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4 名の方から献眼いただきました
去る３月２日、富山市の 80 歳代男性より献眼いただきました。病院が意思確認を行
ったところ、ご家族がご希望されての献眼となりました。
去る３月９日、砺波市の 80 歳代男性より献眼いただきました。献眼登録をされてい
た方で、ご本人の強い意志を尊重しての提供となりました。2R3Z 副 ZC 山崎 泉氏(と
なみセントラル LC)よりガバナー感謝状の伝達が行われ、大黒理事長が弔辞を奉読い
たしました。
去る３月 19 日、魚津市の 80 歳代男性より献眼いただきました。献眼登録をされて
いた方で、その意思を尊重しての提供でした。
去る３月 30 日、富山市の 70 歳代女性より献眼いただきました。主治医が入院時に
意思確認したところ、提供の意思があることが解り提供となりました。

富山県立中央病院にて講義
3 月 2 日、富山県立中央病院先端医療棟において移植講演会が開催され医師や看護
師、院内コーディネーターの方々約 50 名が参加されました。
アイバンクからは入江コーディネーターが「献眼の適応と流れについて」と題して
講演を行いました。金沢大学附属病院集中治療部の堀川慎二郎先生が患者さんとその
家族には、臓器を「あげたい」「あげたくない」、あるいは移植のための臓器を「も
らいたい」「もらいたくない」という権利があり、選択肢の提示を行うことは医療者
として当たり前のことだ。とおっしゃっていました。
また、院内での献眼にかかわった緩和ケア病
棟の看護師さんと救命センターの院内コーデ
ィネーターからの事例報告がありました。県内
では、いくつかの病院において医師または看護
師さんからの献眼についての選択肢の提示が
行われており、ご提供が増加しています。すべ
ての医療機関において患者様とそのご家族の
意思を尊重できるよう医療機関への啓発活動
をより一層進めていきたいと思います。

◆高岡フラワーLCCN10 周年記念式典にてご寄附
去る３月 4 日、
ホテルニューオータニ高岡にて開催された高岡フラワーライオンズク
ラブ CN10 周年記念式典にご招待いただき、記念事業としてご寄附を賜りました。
ありがとうございました。
◆南砺市民病院にて講演
３月 10 日、南砺市民病院にて「献眼の対応と流
れについて」と題して入江コーディネーターが講
演をさせていただきました。南砺市では超高齢化
進み、訪問看護が活発に行われています。
ご自宅で摘出も出来ると言うこと、医療従事者
からの選択肢提示を積極的に行うことの大切さを
お話させていた頂きました。講演の途中に、角膜
の内皮移植の映像を流すと、会場からどよめきが
起こりました。

◆メガネハウス様よりご寄附
去る３月 16 日、富山県民会館にて寄附金伝達式
を行いました。株式会社メガネハウス 代表取締役
会長 岡本利夫氏より県内 22 店舗にて募った募金を
いただき、大黒理事長が感謝状を伝達いたしまし
た。
メガネハウス様は毎年 10 月に「眼の愛護月間」と
して募金活動を行ってくださっており、この活動は本
年で 19 年目となります。ありがとうございました。
◆理事会と評議員会を開催
理事会と評議員会を富山県民会
館にて開催致しました。「平成 28
年度中間期事業報告並びに決算報
告」、「平成 28 年度修正収支予算
書(案)」
、
「平成 29 年度事業計画並
びに予算書(案)」の３議題が審議
され、承認されました。

↑理事会(３月 16 日)

↑評議員会(３月 23 日)

サポーター講習会を開催
３月 17 日、富山第一ホテルにて日本アイバンク協会認
定サポーター講習会を開催しました。日本アイバンク協
会常務理事の西田輝夫先生に「角膜とアイバンクについ
て」と題してご講演いただき、啓発用 DVD「ヒ・カ・リ」
を上映しました。感動の余り、涙を流しながら、観てら
っしゃる方もいました。
県内のライオンズクラブメンバーや院内コーディネー
ターなど、計 83 名がご参加下さり、西田先生のユーモア
を交えた話を聴講しながら、参加者は熱心にメモをとっ
ておられたのが印象的でした。ご参加いただいた皆さん、
ありがとうございました。

◆富山赤十字病院にて講演会を開催
3 月 29 日、富山赤十字病院緩和ケアセンターにおい
て講演をさせていただきました。
献眼啓発用 DVD「ヒ・カ・リ」の上映後、入江コーディ
ネーターが「グリーフケアとしての献眼 ～想いを聴く
ということ～」と題して講演を行いました。
また、同病院での献眼事例のエンゼルメイクの体験談を
交えながら、デモンストレーションを行いました。
◆日本アイバンク協会フォローアップ事業報告会に参加
３月 22 日、日本アイバンク協会事務局にてフォローアップ事業報告会が開催され、入江
コーディネーターが参加しました。
献眼登録をされた方々の意思確認を各バンクが行い、報告会から今後のアイバンクにおけ
る効率的な献眼登録の知見を得るよい機会となりました。
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◎アイバンク啓発活動にご協力いただきました◎
*新湊 LC
月日 ：３月 15 日(水)
場所 ：射水市役所新湊庁舎
内容 ：登録パンフレット配布
*氷見 LC
月日 ：３月 26 日(日)
場所 ：ハッピータウン氷見
内容 ：登録パンフレット配布

助成金・寄附金・賛助会費・募金等に関するご報告
（３/１～３/31 まで）敬称略
寄附金

高岡フラワーライオンズクラブ

100,000 円

株式会社メガネハウス

50,000 円

株式会社オフィスケイ、三和器械株式会社

30,000 円

有限会社永栄商事(富山雷鳥 LC)・新井耕喜

20,000 円

サンユウセキュリティ株式会社(富山 LC)・株式会社松田自動車・有限会社福野自工(砺波 LC)
たかた眼科・伊賀 肇(富山平成 LC)・松岡秀子(富山高志 LC)・舛谷専一(富山昭和 LC)
筏井晴夫(高岡

各 10,000 円

LC)

藤巻篤子

9,000 円

和泉 弘司(富山神通)・堀 壽夫(高岡

LC)・専光秀雄

各 5,000 円

久田茂光(黒部 LC)・荒木昭則(高岡

LC)・菊地 清・藤村清孝・藤村睦子・鹿島うら子

幾島かをる・北野敏雄・上田精弌・久々湊公美・稲村栄勝・寺澤和美・千龍義信・和田享子
早勢雅己・朝倉一美・出口テル子・中井一子・竹部俊惠・有限会社サイキ機工・関口かおる
永森 良 夫・ 内 山 照子・ 中 川 正吉・ 中 川吏 永・ 三村 幸 一 ・ 屋根 愼 二・ 大 嶋 淳子・ 南 正 子
石山金司・稲場トシ子

各 3,000 円

長田 雄志

2,000 円

久々湊 藍

1,000 円

田中 良則・東條直貴・宮腰晃央
募金

ありがとうございます

・献眼登録者数
年度累計
・献眼者数
年度累計

賛助会費 [個人会員]

富山第一ホテル

《3月の事業実績の概要》

7,286 円

20名
186名
4名
30名

・奉仕銀行助成金
年度累計

¥0
¥2,500,000

・寄附金収入
年度累計

¥450,000
¥3,137,908

・賛助会費収入
年度累計

¥12,000
¥1,025,000

・募金収入
年度累計
[寄附金等収入合計]

¥7,286
¥304,579
¥6,967,487

