
 

 

１ 令和元年度公益財団法人愛媛腎臓バンク事業報告 

①臓器移植普及推進月間における状況 

   ［臓器移植普及推進月間 10月１日から10月31日］ 

   

○臓器移植普及推進月間の周知 

臓器移植普及推進月間の趣旨を県民に周知するため、(公社)日本臓器移植ネッ

トワーク作成のポスター、リーフレット「いのちの贈りもの あなたの意思で救え

る命」及び腎臓バンク啓発用リーフレット「いのちの贈りもの －臓器移植－」

を市町、保健所及び関係団体等に配布し周知を図った。 

      ポスター（臓器移植ネットワーク）              776枚 

      リーフレット（臓器移植ネットワーク）            4,038部 

      リーフレット（腎臓バンク）                4,133部 

      オリジナル臓器提供意思表示カード（愛媛ＦＣ版）      3,588枚 

      オリジナル臓器提供意思表示カード（愛媛ＭＰ版）      3,593枚 

      オリジナル臓器提供意思表示カード（みきゃん版）      3,688枚 

 

 

○街頭キャンペ－ン等の実施 

     愛媛県、患者団体、ライオンズクラブ等の協力を得て次のとおり実施した。 

 

≪八幡浜みなっとキャンペーン≫ 

     日 時 令和元年10月6日（日） 11:00～12:00 

     場 所 八幡浜みなっと（八幡浜市） 

     参加者 17名 

愛媛県腎臓病患者連絡協議会会員、えひめ移植者の会会員、 

腎臓バンク関係者、県関係者 

     配布物 ・リーフレット（カード説明用）           900部 

         ・リーフレット（腎臓バンク）            900部 

         ・リーフレット（腎臓病患者連絡協議会）       900部 

         ・オリジナル臓器提供意思表示カード          900枚 

          （愛媛ＦＣ版、愛媛ＭＰ版、みきゃん版） 

         ・粗品（みきゃんボールペン・シャープペンシル）        900本 

 

 

 

 

 

 



 

 

≪さいさいきて屋≫ 

     日 時 令和元年10月13日（日） 11:00～12:00 

     場 所 さいさいきて屋（今治市） 

     参加者 27名 

愛媛県腎臓病患者連絡協議会会員、えひめ移植者の会会員、 

腎臓バンク関係者、県関係者 

     配布物 ・リーフレット（カード説明用）           900部 

         ・リーフレット（腎臓バンク）            900部 

         ・リーフレット（腎臓病患者連絡協議会）       900部 

         ・オリジナル臓器提供意思表示カード          900枚 

          （愛媛ＦＣ版、愛媛ＭＰ版、みきゃん版） 

         ・粗品（みきゃんボールペン・シャープペンシル）        900本 

 

≪エミフルＭＡＳＡＫＩキャンペ－ン≫ 

     日 時 令和元年10月14日（月・祝） 11:30～12:00 

     場 所 (株)フジ エミフルＭＡＳＡＫＩ（松前町） 

     参加者 15名 

愛媛県腎臓病患者連絡協議会会員、えひめ移植者の会会員、 

ライオンズクラブ会員、腎臓バンク関係者、県関係者 

     配布物 ・リーフレット（カード説明用）          1,200部 

         ・リーフレット（腎臓バンク）           1,200部 

         ・リーフレット（腎臓病患者連絡協議会）      1,200部 

         ・オリジナル臓器提供意思表示カード         1,200枚 

          （愛媛ＦＣ版、愛媛ＭＰ版、みきゃん版） 

         ・粗品（みきゃんボールペン・シャープペンシル）       1,200本 

 

    ≪みんなの生活展2019（主催：松山市）≫ 

     日 時 令和元年10月19日（土） 10:00～16:00 

     場 所 松山市大街道商店街 

     参加者 7名 

（腎臓バンク関係者、愛媛県腎臓病患者連絡協議会会員、県関係者） 

      配布物 ・リーフレット（カード説明用）           500部 

         ・リーフレット（腎臓バンク）            500部 

         ・リーフレット（腎臓病患者連絡協議会）       500部 

         ・オリジナル臓器提供意思表示カード          500枚 

          （愛媛ＦＣ版、愛媛ＭＰ版、みきゃん版） 

         ・粗品（みきゃんボールペン・シャープペンシル）        500本 

 



 

 

 ≪愛媛県立医療技術大学学園祭≫ 

     日 時 令和元年10月20日（日） 12:00～13:30 

     場 所 愛媛県立医療技術大学内（伊予郡砥部町） 

     参加者 5名 

（腎臓バンク関係者、愛媛県腎臓病連絡協議会会員、県関係者） 

     配布物 ・リーフレット（カード説明用）            50部 

         ・リーフレット（腎臓バンク）             50部 

         ・リーフレット（腎臓病患者連絡協議会）        50部 

         ・オリジナル臓器提供意思表示カード                 50枚 

          （愛媛ＦＣ版、愛媛ＭＰ版、みきゃん版） 

         ・粗品（みきゃんボールペン・シャープペンシル）         50本 

  

   ≪市立宇和島病院キャンペーン≫ 

     日 時 令和元年10月27日（日） 11:00～12:00 

     場 所 市立宇和島病院（宇和島市） 

     参加者 5名 

(愛媛県腎臓病患者連絡協議会会員、腎臓バンク関係者、県関係者) 

     配布物 ・リーフレット（カード説明用）           100部 

         ・リーフレット（腎臓バンク）            100部 

         ・リーフレット（腎臓病患者連絡協議会）       100部 

         ・オリジナル臓器提供意思表示カード          100枚 

          （愛媛ＦＣ版、愛媛ＭＰ版、みきゃん版） 

         ・粗品（みきゃんボールペン・シャープペンシル）        100本 

 

 

②移植コーディネーター（愛媛県臓器移植支援センター）の支援活動 

〇臓器移植の円滑な推進を図るため、県内の救急病院に対して、厚生労働省及び(公社)日本

臓器移植ネットワーク発行の臓器提供意思表示カード等を配布し、腎臓バンクの活動や制

度の周知を行った。 

 

〇啓発活動実施状況 

元.6.9 市民公開講座おいて啓発講演を行った。 

元.6.28 松山市立城西中学校において啓発講演を行った。 

元.7.5 私立済美平成中等教育学校において啓発講演を行った。 

元.10.6 八幡浜みなっと（八幡浜市）において啓発を行った。 

元.10.10 

 
県警察学校にて、「臓器提供時における検視対応」について 

講演を行うとともに、啓発を行った。 

元.10.14 エミフルＭＡＳＡＫＩ（松前町）において啓発を行った。 



 

 

元.10.19 「みんなの生活展2019」（大街道）において啓発を行った。 

元.10.27 

 

県男女共同参画センターにて開催された二之丸会講演会にお

いて啓発講演を行った。 

元.12.13 愛媛県立三間高等学校において啓発講演を行った。 

元.12.20 衛生環境研究所にて、令和元年度第１回臓器移植院内コーデ

ィネーター研修会を開催し、啓発を行った。 

元.12.21 

 

愛媛大学附属病院研修会において啓発講演及び脳死下臓器提

供のシミュレーションを行った。 

2.1.8 「えひめアイバンクだより33号」において特別寄稿を掲載

し、啓発を行った。 

2.1.12 

 

県立中央病院にて、令和元年度臓器移植ドナー管理研修会を

開催し、啓発を行った。 

2.1.23 

 

第60回徳島県移植コーディネーター研修会（徳島県）におい

て啓発講演を行った。 

2.2.13 

 

衛生環境研究所にて、令和元年度第２回臓器移植院内コーデ

ィネーター研修会を開催し、啓発を行った。 

2.2.25 県消防学校において「救急医療と移植医療」について講演を

行うとともに啓発を行った。 

 

○その他  

(1) 健康保険者証への臓器提供意思表示を推進するため、県内医療機関において 

  啓発用バナーの巡回展示を行った。 

    展示期間：令和元年5月29日～令和2年3月13日 

協力施設：大洲中央病院、県立今治病院、市立宇和島病院、西予市民病院、 

ＨＩＴＯ病院、済生会今治病院、済生会松山病院、 

県立南宇和病院、松山赤十字病院、十全総合病院 

（2）臓器移植への理解と意思表示推進をはかるため、県内医療機関に新規入院され                     

る患者様に啓発チラシを配布した。 

協力施設：四国中央病院、ＨＩＴＯ病院、県立中央病院、県立今治病院、 

市立宇和島病院、愛媛大学病院、県立新居浜病院、 

済生会松山病院、村上記念病院、大洲中央病院、十全総合病院、 

県立南宇和病院、市立八幡浜総合病院、松山赤十字病院 

 

 

③小児の入院患者等を対象にしたイベント実施事業 

    小児の入院患者や通院患者が病気に関する正しい知識を身につけ、治療に前向き

に臨めるようにするため、イベントを実施した。 

実績：院内プラネタリウム上映 

（愛大医学部52人、松山赤十字11人、県中23人、県立新居浜22人） 

 

 



 

 

④小児患者の臓器移植普及啓発事業 

    小児の臓器移植の実態を広く周知するためのグッズや上記③のイベントで配布す

るグッズを作成した。 

イベント配布用グッズ(ストラップ、マグネット、リーフレット)作成 

 

⑤ 庶務の状況 

   〇理事会の開催状況 

年月日 付  議  事  項 議決状況 

元.5.8 

 

 

元.11.21 

 

2.3.24 

 

1.平成30年度事業報告及び決算報告について 

2.評議員会の開催について 

 

1.役員の選任について 

 

1.令和２年度事業計画、収支予算、資金調達及び設

備投資の見込みの承認について 

原案可決 

〃 

 

原案可決 

 

原案可決 

 

    

〇役員の状況 

    (ｱ) 就 任 

役職名 氏  名 就任年月日 備  考 

理 事 石井 博 元.5.31  

理 事 岡本 正紀 元.5.31  

理 事 加藤 章 2.1.6  

理 事 岡本 靖 2.1.6  

理 事 壽野 春幸 2.1.6  

評議員 飯尾 智仁 2.1.6  

 

    (ｲ) 辞 任 

役職名 氏名 辞任年月日 備考 

理 事 原田 篤実 元.5.31  

理 事 松尾 嘉禮 元.5.31  

理 事 菅 良二 2.1.6  

理 事 佐川 秀紀 2.1.6  

理 事 藤岡 明 2.1.6  

評議員 神野 一仁 2.1.6  

 


