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公益財団法人 宮崎県移植推進財団 

〒880-8501 宮崎市橘通東 2丁目 10-1  

宮崎県福祉保健部健康増進課内 

TEL0985-25-3106 FAX0985-26-7336  

 当財団は、広く臓器移植に関する知識の普及啓発及び臓器提供医療機関の臓器提供

体制の確立など、臓器移植を推進するために必要な事業を行い、もって県民の健康と

福祉の向上に寄与することを目的とした県内で唯一の機関です。 

一人ひとりのいのちが尊重される社会をめざして！ 

 

腎臓提供病院連絡会議 

 

 
 

 

臓器提供に関する意思をお持ちの方やそのご家族の意思を叶えるために、県内の各医療機関の医師・看

護師等を構成メンバーとして、臓器提供・臓器移植に関する知識の向上のための研修会や、意見交換を行

っています。 

令和元年度は２回の連絡会議を開催し、９月に開催した第１回では、院内支援体制整備の事例発表とと

もに、心停止後臓器提供のプロセスについてグループワークによる研修を行いました。（前号にて紹介） 

また、令和２年２月に第２回会議を開催しました。 

平成 29 年に行われた内閣府の世論調査において、臓器を提供してもよいと考えている方は 41.9％おり、

このような患者・家族のニーズを医療現場が抽出できるような体制づくりが必要と考えています。 

そのため、この第 2 回会議では、宮崎県立宮崎病院の寺坂医師より、県立宮崎病院での腎臓移植の取り

組みと、患者・家族の臓器提供意思をより確実に尊重するための取り組みである、院内体制整備支援事業

の実施について紹介いただきました。また、聖マリア病院研究所（久留米市）の藤堂医師をお招きし、聖

マリア病院の臓器提供体制に関する取り組みについて講演いただきました。 

今回は、県立宮崎病院の講堂にて開催し、病院スタッフの方々も参加され、具体的な事例を交えたお話

に熱心に耳を傾けておられました。 

 

腎臓提供協力病院とは 

 

一定の要件を満たし、施設の同意が得られた下記の医療施設が宮崎県

より指定されており、臓器移植医療の推進にご協力くださっておりま

す。 

宮崎市郡医師会病院・宮崎善仁会病院・潤和会記念病院・ 

宮崎県立宮崎病院・宮崎大学医学部附属病院・藤元総合病院・ 

都城市郡医師会病院・西都児湯医療センター・千代田病院・ 

伸和会共立病院・宮崎県立延岡病院・宮崎県立日南病院 

（１２病院） 

  

 

（研修の様子） 



 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度の主な事業 

１ 臓器提供意思表示の推進や移植医療の普及啓発 

 ・グリーンリボン街頭キャンペーン 

（イオンモール宮崎）（10 月） 

  ミニコンサート・バルーンツイスターパフォーマ

ンス・グリーンストラップ作製等 

・グリーンライトアップ（県庁本館）（10 月） 

 ・デジタルサイネージに啓発動画掲示 

（宮崎市江平五差路）（10 月～12 月） 

 ・普及啓発（献血会場・成人式など）（通年） 

 ・出前講座（県内の看護師養成校など）（通年） 

 

２ 協力体制整備支援・推進 

 ・腎臓提供協力病院連絡会議（9 月・2 月） 

 ・院内体制整備への支援 

 ・連携体制構築のため関係機関を訪問 

 

３ あっせん業務へのコーディネーター派遣 

 

４ 賛助会員の拡充等 

 

例年、４月～６月にかけて、

前年度の事業や会計について、

会計監査、理事会、評議員会を

開催し、事業報告及び決算の承

認の手続きを取りますが、今回

は、新型コロナウイルス感染症

対策のため、理事会・評議員会

を開催することができませんで

した。 

そのため、理事・評議員の方々

から書面による同意をいただい

て、理事会・評議員会の承認と

させていただきました。 

なお、今年度、役員改選はあ

りませんでした。 

 

グリーンライトアップ 

出前講座 

 

令和元年度の事業報告・決算が承認されました。 

令和元年度　貸借対照表 　　　　令和元年度正味財産増減計算書　
（令和２年３月３１日現在） （平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

科                目     金額（円） 科              目 金額（円）

Ⅰ　資産の部 Ⅰ　一般正味財産増減の部
１　流動資産 １　経常増減の部

現金預金 2,946,765 （１）経常収益
未収金 104,424 ①基本財産運用益 25,492

流動資産合計 3,051,189 ②受取会費 1,366,000
２　固定資産 ③受取補助金等 10,849,597

基本財産 ④受取寄附金 1,006,702
普通預金 244,535 ⑤雑収益 26,037
有価証券 0 経常収益計 13,273,828
定期預金 47,748,965 （２）経常費用

基本財産合計 47,993,500 ①事業費 12,306,025
その他の固定資産 36,000 ②管理費 1,255,231

固定資産合計 48,029,500 経常費用計 13,561,256
資産合計 51,080,689 当期経常増減額 △ 287,428

Ⅱ　負債の部 ２　経常外増減の部
１　流動負債 （１）経常外収益

未払金 836,075 経常外収益計 0
未払法人税等 21,000 （２）経常外費用
前受金 1,897,221 経常外費用計 0
預り金 0 当期経常外増減額 0

流動負債合計 2,754,296 当期一般正味財産増減額 △ 308,428
２　固定負債 一般正味財産期首残高 641,321

　　 固定負債合計 0 一般正味財産期末残高 332,893
負債合計 2,754,296 Ⅱ　指定正味財産増減の部

Ⅲ　正味財産の部 基本財産運用益 25,492
１　指定正味財産 47,993,500 一般正味財産への振替額 △ 2,225,492
２　一般正味財産 332,893 当期指定正味財産増減額 △ 2,200,000

正味財産合計 48,326,393 指定正味財産期首残高 50,193,500
負債及び正味財産合計 51,080,689 指定正味財産期末残高 47,993,500

Ⅲ　正味財産期末残高 48,326,393

街頭キャンペーン 

 

デジタルサイネージ 

 



 

 

 

当財団では、活動の趣旨に御賛同いただいた法人や個人に賛助会員として御支援 

をいただいています。 

① 特別会員（法人・団体）年会費：１口 ２万円～   

② 一般会員（個人）   年会費：１口 千円～  

 また、随時、寄付金の受付も行っており、定期的に募金活動（100 円寄付等）も 

行っていますので、職場等で御協力いただける方は御連絡ください。 

 （※当財団への御支援につきましては、税制上の優遇の対象になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度賛助会員・寄付の状況（平成 31年 1月～令和元年 12月） 

多くの方々からの温かい御支援をいただきありがとうございます。 

財団の運営は、賛助会費や寄付で支えられています。毎年 1 月から 12 月にかけて募集を行い事業活動

に活用させていただいています。 

（今回の掲載は、平成 31 年 1 月～令和元年 12 月までに賛助会費・寄付をいただいた方々です。） 

 

賛助会員・寄附の募集について 

寄附金贈呈式（三桜電工） 

賛助会員（法人（57団体）・50音順・敬称略）※公表の御承諾をいただいた方のみ
家村内科 一般社団法人藤元メディカルシステム
一般社団法人宮崎県銀行協会 一般社団法人宮崎県腎臓病協議会
一般社団法人宮崎県薬剤師会 医療法人恵喜会西都病院
医療法人慶仁会ふくどめクリニック 医療法人健寿会黒木病院
医療法人けんゆう会園田病院 医療法人幸仁会飯田病院
医療法人光穂会森のクリニック 医療法人社団紫陽花会わたなべ小児科
医療法人社団孝誠会白石病院 医療法人社団弘文会松岡内科医院
医療法人社団紘和会平和台病院 医療法人社団修養会盛田内科クリニック
医療法人社団のぐち眼科クリニック 医療法人社団日髙アイレＨＤクリニック
医療法人社団百喜会上野医院 医療法人社団福生会ふくだ泌尿器科
医療法人十善会県南病院 医療法人真愛会高宮病院
医療法人仁愛会横山病院 医療法人清仁会菊池耳鼻咽喉科医院
医療法人清和会共立医院 医療法人芳徳会　京町共立病院
医療法人よしき会どんぐりこども診療所 雲海酒造株式会社
落合内科 株式会社テレビ宮崎
株式会社宮崎太陽銀行 株式会社宮崎日日新聞社
株式会社宮崎放送 清本鉄工株式会社
公益財団法人宮崎県健康づくり協会 公益社団法人宮崎県医師会
公益社団法人宮崎県看護協会 社会医療法人泉和会千代田病院
社会医療法人同心会古賀総合病院 社会福祉法人豊の里
第一生命株式会社宮崎支社 地方独立行政法人西都児湯医療センター
特定医療法人健腎会おおぬきクリニック 特定医療法人健腎会おがわクリニック
日本生命保険相互会社宮崎支社 花房泌尿器科医院
南宮崎ヤマモト腎泌尿器科 宮崎ガス株式会社
宮崎ケーブルテレビ株式会社 宮崎県アイバンクライオンズ協力会
宮崎県透析医会 宮崎県立宮崎病院
宮崎市郡医師会病院 明治安田生命保険相互会社宮崎支社
米良電機産業株式会社 山下医院



 

 

 

賛助会員（個人（159名）・50音順・敬称略）※公表の御承諾をいただいた方のみ
厚地和子 阿南裕子 安部文男 天辰晋一郎 有村保次 壹岐和彦
石川浩 伊藤博 井上和義 井上直彦 井上文代 今村公則
今村清美 岩瀬晋一 岩田恵美子 岩田数馬 岩元洋 岩本雄一
上田祐滋 宇佐見孝幸 内田可愛 内田俊浩 内野浩一郎 枝元克亘
江藤津弥子 榎本智 蛯原精一 蛯原夕起子 押領司篤茂 大岐洋一
大田弘恵 大田博史 大友直樹 奥野健二 奥野義文 小田光男
梶原能成 鎌田正 川添哲郎 川野光一 川野美奈子 神崎伸二
木佐貫志帆 北村義人 木村新吾 工藤裕子 久保昌広 隈元淳二
黒岩和人 黒木加代子 黒木昭一郎 黒木正人 黒水亜希子 桑原資和
桑山秀彦 神正之 小島啓 小城一代 児玉奈緒美 兒玉美智代
小仲瑠偉 𥔎山裕和 佐々木重隆 佐藤清範 佐藤祐成 鮫島祐子
塩田隆英 清水正高 下池弘美 正入木和久 新蔵隆 菅尚博
杉本拓郎 須田雅孝 清弥佳 瀬川奈央 染川比呂志 大藤精一郎
髙木常男 高橋誠 竹井大輔 竹内哲郎 竹内尚美 竹吉功明
谷口治樹 田村健二 寺尾優一 寺坂壮史 冨迫忠美 永井真菜
中澤紀代美 長友貞美 長友孝典 長友芙美代 永友正行 永野秀子
永野美咲 永岑和久 中村一成 永吉裕子 難波七美 西角真弓
西山朝子 橋谷勉 長谷川ひとみ 花房かおり 浜田潤子 早川俊一
早水昭二 原田生人 曵田博海 樋口祐次 日高孝治 日髙孝
日髙良雄 否笠美由紀 偪島悠人 藤井浩介 藤元信孝 古川つなえ
外園高士 前田裕和 前田広樹 前田宗義 松尾綾華 松尾祐子
松田のり子 松葉賢次 水野直美 宮川泰子 宮崎はまゆうライオンズクラブ
宮田一生 村口理江 米良圭祐 盛田英規 森田充紀 森山文乃
柳田琢摩 矢野慶子 矢野史則 矢野好輝 山崎博信 山崎正博
山下明洋 山田真妃 山本宣博 湯地正仁 横山幸子 横山真三
横山美香 吉屋昌子 吉山政子 米澤諒平 若松浩二

寄付（法人（1法人）個人・団体（118人・団体）・50音順・敬称略）
※公表の御承諾をいただいた方のみ

安部晴香 綾節生 安藤ゆかり 飯干麻子 池部幸大 出光賢也
稲村里沙 今村俊久 上谷かおり 上徳孝治 内田祥太 畝原国昭
榎田恵美 大迫亜理 甲斐彩加 甲斐元彦 片伯部修 加藤政和
河野浩子 河野通宏 倉永笑民 倉元夢佳 黒木和博 黒木慶子
桑原可菜 高妻剛士 﨑田栞 迫小百合 佐々木大吾 佐竹あすか
佐藤泰子 茂三枝 品原健征 下田由美子 新村和也 末吉裕司
杉尾重子 高千穂国民健康保険病院 高千穂保健所 高藤ユキ 橘木あすな
立山諒 伊達知里 田中京子 田中清香 田中美帆 水流奈己
出口千優 徳山美和 鳥取部和弘 外山秀樹 永石朗子 中武真奈美
長友陽子 永野秀子 永野由布子 仲村律子 枦真理絵 林田哲也
樋口まゆみ 日高大介 日髙真紀 日向保健所 星野里沙 松本康宏
水永夕葉 三桜電気工業株式会社 三谷佳弘 宮内麻理 宮薗千穂
森木大輔 宮崎オーシャンライオンズクラブ 森美和子 矢野智美
山口彩佳 山崎遣斗 横山浩二 吉田祐典



 

１００円寄付（３０６機関・団体・施設）５０音順・敬称略 ※公表の御承諾をいただいた機関のみ

行政機関
（宮崎県）

油津港湾事務所 営繕課 オールみやざき営業課 会計課 河川課 環境管理課 環境森林課 観光推進課

企業局電気課 技術企画課 北諸県農林振興局 北諸県農業改良普及センター 教職員課 漁村振興課 串間土木事務所 警察本部教養課

警察本部交通企画課 県議会事務局 建築住宅課 県立日南病院 県立延岡病院 県立美術館 高校総体推進課 工事検査課

高速道対策局 港湾課 国体準備課 小林県税・総務事務所 児湯農林振興局 雇用労働政策課 財政課 産業政策課

自然環境課 市町村課 循環社会推進課 生涯学習課 商工政策課 情報政策課 人権同和教育課 人権同和対策課 人事課

水産政策課 税務課 総合交通課 総合政策課 総合農業試験場　畑作園芸支場 総務課 総務事務センター 高岡土木事務所

高鍋県税・総務事務所 中部農林振興局 道路保全課 西諸県農林振興局 西諸県農業改良普及センター 日南警察署 農業経営支援課

農業連携推進課 農政企画課 農村計画課 延岡県税・総務事務所 延岡土木事務所 東臼杵農林振興局 東臼杵北部農業改良普及センター

秘書広報課 物品管理調達課 文化財課 北部港湾事務所 都城家畜保健衛生所 都城土木事務所 都城県税・総務事務所

宮崎県水産試験場 宮崎県青島青少年自然の家 宮崎県教育研修センター 宮崎県高等水産研修所 宮崎県農業大学校

宮崎県埋蔵文化財センター 宮崎県立図書館 宮崎土木事務所 みやざき文化振興課 木材利用技術センター

労働委員会事務局

（宮崎市）

赤江地域センター 医療介護連携課 親子保健課 会計課 介護保険課 環境業務課 環境保全課 企画政策課 危機管理課

北地域センター 木花地域センター 企画総務課（教委） 教育情報研修センター 清武総合支所地域市民福祉課 清武総合支所農林建設課

景観課 契約課 健康支援課 建築住宅課 公園緑地課 国保収納課 子育て支援課 財政課

佐土原総合支所地域市民福祉課 佐土原総合支所農林建設課 資産経営課 市民課 市民税課 社会福祉第一・第二課

障がい福祉課 商業労政課 上下水道局給排水設備課 上下水道局下水道整備課 上下水道局財務課 上下水道局浄水課 消防局警防課

消防局総務課 消防局予防課 人事課 森林水産課 スポーツランド推進課 住吉地域センター 高岡総合支所地域市民福祉課

高岡総合支所農林建設課 地域コミュニティ課 中央卸売市場管理事務所市場課 庁舎管理課 長寿支援課 道路維持課 都市計画課

土木課 農業委員会事務局 農業振興課 納税管理課 農村整備課 廃棄物対策課 文化・市民活動課 保健衛生課

保健給食課 用地管理課

（都城市）

学校教育課 環境業務課 監査委員会事務局 議会事務局 危機管理課 企業立地推進室 教育総務課 健康課

建築課 国際化推進室 コミュニティ文化課 資産税課 生涯学習課 総合政策課 総務課 高崎総合支所産業建設課

高崎総合支所市民生活課 高崎総合支所地域振興課 道路公園課 都市計画課 中郷地区市民センター 夏尾市民センター

納税管理課 秘書広報課 みやこんじょＰＲ課 山之口総合支所産業建設課 山之口総合支所市民生活課 山之口総合支所地域振興課

（延岡市）

健康福祉部

（日向市）

高齢者あんしん課 市街地整備課 市民課 水道課

（串間市）

医療介護課 会計課 監査委員事務局 議会事務局 危機管理課 串間市民病院 財務課 市民生活課 生涯学習課

上下水道課 商工観光スポーツランド推進課 消防本部 税務課 総合政策課 都市建設課 農業委員会事務局

農業振興課 東九州道・中心市街地対策課 福祉事務所

（三股町）

三股町役場

（高原町）

高原町役場職員一同

（国富町）

国富町職員一同

（高鍋町）

高鍋町役場 高鍋町農業政策課

（新富町）

新富町役場

（木城町）

木城町役場

（都農町）

都農町国民健康保険病院職員有志一同 都農町役場職員有志一同

（門川町）

会計課 環境水道課 議会事務局 教育総務課 財政課 社会教育課 新庁舎建設室 税務課 総務課

町民課 農林水産課 福祉課 町づくり推進課

（美郷町）

国民健康保険南郷診療所 美郷町役場

（高千穂町）

会計課 議会事務局 企画観光課 建設課 財政課 上下水道課 税務課 総務課 町民生活課

農村振興課 農地整備課 福祉保険課 保健センター

（日之影町）

会計課 教育委員会 建設課 税務課 総務課 地域振興課 町民課 町立病院 農林振興課

保健センター

団体・施設等
一般財団法人宮崎県建築住宅センター 一般財団法人宮崎県公衆衛生センター 一般社団法人宮崎県職員互助会 （株）サンルーム西臼杵営業所

公益財団法人宮崎県観光協会 公益財団法人宮崎県体育協会 小林市社会福祉協議会 児童養護施設さくら学園

児童養護施設みどり学園 社会福祉法人愛育福祉会清松園やわらぎの里 社会福祉法人敬愛会特別養護老人ホームきりしまの園

社会福祉法人弘成会特別養護老人ホーム鈴山荘 社会福祉法人浩和会白浜学園 社会福祉法人春光会ケアトピアみやざき

社会福祉法人清風会特別養護老人ホーム若宮荘 社会福祉法人博愛会 社会福祉法人日向更正センター皇寿園

社会福祉法人ふれあい福祉会特別養護老人ホームふれあいの里 社会福祉法人宮崎福祉会 社会福祉法人つくしんぼ福祉会

障害者支援施設　あゆみの里 障害者支援施設清友の里 高原町社会福祉協議会 特別養護老人ホーム幸楽荘

特別養護老人ホーム住之江・住之江デイサービスセンター 特別養護老人ホームはるかぜ 認定こども園こばと保育園

福祉サービス事業所のぞみ園 美郷町社会福祉協議会 宮崎県国民健康保険団体連合会 宮崎県産業振興機構

宮崎県商工会連合会 宮崎県中小企業団体中央会 宮崎市社会福祉協議会 宮崎商工会議所 和　保育園

養護老人ホーム明星園 養護老人ホームめぐみ郷 ワークステーションやじろべえ ワークセンター悠々工房



 

 

 

 

宮崎県共同募金会・ふるさと愛の基金から御支援いただきました。 

 当財団では、キャンペーン等で活用するため啓発グッズを作成しており

ますが、令和元年度は宮崎県共同募金会かの助成で、「ロゴ付のボールペン」

を作成し、また宮崎県ふるさと愛の基金からの助成で、ポスター掲示パネ

ルとイーゼルを整備することができました。 

 県民の皆さんに「臓器移植」に関心を持っていただくよう、１０月のキャ

ンペーン期間を中心に活用していきたいと思います。 

 誠にありがとうございました。 
ポスター掲示風景 

 

編集後記 

 令和元年度の決算も無事終わりました。賛助会員や寄付で御支援をいただいた方々をはじめ、腎臓提供協力病

院をはじめとした医療関係者の皆様方に支えられながら活動を行うことができ、深く感謝申し上げます。 

 令和元年は全国的に臓器移植の件数も増加し、また県内では藤元総合病院に続き、県立宮崎病院でも院内体制

整備の事業を行っていただくこととなり体制の充実が図られるものと力強く感じております。 

 ただ、今年に入り新型コロナウイルス感染症の影響で、活動が難しくなっていることも確かです。皆様方にお

かれましては、臓器移植医療の大切さをお考えいただき、財団へのさらなる御支援を何卒よろしくお願い申し上

げます。（Ｒ２．７） 

初めてデジタルサイネージに啓発動画を掲載！ 

 令和元年１０月～１２月に、県内で有数の交通量がある宮崎市江平五差路

に設置されているデジタルサイネージに啓発動画を掲載しました。 

 この交差点は、交通量が多いので、多くの方の目に触れ、一人でも多くの

方に臓器移植に関心を持っていただく機会になったことと思います。 
デジタルサイネージ 

寄附金付き自動販売機の設置も進めています。 

 

自動販売機 

 

 当財団では、メーカーの御協力により、売上げの一部が寄付金となる自動販売

機の設置を進めています。 

 平成３１年１月に、川南町とコカ・コーラ社の御協力で、川南町保健センター

に自動販売機を設置し、グリーンリボンの啓発にも一役買ってもらっています。 

 また、令和２年４月からは、都城保健所に宮崎県農協果汁株式会社の御協力に

より、サンＡの自動販売機を１台設置いたしました。 

 今後とも、啓発や財団の収入確保の一つとして設置を進めてまいりますので、

病院や施設などで新たに設置できるところがありましたら御連絡をよろしくお

願いいたします。 自動販売機（川南町） 


