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平成 28 年度 あっせん事業体制整備事業 

院内体制整備事業 実施要領 

 

１ 事業の目的 

平成 28 年度あっせん事業体制整備事業院内体制整備事業（以下「本事業」と

いう。）は、臓器移植法ガイドライン第 4の 3に定める脳死下での臓器提供が可

能な施設類型に該当する施設（以下「5 類型施設」という。）を対象に、院内の

各部門間の連携及び都道府県臓器移植連絡調整者（以下「都道府県コーディネ

ーター」という。）をはじめとする院外の移植医療関係者との連携の下で、院内

コーディネーターの設置、院内マニュアルの作成や実際の臓器提供を想定した

シミュレーション等を実施することにより、臓器提供に関する国民の意思をよ

り確実に活かすことができる院内体制を整備することを目的とする。 

 

２ 実施施設の要件 

本事業は、公益社団法人日本臓器移植ネットワーク（以下「JOT」という。）

に本事業の実施に係る申請書を提出し、承認された医療機関（以下「実施施設」

という。）が実施するものとする。ただし、本事業における実施施設とは、5類

型施設であって、かつ病院の方針として臓器提供に関する体制を整えることが

合意されている医療機関」とする。 

なお、事業の実施について実施施設と JOT は「院内体制整備事業実施契約書」

を用いて契約を締結する。 

 

３ 体制整備状況の報告 

実施施設は自施設の臓器提供に関する体制整備（以下「体制整備」という。）

の状況を体制整備状況報告書（第 4号様式）により報告するものとし、自施設

の体制整備の状況に応じて次のA～Cの該当するプランを選択して実施するもの

とする。 

プラン A：新規に充実した体制整備を行う施設 

プラン B：新規に体制整備を行う施設 

プラン C：過去に臓器提供を行ったことがあり、ある程度体制整備が構築され

ているが、さらに充実した体制整備を行う施設 

 

４ 事業内容 

実施施設は、自施設の体制整備状況に応じて、次の各事業から選択して実施

するものとする。ただし、実施する事業が一部の取り組みに偏らないようにし

なければならない。また、（１）②JOT 指定書式を使用した職員の移植医療に関

する意識調査の実施、（３）②JOT が開催する研修会等への職員の派遣及び（４）

①JOT 指定書式を使用した死亡患者調査の実施は必須とする。 

なお、全ての業務において、JOT 又は都道府県コーディネーターから支援を受
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けることができるものとする。 

（１）臓器提供の院内体制を構築/継続するための基礎事業 

①臓器提供に関する委員会等の開催 

②JOT 指定書式を使用した職員の移植医療に関する意識調査の実施（以下 

「職員意識調査」という。） 

③院内マニュアル（脳死下/心停止下提供、組織提供、児童虐待対応等）の 

作成、修正 

④臓器提供シミュレーションの開催 

（２）患者の臓器提供に関する意思表示を確認する体制の構築 

①患者の臓器提供に関する意思表示を確認するために必要なマニュアルの作 

成、修正 

（３）職員教育研修 

①移植医療に関する院内研修会の開催 

②JOT が開催する研修会等への職員の派遣 

ア 2016 年救急医療における脳死患者の対応セミナー（プラン A、B施設対象） 

・12/3～4（予定） 

 イ 各種学会内でのハンズオンセミナー（プラン C施設対象） 

  ・第 29 回日本脳死脳蘇生学会 総会・学術集会：6/25～26 

  ・第 30 回日本小児救急医学会 学術集会：7/1～2 

  ・第 18 回日本救急看護学会 学術集会：10/29～30（予定） 

  ・第 44 回日本救急医学会 総会・学術集会：11/17～19 

 ウ ５類型施設研修会（プラン A～C施設対象） 

  ・東日本地域：12/10（予定） 東京都内 

  ・西日本地域：1/14（予定）  大阪市内 

③臓器提供の意思表示確認に係る担当職員向け研修会の開催 

④終末期患者の家族ケア等に関する研修会への職員の派遣 

⑤終末期患者の家族への適切な臓器提供の選択肢提示を実施するための研修

会の開催 

（４）臓器提供候補者の情報を把握する活動 

①JOT 指定書式を使用した死亡患者調査の実施（以下「死亡患者調査」とい 

う。） 

②上記①の調査結果に基づく改善策検討のための実務担当者会議等の開催 

（５）終末期患者の家族への適切な臓器提供の選択肢提示（以下「選択肢提示」

という。）を実施する体制の構築 

①選択肢提示のマニュアルの作成、修正 

②選択肢提示に係る実務担当者会議等の開催 

（６）臓器提供症例の対応及び院内活動に関する報告 

①家族からの臓器提供の申し出の実績 

②入院患者の臓器提供意思表示の確認実績 
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③臓器提供候補者家族への選択肢提示の実績 

④臓器提供（脳死下/心停止下、眼球、その他組織）実績 

 

５ 助成金額の上限 

 各プランの助成金額の上限は、次の各号のとおりとする。 

（１）プラン A：80 万～100 万円 

（２）プラン B：50 万～80 万円 

（３）プラン C：50 万～80 万円 

 

６ 助成金の対象経費 

助成金の対象経費は、諸謝金、旅費、JOT が定めたメニュープランに係る経費

とし、別紙１に定めるものとする。ただし、実施施設の運営に必要な経常的な

経費は除くものとする。 

 

７ 事業の実施手順 

 本事業の実施の手順については、次の各号のとおりとする。 

（１）本事業の申請 

本事業の実施を希望する医療機関（5類型施設）は、事業実施申請書（第 1号

様式）に事業計画書（第 2 号様式）、予算書（第 3 号様式）、体制整備状況報告

書（第 4 号様式）及びその他参考となる書類を添えて、平成 28 年 6 月 30 日ま

でに JOT に提出するものとする。 

（２）実施施設の決定 

 JOT は、医療機関（5類型施設）から提出された前号の書類に基づき、事業を

実施する施設とプランを決定するものとする。 

（３）実施施設の決定通知 

JOT は、決定した実施施設に対し、本事業の助成金交付決定通知書（第５号様

式）を送付するものとする。 

（４）契約締結 

実施施設と JOT は、本事業の実施について「院内体制整備事業実施契約書」

を用いて契約を締結するものとする。 

 

８ 不正行為への対応 

JOT は、実施施設において、助成金の他の用途への使用、助成金の交付の決定

内容又はこれに付した条件その他法令への違反等、不正の疑いがあると認めら

れる場合は、事実関係を調査したうえで必要に応じ助成金の決定の全部又は一

部を取り消す等、厳正に対応するものとする。 

 

９ 助成金の返納 

JOT は、実施施設が上記８に該当したと認める場合は、当該実施施設に対し交
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付した助成金の全部又は一部の返納を命ずることができる。 

 

１０ 事業の報告と成果の普及、データの取扱い 

 本事業の報告と成果の普及、データの取扱いについては、次の各号のとおり

とする。 

（１）事業の報告 

実施施設は、事業の進捗状況について 4 月～9 月分は平成 28 年 10 月 31 日ま

でに、10 月～12 月分は平成 29 年 1 月 31 日までに進捗報告書（第 6号様式）を

作成し、JOT に提出しなければならない。 

また、事業終了後は速やかに成果を取りまとめ、平成 29 年 3 月 31 日までに

事業完了報告書（第 7号様式）及び成果報告書（第 8号様式）のほか、その他参

考となる書類を提出するものとする。 

JOT は、提出された事業完了報告書について承認する場合は、承認通知書（第

9号様式）により通知するものとする。 

（２）成果の普及 

JOT は、実施施設の協力を得て、事業計画書において定めた成果目標の達成状

況を把握し、実施施設等による事業の内容の発表や JOT ホームページでの公表

等を通じて、事業による成果の普及を行うものとする。 

（３）データの取扱い 

JOT は、個人情報保護方針（http://www.jotnw.or.jp/policy/index.html）に

基づき、実施施設提出した職員意識調査と死亡患者調査のデータを取り扱い、

各種調査用紙は適切な方法で破棄するものとする。また、JOT は、各種調査用紙

のデータの取扱いを第三者に委託する（解析業者への提出等）場合がある。 

その際は、委託先への必要かつ適切な指導、監督を行い、データの安全管理

が図れるよう従業者の教育、監督に努めるものとする。 

 

１１ 事業の実施期間 

本事業の実施期間は、平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 10 日とする。 

 

１２ 制定と改廃 

この要領の制定と改廃は、JOT 理事長の承認を得て行うものとする。 

 

 

附 則 この要領は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
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実施要領 6 助成金の対象経費の詳細 

 

【費目】 

１ 諸謝金、旅費 

（１）諸謝金：本事業で外部からの講師を招く等の場合は、JOT 謝金規程に準じ

て充てることができる。実施施設が支払った謝金の領収書の写しを提出する。

ただし、JOT 職員、都道府県コーディネーター及び実施施設の職員を除く。 

（２）旅費：本事業のために必要な移動につき、実施施設の職員や講師等の旅

費を実施施設の規程に準じて充てることができる。実施施設が支払った旅費

（宿泊費・日当・学会等の参加費を含む）の写しを提出する。ただし、旅行

代理店の取扱手数料及び学会の抄録代を除く。 

 

２ JOT が定めたメニュープランに係る経費 

（１）各種委員会等の開催（資料の印刷製本費、飲食代等を含む） 

①参加者 1名につき 2,000 円とする。 

②助成対象回数は、プラン A：10 回、プラン B：5 回、プラン C:3 回を上限と

する。 

③参加者名が記載された議事録の写しを提出する。 

（２）職員意識調査の実施 

①事業開始時及び事業完了時、又はそのどちらか一方で実施する。 

②1回の調査につき 1名 100 円とする。 

③申請額は、100,000 円を上限とする。ただし、調査用紙の解析については実

施した調査の全てについて提出することができる。 

④調査の実施病棟は、臓器提供候補者の発生する可能性が高い病棟（ICU、HCU、

救命センター、脳神経外科病棟等）を中心に実施する。 

⑤調査用紙を提出し、JOT が集計、解析を行う。 

（３）各種マニュアル作成（印刷製本費を含む） 

①新規にマニュアルを作成する場合は、1種類につき 50,000 円とする。 

②既存のマニュアルを修正する場合は、1種類につき 20,000 円とする。 

③申請額は、プラン A：150,000 円、プラン B：80,000 円、プラン C：80,000

円を上限とする。 

④完成したマニュアルを 1部提出する。 

⑤新規にマニュアルを作成した場合は作成日を、既存のマニュアルを修正した

場合は作成日と修正日を、必ず明記する。 

（４）臓器提供シミュレーションの開催（シミュレーター等のレンタル代、消

耗品類を含む） 

①1回あたりの開催時間につき、2時間以下の場合は 50,000 円、2時間を超え

る場合は 100,000 円とする。 

②申請回数は、3回を上限とする。ただし、同一内容のシミュレーションを複
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数回開催した場合は、そのうちの 1回のみを申請対象とする。 

③開催案内状、開催記録（議事録要旨や写真、参加者名簿）を提出する。 

（５）研修会の開催（参加者の資料の印刷製本費及び飲食代等を含む） 

①参加者 1名につき 500 円とする。 

②各種研修会における参加者の合計は、プラン A:300 名、プラン B：100 名、

プラン C:100 名を上限とする。 

③開催案内状、参加者名簿及び使用した資料の写しを提出する。 

④本事業の費用の対象となる参加者は、本事業実施施設に所属する職員に限る。

⑤ただし、講師の謝金については１（１）、講師の旅費については１（２）に

より別途請求できる。 

（６）死亡患者調査の実施 

①JOT 指定書式による調査：1名につき 1,000 円とする。 

②100 枚以上の申請を目標とするが、プラン A：300 枚、プラン B:150 枚、プ

ラン C：150 枚を上限とする。なお、実施した全ての調査について、JOT の

調査用紙入力システム（集計作業と他施設との比較ができる）を使用するこ

とができる。 

③対象病棟は、臓器提供候補者の発生する可能性が高い病棟（ICU、HCU、救命

センター、脳神経外科病棟等）に限定する。 

④死亡患者調査の対象患者は、死亡日が本事業の実施期間内であること。 

⑤死亡患者調査の対象患者の年齢は、満 75 歳以下とする。 

 

【各メニュープランに係る上限一覧】 

 プラン A プラン B プラン C 

（１）各種委員会等の開催 10 回 5 回 3 回

（２）職員意識調査の実施 100,000 円 100,000 円 100,000 円

（３）各種マニュアル作成 150,000 円 80,000 円 80,000 円

（４）臓器提供シミュレー

ションの開催 3 回 3 回 3 回

（５）研修会の開催 300 名 100 名 100 名

（６）死亡患者調査の実施 300 枚 150 枚 150 枚
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JOT 謝金規程、旅費規程の抜粋 

 

謝金規程（平成 25 年 4 月 1 日施行） 

 

第２条 

１．謝金を支払う対象者は、第４条各号に定める活動を行った者とする。ただし、社団

の常勤の役員及び職員については対象としない。 

 

第４条 

謝金の種類は次の各号のとおりとし、次の各号に規定する活動に対して支払うもの

とする。 

（１） 委員会及び会議謝金 

（２） 大会講演謝金 

（３） 講師謝金 

（４） 座談会謝金 

（５） 原稿料 

謝金単価一覧表（源泉税込） 

委員会及び会議謝金 10,000 1 会議当たり 

大会講演謝金 30,000 2 時間以上 

20,000 1 時間以上 

10,000 1 時間未満 

講師謝金 30,000 2 時間以上 

20,000 1 時間以上 

10,000 1 時間未満 

座談会謝金 30,000 2 時間以上 

20,000 1 時間以上 

10,000 1 時間未満 

原稿料 50,000 出来上がり 6 ページ以上 

30,000 出来上がり 5 ページ以内 

10,000 出来上がり 1 ページ以内 

 

第７条 （源泉徴収） 

謝金については、所得税法により源泉徴収を行う。 

 

 


