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　平素から公益財団法人やまぐち移植医療推進財団の運営について、格別の御高配、御鞭撻を賜って
おりますことに対し、厚くお礼申しあげます。
　さて、県内におきます臓器提供の状況ですが、去る12月には県内２例目となる脳死後の臓器提供が
行われました。また、角膜の提供も今年度は20件を超える数に達しております。移植医療は、善意に
基づく無償の臓器の提供をいただいてはじめて成り立つ医療であるということを最大の特徴としており
ます。臓器提供をされましたドナーの方々の御冥福を心からお祈りするとともに、御遺族の皆様に対し、
改めて深甚なる感謝を申し上げます。
　平成22年７月の臓器移植法改正以降、毎年の臓器提供数は減少傾向にありますが、一方、内閣府が
発表した平成25年の「臓器移植に関する世論調査」の結果によれば、臓器提供を希望される国民の割
合は、引き続き４割台を維持している状況にあります。
　こうしたことを踏まえまして、当財団では、あらゆる機会をとらえ関係機関や団体の御協力を得なが
ら、臓器提供に関する意思表示の普及について、さらに取組を進め、臓器提供を希望される崇高なお
志を、移植を待っておられる方に橋渡しができるよう鋭意努めてまいりたいと考えております。
　また、臓器移植法の改正により15歳未満の臓器提供が可能となり、若い人たちを対象とした普及啓
発にも力を注ぐ必要があることから、当財団では、新成人や新高卒の皆さんにパンフレット等を配布す
るほか、平成27年度においては、このたびJ2に昇格した「レノファ山口」のホームゲーム会場におい
て若年層を含む多くの来場者に対し、移植医療の意義を正しく御理解していただくための啓発活動を
行ったところです。
　当財団が平成24年４月に公益財団法人「やまぐち移植医療推進財団」として、新たにスタートして
以来４年が経過しようとしております。我が国における近年の医療技術の進歩はめざましいものがあり
ますが、iPS細胞（人工多能性幹細胞）にいたしましても、まだ常に一定の質の細胞をつくるのは難しい
といわれており、現状におきましては、なお一層の移植医療の推進が求められているところであります。
　当財団といたしましては、これからも公益法人として、さらに、移植医療が奉仕の精神に基づいて
行われるものであることをしっかりと肝に銘じ、移植医療の懸け橋として、その課せられた使命に向かっ
て邁進してまいる所存でございます。
　今後とも、医療機関やライオンズクラブをはじめとする関係機関、団体の皆様はもとより、県民の皆
様方の一層の御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

ごあいさつ

理事長　濱本　史明

公益財団法人やまぐち移植医療推進財団
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萩市　柴田洋子　

　百ケ日、新盆とめまぐるしい日々をすませ、ほっ

と一息、一人寂しい日々を送っています。ところが

主人の献眼通信を読ませていただき、そうだった

んだと今になって素晴らしいことに気付きました。

　また、移植された方がお元気だと知り、本当に

うれしく思っています。　　　　　　　　　　

　スタッフの皆様、御協力いただいて心より感謝

しております。きっと主人も喜んでいると思います。

　私も日々を大事にし、頑張って生きて行こうと

思っております。

　92才の叔父が生涯を閉じましたが、生前中か

ら角膜移植という意思を持っている方でおられま

した。兄が元ライオンズクラブのメンバーだとい

うこともあり、献眼という意思があったのだと思

いますが、周南記念病院に入院した時に主治医よ

り献眼の意思がありますかと聞かれました。数年

前までは献眼という意識が乏しかったように思っ

ておりまして、先生方と話をする機会を得まして、

最近では大病院を中心に献眼に協力していこうと

いうことになり、院内コーディネーターが設置さ

周南市　福田信子　

　ラッセリアでアイバンクの話を聞き、献眼をさ

せていただき、本人も人様の役に立てて、さぞ喜

んでいるでしょう。

　私共も感謝しております。

　ありがとうございました。

れることになったそうです。その後は院内コー

ディネーターを中心に県のコーディネーター、ラ

イオンズクラブキャビネット他連絡を取り死亡後

速やかに移植が行われるようになったそうです。

後日県のコーディネーターの方から二人の方の移

植がスムーズに行われ目の光を取り戻されたとお

聞きしました。人の死を受け入れることによって

一部は献眼移植によって目が見えない方に光が与

えられることを、後世に続くことを祈ります。

角膜移植にのぞんで 下松市　清木健一

〜 いのちのリレー 〜

角膜提供御遺族から
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　主人との結婚式を目前にお舅さんがなくなりま

した。そして献眼をしたことを。それって何？ま

だ19歳の私は知らないことでした。そして主人

もまた、アイバンクに登録していることを結婚後

に知りました。

　元気なことだけが取り柄と言っていた主人でし

たが、２年前より肺がんを患い、昨年７月に66

歳で永眠いたしました。最後を迎えた時。

　まだ迷っていました。でも主人の意志である献

眼を、私の勝手で無駄にしては申し訳ないと思い、

娘と相談し、決断できました。

　でも、血管が細すぎて検査のための採血が大変

だったようで、先生も汗だくでした。

　そして、わずかの血液で角膜提供ができるとの

こと、安心しました。後日アイバンクコーディネー

ターの小野村さんより、二人の方の目に光が届い

たと電話を頂きました。

　主人が何処かで見てくれているんだなあと思う

と、うれしい気持ちでいっぱいになりました。今

回の主人のことを機に、娘に、自分もアイバンク

に登録しようと思うと伝えると、「言い出す時が

くるだろうと思っていた」と。いつか来る、その

時にはお願いねと伝えると「その時にならなきゃ

わからないな？」という返事。

　「でも、自分も登録しようかな・・・」とも。

　「父のことがあったから考えるようになったの

は事実」という返事が返ってきました。

　こんな曖昧な親子の会話ではありますが、娘の

心に中に何か残るものがあったみたいです。

献眼というバトンリレー 萩市　國司眞弓

　若い頃から我家では、献体、献眼についてよく

話しました。その機会があれば、家族の誰でも、

提供しよう、そう話し、偶然にも主人の死に際し、

その場を得ました。

　我家には６匹の愛犬がいます。主人の葬儀から

１〜２ケ月過ぎた頃、近所の駐車場で私が車に乗

ろうとした時、一斉に車の窓から飛び出さんばか

りに騒ぎ始めたのです。思わず周りを見ました。

帰宅した時、玄関前にいる主人を見つけた時のよ

うでした。ふと思いました。主人が新しいパート

ナーの「眼」となり、明るい外の世界へ歩き始め

たのかな。嬉しくなりました。「命のリレー」とは、

病の方を治すだけでなく、死んでいく者も生かし

てもらえること。「10年、20年、新しいパートナー

と楽しんで生きてください。そして、できること

なら、どこかでまた出逢おうね。」そう願わずに

はいられません。主人の死の悲しみより、主人の

体の一部が、この世に生き続けていることを、幸

せに感じて過ごす今日、この頃です。

岩国市　廣藤紀代美



平成28年3月15日 第22号やまぐち移植医療通信

− 4 −

今回お父さんのご遺志により献眼をされたそうですね
この献眼によってお二人の目の見えない方へ光がプレゼントされお二人の人生を大きく変えてあげる
ことができた訳です
素晴らしい「命のリレー」をしてくださったことに心から感謝申し上げます
お父さん
明後日は成人式
かわいいお孫さんの　のえちゃんの晴着姿をご覧になるのをとても楽しみにされていたと思います
お父さんも残念無念であったと思いますしご家族の皆様も見て欲しかったことでしょう
でもきっとどこかで移植をされた方の目でのえちゃんの姿をご覧になれると思います
そしてお二人の目となってこれから後の世をしっかりと見続けてくださいね

周南市　藤井律子

角膜提供者御葬儀での弔辞から

臓器移植者の御家族から

　早いもので、2007年にアメリカ、ニューヨー
クで心臓移植手術を受けた息子（当時３歳）も、
この４月から中学校の制服に身を包む。ついこの
間のように感じる小学校に入学する時も、感慨深
く感謝に溢れて涙がこぼれたのを思い出す。
　小学校の６年間を思うと、毎日の投薬、毎月の
大阪大学附属病院への通院、毎年の心臓カテーテ
ル検査入院・・・、様々な学校行事、友達との関
わりを免疫抑制を受ける体とうまくつき合いなが
ら、大切に守りながら、本人も家族も、ドナーと
そしてドナー家族への感謝とともに歩んで来た。
有難いことに、ここまで大きな問題もなく、体を
維持できているのは、周囲の理解と協力、温かな
見守り、そして何より本人の免疫抑制を受けてい
るためにやりたいことにも、涙を流しながら我慢
してきた頑張りがあったことも私たちは知ってい
る。お兄ちゃん２人が野球をしていたこともあり、
本人は野球が大好きでしたくてたまらない。けれ
ど、様々な理由から当然ドクターストップなのだ

が、本人の中では野球がしたくてたまらない気持
ちと自分の体の事情のぶつかり合いで、何度ソ
ファを殴りながら唇をかみしめ泣いたことか。学
校から帰るといつも一人でグローブとボールを持
ち壁当てをしている姿を何ともいえない気持ちで
見つめてきた。でも、こうやって大切なドナーと
息子の紡ぎあったその尊い命は守られてきたのは
間違いない。
　我が国で、15歳未満の臓器移植が法律で可能
になってから、未だドナーの数は増えない日本の
厳しい現状がある。そんな中、移植を受けたレシ
ピエントの家族として、この春から中学に進学す
る息子が、これからもその尊い命を大切に元気に
過ごし続けるその姿を見せ続けていくこと、そし
てドナーとドナー家族への感謝を何年たっても、
何十年たっても私たちの心に溢れさせて生きる姿
がその一助となれたらと思う。そして、やはり今
日という１日にも命への感謝が溢れる。

中学入学の春を迎えて 長門市　阿波ひろみ
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心停止後に提供できる施設 脳死後に提供できる施設

手術室がある全ての病院

山口大学医学部附属病院
関門医療センター
下関医療センター
宇部興産中央病院
山口県立総合医療センター
徳山中央病院
岩国医療センター

臓器が提供できる施設

病院、福祉施設、自宅、葬儀場等

角膜が提供できる施設

献　腎　・　献　眼

★★★　角膜・臓器の提供が行える施設　★★★

　尊いご意思をありがとうございました。平成 26 年 12 月から平成 27 年 12 月までの間に、献腎・

献眼をされた方々です。

　心から感謝申し上げますとともに謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。

　ご遺族様に厚生労働大臣、（公財）日本アイバンク協会理事長、( 公財 ) やまぐち移植医療推進財

団理事長から感謝状をお届けしました。

〇　角膜の提供
　 　心停止後に、摘出の場所は全く問いま

せんが、ご遺体が平坦に仰向けで仰臥で

きることが必要です。

 〇  臓器の提供
　 　心停止後の提供は手術室がある病院で

行えますが、脳死後の提供病院は、「臓

器の移植に関する法律」の運用に関する

指針で定められています。

（ご遺族のご了解をいただいた方のみ氏名を掲載しています。）

冨永　房子様　　金子　大史様　　中村モモヱ様　　村上　文秀様
柴田　　清様　　弘中　文子様　　國司　敏男様　　藤井　由正様
清水　良一様　　廣藤　克彦様　　福田　久夫様　　清木　正春様
他に 9 名の方を含め、21 名の方からご提供をいただきました。
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　見事Ｊ３入り１年目にして優勝そしてＪ２昇格を果たしたレノファ山口のホームゲームでイベント

を開催し、若者層をはじめ多くの来場者に啓発活動を行いました。

平成27年7月29日　維新百年記念公園陸上競技場

　夏休み最初のナイターゲームで、来場

者に移植医療に関するパンフレットや

グッズを配布するとともにチケットを

プレゼントしました。

観客数　4,715人

パンフレット　1,400部配布

平成27年10月4日　下関市陸上競技場

　下関市でのホームゲームにおいて来場者に移植医療に関するパンフレットやグッズを配布するとと

もにチケットをプレゼントしました。

観客数　3,315人　パンフレット　700部配布

平成27年10月25日　維新百年記念公園陸上競技場

　臓器移植普及推進月間行事としてブースを設置し、移植医療○×クイズを実施しました。また、会

場にはハーティーちゃん（移植医療マスコット）が来場し、オリジナルハンドタオルやパンフレット

の配布を行うとともに、チケットをプレゼントしました。

※移植医療○×クイズの問題と解答・解説は８〜９ページにあります。

観客数　5,644人　パンフレット　1,500部配布

クイズ参加者　122人

レノファ山口ホームゲームで
移植医療普及推進イベント開催
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　10月の臓器移植普及推進月間において、臓器移植が正しい理解の基づきさらに進むように、移植

医療に関する啓発と知識の普及を目的として、集中的に各種月間行事を開催しました。前ページのレ

ノファ山口ホームゲームイベントのほかに次のとおりイベントを開催しました。

グリーンライトアップイベントの実施

　臓器移植普及推進月間行事として、平成27年10月16日（金）の

全国一斉グリーンライトアップに参加し、下関市の海峡ゆめタワー

を移植医療のシンボルカラーであるグリーンにライトアップし、普

及啓発を図りました。

ねんりんピック健康フェアに出展

　平成27年10月19日（月）、山口きらら博記念

公園多目的ドームにおいて山口県腎友会とともに

ブースを設置し、血圧測定や健康相談を実施しま

した。また、来場者に移植医療に関するパンフ

レットやオリジナルハンドタオルを配布し、普及

啓発を図りました。　

臓器移植普及推進月間企画展の実施

　月間期間中の10月１日から31日までの間、山

口県総合保健会館内に　各種ポスターを掲示する

とともに、のぼり旗の設置やパンフレットを配置

し、訪れる県民の皆様に移植医療に対する関心や

理解を一層深めていただきました。

臓器移植普及推進月間で
各種イベントを開催
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　平成27年10月25日（日）、山口市の維新百年記念公園陸上競技場で行われたJFL2015明治安田

生命J3第25節レノファ山口対AC長野パルセイロの試合にて、ブースを設置し、移植医療のマスコッ

トキャラクター「ハーティーちゃん」と一緒に、移植医療に関する知識や理解・協力を深めていただ

くためのグッズの配布やアンケート調査を実施しました。

　昨年もレノファ山口の試合でアンケート調査を実施し、移植医療に関心はあるものの実際に「提供

する・しない」の意思決定に伴う情報が十分に得られていないことが明らかになったことを受けて、

今回は、一歩踏み込んで意思決定に基本的に必要な質問内容とし、解説を付してグッズをお渡しました。

　今回のアンケート調査（〇×式）により、実際に「提供する・しない」「提供できる・できない」

判断を行うための情報提供が十分でないことが分かりました。今後も臓器移植に関する情報提供を多

くの県民に届け、提供いただける症例数の増加につながる活動を続けていきます。

※回答（〇×）の次の数字は、正解率です。

問１　グリーンリボンは、移植医療のシンボルマークである。（〇）94.3％

　グリーンリボンは移植医療のシンボルマークです。移植医療に取り組んでいる病院や薬局では、

胸にこのグリーンリボンバッジを付けた看護師・薬剤師さんがいたりポスターを貼っています。

問２　角膜移植は、眼の病気を治療するための手術である。（〇）90.2％

　角膜が濁ったり、傷ついたり、変形すると眼の中に光を通すことができなくなり、視力が衰

えてしまいます。そのため、提供いただいた角膜と交換して視力を回復させるのが角膜移植手

術です。

問３　白内障の手術を受けていても、角膜の提供ができる。（〇）59.8％

　白内障や緑内障などの病気やその治療のための手術を受けた場合でも角膜が傷ついていなけ

れば提供できます。どなたから提供された場合でも提供後に精密な検査を行い、移植可能な角

膜かどうかを検査します。

問４　角膜も生体移植ができる。（×）34.4％

　生体移植はできません。生体移植が可能な臓器は、肝臓、肺、腎臓のみと法律で定めています。

問５　癌（悪性腫瘍）を患っていても角膜の提供はできる。（〇条件付き）54.9％

　基本的には可能です。ただ、眼内への癌転移がある場合、白血病、悪性リンパ腫などの血液

腫瘍の場合は提供はできません。

トライ＆トライ！！移植医療クイズ
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問６　角膜提供（献眼）のための摘出手術は、病院だけで行う。（×）26.2％

　ご遺体を仰臥できる場所があれば、病院以外（自宅、葬儀所等）でも支障はありません。実

際にご自宅や葬儀所での摘出手術を行っています。

問７　臓器を提供する意思を明らかにしておけば臓器の提供ができる。（×）10.7％

　臓器提供には家族の承諾が必要です。本人が「臓器を提供します」と意思表示をしていても、

もしもの時に家族が一人でも反対すれば臓器提供はできません。お互いの気持ちを理解できる

よう家族でよく話し合っておくことが大切です。また、家族が承諾しても、医学的な理由で提

供できないこともあります。

問８　健康保険証の裏面で臓器提供の意思表示ができる。（〇）88.5％

　最近では、健康保険証や運転免許証でも臓器提供に関する意思表示欄が裏面に順次、設けら

れています。意思表示欄がある健康保険証等をお持ちの方は、ご自分の意思についてご家族と

話し合い意思表示をお願いします。また、その意思は、いつでも変更することができ書き直せ

ます。

問９　全ての病院で脳死による臓器提供ができる。（×）71.3％

　脳死後の臓器提供を行うことができる施設は決められた基準に該当する施設に限られており、

山口県内では7施設あります。また、心臓が停止した死後の腎臓提供は、手術室がある病院な

らどこの施設でもできます。

問10　角膜や臓器を提供するとお金がもらえる。（×）87.7％

　死体移植及び生体移植等全ての移植の提供に関して金銭の授受は全く発生しません。法律で

厳しく定めています。移植医療は、提供される方とそのご遺族による善意の提供で成り立って

います。
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　臓器提供に関する意思をお持ちの方やそのご家族の願いを叶えるために、県内の医療機関の医師・
看護師を構成メンバーとする「山口県　移植医療に関するワーキンググループ」では、臓器提供・臓
器移植に関する知識の向上をはかり、意見交換を行っています。
　平成23年度以降、年2回会議を行っており、平成27年度は8月と2月に会議を行いました。また、
それと同日に「山口県院内コーディネーター会議」を開催したので概要をお知らせします。

第9回会議（平成27年8月5日開催）
　院内コーディネーターが一堂に会し、知識を深め
るため、我が国の移植医療の現状を学ぶとともに、
移植医療の分野において国内有数の著名な講師によ
る講義を受けました。
　また、医療機関等に対し行ったアンケート調査の
結果を紹介し、今後の活動の一助としました。

第10回会議（平成28年2月13日開催）
　脳死下における臓器提供の症例や角膜提供の症例、県内病院における移植医療への取組と現状など
具体的な事例を題材として学びを深めました。
　また、命を救うという希望を叶えられない時、患者様の最後の願いが「臓器提供」だったなら、そ
の想いをくみ取る役割は医療施設に託されます。その時の対応についてもグループワークを行い、知
識の向上を図りました。

　移植医療をきっかけに「いのちの尊厳」について考える出前講座を行っています。生と死に向き合
い、家族や友人と話し合う貴重な時間をもうけてみませんか。職場・地域での会合、学生さんへの講
演等どんな機会でも、僅かな時間であっても無償でお引き受けします。ご希望・ご質問等はいつでも
ご連絡ください。
　◆講座後にいただいた感想より◆　　　　　
•命の大切さについて改めて考えることができた。

（看護学生・女）
•一日一日を大切に生きていこうと思った。

（高２・女性）
•これを機に家族ともよく話をしてみて、
　　　命の大切さを子どもにも伝えていきたい。

（高校教師）

「山口県 移植医療に関するワーキンググループ」活動報告

「いのちの尊厳」について考えてみませんか。
出前講座のご案内

連絡先：（公財）やまぐち移植医療推進財団　☎　０８３－９３２－０７４３　
移植コーディネーター　宛て



平成28年3月15日 第22号やまぐち移植医療通信

− 11 −

　下記の税額控除制度（A）を適用するか所得控除制度（B）を適用するかは、確定申告時にどちらか有利な方を選択
して申告することになります。

A〔寄附金控除（税額控除）額の計算
　次の算式により算出された額が「寄附金額」として所得税から控除されます。
　（寄附金合計額（※1）− 2,000 円）×40%= 控除額（※2）
　※1 寄附金額が総所得金額の 40% を超える場合は、40% に相当する額が「寄附金控除額」となります。
　※2 控除額は 100 円未満の端数は切り捨てとなり、また、所得税の 25% が限度となります。

B〔寄附金控除（所得控除）額の計算
 次の数式により算出された額が「寄附金額」として所得税から控除されます。
 寄附金合計額− 2,000 円 　ただし、年間所得の 40% に相当する額が限度となります。

　移植医療に関する普及啓発や相談に応じたり、医療施設内の体制整備の支援、実際に臓器や角膜が提供された場合にお
ける患者・家族・医療施設間のコーディネーションを行うコーディネーターを設置しています。お気軽にご活用ください。

臓器移植コーディネーター・アイバンクコーディネーター
　( 公財 ) やまぐち移植医療推進財団に、臓器移植コーディネーター１名、アイバンクコーディネーター１名を配置し
ています。提供が発生した場合は、２４時間体制で対応しますので遠慮なくご連絡・お問い合わせください。
　連絡先　臓器提供の場合　０９０－８７１８－２８９４　角膜提供の場合　０１２０－１２－１１１０

院内コーディネーター
　各々の病院で移植医療に関する啓発を行っています。また、腎臓等の臓器や角膜を提供される可能性のある患者さん
の状況把握とそのご家族や院内各部署との調整、患者や家族からの相談に応じています。

　当財団は、病気で苦しんでおられる患者さんと
角膜や腎臓などを提供して下さる方々とを結ぶ架
け橋となるため、移植等に関する知識の普及と臓
器提供者の確保に努めるため活動をしております。
　この活動を充実させるための費用は、皆様から
寄せられたご厚志により支えられております。
　本事業に積極的にご理解とご賛同をいただき、
皆様の暖かいご支援をお待ちしております。
　「香典のお返し」もいただいております。
お礼状のハガキなどもご用意できますので、
お気軽にご相談ください。

賛助会員ご加入、寄附のお願い
賛助会費　団体・法人会員　年会費　1口  10,000円
　　　　　個　人　会　費　年会費　1口    2,000円
寄 附 金　金額は問いません
賛助会費・寄附金の振り込みは
口 座 名：（公財）やまぐち移植医療推進財団
山口銀行：県庁内支店　普通  6033617
郵 便 局：01300−2−78463

（公財）やまぐち移植医療推進財団
　電　話：083−932−0743
　ＦＡＸ：083−933−2829
　メール：bank2@crocus.ocn.ne.jp

お問い
合わせは

「コーディネーター」コーナー

（平成 27 年 3 月現在）
山口大学医学部附属病院 ８ 名 宇部市南小串 1-1-1 0 8 3 6 - 2 2 - 2 2 1 1
山口県立総合医療センター ２ 名 防府市大崎 77 0 8 3 5 - 2 2 - 4 4 1 1
関門医療センター ３ 名 下関市長府外浦町 1-1 0 8 3 - 2 4 1 - 1 1 9 9
岩国医療センター ６ 名 岩国市愛宕町 1-1-1 0 8 2 7 - 3 4 - 1 0 0 0
下関医療センター ２ 名 下関市上新地町 3-3-8 0 8 3 - 2 3 1 - 5 8 1 1
宇部興産中央病院 ３ 名 宇部市大字西岐波 750 0 8 3 6 - 5 1 - 9 3 3 8
徳山中央病院 ８ 名 周南市孝田町 1-1 0 8 3 4 - 2 8 - 4 4 1 1
済生会下関総合病院 11 名 下関市安岡町 8-5-1 0 8 3 - 2 6 2 - 2 3 0 0
下関市立市民病院 ４ 名 下関市向洋町 1-13-1 0 8 3 - 2 3 1 - 4 1 1 1
山口赤十字病院 ２ 名 山口市八幡馬場 53-1 0 8 3 - 9 2 3 - 0 1 1 1
周東総合病院 ９ 名 柳井市古開作 1000 番地 1 0 8 2 0 - 2 2 - 3 4 5 6
済生会山口総合病院 ５ 名 山口市緑町 2-11 0 8 3 - 9 0 1 - 6 1 1 1
美祢市立病院 ２ 名 美祢市大嶺町東分 1313-1 0 8 3 7 - 5 2 - 1 7 0 0
山口労災病院 ４ 名 山陽小野田市大字小野田 1315-4 0 8 3 6 - 8 3 - 2 8 8 1
都志見病院 ２ 名 萩市大字江向 413-1 0 8 3 8 - 2 2 - 2 8 1 1
林病院 １ 名 山口市小郡下郷 751-4 0 8 3 - 9 7 2 - 0 4 1 1
阿知須共立病院 １ 名 山口市阿知須寺河内 4171-1 0 8 3 6 - 6 5 - 2 2 0 0
萩市民病院 ２ 名 萩市大字椿 3460-3 0 8 3 8 - 2 5 - 1 2 0 0
周南記念病院 ３ 名 下松市生野屋南１-10-1 0 8 3 3 - 4 5 - 3 3 3 0

寄附金（賛助会費を含む）に対する免税措置について
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平成 26 年 12 月から平成 27 年 11 月末までの間、大勢の皆様から 5,408,349 円のご
支援をいただきました。ありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

〜こころ温まるご支援ありがとうございます〜

氏　　名 金　額 氏　　名 金　額 氏　　名 金　額
メスキュード医療安全基金 1,000,000 牛尾医院亀の甲クリニック 10,000 西岡　武美 5,000 

（株）ホスピタルサービス（自動販売機） 436,908 梅原耳鼻咽喉科 10,000 原　洋右 5,000 
社会福祉法人むべの里（自動販売機） 368,517 浦山　均 10,000 藤永　公然 5,000 
梶原　誠一 300,000 桂商事株式会社 10,000 山﨑　敏男 5,000 
新南陽若山ライオンズクラブ 226,462 株式会社　タケシタ 10,000 吉村　信一 5,000 
LC 国際協会 336D 地区 6R 182,160 川口医院　川口茂冶 10,000 よなみや薬局 5,000 
柿﨑　裕彦 180,000 佐藤　和子 10,000 渡辺　春枝 5,000 
酒田　三男 100,000 山陽ライオンズクラブ 10,000 ㈲あさ薬局　代表取締役 浅山 茂 5,000 

（株）ミドリ 代表取締役　碧村治憲 100,000 ときわクリニック 院長 若松隆史 10,000 （有）市民サービスセンター（自動販売機） 4,041 
戸倉　淳 100,000 トモヤオート株式会社 10,000 荒木　茂樹 4,000 
徳山中央病院 100,000 中野　博之 10,000 岡本　正人・佳代子 4,000 

（医）田中としろう眼科 理事長 田中俊朗 80,000 なかの眼科クリニック 中野朋子 10,000 村上　貴美代 4,000 
336D 地区 6R-12 ライオンズクラブ一同 74,904 中原　順子 10,000 柳楽　栄子 4,000 
株式会社 西川ゴム山口（自動販売機） 72,795 波乗りクリニック 院長 小早川 節 10,000 吾郷　郁夫 4,000 

（医）成蹊会　岡田病院 53,575 萩ライオンズクラブ 10,000 匿名 4,000 
岩国市医療センター医師会病院 50,000 はまさきクリニック　濱﨑達憲 10,000 相本　和子 3,100 
釜山陽地ライオンズクラブ 50,000 広田　武雄 10,000 國本　貴子 3,100 
下関市立豊浦病院 50,000 ミヤケ　カズオ 10,000 花子　求 3,100 
下関長府ライオンズクラブ 50,000 宮崎　桂子 10,000 藤本　雄三 3,100 
防府中央ライオンズクラブ 50,000 森田　さよ子 10,000 山下　美穂子 3,100 

（有）西岡設備（自動販売機） 43,104 安永　三郎 10,000 （医）じょうのクリニック 城野憲史 3,000 
（株）金子塗装（自動販売機） 41,429 山口印刷工業株式会社 10,000 アイエム薬局 3,000 
協和建設工業株式会社（自動販売機） 41,326 山田　大治 10,000 芥川　恵美子 3,000 
不二輸送機工業（株）（自動販売機） 40,444 山根歯科医院　山根　進 10,000 池田　龍次 3,000 
玉木病院（自動販売機） 31,795 山本　裕 10,000 石井　真由美 3,000 
下松中央ライオンズクラブ 31,000 領家循環器内科　領家 勉 10,000 石原　博司 3,000 
近藤眼科 30,000 和田　聡 10,000 大﨑　佐代子 3,000 
西山皮ふ科 30,000 総合電機有限会社（自動販売機） 9,270 大塚　健二 3,000 
湧田　真紀子 30,000 藤川　眞 8,677 大曲　惠美子 3,000 
社会福祉法人光栄会（自動販売機） 26,450 金子　成志 8,500 河村　三重子 3,000 
全国健康保険協会山口支部（自動販売機） 25,276 寺西眼科 8,000 國弘　勤 3,000 
波乗りクリニック（募金） 24,644 株式会社 玉野石油店（自動販売機） 7,692 佐伯　和子 3,000 

（医）仁保病院（自動販売機） 22,018 佐藤　洋一 6,000 清水　知代 3,000 
服部産業株式会社（自動販売機） 21,519 中村　幸子 6,000 庄司　幸恵 3,000 
東光電機株式会社　末光 20,000 濱本　史明 5,244 田中　聖児 3,000 
宇部工業株式会社（自動販売機） 19,145 内海　典子 5,000 谷口　秀夫 3,000 

（医）小幡眼科医院 理事長 守田明子 18,600 江本　正 5,000 椿　包光 3,000 
（医）光成会 梶原眼科医院 梶原功一 17,292 大井　国博 5,000 長岡　麻里子 3,000 
大栄建設株式会社（自動販売機） 16,514 大角　尚武 5,000 濱田　直樹 3,000 
ささお歯科クリニック 佐々生芳久（募金） 15,977 岡本　幸江 5,000 浜野　小優美 3,000 
寿司やす（自動販売機） 14,836 梶井内科医院　梶井信洋 5,000 原　祐二 3,000 
山口赤十字病院 14,818 加藤　千鶴子 5,000 福屋　好子 3,000 
山口県立総合医療センター（募金） 14,583 河内　達雄 5,000 藤井　一雄 3,000 
小郡第一総合病院（募金） 14,116 厚東　眞澄 5,000 藤川　実 3,000 
一般財団法人 朋和会 13,397 小宮　克夫 5,000 道中　和彦 3,000 
いとう眼科クリニック　伊藤忍 12,549 坂本　久美子 5,000 村田　繁満 3,000 

（医）昌成会 國司眼科医院 理事長 國司幸生 11,965 坂本　保子 5,000 村田　良夫 3,000 
トモヤオート株式会社（自動販売機） 11,078 佐藤　光江 5,000 山口県央ロータリークラブ 3,000 
斉藤外科眼科 11,011 重本　秀明 5,000 山本　洋二 3,000 
野村眼科 10,389 下関中央ライオンズクラブ 5,000 小野　晃 2,600 

（医）宇都宮クリニック 理事長 宇都宮高賢 10,000 水津皮フ科　水津　礼子 5,000 山本　奈緒美 2,400 
（医）周南眼科　理事長　梶原良 10,000 杉山　光政 5,000 青木　省三 2,000 
（医）鈴木眼科医院　鈴木　紘子 10,000 角　通夫・喜代子 5,000 青野　まり子 2,000 
（医）素心会 神德内科 理事長 神德翁甫 10,000 田村　秀行 5,000 浅野　信利 2,000 
（医）永谷眼科 理事長 永谷 学 10,000 佃　洵 5,000 麻野　他郎 2,000 
（医）仁保病院 10,000 つばさ薬局 代表 島田 喜好 5,000 浅原　茂 2,000 
（医）三井内科医院 理事長 三井清 10,000 中島　繁 5,000 阿武　信行 2,000 
（有）大正白蟻工務店 10,000 中西　多美子 5,000 石田　昭二 2,000 
阿部　和子 10,000 中村　直美 5,000 石田　憲雄 2,000 
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氏　　名 金　額 氏　　名 金　額 氏　　名 金　額
伊地知　道彦 2,000 三吉　矩子 2,000 三浦　清隆 2,000 
石山　正子 2,000 柴田　幸子 2,000 水谷　夏江 2,000 
泉　幸子 2,000 清水　香織 2,000 溝上　好登 2,000 
板村　美智子 2,000 清水　等 2,000 溝口　功 2,000 
伊藤　英二 2,000 清水　禮信 2,000 宮田　忠義 2,000 
井藤　洋子 2,000 城　知保子 2,000 棟近　啓治 2,000 
井町　紀子 2,000 新家　善和 2,000 村上　タケシ 2,000 
井町　實 2,000 新宅　節 2,000 本山　美江 2,000 
岩男　廣美 2,000 末永　典博 2,000 柳井ライオンズクラブ 田村敬治 2,000 
岩﨑　ちさき 2,000 杉本　多恵子 2,000 栁上　京子 2,000 
岩中　喜美子 2,000 曽瀬　護 2,000 柳本　滋 2,000 
岩本　美由紀 2,000 高山　岳秀 2,000 山岡　雛子 2,000 
岩本　八重子 2,000 田島　勝 2,000 山縣　博宜 2,000 
植田　喜一 2,000 田中　悦子 2,000 山﨑　絹江 2,000 
植田　やよい 2,000 田中　悟 2,000 山田　美恵 2,000 
上鶴　弘子 2,000 田中　信行 2,000 山近　妙子 2,000 
植中　圭二 2,000 田中　昌子 2,000 山中　栄子 2,000 
上野　和雄 2,000 田邉　寛 2,000 山部　武男 2,000 
上野　浄 2,000 タナベ　ヨシユキ 2,000 山部　禮子 2,000 
上野　美智子 2,000 谷口　一馬 2,000 山村　和人 2,000 
内田　和夫・春美 2,000 田原　卓浩 2,000 山本　勸 2,000 
内山　照子 2,000 玉川　豊 2,000 山本　健次郎 2,000 
浴本　武士 2,000 田村　啓子 2,000 山本　茂子 2,000 
浴本　恒子 2,000 田村　弓子 2,000 山本　益幹 2,000 
大田　美紀子 2,000 塚腰　繁子 2,000 山本　美津子 2,000 
大西　忠良 2,000 津村　晴美 2,000 横井　霞 2,000 
大野　喜美枝 2,000 鶴見　菊枝 2,000 吉川　正範 2,000 
岡村　キクエ 2,000 手島　重治 2,000 吉田　功 2,000 
岡村　晴夫 2,000 徳原　清 2,000 吉田　一枝 2,000 
岡本　和彦 2,000 冨田　恒彦 2,000 吉田　潤子 2,000 
笠井　清治 2,000 友田　有 2,000 吉田　幸子 2,000 
柏原　伸二 2,000 永岡　好野 2,000 吉光　一枝 2,000 
柏村　宣男 2,000 中島　良博 2,000 米藤　一志 2,000 
柏村　康恵 2,000 中田　惠美子 2,000 渡辺　澄男 2,000 
兼重　義博 2,000 中村　宮治 2,000 渡邊　輝明 2,000 
金田　幸夫 2,000 西村　良恵 2,000 渡辺　裕紀 2,000 
上福　幸代 2,000 西本　陽子 2,000 中澄　伊都子 2,000 
亀石　三千代 2,000 新田　恵子 2,000 匿名 2,000 
河岡　淑江 2,000 新田　昌史 2,000 匿名 2,000 
川口　博子 2,000 野口　重男 2,000 匿名 2,000 
河嶋　博樹 2,000 野村　和子 2,000 匿名 2,000 
河野　邦生 2,000 野村　俊子 2,000 匿名 2,000 
河野　益幸 2,000 橋永　新十郎 2,000 匿名 2,000 
河村　隆子 2,000 橋本小動物病院 獣医師 橋本元秀 2,000 匿名 2,000 
河村　享　 2,000 林　佳子 2,000 匿名 2,000 
河村　長子 2,000 原田　知枝 2,000 藤井　三枝子 1,580 
河村　昌枝 2,000 原田　よしとも 2,000 匿名 1,340 
河村　洋子 2,000 伴　節子 2,000 株式会社 野口工務店（自動販売機） 1,256 
河本　貞代 2,000 東　正治 2,000 木原　順子 1,000 
築山　昌史 2,000 廣海　勝 2,000 長松　稔 1,000 
北村　阪雄 2,000 深町　尚美 2,000 林　美智子 1,000 
木下　敬太郎 2,000 福田　光宏 2,000 林田　ツル江 1,000 
木下　艶子 2,000 福永　幾代 2,000 広川　精二 1,000 
木村　清美 2,000 福間　豊 2,000 藤永　登志子 1,000 
桐下　早苗 2,000 藤井　一枝 2,000 前田　チグサ 1,000 
日下　貴志 2,000 藤井　充代 2,000 松浦　孝二 1,000 
国広　佳子 2,000 藤田　信夫 2,000 松原　道江 1,000 
國本　律子 2,000 藤村　雅子 2,000 安田　康子 1,000 
倉谷　知登司 2,000 藤本　靜子 2,000 持溝　悦子 1,000 
甲藤　祐子 2,000 藤本　米子 2,000 匿名 1,000 
五熊　猛 2,000 本田　登美子 2,000 浅野　典子 800 
小森　恵子 2,000 正木　房江 2,000 林　尚枝 500 
佐伯　孝晴 2,000 増村　多美子 2,000 匿名 500 
坂井　恵衣子 2,000 松浦　節子 2,000 山村　尚美 440 
坂井　ミサエ 2,000 松重　泰夫 2,000 （医）永谷眼科（募金） 413 
佐古田　毅 2,000 松原　守 2,000 
貞國　慶子 2,000 松本　正幸 2,000 合計 5,408,349 
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（公財）やまぐち移植医療推進財団の連絡先
〒753-8790　山口市滝町１‐１　県庁６階　 医療政策課内 
電話　０８３−９３２−０７４３　FAX　０８３−９３３−２８２９
e-mail　bank2@crocus.ocn.ne.jp　ホームページ　http://www.y-ishoku.org/

◦ご住所、お名前、物故等の変更がありましたらお知らせください。

◦臓器提供意思表示カードや運転免許証及び健康保険証の裏面に臓器提供の意思表示欄があります。

臓器や角膜を「提供する」・「提供しない」ご自身の意思をご記入ください。

◦講師派遣制度

　　 「臓器及び角膜の提供や移植について」など、移植医療の普及啓発や提供が発生した場合を想定

した講演会や研修会に講師を派遣します。派遣に伴う費用は不要です。ご活用下さい。

◦学習用や普及啓発用のパンフレットやグッズを用意しています。必要な方はご連絡下さい。送料は

当方で負担します。

◦イベント・移植に関する情報はホームページに掲載しています。

　ホームページアドレスは次のとおりです。http://www.y-ishoku.org

お亡くなりになられた時、ご相談、事前連絡など
献眼の連絡

0120−12−1110（平日8：30〜17：15）
0120−12−1116（平日夜間・土・日・祝日・休日）

臓器提供の連絡

0120−12−1110（平日8：30〜17：15）
090−8718−2894（終日）
0120−78−1069（終日）

事業運営支援のための自動販売機設置事業所の紹介
　移植医療の事業運営支援のために自動販売機の売上金の一部のご寄附やパンフ
レット類の設置等、現在までに次の事業所にご協力をいただいています。

　設置に伴う手続きや費用負担をおかけす
ることは全くございませんので、多くの事
業者の皆様のご理解をいただいて設置の増
加にご協力お願いします。

（株）西川ゴム山口に設
置している自動販売機。

工事現場（下関市（株）
野口工務店）に設置し
ている自動販売機。

ご相談、事前連絡など

事　業　者 設　置　場　所 台 数
下　関　市 ㈱西川ゴム山口 長府扇町 1

㈱野口工務店 工事事務所 1
山　口　市 仁保病院 病院内 2

コカ ･ コーラウエスト㈱ 全健保山口県支部施設内 1
宇　部　市 むべの里 むべの里施設内 1

住吉施設内 1
東本町施設内 1
東芝中施設内 1
ケアハウスひらき施設内 1
博愛園 1
厚南 1

光栄会 総合支援センター 1
放課後等デイサービスセンターすぱーくる光栄 1

周　南　市 トモヤオート㈱ 本社敷地内 1
㈱玉野石油店 ＥＮＥＯＳ富田東給油所 1
総合電機㈲ 店頭 1
寿司やす 店頭 1
㈱ホスピタルサービス 徳山中央病院内 1

萩　　　市 ㈲市民サービスセンター 萩センタービル駐車場 1
㈱協和建設工業 会社敷地内 1
㈱金子塗装店 社員寮 1
服部産業㈱ 本社敷地内 1
㈲西岡設備 事務所前 1
玉木病院 病院施設内 1

山陽小野田市 コカ ･ コーラウエスト㈱ 不二輸送機工業㈱敷地内 1
合　　計 18 26


