
1 話題にならないので、普段考えないからもう少し定期的に広報すると良いと思います。
2 倫理的配慮が難しく、中々進まないと思いますが、勧めてほしいと思います。

3
良く判りませんが血管年齢とか肌年齢とか言いますが臓器移植の際には臓器年齢は問題に
ならないのでしょうか？？？

4
理屈抜きに遺族にとって、故人の遺体が傷つけられる事はあまり気持ちのよい事ではあり
ません。

5 理解できてもなかなか決断できない。

6
理解が無いと、なかなか臓器提供者は増えないと思います。臓器提供する側にも何か大き
なメリットがあると、増えると思います。

7
様々な死に対する倫理観がある訳で
一律に臓器提供は素晴らしいという方向に持っていこうとする政策は如何なものか

8
有用性や必要性と流れを具体的に説明して困っている人がたくさんいることを説明できれ
ばもっと提供者は増加すると思います

9

有名人が提供する、される状況をテレビで見れば、もっと身近に感じると思う。
身近な人で経験者がいないので、やはりピンとこないです。
でもよく献血に行っていた頃は、臓器移植も気に留めたことがありました。
教育とか、国や地方による啓発ではない方が、受け止めやすいかな。

10 役立つとは思いますが、年齢を考えるとあまり役に立たないと思う。

11
問題点についてもきちんと明らかに伝えることを希望します。功罪をはっきりさせること
で、自分の事として考える材料の提供が必要ではないでしょうか。

12 免許更新の案内時（交通安全協会）に広報を周知する。

13
免許の裏の意思表示欄では、1脳死心臓停止いずれでも臓器提供、2心臓停止で臓器提供、
3しない、の3択で、「脳死に限り臓器提供を望む」選択肢がないのはおかしいと思いま
す。心臓停止ならこっちが移植して欲しいでしょう。

14
本人に臓器提供する意思があっても、家族がそのままの姿で棺に入れたいと思う人もいる
でしょうから、そのへんのことも考えるべきだと思います。

15
本人が提供を望んでいても、周囲の人が拒んだりと広く一般に臓器移植、提供について学
べる機会を作ったほうが良いと思います。

16 本人がその意思があっても家族が反対していてドナーになれないのが悔しいです

17
亡くなり方の状況によって、本人の意思も家族の対応にも差が出るのではないか。命に対
する倫理教育を受けてきたかどうかでも違いがあるから、家族や周囲の人とこの話題に触
れることは避けたい。

18 分かりません。

19

普通に生活している中では、あまり情報を得る機会がないと思う。たまたま看護士の知り
合いが登録しているという話を聞き、そんな制度があるんだと知ったくらい無知でした。
知らないと参加を考える機会もないので、もっと一般の人が知る機会をメディアや教育機
関を通して広める活動をすべきではと思いました。

20 普及と参加意思が拡充するとよい

21

不審な死亡でなければ、本人の意思表示はなくても臓器提供に使われてもいいようにしな
いと、臓器移植は進まないと思う。生前に健康診断のように臓器の適合検査を義務付け
て、いつ自分が事故などに巻き込まれて緊急を要する時でも、検査をしなくても取扱説明
書のように調べられるカルテが病院ネットワークで検索できるようになるくらいに、最先
端システムを構築した日本になっていればいいのにと思う。

22
不幸にしてこの世を去るにも、もしかしたら次の生に引き継げるかもしれないことを、
もっと知らせるべき。

23
不安やわからない事をもっと分かりやすく説明してほしい。
犬や猫に例えてとか…(犬、猫が実際出来るかは知りませんが…)

24 病気持っているので臓器提供ができない

25
必要な臓器等の情報がわかって個々に提供したい人が相談に行けるシステムとかがあると
いいなと思う

26 必要なこととは思うが、いざ自分がと考えると・・・なかなか踏み切れない。
27 必要とは思いますが・・・よくわかりません。

28
必要としている人がいることは承知していますが、やはり家族のことを思うと、踏み込め
ないでいます。
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質問１０
　今後の臓器移植に関する県の取組に対して期待することやご意見、ご要望などありましたら、
自由にお書きください。



29 脳死判定を担当する医師が信頼できるかわからない。

30

脳死以外で、自然死・事故死での時間経過に伴う、移植可能な臓器の内容と国民への教宣
強化。死亡確認（医師）の迅速対応・移植施設と拡大など、周辺の整備が必要。また、医
療機関に於ける移植可能者（自然死・事故死・脳死など）の事前確認や事後速やかな、遺
族への投げかけを今以上に強化するべきと感じます。また、解剖必要者の臓器移植準義務
化。提供者遺族への何らかの助成などの検討）生体移植はこれらに限らずドナー登録の推
進強化。

31
脳死の判断について　　
私は心臓の停止をもって死であると考えているので、その後の臓器提供はかまいません
が、現在の脳死判断基準をもって臓器摘出には抵抗がある。

32

脳死の状態でも体が反応したり僅かに動いているのを見たことがあるので、摘出されると
きに痛みや苦しみを感じることがあるのではと不安で意思表示ができていません。私自身
は延命治療は望まないのでもしもの際は臓器提供をしてもいいかなと思うこともあるので
すが、実際の提供の流れなど分からないことも多いです。

33
脳死の議論が途中から聴こえてこなくなった。生きていての提供は年齢オーバーと理解し
ている

34 年齢的に無理と思っています。

35
年齢によって意見はさまざまであると思う。
埼玉だけの問題ではない。

36
年齢、持病により臓器提供に制限があるのか不勉強で現段階ではわからない。
これを機に臓器提供について勉強します。

37 年寄りに啓発しても仕方がないので、義務教育の中で理解させる。
38 認知と理解が低いと感じる。もっと積極的に広報をするべきだと思う。

39
任意でなく強制で良いと思う。
提供したいかしたく無いか。
全員がすべき。

40

日本人の感覚として、ご遺体にメスを入れるというのは、死者にムチうつような印象があ
るのではないかと思います。
本人の臓器提供の希望が明らかでない限り、亡くなられたら、静かにお見送りしたいと考
えるのが、遺族の気持ちではないかと思います。

41
日本は文化や宗教観の違いがあるため臓器移植の件数の増加には時間がかかると思いま
す。

42
日本の医療技術は世界の先端を行っていると思いますので、必要とする人には国内でも安
心して医療が受けられるよう、法整備をしてほしい。

43
日本では、すぐに海外の事例を取り上げますが、自国で議論して方策を見出していくこと
が大切と考えます。

44
日本での事例をもっと取り上げるべき。埼玉県に限らず、県だけで取り組むものなのか？
と疑問に思った。

45

日本での、人口１００万人あたりの臓器提供者数の少なさは、その臓器により違いがある
のでしょうが、提供者の年齢制限とか、入院の必要性等、具体的な内容を知る機会がない
こと大きいとおもいます。
それに加えて、提供後の体調管理への不安を払拭できるという実例等の情報提供が必要だ
と感じます。

46 二十歳の献血は知名度が高いのでもっとＰＲに力を入れてほしいと思います。
47 難しい問題なので特に意思表示の記入していません。

48
難しい問題です。基本的には県による啓蒙が必要だと思いますが、日本人の宗教観と言う
か、死に対する考え方などが大きく影響していると思います。今回のアンケートでも考え
させられました。

49 難しい問題です
50 難しい問題だと思います
51 難しい内容なので、ゆっくり考えたい。

52
難しい取組問題ですが、積極的に問題意識をもって先ずはさいたまテレビで、啓蒙を図る
など。段々に啓発に持っていかれたら良いと思います。今回上手くコメント出来なくて御
免なさい。

53 難しいことだけど、道徳とかで扱って欲しいと思います。
54 特に外国に倣う必要がない
55 特になし。分からない。
56 特になし、感情的な部分が色々と、複雑な問題だと思います。



57

当事者が臓器移植の意思があっても家族が拒否する場合もあると聞いたことがあります。
特に当事者が意思表示ができなくなる前に、その意思表示が、当事者らしく、家族に伝え
られる方法、例えば電子データで本人記載の筆跡の手紙や、音声があればいいと思いまし
た。

58 提供者の家族に負担を掛けないことを望みます。
59 提供者の安全性や体験談など広く広報する必要があると思います。
60 提供者に多少のお礼は必要だと思う

61
提供者が回復の見込みがない、と提供側の家族が判断できるか否かが最も難しいところと
想像する

62 提供家族からの意見情報
63 提供医療機関が少ないことも臓器移植が進まないことの要因の一つだと思う

64
提供を待っている人の気持ちは、祈るようなものかとおもいます。自分も若い時、提供の
意思を印したこともありましたが、高齢になると、果たして役立つのかとの思いもありま
す。部位毎に？年齢的な制約とか、条件を分かりやすくすることも必要かと思います。

65 提供を受けた人の その後の生活が匿名でよいので 知る機会があるといいと 思う

66

提供を決める家族にとっては、提供後もこれで良かったのか自問自答が続くという話を聞
きました。
それで助かる人がいるのも分かるが、提供する家族が納得できる決断を取れるようなフォ
ローをして欲しいと思います。

67
提供は、良いことであり、推奨すべきだが、提供する側にも不安があり、一概には、ハ
イ、提供します、とは、言えない、

68 提供の意思は示しているが、具体的なケースが全然わからない

69
提供によって、命が助かる人がいるという点はとても良い事だと思うが、提供する側とし
ては、医療機関に対する信頼が相当強くないと、どのように扱われるのかなど、大変不安
があります。

70 提供できる臓器がどういう状況ならば可能かわからないから。
71 提供する側への手厚いケア

72
提供する側にもっと分かり易くし　何万人の方が移植を待っている事や、つらい病気も移
植で助かるという事、を世に知らしめて欲しい。

73
提供する側、受ける側、それぞれの立場の人が納得できるよう、情報提供や相談窓口を充
実させてください

74
提供するにせよしないにせよ、意思を示しておくことが大切だと思いますので、行政は免
許証や健康保険証の意思表示をしてもらうための啓蒙活動を行なっていく必要があると感
じました。

75
提供すべきだと思うのですが、身体を傷つけてはいけないという倫理観から
躊躇します。

76
提供しようと考えても脳死と心停止のどちらが使用する側で便利なのか以外に分かって、
ないのでは。小生活用の側で都合の良い方に〇をしたいので。

77 提供した人の死後の遺体の取り扱いがどう取り扱われるかPRして欲しい。
78 提供した後の遺体のはどのように家族に帰るのかわからない

79
中学、高校頃より教材を作成し、道徳の時間などに臓器移植の重要性の重要性を
教育し、自然に臓器移植を受け入れる体制つくり、大人については、職場組織の
健康組合を所管する部署で臓器移植の必要性の知識培養をすることも必要か。

80
中学、高校で、臓器移植のことについてワークショップ等を行い、社会的にその必要性、
海外の状況について議論等を行っていったらよいのではないだろうか。

81

知識も少なく広報もあまり見かけないとは思うが、だからと言って情報が増えたら希望者
が増えるわけではないと思う。日本人は死生観が独特だと思うので死の間際まで選択でき
ないと思う。ただ生きるという事を考えたときに自分の一部が生き続けることについてど
う思うかを考える機会があるとまた違うのではとは思う。

82
知事を始め県職員のグリーンリボン着用や県内全学校での教育、意思表示カード配布を。
また全ての県関連施設(第三セクターも含め)意思表示カードの設置を。

83
暖かい体から臓器を提供する感情的な整理がつかない。その決断をされたかたの気持ちを
整理した考え方を知りたい

84 大変難しい問題であると考えます。もっと議論をすべきと考えます。
85 多くの人を助けたい協力したい気持ちはあるが、現実には難しい。
86 他人のためになることなのでもっと啓発すべき



87

他の国と比べ、日本での臓器提供者が極端にすくないことすら多くの人が知らないと思
う。各国との制度や仕組みの違いもよくわからないが、そういうことから知らしめていく
必要があると思う。
中学や高校レベルでも教えていくべきと思う。

88 尊厳死、脳死判定等の法整備も併せて必要と考える。
89 臓器提供数は、アメリカは何で多いのか気になる

90
臓器提供者及び家族の尊厳が守られるかが心配
臓器移植者は回復に向かい喜ばしいのだが、臓器提供者の家族はもの凄く辛い気がします
臓器提供者の家族のケアをきちんとしているのかが疑問です。

91
臓器提供者を外国に依頼は極力避けるべきです。提供者をネット情報で把握する仕組み、
医療機関が積極的に県と連携強化策を早急強化をして頂きたい。

92

臓器提供者は、年齢や、服薬、病歴に関係なく、提供できるんですか？
数字ではアメリカが多いみたいですが、それを日本がまねできるのですか？数字にとらわ
れず、地道に活動したほうがいいと思います。数字データはどこの工程でも変えられます
からね。

93
臓器提供者が少なく　移植を受けたい人が困っている実情をいろんな媒体を使って幅広く
アピールして国民の関心を高めるような広報活動にもっと金を使うことが必要と思う。

94
臓器提供後の御遺体がきれいな状態でいられるなら、提供してもいいと思われる御遺族も
いらっしゃるかと思います。提供部位によるかとも思いますが。

95
臓器提供を申し出ている人にはメリットがあるようにすれば良いと思う。逆に提供される
側になってしまった時には優先されるとか。

96 臓器提供を受けた人の声を広めることがもっと必要なのではないか。
97 臓器提供は必要と思うが、いまのところ決心がつかないでいます。

98
臓器提供は体が温かいうちになされると聞いています。脳死判断の決定的な基準を知りた
い

99
臓器提供は増えた方がいいとは思います。海外に頼ってばかりはよくないと思います。し
かし，強制などはよくないので，自由意思で，でも提供が増えるようなそのような取り組
み，情報提供が増えることを期待します。

100 臓器提供は宗教的に日本では難しいと思います。
101 臓器提供は何歳までできるのかそれを調べようと思います

102

臓器提供はあくまで、個人の責任においてされるべきであると思う。それにより助かる人
がいるとしても。誰に提供されるのかを明確に限定することにしてはどうか？身内ならOK
だが、赤の他人ではいやだということもあるかも。
特に、県の取り組みがいいのか不十分なのかもあまりよく理解していないので、あいまい
な意見しか持っていない。他県と違う取り組みをしている、またはしようとしているので
しょうか？

103
臓器提供は、必要と思いながらも、ハードルが高いです。とくに、自分だけの問題ではな
く、家族のお互いの理解がすすまないと、なかなかできにくいと思います。もっと臓器提
供の情報を伝えて欲しいと思います。

104

臓器提供は、腎臓のみ許してもいいと思う。透析患者はたくさんいるし、日本は遅れてい
ると思う。
ブラックジャックではないが、交換することでよくなるのなら、するべきだと思う。
倫理上はよくまだわからない。だが、透析患者だったら、やりたい人がほとんどだと思
う。やはり患者の意思が大事ではないだろうか。

105
臓器提供の問題は、個人や家族で判断する問題で、教育や啓発で啓蒙することが
最良とは思えない。

106 臓器提供の必要性等を考える以前に嫌悪感が先行して試行する意図も持ちえないのが現状

107
臓器提供の必要性は理性では理解しているが、親からもらった大切な体を自らの意思によ
り痛めることに本能として抵抗がある。

108 臓器提供の必要性と意義について、義務教育の中で啓発してはどうか。
109 臓器提供の判断をする医師の信頼度が信用できない。

110
臓器提供の情報はほとんど見たことがなく、意識がなかなか上がらないのでもっと告知し
たほうがいいと思う

111 臓器提供の仕方の告知をする。

112
臓器提供の意思表示の記入はしていませんが、家族と話はしています。臓器提供しない＝
悪、とならないような啓蒙活動になることを願っています。

113
臓器提供に関する知識が漠然としており、中途半端な状態にあります。具体的で細部にわ
たる啓発活動が必要ではないかと思います。



114

臓器提供に関する、恐怖心が正直なところ大きく、カード記入に至れません。
もっと、具体的な提供時や、した後の情報が多いと良いと思います。
また、持病があるため内服中なので、それもカード記入に至れない一因ともなっていま
す。
治療中の病気があって、臓器提供出来ないだろうと思っていますが、自ら調べてまでは記
入しようと思わないので、自然に様々な情報が入ってくると良いですね。

115
臓器提供に関して知識が全然ないです。怖そう、痛そう、のようなイメージだけありま
す。

116
臓器提供に関し、不安に思っている人が多いと思います。その不安を少しでも取り除くこ
とで提供者が増えると考えます。

117
臓器提供によって助かる命があることを具体的に病院待合室や報道で知らせる機会を増や
してみては如何でしょうか。

118
臓器提供によって救われる命があるなら、それは大切なことだと思う。行政、医療関係者
のみならずボランティアなどにより啓発、提供カードの活用を進めるべきだし、今はして
ない、自分でも提供の表示を考えたい。

119
臓器提供にもいろいろとあり生体肝移植と脳死の際とではおのずと考えも違うと思いま
す。強制できることでもなく本人だけでもなく家族の問題として考える必要もあり、県の
取り組みは大変難しいですね。

120

臓器提供については、日本人の体に対する意識（親からもらった、など。）で、傷をつけ
ることに対する罪悪感、また、全体感（一部が身内の遺体から欠けるなど）などの歴史
的、文化的背景等もあると思います。頭では、理解できても、気持ち的に拒絶感があるな
ど、そのあたりの近接感をどうやったらいいのかは、まずは、情報提供からだと思いま
す。また、若い世代になると意識が違うのかもしれませんが、そうしたギャップ等をこう
したアンケートで汲み取り県政に反映いただければと思います。また、実際に提供に生前
同意していても、実際になると家族が反対するなどのハードルもどうするかが大切な検討
課題かと思います。

121

臓器提供についてある程度の知識はあるが、実際に自分の臓器を提供する立場になると消
極的になり意思表示が出来ない状態です。
多分、身内、及び身辺でそういう状況が発生してないので無関心に近い状況だと思いま
す。今後は少し関心をもてるよう努力します。

122

臓器提供について、亡くなった後にあの世に行くときに自分が失ったものをちゃんと認識
できているのか、提供した部分を探したりしないのか、良いことをしたのだから、すんな
り成仏できるのか、馬鹿馬鹿しいかと思われるかもしれませんが、そこが一番気になりま
す。提供については大きな抵抗があるわけではないのですが・・・。

123
臓器提供におけるメリット・デメリットを知る機会が増えてくれると、意思表示をするか
しないかが判断しやすいかと思います。

124
臓器提供というと脳死の場合に心臓移植に対するものがまず、思いつく事です。意思表示
をするとどうなるのか、具体的な姿が今一つ浮かびません。分かりやすい全体像を広報し
てほしいと思います。

125

臓器提供した側が報道されて、悲しい現実を受け入れる時にこそ、そのような報道はいら
ないと思う。特に子供の臓器提供なんてもっとそう。だからやりたくない。
臓器提供されて、元気になった方たちのその後をたくさん知る機会があれば、私も万が一
の時はやってあげたいと思う。

126
臓器提供、骨髄バンク、献血などもっと県として取り組める課題は大いにあると思いま
す。お役所仕事にならないよう頑張ってください！

127
臓器移植提供者数の比較に米国と韓国が挙げられていますが、その意味するところが不明
です。ご説明頂けると参考になります。

128

臓器移植自体、まだまだタブーな話題に感じがあります。
私自身、あまり意識したことがありませんでした。
具体的な内容の広報やもっと日常的な話題になればハードルが下がるのではないでしょう
か。

129
臓器移植一般的にはあまり、真剣に考える人少ないのではないでしょうか。もっと身近に
発信して宣伝すべきである。

130
臓器移植を反対する親族もいたりするので、とにかくドナーになった事実が秘密にされる
ことを望みます。報道で特定されることがない、遺体に目立った傷がない、同意した家族
以外に秘密が漏れないなど、アピールされることもよいかと思います。

131
臓器移植を待っている人達の事を考慮したら　提供の意思表示は当たり前と思うが　膠原
病で病院通いの私自身　必要とされるだろうかと思い　表示はしていない



132
臓器移植を待っている人がいることや、大変さもわかってはいるが、自分以外の家族の臓
器をあげるまでの気持ちになれない。
なので、提供した側の気持ちを細かく知りたい。

133

臓器移植は脳死とも密接に関係しているものと思います。
脳死は人の死であるかという点がまだまだ議論されるところではありますが、臓器移植を
待つ人からしたら、生きるための手段です。
県に期待するのは、アンケート内容にもあるように、臓器移植を受けた側の声、臓器移植
をした側の（家族の）声をもっと周知する事です。
知らないから、なんとなく怖い、よくわからないから、考えてない。
そんな事で臓器移植の機会が失われるのは残念な話です。
少しでも誰かの役に立てるのなら・・・移植の意思を表明している人のほとんどはそうい
う思いだと思います。
その本人の思いが、その家族の知識不足によって尊重されない事があれば、それも残念な
話です。
実際、県の広報から臓器移植の情報を見聞きした事はありません。（積極的に情報収集も
していませんが）
色々な媒体を活用して、情報発信をすすめていただければと思います。

134

臓器移植は人生の最後のご奉公またはご恩返しと考えれば良いのですが、まだ、遺体から
臓器を切り取ることに抵抗を感じる方も少なくないと思います。しかし、遺体はいずれ焼
却処分されてしまうのですから、生きている人々がより良い人生を送る上でお手伝いでき
るというボランティア精神を持っていただければ将来的にはより多くの日本の人々も臓器
移植に賛同していただけることを願います。

135
臓器移植は自分や家族がドナーになった時を考えると意思表示は簡単には出来ない。また
免許証や保険証は汚したくないので手書きで記入したくない。

136
臓器移植は、認識もあるが、いざ、自分が登録するとなると考えてします。
もっと、詳しいやり方、などをわかりやすく説明してほしい。

137

臓器移植は、あくまでも任意の制度であることに加え自らの臓器を移植するということに
対して消極的になってしまうのは仕方の無いことであるが、義務教育課程や高等教育課程
で、臓器移植について今よりも詳しく、制度や制度設立の背景等を説明する事で、臓器移
植をする意思の後押しになる場合もあると思う。今後、｢道徳｣の教育化も始まっていくの
で、それに合わせて段階的に取り組んでいくのも効果的だと思う。

138
臓器移植の話をすることが、まだまだ、タブー視されていて、私自身、話をする事にため
らっているところです。

139
臓器移植の問題は個人的に、確実な理由があるわけでなく、ただなんとなく嫌な感情があ
ると思う。

140
臓器移植の必要性は理解できるが、自分自身に置き換えて考えて見ると、死体とは言え、
体にメスが入れることを思うと、正直なところきれいな体のままで、焼却され、埋葬され
て、人生を終わらせたいと思っています。

141
臓器移植の重要性は認識しているつもりですが、急に自分に何かあった場合、残された家
族を悩ませるのではないか？という不安があります。
この件については、正しく適切な情報がもっと欲しいと思っております。

142
臓器移植の重要性などをもっとPRすべきです。また高等学校や大学で臓器移植の期待され
る社会的な成果などについて周知を徹底できる環境づくりをすべきと思います。

143

臓器移植の事例や体験談、リスクも含めてもっと目にする機会を増やしてほしい。HPだけ
でなく新聞、雑誌、病院以外でもポスターの掲示。遺体にメスを入れることの抵抗が、日
本人にはあるにかもしれないがもっと身近の事にしても良いのでは・・・。家族の理解が
一番大変かも。

144 臓器移植の啓発活動をもっと行って、今よりももっと普及するようにしてもらいたい。
145 臓器移植の具体的な流れや仕組みについて教えてほしいと思いました。

146
臓器移植の意思表示をしたいと思う反面、自身はもとより家族の不安を思うと躊躇してし
まう。もう少し年齢を重ねれば、一歩踏み出せるのかもとは思っているし、保険証を見る
たび免許証を見るたび臓器移植については考えている。

147

臓器移植の意思を示している人はまわりにたくさんいるけれど、自分としては、まだ決心
がつかない。正直言って、まだ生きているのに、臓器を取り出されることに対する抵抗が
ある。でも、どうせ死ぬなら、だれかの役に立って死にたいという気持ちもある。自分の
親族のためなら、自分の臓器を喜んで差し出すが、どこのだれとも分からない人のために
そこまでする気持ちは今のところない。でも、具体的に、たとえば、かわいい男の子が、
臓器提供により救われて、こんなに幸せな毎日を送っているというレポートを読めば、気
持ちが変わるかもしれないとも思う。



148 臓器移植の意義や成果を広報などで知らせる。

149
臓器移植のイメージが、死亡したら体を切りきざまれて、必要なもの全て取られるあると
思います。臓器移植について含めた、健康長寿ボランティアを組織して、色々な角度か
ら、人生１００歳を楽しく過ごせる検討していければと思います。

150 臓器移植のＰＲをすべきである。
151 臓器移植に登録したいと言ったら、親に泣かれました。なぜでしょうか。
152 臓器移植に係る情報が少ないと感じます。
153 臓器移植に関する情報をより具体的に知る機会を増やすこと

154
臓器移植に関する情報をもっと発信して欲しい。特にこれからの若い人にとっては大切な
ことだと思う。できれば、教育現場（小中高）で学ぶ機会を提供して、生徒たちがどのよ
うな考え方を持っているかを確認して欲しい。

155
臓器移植に関する県の取り組みに対しては良いと思います。
臓器移植はする方、される方どちらも精神的に良いと思います。
一歩踏み出す勇気が必要です。

156 臓器移植に関する啓蒙活動が重要。

157
臓器移植に関する疑問や意見を容易に発信できる環境が望ましい。現状はどこにどのよう
に発信してよいのか不明。

158
臓器移植に関しては個々人の心情にかかわることなので、個々人に任せるしかないと思い
ます。

159
臓器移植に関して、積極的になれないのは精神的な意味合いが強いと思います。宗教的な
こともあると思います。それを払拭するような啓蒙活動のようなものが必要と思います。
臓器移植に関する知識があまりにも低いと自分でも思っています。他人事のように。

160
臓器移植によって助けられる命があるのであればもっと積極的に進められれば良いと思い
ますが、私自身が提供の意思表示をしていません。　やはり難しいところです・・・・。

161

臓器移植によって助かる命があるならドンドン行うことが望ましいと思います。
提供者側の設問だけでなく、あなたやあなたの家族が、万が一病気や事故で臓器移植が可
能であれば命が助かるとき、臓器の提供を望みますか。
と言う設問は臓器移植を考える大きなきっかけになると思います。日本で臓器移植に関心
が低いのは、提供する側の視点しかなく、自分自身がもし提供される側になったときどう
考えるかという視点があまりにもかけていると思います。

162

臓器移植によって助かる方がいること、移植をされた方が心から感謝されていること等を
より多くの方が知ることが大切だと思います。
しかし、体に対する日本人特有の考え方もあり非常に難しい点もありますが、欧米の寄付
に対する精神性のように利他主義的な考え方が醸成されていくことが必要ではないかと思
います。

163

臓器移植について知る・語る・考えるなどの機会が日常生活においてほとんどないと思
う。テレビ（ＣＭも含む）や新聞などでもっと広報していただくことが必要だと思う。
また、健康保険証などで臓器提供の意思表示をしていても身近な人に気づかれないことも
あると思うので、意思が確認できるシステムが確立されることも大切だと思う。

164
臓器移植について少しの知識は持っていると思っているが、自分は高齢で臓器提供は無理
と思っている。（高齢でも臓器提供が可能なのか今まで確認することは無かった）

165 臓器移植について自分が如何に無知であるか改めて反省しています。

166
臓器移植については小学生の時授業で知りました。中学、高校ではパンフレットを配られ
ただけだったので、中高でも授業中に臓器移植についての説明が1時間でもあると関心が
高まると思います。

167 臓器移植については今後検討したい。

168

臓器移植については、本人の意志は、当然尊重されるが、奥様、子供様など、縁者の方々
の理解が必要。我が国の臓器提供の少ないのも、その過程で、臓器移植のあり方、必要性
などのことが十分な理解が塾していない。

169

臓器移植については、家族も含めて提供する側の心構えが必要だと思います。本人の意思
とはいえ、まだ温かい体から臓器が取り出される、必要とする方の体の中で生き続けられ
ると考えれば少しは気持ちも落ち着くでしょうが、そうであることは約束されないことで
す。移植しても亡くなられることもあるでしょう。結果は家族、もちろん本人は知り得な
いことなのでしょうが、やはり抵抗があると思います。実例や体験談など生の声、気持ち
を知りたいです。

170 臓器移植についての国民的なコンセンサスを教育などの機会を通じて進める事が必要だ。
171 臓器移植についての啓蒙活動・情報発信をもっと多くしてもらいたい。



172

臓器移植についての具体的な情報は少ないような気がします。骨髄移植もそうですが善意
だけでは片付かない内容まで案内があるとよいと思います。
また倫理的な面での補足は長期的に必要だと思います。人の考えは何度でも変わると思う
からです。

173

臓器移植についてちゃんと考えるきっかけになるような情報などがあまりにも少ないと思
います。私は健康保険証を受け取ったときの附属のシールで意思表示できることを知りま
したが、渡してくれた会社の総務の方からは何も話がなくただ入っていただけ。もっと考
える機会や、移植に同意した場合どんなメリットデメリットがあるのかを知れれば提供す
る人も増えると思う。

174
臓器移植について、身近に移植を必要とする人がいなかったり、話を聞く機会がなかった
ため、勉強不足であり知識もありませんでした。今後は、関心を持っていかなくてはと
思っております。さらなるPRをお願いいたします。

175

臓器移植とは関連しませんが、毎回この県政サポーターアンケートの都度思うのですが、
性別欄が男か女かの二択しかありませんが、ＬＧＢＴの皆さんのため、その他とか回答し
たくないという回答も設置なさってはいかがでしょうか？
いろいろな皆さんへの配慮をぜひお願いいたします。

176
臓器移植というものについて、より具体的にその必要性だったり、メリット、デメリット
を知る機会があれば、意思表示するための判断材料になると思う。

177
臓器移植で使用された遺体はその後どのような取り扱いを受けるのか知りたい。単に動物
の死骸としてぞんざいに取り扱われるようなら、移植提供はしたくない。

178
臓器移植って臓器売買のイメージがあるから余程のことがないと提供の意思表示をする人
は増えていかないと思う。
県がちょっと取り組んだくらいでは何も変わらないのでは？と考えてしまいがち。

179 臓器移植すれば自分及び家族に多大なメリットがあるよう制度を変えていってほしい。
180 臓器移植しても死体に損失、損傷が残るのか詳しく知りたい。

181

臓器移植が必要だったり脳死になったりすることがあまり身近でなく、知識や理解が乏し
いだけであって、昔ほど「きれいな遺体のままで」という死生観的な固執はないように思
います。
無知というのが一番「なんとなく怖い」という拒否につながるので、必要性を理解したり
親近感を覚えれば、さほど抵抗はないのでは。
イメージを和らげるように啓発して刷り込むしかないかと思います。

182
臓器移植が日本国内でスムーズに行えているなど、前向きな情報を
メディアを通じてもっと積極的に報道をして啓もう活動を行えばよいと思う。

183
臓器移植がどれくらい必要なのかを学校やテレビで取り上げれば、より多くの方に興味を
抱かせることができると思います。

184 臓器移植が　増えるといいなと思っています。
185 臓器を提供する側にはどんなメリットがあるんですか？
186 臓器を提供するだけだと　　　葬儀などの支援が有れば　かなり増えると思う。
187 臓器を提供したらあの世へちゃんと行けるか不安があり精神面での説明をして欲しい

188
臓器は提供するべきだけど、心や社会生活が定着して初めて意義のあるものだと思う。相
談窓口とかその人材を確保したい

189
臓器の提供意思は有るのですが、実際提供するとなると　言葉では言い表せない
抵抗感が有ります、

190
臓器の提供を待っている人達についてはもちろん、それが叶わず亡くなった人達につい
て、もっと情報を提供して、意思表示推進のムードを高めて欲しい。

191
臓器の質が高齢者のが適当とは思わない場合が多い。年令制限はないのか。移植される側
も高齢者のものには期待しないのではないか。ＰＲ不足が多いと思う。

192
前向きに、日ごろから話ができるような、学ぶ選択肢が増えるような社会であるといいな
と思っています。

193 宣伝が必要

194
生きることは自分一人で無い。皆が幸せであれば、社会に貢献でき惜しまず提供をした
い。

195

成人年齢に達したタイミングで、臓器提供の意思表示について再学習する機会があると違
うと思います。成人式、高校・大学卒業、免許獲得、転居等、あらゆるタイミングでお知
らせする程度でもしたら、増えると思います。「これでキミも社会人！臓器提供の意思表
示！」みたいな。

196 成人式などにて若い人達から理解を深めることが大事かなと思います。
197 成功事例を積極的にＰＲする。



198

数年前の献血の際にカードを作成したが常に携帯はしていないので
健康保険証や免許証への記載が出来るのであればおこなっておこうと
思いました。　また国際的に見て提供件数がこれ程悪いのにはびっくり
ですのでもっと広報に力を入れるべきと考えます。

199

随分変わったとはいえ、移植…というと角膜、腎臓、血液で止まっている感覚が残りま
す。
日本では宗教関連もあり、かなり難しい問題です。
一人で決められることでなく、家族の思いもあります。
子どもたちは年齢に応じて、学校などで専門の人から話を聞く機会があったら違うのでは
ないでしょうか。
現実問題、移植を待つ人にとってはもっと社会認識が変わって欲しいと思われているので
はないでしょうか。

200 推進していただきたい

201
推奨しないでほしい。
本人だけではなく身内にも確認してほしい。
生んだのは母です

202

人生を終えた方の臓器が役に立ちまた新しい時間を刻んでくれる事を、もっと皆さんに理
解してもらいたい。救われる方がいるのに火葬されてすべてを無にするのは、・・
あげたいと思っても合わないかもしれないですが、万が一他の体で生き続けていける奇跡
をもっともっと参加？出来る環境を作って欲しい

203

人口ボリュームである団塊世代がすべて65歳以上の超高齢化社会を迎えてしまっている現
在、この世代が臓器提供に耐える臓器を持っているのかという疑問が大きい。自分をはじ
め持病に悩んでいる人々も多い。この世代を除いてしまうと、人口の半分以下が対象者で
はかなり厳しい状況だと考える。

204
人気アイドルや芸能人がCMに出れば一気に登録数も増えるでしょうが、やはり継続した啓
蒙活動が必要不可欠と思います。

205
人間の体は死後はモノと同じと思っているので、自分の臓器が役立つのであれば、家族の
苦しみを少しでも助けるために提供すべきと思っています。

206
人間の生命にかかわる重要な問題なので、方法論や法的手続き以上にもっと宗教家等の意
見も取り入れて広報すべきと思います。人間はロボットや機械ではないので。

207 人の体を傷をつけるべきでないと思うので、臓器提供はやめるべきである。

208

人の生命活動を正常に機能させ、社会参加ができるようにする意義は生命観と社会的要請
など考えれば大変大きなものがある。
　しかしながら、いざ臓器の提供という行為を考えるとき、人生観と生命観などから躊躇
させられるものがあり、これを越えられる価値観の社会的醸成が必要である。
そのためには学校における教育指導などに臓器移植問題を取り入れていくことも考える必
要がある。

209
身内に臓器提供を待っている人がいる場合は、その人に優先的に提供できるといいと思い
ます。すでに、そういう仕組みはあるのですか？

210
身内が亡くなると、遺体の引き取り、葬儀会社との打ち合わせ、通夜、葬儀とあわただし
く、そこに臓器提供のプロセスが入ってくるとどうなるのが想像もできない。臓器提供で
助かる命があることは心情的に理解できるものの、身内の死は静かに迎えたい。

211
身近に臓器移植をしたらもっと身体が楽になるんだらうなと思える人がいます。健常者か
らの生体移植もありますが果たして踏み切れるかどうか不安です。臓器移植したために身
体を壊したりしないか具体的な体験談などを聞いてみたいです。

212
身近な人に必要とする人がいないため、いまいち想像ができません。
臓器移植の具体的な流れや仕組みについてをわかりやすく説明してくれるような資料など
が出回れば、少しは興味がわくのですが。

213 身近な出来事や問題として、提起したほうが良いと思います。
214 身の回りに移植を必要としている人がいないので、ピンとこない、関心がない。
215 真剣に考えることだ

216
状況や問題点を理解しやすく示すこと、治療における費用が不明確である、受けられる基
準など明確でなく不安を感じる

217 情報収集しないといけませんね。命は守れるのならまもりたいですね。
218 情報をもっと身近に目にしたり触れたりできる機会があるといいと思います。

219

情報が少ないためよくわからないというのが正直なところです。保険証の裏の意思表示欄
は見て知っていますが、記入するとどうなるのかがよくわからず、また調べようともしな
いのが現状です。臓器移植に協力できればしたい気持ちはあるのですが。骨髄バンクのド
ナー登録はしています。



220

小学生から教育していけばいいのでは？年齢とともに変化していくと思うが
自分が臓器授与立場として考えていくには時間がかかると思います。
小、中、高と年齢毎に機会をみて教育していくことが大事と思います。人の考えは変えら
れると思ってます。

221
宗教によるハードルは他国より低いと思うが、他の国に比べて数値が低いのか疑問に思っ
た。

222 宗教（カトリック）上の理由で移植治療自体に賛成しない。
223 取り組みの主体は国、実務は市町村で良いのでは。

224
主人は既に保険証に記入して、意思表示をしています。このアンケートを受けて、私もよ
く考えてみようと思いました。

225
若い人たちへの啓発を重点的にやる必要がある。まず、そのような制度が有ることを認識
している人の数を増やす必要がある。

226
若いころは臓器移植に前向きでした。そのための手続きもしておりました。しかし、７３
歳という年齢ではそれも叶わず、今は臓器移植の意思表示はしておりません。

227 社会的メリットをもっとアピールして欲しい。
228 社会的な必要性についての認識を持てる場面がないと思います。

229

社会人になってしまうと興味のない、自分に必要と思わない情報は入ってきません。
教育の場、保健体育等で教えるくらいで他に手が無いのではないでしょうか。
身近に臓器の疾病で必要にならないと向き合って考えないですから、難しい問題ですが県
の取り組みに期待します。頑張ってください。

230 実例を挙げて、流れなどを紹介してほしいです。

231

質問9の回答の通り。
せめて義務教育中の、例えば最初は道徳の授業で取り上げるとかから始めるとか、埼玉県
なりの取り組みが出来るのではないか。
小学校でも、高学年になったら十分考えることことができると思う。

232
質問９で日本が０.７人と云う数字に驚きました。
１００万人あたりではなく１００人あたりの間違えだと、疑ったほどです。

233
質問8のような臓器移植の説明を聞く機会がなかったので、臓器移植をしようという気持
ちにはならなかった。

234

質問８にあるように、臓器移植の意思表示をしたことにより何が起こるかが情報が少ない
ため必要性を感じていません。そんな状況下なので、意思表示することで、家族の気持ち
をむげにする、家族に手間（迷惑）がかかる、臓器が意図しない事に使われるなどの心配
につながります。広く理解される取組が必要、との結論にいたっています。

235 質問６は「知っている」と回答した者への質問事項とダブっている。

236
自分自身は臓器提供の意思はあるけど、家族の理解が得られない事が多く、臓器提供する
となかなか火葬が出来ない事や遺体の損傷などで反対される事があるので、もっと広く臓
器提供がしやすくなる様に情報を提供してほしい。

237
自分自身は、臓器移植の意思を表示しても、その場において遺族の気持ちの確認ができな
い。残された遺族の気持ちが、自分にとって大切だとおもっている。
現時点では、遺族の気持ち(本心)が確認できない為、保留としている。

238

自分自身だけの事で考えると提供したい気持ちの方が強いですが、家族がそれをどう思う
かを考えると自分だけの問題ではないので決断に至っていません。
また、自分が提供する事については前向きでも、逆に家族が提供したいといった場合には
自分自身が複雑な心境になるとも思います。
提供の必要性や意義については頭ではわかっているものの、私の様に決断出来ないでいる
人は多いのではないかと思います。
あと少しの後押しがあれば決断出来る人も多いと思いますので、今以上に情報の提供や発
信・このようなアンケートが必要だと思います。
私もこのアンケートを機に家族で話し合う機会を作りたいと思いました。

239
自分も臓器提供に協力したいとは思うが、残された家族の気持ちはどうなるのかと思う。
多くの人が、臓器提供が当たり前の世の中になれば、抵抗がなくなると思う
もっともっと、啓発していくことが、必要だと思う

240 自分も意志表示をしようと思います。

241
自分もいずれは臓器提供の登録しようと思っているが、国民性の問題もあり、世界に比べ
て日本が少ないのは仕方がない面もあるかもしれないが、もっと具体的な例を示して一人
でも多くの人の目にとまるよう呼びかけるようにしてはどうでしょうか？

242
自分は問題が問題であるのでなるべく事を荒立てないようにそっとしているが大いに議論
して欲しい。

243 自分は提供してもいいと思っても、家族が嫌がると考えてしまう。



244
自分は臓器移植をしてもいいと思うが、家族の立場になると辛いのでは、と考えると踏み
切れない。今後考えていこうと思う。

245 自分は「臓器提供」に踏み切れない。何も言えない。

246

自分は、年齢的に臓器提供を出来ないと判断しています。
その代案として、死亡後に献体を行う事を決めています。
群馬大学に死亡後の献体を10年前に登録済です。
献体もやはり決断のいる行動と思っています。

247 自分の年齢や体調などいろいろ考えるこの頃になりました
248 自分の体が提供可能か日頃から知っておきたい。

249
自分の臓器は提供する意思はあるものの、我が子が脳死判定になった場合、行動に移せる
か戸惑いがある。医療の進歩で生き返るのではないか？例外で生き返るのではないか...
あきらかな死とはどのようなものか。

250
自分の臓器は使える物は困っている人に役立てて欲しい。ただ、家族のは…いざ、その時
に冷静に判断できるのか?わからない。限られた時間で決めるのは難しい。

251

自分の臓器で助かる方がいることは十分に承知だが、仕組みについての情報を積極的に入
手するにいたらず、不安の方が先に立ち、記入できずにいる。献血のように身近なものに
なればと思うが、自分自身に記入する勇気がなかなか持てない。身内に対象者がいれば、
もちろん喜んでだが…

252

自分の臓器が重い病の人の助けになるならと意思表示しているが、いざという時に遅滞な
く提供対応ができるのかはわからないのが現実、登録機関のデータとしてどういう状況に
あるのか、実は具体的に知らされていないと思う。家族には伝えてあるが、公共機関等の
情報や具体的な流れが知りたいと思う。もっと訴えるだけでなく自治体からも啓蒙が必要
と思う。

253
自分の臓器が使い物になる範囲が判らず（あまり上質と言えないため）「基準」が判らず
未登録状況です。その辺のメディア掲示があればもっと増えるかと思います。

254
自分の身体のことですが、意思表示をする事で、家族がどう感じるかが分からず、意思表
示できずにいます。

255
自分の勝手なのか、不勉強なのか、自分の臓器に自信がなく、とても他人様には譲渡は出
来ない。

256
自分の周囲に臓器提供をした人・もらった人がいないので、実感がない人が多いと思う。
ドラマなどで、もっと多く取り扱ってもらえたら、考えるきっかけになると思う

257

自分の死後、体の一部が誰かの中で生きていくという事は、すばらしい事と思います。し
かし、高齢であったり病気をしていて自分の臓器は、役に立たないのでは？、と思う人も
たくさんいる事と思います。私もその一人です。役に立つ臓器の基準（何歳くらいまで？
どんな病気の人は使えない？などの）おおよその基準になるものが解りません。

258
自分の死を考えたくないので、臓器提供も考えたくなく、意思表示をしないのが本音で
す。

259

自分の子供がそういう万が一の事態になったときのことを考えるのは難しいですが、自分
がもしもの時は提供できればと思っています。
提供され元気になった方の体験談などあれば、今後臓器提供について、考える方が増える
のではないかと思います。

260
自分のお子さんや親族の場合、かわいそうと思う気持ちは判るが、
提供した臓器によって多くの命が助かる尊さをもっと多くの人に知ってはしい。

261
自分としては、まだあまりよく分からないし、年齢制限とかもあるかもしれないので、制
度は大賛成ですが、自分が意思表示することについては消極的です。

262
自分でも悩んでいる最中です。臓器移植提供者になることによる時間的なもの（亡くなっ
てから埋葬までの）など、どういう流れで埋葬までにかかる時間がどれくらいなのか明確
に表示したくれた方がよいかと思います。

263
自分だけでなく、家族の同意が必要だと思う。行政や医療機関の信頼性が薄いので、提供
したらバカを見る気もする。

264 自分が５０歳位までなら臓器移植で人のお役に立てたいと思います。

265
持病のある人が臓器提供できるのか…など、具体的な「Q＆A」のようなスタイルでの周知
をするのはいかがでしょうか。

266

私自身は臓器提供もありかな、と思いますが、家族の立場からすると、臓器提供してほし
くない気がするので、迷いながら意思表示を何もしていません。特に子どもだったりする
と、なおさら臓器提供を考えてしまいます。
簡単には臓器移植の件数は増えないのではないかと思います。



267
私自身は高齢のため提供の意思表示はしていませんが、年齢制限などはあるのでしょう
か。

268
私自身は過去にインターフェロン（リバビリン併用）、ノンインターフェロン治療を受け
ているため、献血は控えて臓器提供の意思表示もしませんでした。私のようなケースでも
可能かどうか、事例があれば知りたいです。

269 私も若ければ臓器移植を提供したかも。

270

私は輸血しています。献血がしたくて、受付に行ったときに、輸血している人は献血でき
ませんといわれました。臓器提供はできるのでしょうか？
献血の募集している人の脇を素通りするのも、とても心が痛いです。妊婦が付けるような
キーホルダーか、輸血している証明書があれば、断りやすいのにと思います。

271

私は地方出身なので、親の病気の際臓器移植という方法があることすら、医師やきょうだ
いからも聞かされませんでした。医療は都市部では発展しつつあるのかもしれませんし、
費用だってかかりそうで、もし私の家族が臓器移植に関わることになった時どうしたらい
いのか分からないので、病院以外での場所からの情報提供サービスを受けられるコールセ
ンター等、気軽に相談出来る窓口があったらいいと思いました。

272

私は臓器提供をするとしていますが、主人は嫌なようです。とくに私に対して何も言いま
せんが、ほんとうはして欲しくないと思っているかもしれません。
臓器が摘出されたあとの処置もグロテスクにならない範疇でわかりやすく情報提供してい
ただけると残された家族の気持ちも変わるのではと思います。
ところで臓器提供は何歳でも既往歴があったとしても出来るものなのでしょうか？実はそ
ういう基礎的な知識？がなかったりします。

273
私は祖父が医者であったが、今の医学の進み方に疑問を感じている。無理に長生きさせて
いるように感じてならない。それより運命を受け入れて、安心して自然に寿命をまっとう
できるような尊厳を重視した社会を望む。

274

私は現在７６歳の高齢者であり、前立腺がんの手術は終えたが経過観察中の身
であります。こういうのが臓器移植の対象者になりうるか、いつも心配しています。
気持ちとしては何かお役に立ちたいのですが、実際はむしろ　かなりのご迷惑をかけるの
ではないか、との思いです。心身ともに健康な人が一番いいのはわかっていますが、高齢
者で経過観察中のような人は本当に大丈夫なんでしょうか。

275 私はがん患者であるため臓器提供には制限があると思う。詳しい情報は必要だと思う。

276

私は、東京医科歯科大学に献体登録済であります。
母も、既にここへの献体をし、又、私の妻もここへの献体を検討しています。
臓器提供ではなく、検体を選んだ理由
85歳の平均寿命から見ると、６５歳を過ぎた私の臓器は、例えば20代の臓器提供と
なる場合、60年以上ももつのでしょうか？又、若い日人は、高齢者の臓器を本当に
望むのでしょうか

277
私は、提供したいと思うが、夫は、年寄りのは、必要としないと言う。
これは、自分の意思だけでは、ダメなのかな？　　その点、不明なり。

278
私は、悪性の病気をしているために献血ができません
併せて、過去に何度も手術や輸血を受けていることから、臓器提供には消極的な立場です
現在は家族がいない関係で、死亡後の検体提供も視野に入れて生活しています

279

私の場合臓器移植は登録していませんが　数年前癌を患ったのをきっかけに
献体を申し出て現在登録が完了しています。
その前に若い時角膜をアイバンクに登録していたのですが検体によりアイバンクはキャン
セルしました。
私としてはアイバンクと献体を両方かなえたい気持ちですが臓器提供とそれ以外の献体は
不可能なのでしょうか？　これからのこともありますのでお聞きさせて頂きました。

280
私としては、自分自身が死んでも臓器が他者の臓器として活動することを希望したいと
思っていますが、家族の賛成を得られていないのが、現状です。

281 死亡に限らず、生前から提供する病院を決めたらどうだろうか

282
死体を傷つける行為が死者の尊厳にかかわる気がするということは、根本的な問題なので
子供の頃からの教育だと思います。

283
死生観は、家族、個人による所が大きいので、積極的に取り組むべきなのか、正直のとこ
ろ考えが定まらない。
現状の方法で良いのではないか。

284
死んでから人のためになるのなら臓器提供を惜しみませんが、なかなか、体を切り刻むの
が、怖いのかもしれません。死んでいるのに変ですね。

285
死んでからの事は意識できないでしょうが、本人が何かを覚悟しなければ提供できる信念
にたどり着かないのではとも思います



286
死んだ人間にメスをいれるのは、家族としては抵抗があることだとおもう。本人がしっか
り家族にたいしても意思表示をしておくことも大事だとおもいます。そして、臓器提供し
たくてもその方法がわからないひとがおおいいことも確かであるとおもいます。

287 死んだ場合以外で臓器提供による提供者の不具合があるのかないのか知りたいです。
288 死んだら、燃やしてしまうものだから、必要としている人にあげた方が良いと思う。

289
死の受け入れ方は個々の判断にゆだねるべきだが、対応可能の体制作りはしておくべきか
と。

290
子供の頃からそのような教育を受けていないので、実感がありません。
ぜひ、学生の頃から教育してもらいたいし、私くらいの年代でもセミナーなど開催して分
かりやすく説明してもらえたら、と思います

291
子供が臓器提供の意思を示したとしても、例えば脳死など死を受け入れにくい状況であっ
た場合はすぐに手続きができない気がします。家族を持ってからは、自分の意思の他に家
族の意思も考えるようになり、意思表示に躊躇するようになってしまいました。

292
仕事をしていると手術などで休みを取らなくてはならないので、それに対する補償や企業
へのはたらきかけなどやらなくてはならないことをしていないから移植希望が増えないと
思う

293
埼玉県の、基本的な医療の体制や、医師の充足度に不安や不満がある。提供する場合も、
提供を受ける場合も、救急救命の時点から、適切で公平な処置が受けられる、という安心
感を得ることが、臓器提供の増加につながると考える。

294

埼玉の方は人の為に手を貸すということを自然となさっているように見えます。情報を
ちゃんと知ったら協力される方も多いと思います。
一つ要望があります。埼玉県の広報活動などでクリアファイルなどプレゼントを配られて
いますが、実際に使えるようなデザインにしていただけるとうれしいです。
今までは残念ながら外で使えるものは一つもなかったです。今の時代、いいなと思われる
ものだと勝手にもらった人はSNSで拡散してくれますよ！

295 困っている人の情報が見えてこないので、提供する必要があるのか分からない。

296

今回のテーマは臓器移植の経験のない自分にとってはなじみの薄いもので、関心はイマイ
チだ。新聞紙上等で子供の臓器移植のニュースを見た時に、高額な治療費が必要との印象
が強く、自分が困らない状況下では、他人事のようにしか受け取らない現状です。
今後は臓器移植の事例や、移植後の経過や効果などの事例の周知や広報活動が地道に続け
られることが必要かと思う。

297

今回のアンケートでそう言えば免許証の裏に記入欄があったなと思い出す程度の認識でし
た。死んだ後とは言え、無闇にメスを入れられるのはなんだか嫌だな～という思いがあり
…。今まで大きな怪我や病気がないため、自分が移植される方になる可能性もあるという
ことを忘れていました。「臓器移植とは何か？」と考える機会は必要ですね。

298
今の医学の進歩により臓器も再生治療が可能になるかもしれない？臓器移植の観点からも
関連が深い、臓器移植の未来も見据えて幾多の取り組みが必要だと思う。

299 今のままでイイと思います。

300
今41歳ですが、16歳ぐらいの高校生ぐらいから意思カードを持っていました。旦那にも話
してありますし、死んでしまうであろう命でこれから長生きできるかもしれない人達を救
えたら何もできない私でも役に立ったなーと思えるかと思いました。

301 国民性もありますが、難しい問題ではないでしょうか、

302
国家レベルで対応すべき案件だと思うが、県内でも実際にどのように（件数を含めて）実
施されているか具体的に発表して、臓器移植に対する啓蒙活動を展開してほしい。

303
国レベルでのことがほとんどと思います。
中途半端な取り組みは混乱する。国への働きかけが最重要と思います。

304
国や地域、会社などからもっと指導があってもいいと思う。各世代の目につきやすい方法
で情報を発信すべき。

305

国や自治体として、基本姿勢は臓器提供はするべきというようになれば良いと思う。同意
がないから臓器提供出来ないではなく、臓器提供を拒否されていないから提供するという
ように。これから亡くなってしまう人に臓器を残すより、未来のある人に可能性を託して
あげたい。

306
国によって文化や宗教観などの違いがあるため、国内において臓器移植件数が少ないのは
仕方がないことだと思うので無理に進める必要はない

307
国との連携を含め、もっと国民、県民に分かりやすく説明をしていただきたいと思いま
す。

308
国が真剣になって教育や啓発を強く行うことが重要です。文化の違いだなどと言っている
状況では無いところまで来ているのではないでしょうか。国の真剣さが伝わってこないの
で私自身は提供するとの意思表示が出来ていません。



309
高齢者の場合など、提供にあたって年齢による制約はないのか。
例としては、献血の場合など、があるが。

310
高齢社会に入っていることから、臓器不適正年齢が今後の医療分野で問題であるならば今
後の医学分野での研究が進むことを、何年かの後には必然のこととして期待してゆきた
い。

311
高齢や持病がある場合、提供がどこまで出来るのかが不明なため、今ひとつ意思表示を躊
躇してしまう。このような不安を解消できる情報の提供が欲しい。

312 高齢になると、臓器提供について深く考えたくない。
313 高齢（82）になる前は、健康保険証、運転免許証の裏に記載していました。

314
高年齢になってしまい対象から外されているのかもしれない。特に確認していないが年齢
制限はあるのだろうか？

315 高校までの教育。

316
行政は、国で取り組むべきもの　県レベルで取り組むべきもの　を分けて対応しなければ
限られた財源の中ではただやっているだけで　その効果があまり期待できないものとなっ
てしまう。この問題は県レベルで考えるものではないように思われる。

317 考える機会が増える事を楽しみにしています。
318 広報誌などで、もっと取り上げられないか？

319
広報活動が貧弱だと思う。特に医療や介護の従事者は提供の意思表示をするとともに、自
らワッペンをつける等の方法で普及活動を促進するべきです。

320 広報活動あるのみ
321 広報で積極的にキャンペーンをしてください。
322 広報で取り上げてみるのは如何でしょうか。
323 広く情報提供があれば、家族で会話し、もっと身近になると思います。

324
個人的に広めてもらいたい情報だと常日頃から思っている。以前からカードを持ってい
て、提供の意思と気持ちにブレはない。県の広報等でのPRをもっとお願いしたい。

325

個人的には提供には否定的な考えです。万が一大切な人に何かあった場合を想定すると、
理論上痛みを感じないはずだとはいえ、現在の科学では判明していないだけで、体は動か
せずとも実は痛みを感じてしまっていたら？との考えがどうしても頭から離れません。遺
族の心の負担としても抱えられるかどうかの不安が大きいです。
ただ逆に大切な人がその立場になったら？と思うと、自身の提供については迷う気持ちが
全く無いとは言い切れません。それでも現時点で積極的に意思表示をするまでには至りま
せん。配偶者と話し合うこともありますが難しい問題だと思います。

326 個人的には高齢なので、対象外ではないかと思っている。
327 個人情報の問題等、まだ整っていないと思う
328 個人の尊厳にかかわる問題なので、慎重に対処すべきと考えます。

329
個人として理解することは難しいと思います。なぜなら実際に身近な問題がおこれば、家
族などと話しをして考えることがあるとは思いますが、残念ながら興味はないと思いま
す。

330
個人が意思表示をしても残された家族の意思で提供できない場合がある。と聞いたことが
有ります。
せっかく意思表示しているのに止めてもらいたい。

331
現代医学が身体の全てを解っているわけではないので、非常に難しい問題であり、非常に
難しい判断でもあると思います

332

現在の医学で医者が判断した脳死であっても、本当は提供する患者自身は意識がある場合
もありえると思う、その場合患者にとってはあまりに残酷なことである。今の科学で臓器
移植をする脳死の基準が本当に正しいのか…、わたしはそこにまだ確信を持てない。それ
で私自身も移植はやりたくないし回りの人にも勧めたくない。時代がすすんで今までの脳
死基準は甘かった…、では取り返しがつかない。

333
現在77才を過ぎ、諸臓器に負担をかけてきている。癌で胃袋の全摘も行っている。これ以
上体内の種々の臓器に負担を掛けたくない。身近にどうしても臓器を譲り受かる必要が発
生しない限り、臓器をもう一度他人の身体の中で働かせようとは考えていない。

334 原則 臓器提供にすれば良い

335
県民だよりなどで、具体的な話を特集する。
また、提供するひとに、取り消しができるかの可否、また、謝礼など提示する。

336
県内で臓器移植を待っている人の現状（臓器、年齢、人数、声など）を県広報誌で知らせ
る。意思表示者（自己申告）に健康ポイントの付与などを検討したら如何か。

337 県の目的や目標が不明なので要望のしようがない。

338
県の取組ではありませんが、
あの騒がしいCMを見聞きするたびに不快な思いをするのでやめてほしい



339 県の取り組みについてはほとんど知らなかったので調べてみようと思いました。
340 県の取り組みなんてあるんですか？全く知りません。
341 県としてより、電子カルテ共有化を国が義務付けるべき
342 県としての取り組みが今一つ伝わってこない
343 県での統計やデータなどの広報活動

344
県でどのような取り組みが出来るのかわからないが、臓器移植のシステムが整備されると
よいと思う。

345
県がどのような取り組みをしているかを知らないので、色々なところ（方法）で情報を発
信してほしい。

346
献体する人に何らかの補助があればもっと献体する人が増えると思います。たとえば故郷
納税程度の御礼でいいと思います。

347 健康保険証交付の際臓器提供についてもう少し印象に残る告知を行い増進を図る
348 健康体で提供できる場合は自発的に身近な所から発信すると思います。
349 健康体で臓器提供ができればよいのにと思います。

350
健康診断時に説明の努力義務を課すくらいのことができないものか。初めからあきらめて
る感じがあり、県民に訴えがまったく刺さっていない。東京オリ・パラを契機に、今まで
は役所仕事だったと言われるのではないか。

351 たった０．７％とは驚きです。やはり教育で意識の高まり目指すべきと思う。
352 啓蒙活動を積極的に行ってほしいと思います。

353
啓蒙活動が少なすぎるのも、大きな問題。
多くの人に関心をもってもらうことが重要だと思います。

354 啓蒙活動
355 啓蒙しかないと思います。
356 啓発活動不足
357 啓発活動を充実して下さい
358 啓発活動を活発に行うとともに安全性をアピールした方が良い。

359
具体的な臓器提供までの流れを書いたものが欲しい。やっぱり抵抗があるので情報提供が
もっと充実していると良いと思う。

360 具体的な移植、提供などの実施例をビデオ・TVで放映する。

361
教育の中でディベートのお題にしてもっと理解を深める必要があるのかも。
学生だけではなく、一般市民にもディベートをさせてみてはどうでしょうか？

362
強要するようなものではないので、オリンピアンの白血病で献血が増えたように、世間の
関心が高まったときに、うまくアピールできたらいいのではないか。

363 義務化すると良い
364 気が変わったらどうしようとか、家族の意思を考えるとなかなか即断できない。
365 既に後期高齢者となっているので、移植は難しいと考えて居る。

366
基本的に他人の死により機会を得るものであり、多い・少ないという議論はふさわしくな
いと思っている。静かに制度があるということを伝え続ければよいと思っている。

367 頑張ってください。

368
学生の自分でも分かりやすいように学校等でも、講師の方等を呼んで更に詳しく勉強する
機会があれば良いと思います。

369
学校教育の一環として、臓器移植について学んだり考えたりする機会を持てるよう取り組
んでいただきたい。

370 学校教育に組み込むなどして身近なものにしていく必要があると思います。

371
学校や企業での臓器移植に関する教育、啓発を行うように県として推進するようにしたら
どうか、（他国に比べて日本の現状も含めた）。

372

確かに臓器提供者を増やそうとすることは今の日本にとって大切ですが、臓器を提供して
もらうときには、本人の考え方について深く注意しなければならないと思います。臓器提
供について誤解があっては、取り返しのつかないことになってしまいます。県は、意思表
示をしようとしている方にも、あまり興味がない方にも、臓器提供の意義や行われ方、リ
スクについて、しっかりと説明をする必要があると思います。皆が正しく理解をしてか
ら、意思表示をして臓器提供に臨めるように配慮すべきです。

373 外国と比較して遅れていることをもっとPRすべき

374
外国と比べないで欲しいと思いますが、期待とか要望とかではなく、個人の考えですの
で。但し、臓器移植は人助けということをもっと取り組んでほしいと思います。

375 改めて　臓器移植を考えてみたいと思います。
376 家族間以外の提供（授受共に）には抵抗がある。
377 家族間の同意が必要でありそこまで真剣に話してはいない。



378
家族の意見としては、亡くなってからも遺体を切り刻まれることに、違和感を覚えるよう
です。
臓器提供を待っている人たちみんなの気持ちを思えば、余計につらくなります。

379 家族のケア（提供側）の気持ちが大事だと思う
380 家族になら提供できるが、他の人となると考えてしまう
381 家族で理解できるよう話題にしたい。
382 家族で困っている人がいるなら、臓器移植を考えたい。

383
家族が脳死になっても臓器移植を提供しようとはまだ思うことができません。
恐らく脳死について更なる勉強が必要だと思います。

384 何故にここまで日本が諸外国から遅れを取っているのかが不思議だ
385 映画やドラマなどで具体的な流れや困りそうな点がわかるといい

386
運転免許証や保険証で意思表示ができることは知っていましたが，人に提示する身分証と
なるものなので，その裏に意思表示をすることに抵抗があり，書いてきませんでした．イ
ンターネット上で登録できるということをこのアンケートで知ったので確認してみます．

387
運転免許などでさかんにPRしていたが、やはり死んだあとのことなので、どうなるか分か
らないし、不安である。

388 一般的に浸透するようになれば良いと思う。

389
医療が発展している故に、また以前のように生き返るのではないかと思ってしまうので、
親しい人がそうなった時に判断しにくい状況であると感じる。

390

遺伝子組み換え・ＤＮＡ操作等は、踏み込んではいけない領域。
臓器移植は富裕層が海外で手術する例も多いと聞きます。
献血・輸血の関係と同様に、提供者側が積極的に対応するようＰＲを。
提供した場合に、何かメリット（家族が医療上の便宜を受ける等）があると、拡がりそう
です。
以上

391
遺体の引き渡しまでの時間が必要なので、葬儀の日程が立てにくい。
引き渡し者には葬儀開催の優先性があれば良いと思う。

392
移植件数の問題以前に、意思の確立が必要だと思う。教育や実態を踏まえた啓蒙活動が重
要なのではないか。

393
移植希望者の将来展望などの未来像を描いている意見などを、たくさん身近に知らせて欲
しいです、

394
移植を植えるために海外の制度に依存している実態の原因は、日本という国（政府）が臓
器移植に関する取り組みが消極的であることに起因しているとの認識である。

395
移植に対するメリット、デメリット等を多くの紙面等を通じて告知し、広く県民に周知し
てほしい。

396
移植については理解できません。たとえ自分の身内に移植が必要、移植をすれば助かる命
がある場合でもそれは運命だし寿命だと受け入れるべきだと個人として思います。

397 移植で助かった方のCM起用とCM

398
意思表示方法の違う方法、もしくは、統一化（一本化）にした方が、意思を示しやすいの
では。免許証や保険証等に意思表示するのには抵抗感がある。学生の段階で授業を行い、
意思表示する機会をつくってはいかがだろうか。

399
意思表示はしているものの、家族はあまり賛成していないのが現状。その家族を納得させ
ることができるような説明を公的機関がしてもらえると、自分でも説得しやすい。

400 意思表示のあり方についてもっとオープンソースな形で情報提供をして欲しい

401
意志表示については知っているが内容について知る機会がなく、わからない、良く知らな
いので表示できていないのだと 今回知る事ができた。
このアンケートの後に調べて、内容について理解できるようにする

402 以前よりも臓器移植に対する広報や話題が少ない感じがするので啓発してほしい。

403
以前はそれで助かる人がいれば提供してもいいと思いましたが肉親を亡くしたときそのよ
うな気持ちにはとてもなれなかったのでやめました

404
以前は、提供しても良いと思ったこともあるが、死後、自分の臓器の一部が生き残るのに
違和感を持つようになり、積極的に提供しようとは思わなくなってしまった。

405

以前から臓器提供意思表示を行っていますが、最近になり、家族が臓器移植を依頼するこ
とになる病かもしれないと分かりました。
一般的には臓器提供意思表示を行っていない方が多いと思います。臓器提供は絶対に断
る、という意見も同意できるところがあるので否定はしませんが、中には臓器提供をして
も良いと思っておられる方もいるかもしれません。そのために「意思表示」だけでもお願
い出来たら・・と思っています。

406 安楽死との関係など臓器移植に関する議論は大いにやるべきと思います。



407 わたしは　いつも健康保険証（臓器移植提供記入済み）を携行しています。
408 わからない。
409 よくわからない事が多いので、広報などで、取り組みなどを報告して欲しいです。
410 よくわからない。
411 ゆっくり考えてみたいですm(__)m

412
やはり美談のような成功例ばかりが報道されるので、リスクなどもきちんと示してほし
い。脳死判定の基準などもなんとなくしかわかっていないので、そこもしっかり教えてほ
しいと思います。

413
やはり自分の意思の問題だけでなく、家族の感情も考えなくてはならないので簡単には決
められないと思います。
自分もまだ保留です。

414
もっと動きが広がると良いですね。
私は肝臓に自信が無いので、肝臓は×にしています。

415 もっと多くの人に臓器提供について考える機会をもたせる取り組みが急務だと思う。
416 もっと臓器提供に関する啓発活動をすべきと思う。

417
モット身近なものになるように行政・立法・医療・マスメディア・インターネットでの啓
蒙が必要です。

418 もっと広報活動を強化して欲しいと思います。
419 もっと広報活動をすれば、きっと登録する人は増えていくと思う
420 もっと移植できる 病院が増えるのを願います。
421 もっともっと情報を提供。して良いと思う
422 もっとアピールすべき
423 もっと、情報をオープンにするべきと思う。ドラマの世界でしかわからない。

424

もし自分が事故などで臓器を提供できる場合などには提供したいとは思っているのです
が、その時をあまり考えたくないという理由で臓器提供の意思を示さないでいます。
しかしいつ何時　自分が気を付けていても事故などに巻き込まれることもあるだろうし、
起きてしまったあとでは意思を示せるはずもないので・・・。踏ん切りがつきません。

425

もう年齢的にも使える臓器かどうかわからないし、私が脳死した後の話で、手続きなどで
残った家族に負担や迷惑をかけるのではないか。協力したい、提供したい気持ちはありま
す。
この機会によく勉強して、家族とも話してみたいと思います。

426 もう少し、日本でも積極的になって欲しい。

427
もう少し、マスコミを、使った、報道で、少しでも、臓器移植に、国民の、理解が、欲し
いです。

428
まだ日本では、臓器提供の情報や事例のPRが進んでいるとは思えないし、国民性も前向き
になる方ではないと思う。
「身近な事」と浸透させるためには、メディアと解りやすい法整備が必要。

429 まだ若いので、死の時期が考えられない。学校での教育に期待しています。
430 まだ考えたことがありませんでした。

431
まだよくわからない事も多いのですが、善意で臓器を提供してくださった方の尊厳を守る
ためにも、医療機関の方々には、敬意をもって接してもらえたらと思います。

432
まだまだ不安や怖い気持ちをぬぐうための努力、啓蒙活動、命をつなぐ物語をハッピー
に、提供してくださった方や御家族のために、広く記録に残して伝えていってほしいなと
思います。

433
まだまだ他の国よりも遅れているな。
もっと積極的にPRしないとダメだこの国は。

434
まだまだ個人の意識は低いと思います。
他人事としか感じてないのでしょうか？
具体的にはわかりませんが、まだまだ県、国の取り組みは甘いと感じます。

435 まだまだわからないことや不安なことが多いので、それを解決してほしい。

436
まだきっと先のことだと意思表示していない人が私を含め、多くいると思います。臓器移
植についてきちんと知れば、するにしてもしないにしても、意思表示に繋がると思うの
で、講座や学校などで知る機会があってもいいのではないでしょうか。

437 まだ、深く考えた事がなかったので、きっかけになった気がする

438
まずは臓器提供の意思の有無を確認する作業ができる環境づくりと実際に臓器提供する場
合の流れを広く宣伝することが必要だと思います。

439
まずは一人ひとりが臓器移植を他人事ではなく自分のこととして考える必要がある。
そのきっかけになる取組みや情報を広めることが大事と思う。



440
マスコミなどの報道媒体や医療機関によるものだけでない広報広告活動が必要ではない
か?と思う。

441
マイナンバーカードは国民全員が持つことになるので、臓器提供ができる年齢になったと
き、国が、必ず確認できる方法があれば良いと思います。

442 マイナンバーカード　での意思表示　、知りませんでした

443

プライベートな問題なので県としての取り組みというのは難しいことだと思いますが、臓
器移植によって助かる命があるのであれば、私個人としては協力したいとですが一時に比
べてニュースも聞かなくなったし、現状はどうなのかなと思います。もし家族が臓器移植
できる状況になったら…痛くないの？、個人情報は守られるの？、普通に葬儀できるの？
など分からないことや不安なことが多いです。そういった意味で勉強できる機会があれば
いいなと思います。

444
なかなか難しい問題です。
脳死の定義がわからないですし、家族の感情も考えないと判断出来ません。

445
どのような人がどの臓器提供を待っているのかがわかると、共感できる提供者も増えるの
ではないでしょうか。勿論、個人を特定できるような情報までは必要ありませんが、漠然
とした呼びかけよりも、具体的な症例も知りたいと思います。

446
とにかく各々の意思を尊重して欲しい。
臓器が物扱いされませんように。

447

ドナー登録について知っているが、十分にメリット・デメリットについて理解していると
は思えず、どちらにも意思表明できていないのが正直なところです。意思表示は個人単位
ですが、実際は家族に関係のある事なので、遺産相続くらい真剣に考えるタイミングが
あってもいいと思います。

448
とても難しい問題です。オピニオンリーダーの意思表示を中心に問題を考えていただきた
いです。

449 とても難しい問題だと思う

450
どこの病気でどこが使えないのかとかはわかりやすくしてほしい
医師の診察による可否シートとか

451 どうして日本は臓器移植が遅れているのか、知りたい。
452 どうしていくか真剣に考えたいです

453
どういった意思があるにせよ、意思表示をする人が増えるように情報発信を行う必要があ
ると思います。
そして、その意思がしっかりと尊重されるような運用になること望みます。

454
できる限りの協力はしたいよ・う・な気持ちはありますが　実際のところ詳しい内容がわ
からないので何とも言えませんが、「家族が亡くなり遺体の扱い方やその家族の心境も
フォローする必要があると思います」

455 つい先延ばしにしていましたが、これを機会に考えてみたいと思います。

456
たとえば浦和うなぎ祭りのような場で臓器提供に関する啓発ブースを設けて、そこで臓器
提供に関する詳しい説明とその場で保険証等に臓器提供の意思を記入出来るようにしたら
どうか。

457

そもそも、どの程度の臓器を「健康」というのかわからない。例えば近眼であれば検眼は
できるのか、脂肪肝であれば肝臓を提供できるのか、そういった基本情報がないように思
えます。胃潰瘍を患っている人が胃を提供できるのか。そういった基本的な情報や、臓器
提供後葬式はどうなるのかといったリアリティがある情報提供をしてほしいです。

458
すみませんが、自分の臓器に自信がなくきちんと考えたことが無いのでよくわかりませ
ん。

459 した方が良いと思うが、勇気がいる。
460 したいとは思うけど、踏ん切りが付かない。

461
これまで関心がなかったですが、知りたいという思いはあります。なかなか自分から調べ
ないと、知識が入らないのが現状でした。知られる機会があればよいと思います。

462 これまで以上に、臓器移植についての教育や啓発活動が必要ではないかと考えます。

463

これは、国が決めるとか医師会が決めるのではなく、個人個人の考え方によるものだと思
う。臓器提供については、そうなった時を想定して、家族と色々と話し合うことが必要だ
と思う。また、医療の発達によって臓器提供よりも、より良いものが将来できる可能性に
も期待している（IPS細胞等）

464
この年にでもなれば、何もできないわ。やっぱり若い世代から教育を受けた方がいいと思
う。

465
このアンケート自体が意思表示をしたかしてないかなんて質問する事自体がプライバシー
侵害、公共機関として抽象的に書けるように配慮が欠けています。このアンケート中止す
べきです。



466 いますぐこたえられない
467 いざという時は本人が意識がないときは家族は難しい

468
いざというとき、家族には、葬儀や遺品整理、相続などの対応が待っている中、十分な配
慮や補償が得られるのか理解しやすい体制や環境が必要ではないでしょうか。

469 ある意味タブー視されてないですかね？

470

アメリカオハイオ州在住時、日本から、幼児の心臓移植患者へのボランティアに参加しま
した。当時、8000万円の金額が集まったために来米し、移植も速やかに行われ、帰国しま
した。が、現在は、日本からの患者が増えたため、移植手術費を億以上にしたとかしない
とか。
日本の文化、アメリカ文化の決定的な違い
宗教観です

471

あまり普段臓器提供について考えたりした事はありませんでした。保険証の裏に臓器提供
意思のことが書いてあり、ちゃんと読んで私も意思表示しようかな、と思いました。子供
が３人いますが子供達にも少し考えてもらい意思表示できるといいなあ、と思いました。
９月に横断歩道を青で渡っているとき車にぶつけられ、頭の手術を2回して今も後遺症を
治療しながら通院しながら毎日を何とかすごしています。臓器提供意思表示、大切だな、
と改めて思いました。

472

あまり関心がないと言えばその通りだが、もし市、県広報などで臓器提供の記事などが多
くあれば見るとおもう
身近にその経験がないせいかあまり関心がない
それに高齢な為か以前20年位前は目や心臓は提供しても良いと考えていた。

473 あまりに身近でない事柄なので、意見・要望などを考えたことがない。

474
15年前脳幹部梗塞後チクロピジンとバイアスピリン服用中、臓器に異常がないか、確認の
必要性は。

475
・臓器提供者の体験談をＰＲして欲しい。
・臓器提供の実態をＰＲして欲しい

476
・積極的に広報すべき
・税の優遇(確定申告による等)
・遺族のケア等を保証

477

・県や市町村の広報でなどで、登録後の取り扱いや年齢制限の有無など詳しく周知してほ
しいです。（やっていると思いますがあまり記憶にないのは自身の関心のなさなのか？）
・意思表示できないのは、死後自身の身体がどのように扱われるのかわからないのとその
行為そのものが納得できないからなのではないでしょうか。
・「なんの意思も記載していないのは提供しない人である」と定義しては。

478 ・すべての医療機関でのPRや手続きが可能にしてほしい。

479
「臓器移植」については時々話には聞きますが、残念ながらまだ他人事のような受け止め
です。なので関係機関は臓器移植についてもっと広く知らせることが必要だと思います。

480
「人の役に立つ」ことはわかるが、そういうポジティブな情報のみがクローズアップさ
れ、残された家族の気持ちや脳死についての情報なども少なく、ただ単に臓器提供の意思
を詳しい説明もなしに印をつけるだけでできてしまうのは危険だと思っています。

481

　臓器提供あるお医者様は「角膜ならば良いが・・・他の臓器については疑問がある」と
の意見で議論したことがあります。その内容は①拒絶反応に対する対処②実際の提供後の
実績が公表されていない。が一番の論点で私も疑問を持っている一人です。
　更に「悪いことに」近所で白血病の方が提供受けながら亡くなってます。具体例で疑問
を呈しますと「小さな子供が日本で提供が受け入れないからアメリカで行う・・・」数億
円の寄付を集めてますね・・・・集める記事は新聞などで公表されてますが・・結果につ
いて公表された記事は読んだことがありません。設問９の事に成りますが、「日本人は教
養が高いのです、新聞などをきちんと読んでいる人が多いのです・・ですから、このよう
な「あやふやな」内容には参加しない人が多いのだと思います。又高齢者に数千万円も
「健康保険や税金を使用して良いのか」という議論も残されていますね。
　臓器提供は「不必要」とは言いませんが「絶対必要」ではないと考えます。尚私は以前
は提供に賛同する主旨をしておりましたが(不本意ながら本当に必要ならばということで
しかし現在は上記の回答の様に「提供しない」にしてます、その理由は私が高齢になった
から・・・使い道が無いでしょう)

482 　臓器移植に対する恐怖感等を取り除く教育・啓発が必要と思います。
483 　やはりこの領域での課題は拒否反応を如何に押さえるかが課題と考えられます。

484
もっと、埼玉県は臓器提供意思表示に積極的に取り組んで頂きたい！！
かしこ



485

　　不謹慎の謗りを受けるかもしれませんが、臓器はそれを必要とする人にとって生命維
持のための貴重な資源と考えます。
　　その貴重な資源を無駄にしないためにも、行政機関や医療機関において臓器提供希望
者の情報を一元的に管理し、必要に応じて必要とする人に移植できる仕組み作りが望まれ
ます。
　　往時、職場にやってくる献血車で定期的に献血をしていたことがありますが、小さな
誇りにしていました。

486
 　子供の時から臓器移植以外に助かる方法のない人が多くいることや臓器移植は素晴ら
しいことである。と言うことを教育することがよいと思う。


