口年額　 2,000 円（口数に上限はありません）

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・アイバンクキョウカイ

十六銀行　黒野支店　　普通預金　1579043

賛助会員

口 座 名

口座番号

　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』である当協会に対する個人の方の寄附又は賛助会費
については、確定申告の際、従来の「所得控除」に加え「税額控除」のどちらか有利な方式を選択でき
ます。　　　　　　　　　　　　 ※詳細につきましては、お近くの税務署等へお問い合わせください。

　この度、当協会は皆様の善意や熱意に支えられ、設立 30 周年を迎えました。これまでの歩みを支えてくださったライ
オンズクラブの会員の皆様はじめ多くの方々に心より感謝申し上げますとともに、今後とも更なるご協力ご指導を賜り
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、この 30 年の間、ご献眼いただきました 375 名の方、臓器提供い
ただきました 50 名の方に改めて敬意を表しますとともに心よりご冥福をお祈りいたします。

（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://gifu-jinaibank.life.coocan.jp/連 絡 先

編 集 後 記


