
あなたの学校に講師を派遣します

命 Relay for you 学習会

■派遣講師　新潟県臓器移植コーディネーター　秋山政人

■派遣元　　（財）新潟県臓器移植推進財団
■後援　　　新潟県、新潟県教育委員会、新潟県医師会  お申し込み・お問い合わせは当財団までお願いします

〈平成23年度 実施校〉
晴麗看護学校、国際メディカル専門学校、上越
教育大学付属中学校、北里大学保健衛生専門
学院、三条第一中学校、日本海聖高等学校、
長岡商業高等学校、柏崎市立瑞穂中学校、新潟
こども医療専門学校

〈事業の効果〉
中学校、高等学校、看護専門学校および
県コーディネーターが非常勤講師を務め
る大学などで授業をし、各年代における
移植医療の知識・意義について十分に
伝達できたと評価しています。

移植医療の現状を知り、命の尊さについて一緒に考てみませんか？ 
教科や行事などにご活用ください。 ※講師料・旅費など、学校側の費用負担はありません。
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［個人会員］
会田　　恵 青木　朗子 青木　敏行 青木　智子 秋山　政人 
明田川二郎 安達　収吾 安達　祐司 阿彦　修二 阿部　俊幸 
阿部　博史 阿部　文夫 阿部　昌洋 阿部　道行 阿部　義雄 
新井　礼子 荒川　正昭 荒川　桃代 安中　憲一 飯田　昭男 
飯塚　　努 飯濱　尚子 飯浜　　宏 井浦　佐敏 五十嵐加代子 
五十嵐茂義 五十嵐大介 五十嵐智理 五十嵐直子 池田　正友 
池田ゆき子 伊佐　　清 伊佐　順子 伊里　昌子 伊佐　　寛 
石井　法子 石川　直樹 石川　久雄 石澤　佳子 石澤　成美 
石附由美子 市川健太郎 市橋　哲順 伊藤　英子 伊藤かおり 
伊藤　和彦 伊藤千恵子 伊藤　寛隆 伊東　美江 伊藤　　実 
井上　陽子 猪貝美佐子 猪俣　友紀 今井　昭雄 岩佐　　正 
岩田　和雄 殷　　熙安 上原　　伸 薄田　芳丸 歌川　孝子 
内山　由紀 江畠　貴志 大倉　憲吾 大関　　忍 太田　昭子 
大竹三津雄 太田　　隆 太田　雄二 大槻　典子 大西　英子 
大原　　圭 大原　峰夫 大矢　政昭 大矢　佳美 岡田　義信 
岡　　玲子 小川　桂子 小熊　圭子 小熊美智子 小黒　秀昭 
小野　賢作 小野新一郎 小野塚　剛 小野　裕明 小幡　光一 
恩田　昇治 香山　誠司 笠井　悠矢 笠原　　至 風間　　茂 
粕谷　道明 片桐　憲治 片桐　幹雄 加藤　　治 加藤　弘治 
加藤千栄子 加藤　花恵 加藤美和子 金井　秀樹 金子真奈美 
金子　よう 金子　義伸 蒲沢　泰子 樺澤　禮子 上石　幸治 
神蔵　勝雄 亀田　　宏 鴨居　桂子 川室　　優 菊池　智子 
岸田　興治 北川　ゆみ 木村　　淳 木村　静一 久我　三栄 
草間　達雄 葛野イツ子 久住　由和 熊木　亮太 蔵田　　裕 
倉部　知博 桑原　勝史 源氏　秀行 小池シヅエ 小池　芳平 
小泉　章宏 甲田　　豊 小金井　一 小坂　正一 小島　美世 
小林　清男 小林　　健 小林　　研 小林進一郎 小林　次雄 
小林　紀子 小林　正春 小林　三千 小林　律夫 小林　麗子 
小山　歌子 近　　伸一 齋藤　愛深 齋藤　和英 斎藤　浩治 
斉藤　啓行 斎藤　有子 坂井　　敦 酒井　一夫 坂井　宏子 
坂上りい子 坂牧　　明 佐藤　一明 佐藤　幸示 佐藤　進一 
佐藤　高士 佐藤　　斌 佐藤　富雄 佐藤　　望 佐藤　文男 
佐藤真理子 佐藤　裕美 澤野美砂子 篠川　　智 篠川真由美 
渋谷　恵太 嶋倉　　瞬 嶋田　　聡 島津　智子 清水　敦弘 
清水　桂子 清水　　浩 清水　正也 志村　　勇 白石　久二 
白石　　悟 白砂　城芳 神保　和男 新保　信夫 須貝　欽也 
杉坂　芳文 杉本　智子 鈴木　　昭 鈴木　孝幸 須藤　祐悦 
清田　義和 清野　晴美 関　　芳美 関谷啓太郎 相馬　幸恵 
園田　裕久 田井　英子 高井　昭三 高木　　顯 高木　伸浩 
高徳　幸男 高野　榮芳 高橋　朝見 高橋　公太 高橋　千恵 
高橋　恒雄 高橋　哲朗 髙橋　知義 高橋　　瞳 高橋　史明 
高橋　保夫 高橋　喜子 高原　武人 高原　　稔 髙宮　治生 
武内　廣盛 武田さち江 武田真紀子 田崎　充子 田鹿　美幸 
田尻　正記 田中　敦子 田中　　賢 田中　　晋 田中　政則 
田中　勝治 田中　芳俊 玉井　章広 田村　芳昭 丹治　敏英 
坪川トモ子 鶴若　好彦 戸井田一美 戸井田竜成 堂前洋一郎 
遠山　重夫 外川八洲雄 富井　美穂 内藤　　薫 永井　丈史 
永井　洋子 ナガイヨウコ 中枝　智子 長尾政之助 中川　邦夫 
中川　　悟 長久保伸幸 長沢　京子 中島　　徹 永瀬　吉彦 
中村　永大 中村　　聡 中村　　勉 中村　哲士 中村　哲裕 
中村　智美 中村　伸子 中山　　均 中村　雄介 成田　一衛 
難波　彰司 難波　秀道 西巻　正栄 西村　義孝 西脇　京子 
野崎　俊江 能登　省三 野村　輝雄 野本　聡子 橋本　　薫 
長谷川　輝 長谷川直子 羽田野正夫 初野　弥一 羽入　修吾 
羽入まり子 浜辺　直美 早川蓁之助 早津　正丈 早津　正文 
速水　梅子 原　　聡子 原　　直人 樋口　広美 平田　孝栄 
廣田　幸子 深川　光俊 福井　俊司 藤井　　青 藤田　純二 
古海英美子 帆苅　久美 星野　明子 堀　　真弥 本田　　等 
本間　　宙 本間　智子 本間　智晴 本間　義章 前田　裕伸 
真島　和徳 松浦　直人 松田　花織 松田　英伸 松田由紀夫 
松村　　進 松元　直子 松元　　寿 丸田　　浩 丸山　　仁 
丸山　優美 光永　喜衛 水戸部英子 皆川　　恵 皆川　陽子 
宮川　創平 宮下　晴美 武藤　謙介 武藤　　学 宗像　利幸 
室岡　智子 目黒里江子 本山　宏一 森　　有子 森下　英夫 
森平　　仁 矢田　省吾 柳　　京三 柳原　俊雄 柳屋　純子 
山賀　栄一 山後志津子 山﨑　　理 山崎　　肇 山﨑　雅司 
山﨑　美咲 山田　光男 山田　洋子 山本　栄子 山本　純治 
山本　猛夫 山本　正男 山谷　幸義 横山　久保 吉沢　浩志 
吉田　和清 吉田　健一 吉田　達夫 吉田　法子 吉田　正嘉 
若井　浩司 和栗うた子 渡辺　彩子 渡邉　二夫 渡辺　和仁 
渡邉　順子 渡辺　　武 渡辺　直純 渡辺　　勝 渡辺美奈子 
渡辺洋二郎 渡部　　透 匿名　１名 個人会員30口以上／法人会員10口以上の方

［法人会員／医療機関］
家田医院
岩永医院
魚沼病院
江部医院
大熊内科医院
大森内科医院 
押木内科神経内科医院 
小千谷さくら病院
下越病院
苅部医院
刈羽郡総合病院
喜多町診療所
栗田脳外科内科医院
黒川病院
くろきクリニック
けいなん総合病院
小出耳鼻咽喉科
甲田内科クリニック
向陽メディカルクリニック
児島眼科医院 小出分院
こんの脳神経クリニック
斉藤内科・消化器科院
笹川医院
佐藤医院
佐渡綜合病院
三条眼科
三条総合病院
三条病院
山東第二病院
しただ
上越総合病院
新保眼科医院
信楽園病院
信楽園病院附属有明診療所
水原郷病院
末広橋病院
すどう小児クリニック
せき眼科医院
瀬波病院
立川メディカルセンター
知命堂病院
富樫医院
富永草野病院
豊栄病院
長岡赤十字病院
中条病院
中山内科クリニック
南部郷厚生病院
南部郷総合病院
新潟医療センター
新潟大学医歯学総合病院 腎泌尿器病態学分野
新潟南病院
新潟労災病院
新津産科婦人科クリニック
西川内科医院
にのみや内科クリニック
野々村眼科医院
早川小児科クリニック
舞平クリニック
松田眼科医院
松田内科呼吸器科クリニック
真野みずほ病院
三島病院
村上記念病院
村上総合病院
山口医院

吉沢医院
ロイヤルハートクリニック
わかばやし内科クリニック
渡辺内科医院

［法人会員／企業・団体］
糸魚川市医師会
糸魚川病院 腎友会
糸魚川ライオンズクラブ
越後吉田ライオンズクラブ
大森八千代会
小千谷腎友会
柏崎薬剤師会
株式会社アイメドテック
株式会社アド・メディック
株式会社ブルボン
刈羽村
健康医学予防協会
佐渡腎友会
三条市医師会
三条南ロータリークラブ
新発田北蒲原医師会
社団法人 三条市医師会
社団法人 新潟県看護協会
上越医師会
白根健生ひまわり会
聖籠ライオンズクラブ
十日町腎友会
直江津ロータリークラブ
長岡蒼紫ライオンズクラブ
ながおか医療生活協同組合
長岡柏ライオンズクラブ
長岡中央相互
長岡悠久ライオンズクラブ
長岡ライオンズクラブ
新潟医療技術専門学校
新潟大野ライオンズクラブ
新潟県医薬品配置協議会
新潟県栄養士会
新潟県介護老人保健施設協会
新潟県眼科医会
新潟県看護協会
新潟県健康づくり財団
新潟県厚生農業協同組合連合会
新潟県歯科医師会
新潟県腎臓病患者友の会
新潟県接骨師会
新潟県薬剤師会県央支部
新潟県薬事工業会
新潟県臨床検査技師会
新潟県労働衛生医学協会
新潟市医師会
新潟市薬剤師会
新潟信用金庫
新潟青陵大学
新潟千歳ライオンズクラブ
ニプロ株式会社
扶桑薬品工業株式会社
美郷会
源川医科器械株式会社
南魚沼腎友会
六日町ライオンズクラブ
村上市岩船郡医師会
村上商工会議所
老健 国府の里
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【角膜】
　角膜は一般に“くろめ”と呼ばれている組織で、視機能において
角膜はとても重要です。例えば、角膜は血管がなく極めて透明な
組織であるということ、角膜のカーブにより外から入ってくる光を
網膜に結像させる、つまり視力には角膜の形状が重要であるとい
うこと、また眼球を保つため強固な組織であることという特徴が
挙げられます。角膜の濁りやカーブの変化、ひ薄化は重篤な視機
能の低下につながるため、角膜疾患には早期の適切な診断と治
療が重要です。

【角膜の疾患】
　角膜にもさまざまな疾患があります。例を挙げると、角膜の中
央部が突出してくる円錐角膜などの形態的な疾患や外傷など
による角膜穿孔、自己免疫疾患などによる炎症性疾患です。ま
た、コンタクトレンズ装用者の増加によって細菌や真菌、原虫な
どの感染症が増加しており、近年問題となっています。
　これら疾患により、角膜の透明性やカーブが障害されると視

機能は著しく障害され、その再建には角膜移植術が唯一の治療
方法となります。角膜移植術の透明治癒率は約90％です。

【角膜移植の現状】
　現代は情報化社会であり、その情報の多くは視覚より得られ
ます。視覚を失うということは、その社会活動を制限されるだけで
なく、日常生活や精神的に相当な負担を強いられます。角膜が原
因による視力不良の患者さんは全国で２万人程と推定されてい
ますが、日本で１年間に角膜移植術が施行された症例数は、平
成22年度で1,678例でした。
　しかし、角膜提供不足の中、全国の眼球提供登録者数は120
万人に上っています。全国54のアイバンクがある中で、２万人以
上の眼球提供登録者を持つアイバンクは新潟県臓器移植推進
財団を含め20弱しかありません。これほど多くの提供登録者を
確保できていることは多くの方々の支援があってのことと思いま
す。我々眼科医も新潟県の角膜移植医療の推進に役立ちたいも
のと考えております。

個人会員 379人 計 889,500円

法人会員（医療機関） 82団体 計 1,164,000円

法人会員（企業・団体） 57団体 計 750,000円

伊東美江様　　長尾政之助様　　渡辺彩子様
大森内科クリニック様　　株式会社ブルボン様　　
新潟県ライオンズ・アイバンク協議会様より、寄付金として10万円
いただきました。
大勢の皆様より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。

新潟大学医歯学総合病院 助教
新潟県臓器移植推進財団 評議員

松田 英伸

角膜移植の実際

県内全域で臓器移植に関する知識の普及啓発を行い、臓器提供の情報があれ
ば24時間体制で現場に駆け付ける経験豊かなコーディネーターです。

えん すい かく まく


