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＜諸謝金における注意点＞ 

注意事項等 

・謝金の支払いについては、実施施設の謝金規程に準拠する。 

 

請求に必要な書類 

・謝金規程（写） 

・積算根拠となる書類：精算(計算)書等の(写) 

・会議や研修会等を開催した場合は、議事録（実施記録等）、当日資料 

 

対象外経費の例 

・JOT、都道府県コーディネーター、腎臓バンク等の移植医療に関する団体の職員及び自

施設の職員への諸謝金 

 

＜旅費における注意点＞ 

注意事項等 

・旅費の支払いについては、実施施設の旅費規程に準拠する。 

 

請求に必要な書類 

・謝金規程（写） 

・積算根拠となる書類：精算(計算)書等の(写) 

・会議や研修会等を開催した場合は、議事録（実施記録等）、当日資料 

 

対象外経費の例 

・JOT、都道府県コーディネーター及び腎臓バンク等の移植医療に関する団体等の職員の

旅費 

・国外旅費 
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＜消耗品費における注意点＞ 

注意事項等 

・領収書については、収納代行を利用している場合においては、請求書でも可。 

・金額が 1万円未満であり、1年以内に消費するもの。また、永続的に使用しないもの

であること。 

 

請求に必要な書類 

・納品書・領収書（写） 

・使途を記載した書類(例：委員会配布資料作成用紙 10 枚×20 名分＝200 枚) 

 

対象外経費の例 

・実施施設の経常的な運営に必要なもの（USB メモリー等） 

・書籍 

・通常の業務で使用するボールペンやクリアファイルなど 

・納品書・領収書（写）の無いもの 

 

＜印刷製本費における注意点＞ 

注意事項等 

・領収書については、収納代行を利用している場合においては、請求書でも可。 

 

請求に必要な書類 

・見積書・納品書・領収書（写） 

・成果物を 1部（提出できない場合は、成果物がわかる画像（写真）等） 

 

対象外経費の例 

・見積書・納品書・領収書（写）の無いもの 
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＜通信運搬費における注意点＞ 

注意事項等 

・領収書については、収納代行を利用している場合においては、請求書でも可。 

 

請求に必要な書類 

・領収書（写） 

・送付先がわかるもの 

・使途を記載した書類 

・送付物を提出又は余白に記載（例：研修会案内を連携施設に送付） 

 

対象外経費の例 

・JOT に対して書類を送付する際の送料 

 

＜会議費における注意点＞ 

注意事項等 

・飲料代として請求する場合は、1名あたり上限 1,000 円（税込）まで請求可。 

・シミュレーションの実施にあわせて、脳波測定に関する環境調査を実施した場合は、一

室分の調査費用のみ請求可。 

 

請求に必要な書類 

・会議や研修会等を開催した場合、又それに関係する費用（諸謝金、旅費、会議費等）を

請求する場合は、議事録（実施記録等）、当日資料 

・対象経費の請求においては、会議・研修会毎に必要な書類（領収書等）を添付 

・見積書、納品書、領収書（写） 

・飲料代については、単価と本数がわかるもの、領収書(写) 

（領収書に単価と本数が記載されているものであれば、領収書(写)のみで可） 

 

対象外経費の例 

・菓子類、食事代 

・飲料のうち、アルコール類 
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＜賃金にける注意点＞ 

注意事項等 

・事業を実施するために必要な人員を確保するための費用。ただし、事業の継続性及び単

年度予算の観点から雇用形態には留意すること。 

 

請求に必要な書類 

・賃金台帳等、賃金を支払ったことが分かる資料（写） 

 

対象外経費の例 

・事業に従事しない職員の賃金 

 

＜雑費における注意点＞ 

注意事項等 

・請求する場合には、具体的な理由を記載した書類を提出してください。 

 

請求に必要な書類 

・積算根拠となる書類（写）又は領収書（写） 

 

対象外経費の例 

・自己都合により使用を中止した場合のキャンセル料 

・振込手数料 

・旅行代理店の取扱手数料 

・切手購入の代行手数料 

・各種保険料（傷害保険費・損害保険等） 
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＜院内マニュアルの作成・改訂における注意点＞ 

注意事項等 

・新規作成の場合は、作成年月日を記載。 

・改訂の場合は、改訂年月日を記載。 

 

請求に必要な書類 

・新規作成、既存マニュアルの改訂を行った場合は、成果物を 1部提出 

 

対象外経費の例 

・実施施設の複合機又は印刷機にて印刷したもの 

 

＜院内研修会の開催における注意点＞ 

注意事項等 

・研修会の内容は、臓器提供に関連するもの。 

・対象となるシミュレーションは、臓器提供に関するもの。 

・外部講師の諸謝金・旅費の他、シミュレーターレンタル代、消耗品代、資料代等は、経

費毎に請求可。 

 

請求に必要な書類・注意事項等 

・議事録（実施記録等）、当日資料 

・対象経費を請求する場合は、経費毎に必要な書類（領収書等） 

 

対象外経費の例 

・菓子類、食事代 

・飲料のうち、アルコール類 
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＜よくある質問＞ 

 質問 回答 

1 連携施設は、同じ県内の医療機関としな

ければならないのでしょうか。 

地域は問いません。臓器提供の経験が少

ない複数（２施設以上）の医療機関であ

ること、また実現性、実効性のある病院

群を構成するようにしてください。 

2 助成金決定額に余剰金が出た場合、又は

事業を変更したい場合は、申請した事業

以外の事業を実施することは可能です

か。 

活動の内容が本事業の範囲内であり、本

事業に資することと判断できる場合にお

いては可能です。場合によっては別途申

請が必要ですので詳しくはご照会くださ

い。 

3 2019 年 4月に開催した会議の費用は請求

可能ですか。 

交付決定した後から助成対象となります

ので、請求はできません。 

4 謝礼金の規程(写)を外部に出せない場合

は、助成対象外になるのでしょうか？ 

謝礼金については、ご請求時に必要な書

類として「謝礼金規程(写)」となってお

ります。「謝礼金規程(写)」の提出が困難

な場合は、「謝礼金規程(写)」に代わるも

のとして決裁文書等（写）をご提出くだ

さい。ご提出いただいたもので、支払い

の可否を判断させていただきます。なる

べく、「謝礼金規程(写)」をご提出いただ

けると幸いです。 

5 カンファレンス、院内コーディネーター

研修会を開催した場合の助成対象は、自

施設の職員のみでしょうか。 

拠点施設と連携施設の職員の方が対象に

なります。 

6 研修会に参加する旅費は、どこから支給

されるのですか。 

原則として、本事業を行う拠点施設が負

担するものとします。 

7 臓器移植に関する雑誌を定期購入してお

り、その雑誌を参考に研修会等の資料を

作成する場合、雑誌の購入代金は助成の

対象となりますか。 

雑誌の購入費用は助成対象外になりま

す。定期購入している雑誌を参考に実施

施設にて資料を作成し、製本(業者へ発

注)した上で配布する場合には、その印刷

製本費用は助成対象になります。 

8 脳波測定に関する環境調査を複数の部屋

で実施したいのですが、全額について請

求は可能でしょうか？ 

脳波測定に関する環境調査については、

実際に脳死判定を実施する部屋の環境に

ついて調査することを想定しておりま

す。複数の部屋にて環境調査を実施した

場合には、一室分の調査費用のみ請求可

能です。 
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 質問 回答 

9 他の助成事業と共有の消耗品を購入する

場合、見積書・請求書・納品書等は総額で

も構わないでしょうか。 

 

 

見積書・請求書・納品書等は、他の助成事

業とは別々に経理処理を行ってくださ

い。書類の転用や費用の按分はできませ

んのでご注意ください。 
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公益社団法人日本臓器移植ネットワーク 

個人情報保護方針 

 

当社団は、個人情報保護の重要性を認識し、「臓器の移植に関する法律」等関係法令に則った臓器

のあっせんを目的とし、これまで以上に細心の注意を払い、下記の取り組みを実施いたします。 

当社団は、厚生労働大臣より業として行うあっせんの許可を受けており、厚生労働省及び国会等

への報告義務があります。また、その社会的責務として、業務の維持・改善のための基礎資料作成、

移植医療の質の向上を目的とした教育・研修・研究等を行っており、収集した個人情報をこれらの

目的に用いることがありますが、個人情報の保護には厳重に注意を払います。 

 

1. 個人情報について、その管理責任者を設置し、取扱いを定めて、適正な保護を行います。 

2. 当社団の業務を行う上で必要な個人情報は、その収集と利用の目的、管理方法と相談窓口を明

確にして、適切な手段で収集し管理いたします。 

3. 個人情報は、上記の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、目的以外の利用を

行う場合は、法律に基づく命令及び関係法令で定める除外項目を除き、本人の同意を得るもの

といたします。 

4. 取得した個人情報は、法令に基づく命令及び関係法令で定める除外項目を除き、あらかじめ本

人の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。 

5. 個人情報への不正なアクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどのリスクに対し

ては、適切な安全対策を講じます。万一の問題発生時は速やかな是正対策を講じます。 

6. 個人情報を取り扱う業務を外部の業者に委託する場合、個人情報を収集するときの承諾に基づ

く利用、提供、安全管理を守るように、委託先に対する適切な契約や指導・管理を行います。 

7. 個人情報の開示、訂正、提供範囲の変更や削除を本人から依頼された場合には、合理的な範囲

で速やかに対処いたします。 

8. 当社団が保有する個人情報に関して法令、規制を遵守するとともに、適正な適用が実施される

よう管理と必要な是正を行い、職員の教育・研修を徹底した上で、個人情報保護の取り組みを

継続的に見直し、改善していきます。 

9. 当社団において、学術研究及び制度改善等の用に供する目的として、症例データ等の個人情報

を大学その他の研究機関、学会等の第三者に提供することがあります。その場合、「匿名加工情

報保護方針」に基づき個人情報を匿名化しますので個人が特定されることはありません。 

 

制定日 平成17年  4月 １日 

      改定日 平成25年  4月 1日 

 改定日 平成29年12月13日 

公益社団法人日本臓器移植ネットワーク 

理事長  門田 守人 

 

 

 

＜個人情報保護に関するお問い合わせ窓口＞ 

〒108-0022東京都港区海岸3-26-1 バーク芝浦12階 

公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク 

TEL 03-5446-8800 （代） FAX 03-5446-8818 

受付時間 月～金曜日 9:00～17:30（土日・祝日・年末年始を除く） 
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公益社団法人日本臓器移植ネットワーク 

匿名加工情報保護方針 

 

 当社団は、「個人情報の保護に関する法律」（以下「個人情報保護法」という。）に基づき、

特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情

報（以下「匿名加工情報」という。）及びその加工方法等に関する情報（以下「加工方法等

情報」という。）の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、本方針を定め

ます。 

 

1. 関係法令・ガイドライン等の遵守 

当社団は、個人情報保護法その他の法令及び「個人情報の保護に関する法律についての

ガイドライン」その他のガイドラインを遵守して、匿名加工情報及び加工方法等情報（以

下「匿名加工情報等」という。）の適正な取扱いを行います。 

2. 安全管理措置に関する事項 

当社団は、匿名加工情報等について、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のため

に必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、匿名加工情報等を取扱う従業者や委

託先（再委託先等を含みます。）に対して、必要かつ適切な監督を行います。 

3. 当社団の作成した匿名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」 

当社団の作成した匿名個人情報に含まれる「個人に関する情報の項目」は当社団のホー

ムページに公開します。 

4. 第三者に提供をする匿名加工情報に関する事項  

当社団が第三者に提供する匿名加工情報の「提供の方法」は当社団のホームページに公

開します。 

5. ご質問及びご苦情の窓口 

当社団における匿名加工情報等の取扱いに関するご質問やご苦情に関しては下記の窓

口にご連絡ください。 

 

制定日 平成 29 年 12 月 13 日 

公益社団法人日本臓器移植ネットワーク 

理事長  門田 守人 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ窓口＞ 

〒108-0022 東京都港区海岸 3-26-1 バーク芝浦 12 階 

公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク 

TEL 03-5446-8800 （代） FAX 03-5446-8818 

受付時間 月～金曜日 9:00～17:30（土日・祝日・年末年始を除く） 


