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　97 才で天寿を全うした父の一周忌の法要が、

もうすぐやってきます。

　父は、大正 10 年３月 16 日に生を受け、20 才

で召集令状を受け、26 才で終戦まで、そして戦

後は４年間ソビエトに抑留され 20 代を戦争で過

ごしました。若い時代、つらい目に遭った割には

晩年までとても元気で生涯現役で仕事をしてくれ

ました。

　亡くなる前の元気な時に、父にはもしもの時に

は献眼をしようと思うがよいか？と聞いたとこ

ろ、ひとつ返事で良いという了解を得ていたので

献眼登録も済ませていました。また、かかりつけ

のお医者さんにもそのことを伝えていましたの

で、財団とも連絡をとっていただいていました。

　亡くなる日の早朝、母より父の様子がおかしい

と連絡を受けたので、病院と連絡をとりすぐに連

れに来ていただきました。私共が病院に行ったと

きにはすでに息を引き取っていました。前もって

病院の先生には献眼のことをお伝えしていました

ので、すぐに財団の方に連絡を取っていただきま

した。10 時ごろには、コーディネーターの方、手術

の先生が来られお昼には無事摘出ができました。

　摘出後も父の顔は安らかできれいな顔をしてお

り、安心しました。そして、葬儀の際には、財団

より感謝状並びに生花をいただきました。また、

その後、厚生労働大臣、ガバナーからも感謝状を

いただきました。

　後日、コーディネーターの方より無事２眼とも

移植が行われたと報告を受け、父も死後も世の中

の役に立ったと思うと感慨深いものがあります。

　改めて父の冥福を祈るとともに摘出、移植に当

たられた関係者の方々に心より感謝申し上げま

す。今後は、ライオンズとしてもっと献眼活動を

推進していこうと思っています。

父の献眼 下関市　満畑寛（豊北ライオンズクラブ）

〜 いのちのリレー 〜
角膜提供御遺族から

公益財団法人やまぐち移植医療推進財団
理事長　濱本　史明

　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
のご高配とご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、平成 29 年は、臓器移植法が施行されて 20 年が経過するという
節目の年でした。
　このため、平成 29 年度におきましては、法律施行 20 周年の周知を図るとともに、これを契機に
県民の皆様方の移植医療に対する御理解が一層深まるよう取組を進めてまいりました。これからも、
移植医療を進めていくうえでの橋渡し役として、皆様のご期待にこたえられるよう、財団一同業務に
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
皆様方の一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。

ごあいさつ
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　父　宗永篤男が亡くなっていつの間にか１年近

くが経とうとしています。

　昨年３月 14 日の真夜中、自宅廊下の隅で倒れ

た父に付き添って救急車に乗った時、脳出血のよ

うな病状であろうことは素人目にも明らかでした

が、その時はリハビリが大変だろうなという感じ

でした。ところが、翌朝医師から告げられたのは、

常用していた薬のせいで出血が止まらないので、

手の施しようがないという言葉でした。

　それでも、溜まった血を抜く手術だけはして貰

いました。が、手術直後に脳死だと言われ、その

際、角膜提供の薦めをされました。一瞬このタイ

ミングで、と思いましたが、人工呼吸器を使って、

本当に父の力が尽きるまでを迎えた後でよいとい

うことでしたので、妻である母や孫の息子達と話

し合い、ボランティア活動に熱心だった父の意思

に添えるのではということで、その日のうちに決

めました。

　それから２日と半日、父が奇跡を呼んだように、

本来なら会えるはずのない親戚も含め多くの方に

病床に来て頂きお別れをして貰うことができまし

た。そして３日目の日付が変わる頃息を引き取り

ました。

　病院スタッフより最後の意思確認をされ、コー

ディネーターの方に連絡が行き、間もなく訪ねて

こられました。その際に気持ちの変化はないかを

もう一度確認して頂きました。遺族としては、そ

の何度かのお尋ねと、遺体が病院を出るまでずっ

とコーディネーターの方が付き添って頂いたこと

がとてもありがたく思えました。

　生前、赤十字や地域や市のボランティアを本当

に頑張っていた父の、最後で最大のボランティア

活動が出来たのではと思っています。

光市　河野みどり

　アイバンクの存在は知っていました。

　しかし、父が亡くなったときには、葬儀や諸手

続きのことで頭がいっぱい。

　角膜移植のことを思い出す余裕などありません

でした。

　きっかけは、葬儀社の方から意向を尋ねられた

ことでした。

　角膜移植について父と話したことはありません

でしたが、生前に否定的な発言がなかったことも

あり、娘の私が提供を決めました。

　少し時間が経ち、父は角膜の提供をどう思った

のだろうと振り返ることがあります。

　このような話題を病気になってから出すこと

は、家族の側からすると心情的に難しい。

　元気なときから、臓器の提供について話してお

くことが大切だと痛感しています。

　世の中が「人の死」と同時に「臓器の提供」を

考えられる風潮になれば良いと思います。

　今、父の角膜を提供した方の瞳には、どんな風

景が映っているのだろうと想像しながら、やはり

角膜を提供して良かったと思っています。

横浜市　江添洋美



平成30年3月15日 第24号やまぐち移植医療通信

− 4 −

　県民の皆さんに移植医療についての御理解と御協力をいただくため、臓器移植普及推進月間（10 月）
にあわせて、幅広い世代を対象に、参加型のイベントなどさまざまな月間行事を実施しました。

1　グリーンライトアップ2017 in やまぐち

日　時／平成29年10月16日　17：00〜20：00
場　所／JR新山口駅　南北自由通路「垂直の庭」

　臓器移植法施行 20 周年の周知、移植医療の普及・推進を図るため、グリーンリボンデー（10 月 16 日）
を中心に全国各地で展開されるグリーンライトアップにあわせ、
本財団では標記イベントを実施

内　容

⃝点灯開始カウントダウン
⃝山口県 PR 本部長「ちょるる」と
　山口ゆめ花博マスコットキャラクター「やまりん」登場
⃝ライトアップ、リースやキャンドルによる装飾
⃝リーフレット等資料の配布　500 部
⃝マルチディスプレイによる映像等の放映

臓器移植普及推進月間にあわせて
さまざまな普及啓発活動を実施

　一人でも多くの人が意思を表示し、　

一人ひとりの意思がしっかり尊重される

よう努めています。

みんなに知ってほしい

［臓器移植に関する
４つの権利　　 ］
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平成29年10月21日　下関市立下関陸上競技場
　　　　　　　　　　対　水戸ホーリーホック戦　観客数　3,538人

　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  パンフレット 500部配布

2　J2「レノファ山口FC」ホームゲームを活用したイベント

平成29年10月  7日　維新百年記念公園陸上競技場
　　　　　　　　　　対　名古屋グランパス戦　観客数　6,902人

　会場に当財団ブースを設置し、「角膜・臓器移植に関するアンケート」を実施
　アンケートにご協力をいただいた皆様にグリーンリボンを持ったレノ丸くんを
デザインした山口県オリジナルピンバッジを贈呈
　また、会場では移植医療に関する各種パンフレットやグッズを配布
 パンフレット 1,200部配布

❶あなたは、角膜・臓器移植に関心がありますか
ある　84％

❷あなたは、これまでにご家族や親しい方のうちどなたか
と角膜・臓器提供について話をしたことがありますか

ある　43％
❸あなたは、角膜・臓器を提供する、しないといった意思

を、いずれかの方法で記入していますか
している　26％

❹あなたは、仮に、ご自分が死亡と診断された際に、角
膜・臓器を提供したいと思いますか　　  思う　45％

アンケート結果（抜粋）

実施日 場　所 参加数
今回 H29.10.　7 維新百年記念公園陸上競技場 198 人
前回 H28.10.16 同　上 139 人

前々回 H26.　8.31 同　上 135 人

……………　アンケート調査（レノファ山口FCホームゲーム会場）　……………
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　角膜等の移植の推進を図るため、日本アイバンク協会、ライオンズクラブ国際協会 336-D 地区及
び本財団の主催により県内ライオンズクラブを対象としたサポーター講習会を開催しました。受講さ
れた方に日本アイバンク協会から認定証が授与されました。
　認定サポーターによる今後のアイバンク活動の
一層の推進が期待されます。

日　時／平成 30 年 3 月 3 日
場　所／山口県セミナーパーク
参加者／ 72 名

　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・事務・MSW 等で構成する「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図るため、研修会や意見交換を行っています。
　平成 23 年度以降、毎年会議を行っており、平成 29 年度は 9 月に会議を行いました。
　また、同日、あわせて「山口県院内コーディネーター会議」を開催したので、その概要をお知らせ
します。

会議の概要 （平成29年9月2日開催）

　ワーキンググループのメンバー及び院内コーディ
ネーターが一堂に会し、平成 29 年 3 月に行われた
心停止後における臓器提供の症例報告がなされると
ともに、心停止後臓器提供（腎臓・眼球）に関する
院内体制整備等について講演が行われました。

　当財団では、職場の研修会や地域の会合、学生さんへ
の講演など角膜、臓器移植に関する講師を無償でお引き
受けしています。
　ご希望のおりは、いつでもお気軽にご連絡ください。

山口県移植医療に関する
ワーキンググループ会議活動報告

公益財団法人日本アイバンク協会認定サポーター講習会開催

出前講座（講師派遣）のご案内
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　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兼アイバンクコーディネーター
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　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、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。

「コーディネーター」コーナー

（平成 29 年 5 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 0836-22-2211
山口県立総合医療センター ４ 名 防府市大崎 77 0835-22-4411
関門医療センター ２ 名 下関市長府外浦町 1-1 083-241-1199
岩国医療センター ７ 名 岩国市愛宕町 1-1-1 0827-34-1000
下関医療センター ９ 名 下関市上新地町 3-3-8 083-231-5811
宇部興産中央病院 ３ 名 宇部市大字西岐波 750 0836-51-9338
徳山中央病院 10 名 周南市孝田町 1-1 0834-28-4411
済生会下関総合病院 ６ 名 下関市安岡町 8-5-1 083-262-2300
下関市立市民病院 ４ 名 下関市向洋町 1-13-1 083-231-4111
山口赤十字病院 ２ 名 山口市八幡馬場 53-1 083-923-0111
周東総合病院 10 名 柳井市古開作 1000 番地 1 0820-22-3456
済生会山口総合病院 ５ 名 山口市緑町 2-11 083-901-6111
美祢市立病院 ２ 名 美祢市大嶺町東分 1313-1 0837-52-1700
山口労災病院 ４ 名 山陽小野田市大字小野田 1315-4 0836-83-2881
都志見病院 ２ 名 萩市大字江向 413-1 0838-22-2811
林病院 １ 名 山口市小郡下郷 751-4 083-972-0411
阿知須共立病院 ２ 名 山口市阿知須 4841 番地 1 0836-65-2200
萩市民病院 １ 名 萩市大字椿 3460-3 0838-25-1200
周南記念病院 ５ 名 下松市生野屋南１-10-1 0833-45-3330
山口宇部医療センター １ 名 宇部市東岐波 685 0836-58-4100

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

★★★　角膜・臓器の提供が行える施設　★★★

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。
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角膜提供　・　臓器提供
　尊いご意思をありがとうございました。平成 28 年 12 月から平成 29 年 11 月までの間に、角膜

提供・臓器提供をされた方々です。

　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。

（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。）

竹尾　元也様　　大場ハツエ様　　満畑　德助様　　宗永　篤男様

橋阪洋一郎様　　田村ツネ子様　　椙杜アヤ子様　　花田　　明様

他に 8 名の方を含め、16 名の方からご提供をいただきました。

　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。
　寄附金（賛助会費を含む。）について、金額により税制上の優遇措置が受けられます。（詳しく
は最寄りの税務署にお問い合わせください。）
　免税申請をされる場合には、当財団発行の領収書が必要となりますので、お申し付けください。

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
西京銀行：県庁内支店　普通  0045366
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

賛助会員ご加入、寄附のお願い

感謝状贈呈
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　5 年間のデータをまとめたものです。

データで見る提供の動向 （山口県 平成24年度〜平成28年度）

○提供者数の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：人）

○移植眼数の推移　　　　　　　　　　　　　　　（単位：眼）

○提供者の性別　　　　　　　　　 （単位：人）

○提供施設〈延べ数〉　　　　　　（単位：施設）

○提供者の年代　　　　　　　　　 （単位：人）

○提供施設所在地〈延べ数〉　　   （単位：施設）

（全98人）

5年間の合計人数は98人で、
平均は20人です。

5年間の合計は152眼で、
平均は30眼です。

葬儀場、自宅等医療機関以外でも提供できます。
（延べ98施設）

提供に年齢制限はありません。（全98人）

県央部所在施設での提供が多くなっています。
（延べ98施設）
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平成 28 年 12 月から平成 29 年 11 月の間、6,257,540 円のご支援をいただきました。

〜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

中国電力労働組合本部 1,000,000 金子　正男 10,000 松尾　英明 5,000
社会福祉法人むべの里（自動販売機） 511,459 株式会社　タケシタ 10,000 松島　初子 5,000
徳山中央病院（自動販売機） 413,925 株式会社ラッセリア 10,000 水谷　夏江 5,000
藤井　正俊 400,000 河島　幸知代 10,000 宮本　桂子 5,000
新南陽若山ライオンズクラブ 328,872 神﨑　貢・幸子・由美江 10,000 ㈲あさ薬局 5,000
青山会（山口大学第二外科同門会） 300,000 北原　康博 10,000 渡邉　澄男 5,000

（医）聖比留会（自動販売機） 154,882 栗田　美奈子 10,000 渡辺　春枝 5,000
戸田建設㈱（自動販売機） 140,670 耳鼻咽喉科　前田医院 10,000 林病院看護科 4,012
㈱西川ゴム山口（自動販売機） 121,979 耳鼻咽喉科ののはなクリニック 兼定啓子 10,000 吾郷　郁夫 4,000

（医）清志会 藤政病院 歯科（募金） 102,270 髙橋　粛子 10,000 内田　和夫・内田　春美 4,000
木村　大作 100,000 中野　博之 10,000 角　通夫・喜代子 4,000
酒田　三男 100,000 なかの眼科クリニック 中野朋子 10,000 田中　聖児 4,000
戸倉　淳 100,000 野村　恒民 10,000 田中　照男 4,000
松岡　利明 100,000 パワフル薬局　吉田 力久 10,000 谷口　秀夫 4,000
㈱野口工務店（自動販売機） 97,020 藤津　揚一朗 10,000 田村　弥生 4,000

（医）田中としろう眼科 理事長 田中俊朗 80,000 碧村　治憲 10,000 中島　繁 4,000
山口県立総合医療センター（募金） 60,944 まえば小児科クリニック 10,000 中村　旬 4,000
安藤建設㈱（自動販売機） 54,658 松岡　ナチ 10,000 服部　茂幸 4,000
不二輸送機工業㈱（自動販売機） 52,524 南町内科 10,000 林　佳子 4,000
下松中央ライオンズクラブ 44,910 山口印刷工業株式会社 10,000 三重野　賢一 4,000
全国健康保険協会山口支部（自動販売機） 40,345 山根　進 10,000 溝越　信一郎 4,000
㈱金子塗装店（自動販売機） 40,289 山本　裕 10,000 三谷　要一郎 4,000
㈲西岡設備（自動販売機） 38,805 有限会社　菅文具店 10,000 芥川　恵美子 3,000
協和建設工業㈱（自動販売機） 37,558 ㈲遠藤中央薬局 10,000 池田　龍次 3,000
近藤眼科（募金） 35,000 総合電機㈲（自動販売機） 8,545 入交　知則 3,000
玉木病院（自動販売機） 34,055 山口県済生会下関総合病院（募金） 7,900 大﨑　佐代子 3,000
社会福祉法人光栄会（自動販売機） 33,829 ㈱玉野石油店（自動販売機） 7,424 河村　順子 3,000

（医）大西眼科 理事長 大西徹（寄附・募金） 32,664 寿司やす（自動販売機） 6,955 木下　敬太郎 3,000
服部産業㈱（自動販売機） 32,528 藤川　眞 6,090 佐伯　和子 3,000

（医）仁保病院（寄附・自動販売機） 32,500 大曲　惠美子 6,000 水津皮フ科　水津　礼子 3,000
佐伯　清子 30,000 久保井　榮美子 6,000 瀬良　栄子 3,000
西島　久治 30,000 河野　雅彦 6,000 土井　紀子 3,000
一般財団法人　朋和会（募金） 27,342 トモヤオート㈱（自動販売機） 5,604 長岡　麻里子 3,000
波乗りクリニック（募金） 26,321 （医）浅山眼科 理事長 浅山琢也（募金） 5,543 菜のはな薬局 3,000

（医）中山医院　理事長　中山実 20,000 （医）神徳会　三田尻病院（募金） 5,372 西田　愛子 3,000
岡村　千恵子 20,000 荒瀬　就 5,000 西村　安夫 3,000
桂商事株式会社 20,000 有吉　民雄 5,000 波多江　桃子 3,000
山川　美紀 20,000 榎田　久子 5,000 濱田　哲子 3,000
吉村　信一 20,000 江本　正 5,000 濱田　直樹 3,000
米田　盛造 20,000 大坪　弘子 5,000 原　祐二 3,000
野村眼科（寄附・募金） 15,000 岡本　幸江 5,000 松本　邦子 3,000
山口県済生会湯田温泉病院（募金） 12,901 河野　祐子 5,000 村井　百合真 3,000
田中　勝昭 12,000 香田　和宏 5,000 山崎　英俊 3,000

（医）光成会 梶原眼科医院（募金） 11,742 河内　達雄 5,000 吉田　力 3,000
田中歯科医院（募金） 11,205 小林　玲子 5,000 ㈲市民ｻービｽセンター（自動販売機） 2,797
松金　晃生 11,000 坂本　久美子 5,000 （医）虹歯会（募金） 2,724

（医）社団　永谷眼科（寄附・募金） 10,302 坂本　保子 5,000 濱本　史明 2,550
斉藤外科眼科 10,033 佐藤　洋一 5,000 「小さな親切」運動 秋穂支部　支部長 原田欣知 2,000

（医）梅原耳鼻咽喉科 理事長 梅原豊治 10,000 重本　秀明 5,000 青木　省三 2,000
（医）小幡眼科医院 理事長 守田 明子（募金） 10,000 下関中央ライオンズクラブ 5,000 青野　まり子 2,000
（医）光風会 岩国中央病院 理事長 山田輝城 10,000 白野　憲子 5,000 麻野　他郎 2,000
（医）さがら眼科クリニック 理事長 相良健 10,000 杉山　光政 5,000 麻生　孝行 2,000
（医）周南眼科　理事長　梶原良 10,000 須山　均・洋子 5,000 阿部　慶一 2,000
（医）すみれ会 ひよしクリニック 日吉正明 10,000 田村　秀行 5,000 有間　太一 2,000
（医）成医会 山田循環器科・内科 理事長 山田覚 10,000 佃　洵 5,000 有由　奉子 2,000
（医）太誠会　木村整形外科 10,000 徳山ライオンズクラブ 5,000 阿武　信行 2,000
（医）たはらクリニック　田原卓浩 10,000 中嶋　孝子 5,000 石川　枝美子 2,000
（医）中村医院 10,000 中西　多美子 5,000 石原　栄子 2,000
（医）まつお小児科 理事長 松尾清巧 10,000 中村　直美 5,000 泉　幸子 2,000
池田　芳江 10,000 野﨑　美紀 5,000 板村　美智子 2,000
今田 千恵美　 10,000 パワフル薬局　吉田まゆみ 5,000 市川　江美子 2,000
牛尾医院亀の甲クリニック 水内知子 10,000 福永　千代子 5,000 伊藤　和子 2,000
浦山　均 10,000 藤川　実 5,000 伊藤　圭子 2,000
おのクリニック　院長　小野薫 10,000 藤本　靜子 5,000 伊藤　伸一 2,000
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氏　　名 金　額 氏　　名 金　額 氏　　名 金　額
井藤　剛 2,000 城井　順子 2,000 藤村　善枝 2,000
稲田　八世恵 2,000 城下　弘子 2,000 藤山　哲也 2,000
井上　節子 2,000 新宅　節 2,000 古田　昌子 2,000
井町　紀子 2,000 新谷　美代子 2,000 古谷　清子 2,000
井町　實 2,000 末永　靜子 2,000 古谷　千栄美 2,000
今道　恵美 2,000 末永　典博 2,000 本田　登美子 2,000
今道　恵里子 2,000 鈴木　一朗 2,000 牧野　由 2,000
岩﨑　琢磨 2,000 鈴木　弘子 2,000 正木　美代子 2,000
植田　百合昭 2,000 髙重　信子 2,000 増村　多美子 2,000
上鶴　弘子 2,000 髙橋　政孝 2,000 松浦　節子 2,000
上野　美智子 2,000 武居　典子 2,000 松原　守 2,000
上野　善信 2,000 竹田　美惠子 2,000 松原理容院 2,000
牛尾　静子 2,000 武広　義清 2,000 松本　正幸 2,000
内田　浩市 2,000 田島　勝 2,000 三浦　清隆 2,000
内田　宏 2,000 田代　美智恵 2,000 水野　佳代子 2,000
内山　朝子 2,000 橘　美江 2,000 溝上　愛子 2,000
内山　毅 2,000 田所　直樹 2,000 溝口　功 2,000
内山　照子 2,000 田中　悟 2,000 溝口　洋子 2,000
梅田　美智子 2,000 田中　信行 2,000 三戸　安代 2,000
江村　三和子 2,000 田邉　寛 2,000 峯原　哲雄 2,000
大田　美紀子 2,000 玉井　素子 2,000 三吉　矩子 2,000
大西　忠良 2,000 玉川　豊 2,000 棟近　啓治 2,000
大野　喜美枝 2,000 玉田　キクエ 2,000 村上　英槌 2,000
岡村　キクエ 2,000 田村　啓子 2,000 持溝　悦子 2,000
岡村　晴夫 2,000 田村　敬治 2,000 森永　求 2,000
岡本　佳代子 2,000 田村　弓子 2,000 安田　昌明 2,000
沖本　寿美子 2,000 築山　昌史 2,000 柳本　滋 2,000
荻原　柳子 2,000 津村　晴美 2,000 山口　敏夫 2,000
小澤　圭子 2,000 徳原　清 2,000 山崎　徳代士 2,000
小田　芳男 2,000 冨田　恒彦 2,000 山﨑　敏男 2,000
角重　かおる 2,000 中島　潤 2,000 山崎　のり子 2,000
笠原　高六郎 2,000 中島　良博 2,000 山下　智江 2,000
柏村　宣男 2,000 中根　浩司 2,000 山田　満男 2,000
柏村　康恵 2,000 中野　優樹 2,000 山近　妙子 2,000
數井　信広 2,000 中野　美智枝 2,000 山根　勇 2,000
賀田　政子 2,000 長峯　福人 2,000 山村　和人 2,000
片岡　ハマヱ 2,000 中村　宮子 2,000 山本　勝彦 2,000
勝原　実紀枝 2,000 中村　宮治 2,000 山本　恵子 2,000
兼重　義博 2,000 永山　将之 2,000 山本　健次郎 2,000
上福　幸代 2,000 柳楽　栄子 2,000 山本　茂子 2,000
亀井　享二 2,000 楢﨑　紀恵 2,000 山本　志げ乃 2,000
河口　レイ子 2,000 西本　陽子 2,000 山本　隆 2,000
河嶋　博樹 2,000 新田　恵子 2,000 山本　剛士 2,000
河村　勝宏 2,000 新田　昌史 2,000 山本　東正 2,000
河村　隆子 2,000 野口　節男 2,000 山本　益幹 2,000
河村　享　 2,000 橋本　元秀 2,000 山本　美津子 2,000
河村　昌枝 2,000 浜田　順子 2,000 山本　幸伸 2,000
河本　貞代 2,000 林　貞子 2,000 山本　洋二 2,000
川本　妙子 2,000 林田　明子 2,000 横田　美佐子 2,000
木下　艶子 2,000 原口　実 2,000 吉川　正範 2,000
国広　佳子 2,000 原田　恵美子 2,000 吉崎　久江 2,000
國本　律子 2,000 原田　雅博 2,000 吉田　一枝 2,000
庫岡　好助 2,000 原田　裕子 2,000 吉田　功 2,000
倉谷　知登司 2,000 原田　よしとも 2,000 吉田　幸子 2,000
藏永　甫彦 2,000 伴　節子 2,000 吉田　潤子 2,000
黒石　純子 2,000 平松　徳治 2,000 吉光　一枝 2,000
畔永　実恵 2,000 平本　光雄 2,000 渡辺　裕紀 2,000
桑田　和枝 2,000 廣海　勝 2,000 宇部工業㈱（自動販売機） 1,342
合志　栄一 2,000 深町　尚美 2,000 伊地知　道彦 1,000
甲藤　祐子 2,000 福井　依子 2,000 入江　伸枝 1,000
河野　益幸 2,000 福田　光宏 2,000 入江　正夫 1,000
小森　恵子 2,000 福場　亜希子 2,000 大來　みゆき 1,000
佐伯　孝晴 2,000 福間　豊 2,000 谷岡　計甫 1,000
坂井　恵子 2,000 藤井　一枝 2,000 田村　史郎 1,000
﨑本　みどり 2,000 藤井　ｻカエ 2,000 林田　ツル江 1,000
櫻井　正明 2,000 藤井　充代 2,000 広川　精二 1,000
佐古田　毅 2,000 藤井　律子 2,000 浅野　典子 800
重岡　秀明 2,000 藤田　信夫 2,000 匿名希望（23 名） 88,350
城戸　信行 2,000 藤永　保志 2,000 合計 6,257,540
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事業運営支援のための自動販売機設置事業所の紹介

角膜提供の連絡
お亡くなりになられた時、ご相談、事前連絡など

0120−12−1110（終日）

臓器提供の連絡　ご相談、事前連絡など
0120−12−1110（終日）
0120−78−1069（終日）

事　業　者 設　置　場　所 台数
下 関 市 ㈱西川ゴム山口 会社敷地内 1

戸田建設㈱ 工事事務所 1
㈱野口工務店 工事事務所 2

山 口 市 仁保病院 病院内 2
コカ・コーラ
ウエスト㈱

全国健康保険協会
山口支部 1

シダックスアイ㈱ 小郡第一総合病院内 1
宇 部 市 むべの里 むべの里 1

住吉 1
東本町 1
東芝中 1
ケアハウスひらき 1
博愛園 1
厚南 1
みんなの里ららら会館 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

（医）聖比留会 セントヒル病院内 1
厚南セントヒル病院内 1

宇部工業㈱ 工事現場事務所 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㈲ 店舗 1
寿司やす 店舗 1
徳山中央病院 病院内 1

事　業　者 設　置　場　所 台数
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 会社敷地内 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

むべの里 有料老人ホーム厚狭 1
長 門 市 安藤建設㈱ 工事現場事務所 2

合計 36

（医）聖比留会厚南セント
ヒル病院に設置している
自動販売機

小郡第一総合病院に設置
している自動販売機

　当財団では、団体向けに、公益財団法人日本アイバンク協会が設立
50 周年事業として作成した角膜提供についての啓発 DVD「ヒ・カ・リ」
の貸し出しを行っています。
　この DVD は、ジャニーズ事務所の全面的な協力によって作成された
もので、次のような内容となっています。

第１部　アイバンクドラマ（21 分）
　　　　出　演　滝沢秀明、中山優馬、水野真紀ほか
第２部　アイバンク登録、献眼の説明、
　　　　アイバンク活動の紹介（14 分）

　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。

アイバンク普及啓発DVD「ヒ・カ・リ」の貸出のご案内

　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。

（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/


