
第25回JATCO定期総会

日時：平成27年10月1日 10：45～11：30

会場：日航ホテル熊本５階 天草C

議 案 １）平成２６年度活動報告及び平成２６年度決算
報告

２）平成２７年度活動中間報告及び計画(案)
３）平成２８年度活動計画(案)及び平成２８年度予算 (案)
４）規約改定について
５）役員改選について



日本移植コーディネーター協議会
（JATCO）会員数

• 正会員 213名
• 賛助会員（個人） 6名
• 施設会員 17名

合計236名

• 逝去会員１名

夏目 裕代（松波総合病院）



平成２６年度活動報告

第 27 回日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会ドナー移植コーディネーターセミナー 

    「脳死下臓器提供手術室シミュレーション」 

期日：平成 26 年 6 月 28 日（土） 

 場所：東京医科大学病院 6階講堂（東京都新宿区西新宿 6-7-1） 

 会長：三木 保（東京医科大学医療安全管理学講座主任教授） 

  

第 32 回日本肝移植研究会レシピエント移植コーディネーター教育セミナー 

 期日：平成 26 年 7 月 4 日（金） 

 場所：京王プラザホテル南館 4階「錦」（東京都新宿区 西新宿 2-2-1） 

 

第 1回レシピエント移植コーディネーター アドバンスコース 

「RTC が知っておきたい精神医学的知識とその活用」 

期日：平成 26 年 7 月 20 日（日） 

場所：東京大学医学部附属病院 入院棟 A15階 大会議室（東京都文京区本郷 7-3-1） 

  

第 24 回ＪＡＴＣＯ定期総会 於：第 50 回日本移植学会 

 期日：平成 26 年 9 月 10 日（水）10：20～10：50 

 場所：京王プラザホテル南館 4階「錦」（東京都新宿区 西新宿 2-2-1） 

  

第 50 回日本移植学会総会 RTC 教育セミナー 

    「移植免疫 ―入門編―」 

期日：平成 26 年 9 月 10 日（水）10：50～12：20 

場所：京王プラザホテル南館 4階「錦」（東京都新宿区 西新宿 2-2-1） 

講師：湯沢 賢治（国立病院機構 水戸医療センター 臓器移植外科） 

座長：笠原 群生（国立成育医療研究センター臓器移植センター） 

   野尻 佳代（東京大学医学部附属病院臓器移植医療部） 

 

第 50 回日本移植学会 ・ＪＡＴＣＯ共催ワークショップ 

      「移植医療における多職種の連携の現状と今後の展望」 

    期日：平成 26 年 9月 12日（金）13：30～15：00 

 場所：京王プラザホテル本館 5F「コンコード B」（東京都新宿区 西新宿 2-2-1） 

座長：篠崎  尚史（公益社団 日本臓器移植ネットワーク） 

添田英津子（慶應義塾大学看護医療学部） 



平成２６年度活動報告
 

第 13 回ＪＡＴＣＯ総合研修会 

期日：平成 26年 11月 28日（金）～30日（日） 

場所：東邦大学看護学部（東京都大田区大森西 4-16-20） 

参加：ドナーコーディネーターコース（55名） 

レシピエントコーディネーターコース（42名） 

 

第 41 回日本臓器保存生物医学会学術集会 JATCO 共催 RTC教育セミナー 

    「移植後管理における薬物療法」 

    期日：平成 26年 11月 29日（土） 

    場所：千里ライフサイエンスセンター（大阪府豊中市新千里 1-4-2） 

 

第 48 回日本臨床腎移植学会 JATCO 共催 RTC認定コーディネーターセミナー 

    期日：平成 27年 2月 4日（水） 

    場所：ウェスティンナゴヤキャッスル（愛知県名古屋市西区樋の口町 3?19） 

 

第 2回レシピエント移植コーディネーター アドバンスコース 

  「移植医療における精神医学的評価」 

期日：平成 27年 2月 22日（日） 

場所：東京大学医学部附属病院入院棟 A 15階大会議室 

     （東京都文京区本郷 7-3-1） 

 

第 42 回日本膵島移植研究会教育セミナー 

    期日：平成 27年 3月 6日（金） 

    場所：京王プラザホテル第二会場（東京都新宿区 西新宿 2-2-1） 

 

その他 

   教育機関としての活動を行った。 

 



平成２７年度活動中間報告及び計画（案）

第 33 回日本肝移植研究会レシピエント移植コーディネーター教育セミナー 

期日：平成 27 年 5 月 29 日（金） 

場所：ホテルオークラ神戸（神戸市中央区波止場町 2番 1 号） 

 

第 28 回日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会ドナー移植コーディネーターセミナー 

期日：平成 27 年 7 月 4日(土)  

場所：名鉄グランドホテル（愛知県名古屋市中村区名駅１丁目２?４） 

会長：加藤 庸子（藤田保健衛生大学脳神経外科教授） 

   

第 25 回ＪＡＴＣＯ定期総会 於：第 51 回日本移植学会 

期日：平成 27 年 10 月 1日（木） 10：45～11：30 

場所：ホテル日航熊本第５会場天草 C（熊本県熊本市中央区上通町２?１） 

  

第 51 回日本移植学会 ・JATCO 共催シンポジウム 

      「移植医療人の役割分担と協調はどうあるべきか：  

外科医、内科医、コーディネーターの関係」 

  期日：平成 27 年 10月 2 日(金)15：20～17：20 

場所：ホテル日航熊本 第１会場阿蘇 A（熊本県熊本市中央区上通町２?１） 

座長：布田 伸一（東京女子医科大学 重症心不全制御学、同東医療センター） 

      市田 隆文（湘南東部総合病院） 

      野尻 佳代（東京大学医学部附属病院 臓器移植医療部） 

 

第 42 回日本臓器保存生物医学会学術集会 

期日：平成 27 年 11 月 13日(金) ～14 日(日) 

場所：いわて県民情報交流センター（アイーナ）8F 

（岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目７番１号） 

 

第 14 回ＪＡＴＣＯ総合研修会 

期日：平成 27 年 11 月 20日(金) ～22 日(日) 

場所：東邦大学看護学部（東京都大田区大森西 4-16-20） 

参加募集：ドナーコーディネーターコース 

     レシピエントコーディネーターコース 



平成２７年度活動中間報告及び計画（案）

日本脳神経外科学会 JATCO 共催企画 
  「脳神経外科医師と移植コーディネーターのコラボレーション」 

期日：平成 28 年 1 月 29 日 
  場所：ステーションカンファレンス東京（東京都千代田区丸の内１丁目７- １２） 
 

第 49 回日本臨床腎移植学会 JATCO 共催セミナー 

  期日：平成 28年 3 月 23日(水)～25 日(金) 

  場所：米子コンベンションセンターBiG SHiP、米子市民文化ホール 

（鳥取県米子市末広町２９４） 

 

その他  

  前年度共催学会等とのコラボレーション 

HP を充実させ情報発信に努めるなど活動していく 

  教育機関としての活動を推進 

第34回 日本心臓移植研究会学術集会

期日：平成27年１０月２３日（金）
場所：グランフロント大阪

ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター 第6会場

第43回日本膵・膵島移植研究会
期日:平成２８年３月４日（金）・５日（土）
場所：ホテルグランヴィア広島

※ 会期中にJATCO共催セミナーを予定しています

追加修正



平成２８年度活動計画（案）
 

第 29 回日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会ドナー移植コーディネーターセミナー 

期日：平成 28年 6月 25日（土）～26日（日）会期中 

場所：帝京大学板橋キャンパス（東京都板橋区 加賀 2丁目 11?1） 

会長：坂本 哲也（帝京大学医学部） 

   

第 34 回日本肝移植研究会 レシピエント移植コーディネーター教育セミナー 

期日：平成 28年 7月 7日（木）～8日（金）会期中 

場所：未定 

会長：古川 博之（旭川医科大学病院） 

 

第 3 回レシピエント移植コーディネーター アドバンスコース 

期日：未定 

場所：未定 

  

第 26 回ＪＡＴＣＯ定期総会 於：第 52回日本移植学会 

期日：平成 28年 9月 29日（木） 

場所：グランドプリンスホテル高輪（東京都港区高輪 3-13-1） 

  

第 52 回日本移植学会 ・ＪＡＴＣＯ共催ワークショップ開催 

      「タイトル未定」 

  期日：平成 28年 9月 30日（金）～10月１日（土）会期中のいずれか 

   

第 15 回ＪＡＴＣＯ総合研修会の開催 

期日：平成 28年 11月ごろ 

場所：未定 

参加募集：ドナーコーディネーターコース 

     レシピエントコーディネーターコース 

 

その他  

  前年度共催学会等とのコラボレーション 

HPを充実させ情報発信に努めるなど活動していく 

  教育機関としての活動を推進 



規約改定について

平成27年10月1日改訂

改訂前 改訂後

事務局

第2条 本会の事務局は、

東京都中野区 東中野
4-27-37
株式会社アドスリー内
に置く。

事務局

第2条 本会の事務局は、

東京都文京区
一般社団法人学会支
援機構内に置く。

改正 平成27年10月１日



平成27年日本移植コーディネーター協議会 役員改選
立候補者名簿

部門 氏 名 所 属

ドナー たかはし きぬよ

高橋 絹代
（公財）富山県移植推進財団

にしむら まりこ

西村 真理子
熊本赤十字病院

あおき だい

青木 大
東京歯科大学市川総合病院 角膜セン
ター

おおみや かおり

大宮 かおり
公益社団法人日本臓器移植ネットワーク

あきやま まさと

秋山 政人
新潟県臓器移植コーディネーター

レシピエント
のじり かよ

野尻 佳代
東京大学医学部附属病院 臓器移植医療
部

せき ま なみ

関 真奈美
東邦大学医療センター大森病院

なかじま せつこ

中島 節子
北里大学病院

なりた まどか

成田 円
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院

ほり ゆ み こ

堀 由美子
国立循環器病センター

医師・有識者
あいかわ あつし

相川 厚
東邦大学医学部 腎臓学講座

えがわ ひろと

江川 裕人
東京女子医科大学 消化器外科

けんもち た か し

剣持 敬
藤田保健衛生大学 臓器移植科

はせがわ とものり

長谷川 友紀
東邦大学医学部 社会医学講座

ゆざわ けんじ

湯沢 賢治
国立病院機構 水戸医療センター
臓器移植外科

※ 医師 → 医師・有識者 に訂正いたします。申し訳ありませんでした。
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