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平成 28 年度愛知県献血推進協議会 

 
（１）日時・場所 

平成 29 年 2 月 1日（水）午後 1時 56 分から午後 3時 35 分まで 

愛知県議会議事堂 1 階 ラウンジ 

（２）出席委員（15 名）（順不同、敬称略） （注）◎：議長 

榊原 博行、山田 新義、肆矢 金久、柗原 圭子、楜澤 征子、粥川 桂司、 

徳永 龍信、大竹 道治、大西 一功、吉田 貴、直江 知樹、池田 千晶、池田 功人、 

杉浦 康夫、◎松本 一年 

（３）代理出席者（ 8 名）（順不同、敬称略） （注）カッコ内は委員氏名 
若山  和彦（竹下  裕隆）、清水  俊次（服部  亮市）、松本  悠里（音羽  重明）、  
髙橋 清孝（杉山 直人）、中野 利和（竹内 清美）、和田  敏和（岡田  信）、  
伊藤  修司（平岩  昭彦）、木村  隆（大野  香代子）  

（４）欠席委員（ 4 名）（順不同、敬称略） 
平野 美由紀、神谷 幸典、森井 元志、松下 正 

 
○ 開会 
医薬安全課・栗木主幹 
それでは、定刻より少し早いですが、ただ今から、平成 28 年度愛知県献血推進協議会を始めさせ

ていただきます。それでは、開催にあたりまして、愛知県健康福祉部保健医療局長の松本から御挨拶

申し上げます。 

 
１ 挨拶 
愛知県健康福祉部・松本局長 
失礼いたします。愛知県健康福祉部保健医療局長の松本でございますが、開会にあたりまして一言

御挨拶申しあげます。本日は皆様には大変にお忙しい中、御出席いただき、誠にありがとうございま

す。また、日頃から皆様には愛知県の健康福祉行政の推進に対しまして、格別の御理解と御支援をい

ただきましてありがとうございます。重ねて厚く御礼申し上げます。 
さて、本日のこの協議会は、愛知県における献血の普及啓発、そして、血液を安定的に確保・供給

するための体制づくりについて協議するために開催するものでございます。 

今年度の本県における献血の状況につきましては、後程説明させていただきますが、関係の皆様の

おかげをもちまして、昨年 4月から 12 月末までにおよそ 20 万 4 千人の方々に御協力いただいており

ます。これは、今年度の献血目標の 74％にあたり、計画どおりに進んでおります。これも、関係者の

皆様の熱心な推進活動、また県民の皆様の温かい御理解の賜物であり、大変ありがたく、心強く思っ

ているところでございます。 

しかしながら、少子高齢化によって献血できる方の人数は減少しつつあります。加えて、近年は 20

代、30 代の方の献血率が減少傾向にあるため、将来的には、血液製剤が不足することが危惧されてい

る状況でございます。 

このため、愛知県におきましては、市町村、日本赤十字社愛知県支部及び愛知県赤十字血液センタ
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ーと連携しながら、献血運動の一層の推進を図るため「愛の血液助け合い運動」を展開するとともに、

親子血液教室など若年層に対する献血の普及啓発事業等に力を入れ実施しているところでございま

す。 

今後とも県民の方々の献血に対する理解が更に深まるよう、関係の皆様の御協力をいただきながら

各種取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

本日は、来年度の愛知県献血推進計画を策定するにあたりまして、委員の皆様から御意見・御提言

をいただき、今後の施策に反映してまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 最後に、本県の血液事業につきまして、引き続き、御理解と御支援を賜りますよう、よろしくお

願いしますとともに、私はいつも言っておりますが、今日御出席の皆様の共通の願いというのは、県

民の皆様の健康、安全、安心だと思います。そうした共通の願いに向かって共に考え、共に行動して

いくことを切にお願いいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。今後ともよろしくお願いいた

します。 

 
資料確認・議長選出 
医薬安全課・栗木主幹 
ありがとうございます。会議の内容につきましては、愛知県献血推進協議会設置要綱の第 6 第 2項

により、原則として公開することになっています。後日、本日の会議録を御出席の委員の皆様に御確

認いただいた後、当課のホームページに載せさせていただきますので、御承知ください。 

続きまして、本来ならここで、御出席いただきました委員の方々をお一人ずつ御紹介させていただ

くところですが、時間の都合もありますので、お手元にお配りしております配席図をもちまして紹介

に代えさせていただきます。 

なお、次にお名前を申し上げます委員につきましては、事前に欠席の御連絡をいただいております。 

愛知県町村会の平野様、愛知県青年団協議会の神谷様、愛知県議会の森井健康福祉委員会委員長、名

古屋大学医学部附属病院の松下様、以上の４名でございます。 
続きまして、ここでお手元の資料の確認をお願いします。 

（資料の確認） 
もし足りない方がいらっしゃいましたら、お知らせくださいますようお願いします。よろしいでし

ょうか。 
それでは、議事に移らせていただきます。会議の議長は、協議会設置要綱第5により、委員の中から互選

により選出された会長が務めることとなっております。事務局案としましては、例年どおり県の保健医療局

長を会長とさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

異議なし（拍手） 

ありがとうございます。それでは、松本局長、議長席にお願いします。 
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２ 報告事項 
（１）血液事業の現状について 
議長・松本局長 
それでは、私の方で取り回しをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。  

それでは、早速議事に入りたいと思いますが、本日の会議は終了を午後 3時 30 分を予定しており

ます。皆様方の御協力のほど、よろしくお願いいたします。それでは、報告事項から入らせていただ

きます。 

なお、御意見等につきましては、すべての報告事項が終わった後に、一括してお伺いしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、まず始めに、報告事項（1）の血液事業の現状について、事務局から報告をお願いします。 

 
医薬安全課・伊藤課長補佐 
 医薬安全課の伊藤でございます。 

 血液事業の現状につきまして、報告いたします。座って説明させていただきます。 

お手元の冊子、愛知県献血推進協議会 資料の 1ページを御覧ください。 

はじめに、愛知県における年度別献血目標及び達成状況について、御報告します。 

年度別の献血目標につきましては、県内で必要となる血液製剤の需要見込みを基に、血液センター

と協議した上で設定しております。 

平成 28 年度の献血目標は、献血者数で 278,008 人となっており、前年度の目標と比べて 2,908 人

増、献血単位で 37,371 単位の減としております。 

平成 28 年度の目標達成状況ですが、12 月末時点での達成率は、献血者数で 73.5％、献血単位で

73.6％となっております。 

続いて、資料の 2ページを御覧ください。 

資料の 2 ページ以降は、年次別の状況について報告いたします。2ページ以降の数値につきまして

は、4月から 3月までの年度ではなく、1 月から 12 月までの年計となっておりますので御注意くださ

い。 

 まず、ページ上段を御覧ください。愛知県における平成 28 年の献血者数は、273,264 人で、前年よ

り 2,772 人減少しております。また、献血量につきましても、前年より 480L、率にして 0.4％減少し

ております。 

ページ下段には、全国における状況を示しておりまして、平成 28 年の献血者数は、4,841,601 人と

なっており、前年より 67,555 人減少しております。 

なお、全国の平成 28 年の数値は速報値であり、未集計部分は空欄とさせていただいております。 

資料の 3 ページを御覧ください。 

献血方法別の献血者数の推移です。 

ページ上段を御覧ください。愛知県における状況についてですが、昨年と比較しますと、200mL 献

血及び 400mL 献血は減少、成分献血は増加となっております。 

ページ下段に示しております、全国の状況につきましても、200mL 献血及び 400mL 献血は減少、成

分献血は増加となっており、同様の状況でございます。 
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資料の 4 ページを御覧ください。 

年齢別の献血者数の推移です。 

ページ上段の平成28年の愛知県の状況、ページ下段の平成27年の全国の状況、双方におきまして、

献血者数は 40 代が最も多くなっております。 

また、愛知県における 50 代、60 代の献血者及び献血率は、前年と比較して増加しているのに対し

て、20 代から 40 代は減少しています。10 代の献血者数は前年より増加しましたが、献血率は横ばい

となりました。若年層へ継続的な訴えが必要な状況と言えます。 

資料の 5 ページを御覧ください。 

愛知県における、月別、移動採血におけるグループ別、職業別の献血者の状況です。 

ページ上段に示してあります、月別の献血者数につきましては、21,863 人から 23,726 人の間で推

移しております。 

ページ中段の移動採血におけるグループ別の献血状況ですが、職域における献血者数が全体の 6割

近くを占めております。また、ページ下段の職業別の状況を見ましても、会社員が約 6 割を占めてお

り、企業、事業所の方に多大な御協力をいただいております。 

資料の 6 ページを御覧ください。 

受入施設別の献血者数の推移です。 

ページ上段には、愛知県の状況を示しています。本県においては、母体として瀬戸市にあります愛

知県赤十字血液センターと豊橋市にあります豊橋事業所の 2施設があります。このほか、献血ルーム

が県内 7 か所（名古屋駅前、栄、金山、大須、岡崎、豊田、刈谷）あります。 

平成 28 年は前年と比較して、血液センター及び移動採血車での献血者が減少し、献血ルームでの

献血者が増加しております。また、ルームにおける献血者数が半数以上を占めております。 

資料の 7 ページを御覧ください。 

愛知県における血液製剤の供給状況の推移を示しております。 

実本数で、愛知県内の医療機関に成分製剤を 250,620 本供給しております。前年と比較しますと

5,737 本減少しております。愛知センターから岐阜県内への供給は、9,788 本となっております。 

資料の 8 ページを御覧ください。 

その他として、献血者の状況をまとめております。 

平成 28 年 12 月末時点で、(1)の血液センターからの献血の要請にお応えいただけるということで

事前に登録しておられる、成分献血登録者数は、30,834 人、(2)の 200mL、400mL 献血登録者数は 13,451

人、(3)の Rh(-)献血登録者数は、6,204 人となっております。 

また、(4-1)の回数別実献血者数ですが、1 年間に 1回の献血者が約 7 割を占めております。 

(4-2)の新規献血者数ですが、献血に初めて協力していただいた方の年齢別の状況をまとめたもの

です。平成 28 年は、前年と比べますと各年代とも増加しております。 

この新規の献血者、特に 10 代、20 代の新規献血者については、毎年増加していくよう引き続き若

年層への普及啓発に取り組んでいかなければと考えております。 

このほか、資料の 9 ページ以降には、平成 28 年の市町村別献血状況を掲載しております。資料 9

ページには、採血場所別の実績を、資料の 10～11 ページには、住所地別の実績を掲載しております

ので、参考にしてください。 
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血液事業の現状につきましては、以上です。 

 
（２）平成 28 年度血液事業概要について 
議長・松本局長 
ただ今の説明で、愛知県の血液事業の現状についての概要はお分かりいただけたかと思います。続

きまして、報告事項（2）の平成 28 年度血液事業概要について、事務局から報告してください。 
 

医薬安全課・伊藤課長補佐 
 引き続き説明させていただきます。座って説明させていただきます。平成 28 年度血液事業概要に

ついて報告いたします。 

資料の 12 ページを御覧ください。 

まず、(1)の愛の血液助け合い運動の実施について報告します。 

毎年 7月の 1 か月間、全国一斉に愛の血液助け合い運動が展開されています。 

愛知県では愛知県献血運動推進大会の開催、地域における啓発活動及び街頭活動の実施、献血活動市

町村支援を行いました。 

1 つ目の白丸、愛知県献血運動推進大会は、昨年 7月 29 日（金）に名古屋市中区役所ホールにおい

て開催しました。当日は、350 名の方に御出席いただき、長年献血に御協力いただきました 26 名の個

人及び 50 団体に知事感謝状等の贈呈を行いました。 

2 つ目の白丸、地域における啓発活動及び街頭献血を名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市を始め、

県保健所が各市町村、関係団体などと協力して、実施しました。この詳細につきましては、資料 16、

17 ページに一覧表にして、まとめておりますので、後程御覧ください。 

12 ページにお戻りください。3 つ目の白丸、献血活動市町村支援としましては、市町村の健康まつ

り等のイベントでの街頭活動を支援するため、献血推進キャラクターのけんけつちゃんを活用したウ

ェットティッシュと絆創膏をそれぞれ 18,500 個作成して配布しました。 

続いて、(2)複数回献血キャンペーンについて報告します。 

年 2回以上の 400ｍＬ献血を推進するため、昨年 7月から本年 3 月にかけて 400mL 複数回献血キャ

ンペーンを行っております。 

キャンペーンを周知するためのポスター5,000 枚を作成し、保健所、市町村、赤十字血液センター

及び県内薬局、健康保険組合、コンビニ、チェーンストア協会などへ配布し、県民への周知に御協力

いただきました。複数回の 400mL 献血に協力していただいた方には、記念品としてハローキティオリ

ジナルピンズを配布しております。 

 続いて(3)の献血推進ボランティア団体の育成について報告します。 

 献血グループの組織化を目的として、毎年、各市町村から献血推進リーダーを選出していただいて

おります。この献血推進リーダーの方、及び市町村の担当者の方に対して研修会を開催しました。 

 研修会においては、合計 67 名の方に御参加いただきました。また、認定特定非営利活動法人あい

ち骨髄バンクを支援する会の水谷久美事務局長と元患者の方に、献血の必要性について、御講演をい

ただきまして、大変有意義な研修会とすることができました。 

 続いて、資料の 13 ページ(4)の夏休み親子血液教室について報告します。 
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小学生の親子を対象として、8 月 19 日は愛知県赤十字血液センター豊橋事業所で、23 日、24 日は

瀬戸の愛知県赤十字血液センターにおいて開催しました。内容としましては、学生ボランティアによ

る献血クイズや血液センターの見学などを行い、3日間の合計で 366 名の親子に御参加いただきまし

た。 

 また、このほか、若年層への啓発事業としましては、(5)はたちの献血キャンペーンの実施、(6)愛

知県学生献血連盟の活動援助、(7)若年層啓発資材の作成、配布を行いました。 

1 ページ飛ばしまして、資料の 15 ページをご覧ください。 

(12)の広報関係事業結果につきましては、表にありますようにテレビ、ラジオ、広報誌等できるだ

け多くの媒体を活用いたしまして、献血の広報に努めました。 

平成 28 年度血液事業概要の報告は以上です。 

なお、別冊の参考資料には、本協議会の設置要綱や、国の平成29年度の献血の推進に関する計画(案)

などの資料をまとめておりますので、参考にしていただければと思います。 

事務局からの報告は以上です。 

 
議長・松本局長 
続きまして、ここで、実際に献血事業を行うお立場から、愛知県赤十字血液センターの大西委員に

お話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 
 
愛知県赤十字血液センター・大西委員 
 愛知県赤十字血液センターの大西でございます。平素は、血液事業におきまして、多大なる御協力

と御理解を賜りまして、誠にありがとうございます。この場を借りて、感謝申し上げます。それでは、

着座にて、補足説明をさせていただきます。ただ今、事務局から細かい数字を含めた御報告がありま

したけれども、私の方からは、全体の傾向について少し図を使って、説明させていただきたいと思い

ます。 

 血液事業というのは、血液製剤の需要に対して、過不足なく供給するということを使命としており

ます。ということで、まず、供給状況から順に説明をさせていただきます。 

最初に 7 ページの年別供給状況を御覧ください。この上段の２つめの図にありますように、供給の

過去 10 年を見ますと、平成 24 年、一番左側ですが、それをピークにして減少傾向が続いております。

こうした需要低下の原因といたしましては、一つは医療技術の進歩、これは低侵襲の手術等による出

血量の減少、抗がん剤中心の治療から分子的療法や免疫療法といった新しい治療法が出てきたことに

よる骨髄抑制の低下、次に二つめとしては、血液製剤の適正使用が厚労省主導により広く普及してき

たこと、それから、三番目には急性期病床を減らすという施策もあり、総合的に需要が低下している

と考えられます。 

例えば、平成 28 年につきましては、前年度に比べ、血漿製剤で 5%程度、その他の赤血球、血小板

でも 2.5%前後の減少が起こっております。しかし、これは今後ずっと減少が続くかというと、恐らく

そうではなくて、しばらく減少傾向が続くかもしれませんが、ある時期には平坦になっていくのでは

ないかと推測いたしております。 

こうした供給状況に対して、採血状況はどうかということで、2 ページにお戻りください。平成 28
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年の採血実績というのは、先程御報告のあったとおりでありますけれども、やはり採血の方も平成 22

年（2010 年）をピークにして減少傾向にあります。これは冒頭で説明がありましたように、超少子高

齢化による若年者献血の減少というのが一番大きな要因ではないかと思います。例えば、下の全国も

見ていただきますと、平成 22 年から 28 年にかけて、献血者数として 49 万人減少しております。こ

れはだいたい 9%くらいにあたるのですが、供給がおよそ 3%の減少、採血が 9%の減少ということで、

供給よりも採血の減少傾向が強いということが言えます。ということから、将来的な不足が危惧され

るわけであります。 

次に 3ページの種類別に関してですが、これも上段の二つ目の図で分かりますように、主体であり

ます 400mL 献血も減少傾向にあります。200mL 献血が減少しているというのは、医療機関の発注の 97%

が 400mL であるということから、むしろ人為的に抑制している事によります。しかし、400mL 献血も

比率としてはいいのですが、減少傾向にあります。 

一方、原料血漿については、これは国の施策によって年度ごとに目標が変わりますので、28 年度は

若干増加をしております。 

次に、4 ページが年齢別ということでありますけれども、これも先程の御報告のとおり、10 代につ

いては、ほぼ横ばい、20 代、30 代は減少しています。40 代の割合が一番多いのでありますけれども、

この理由としては、ちょうど 40 代の方が高校生の時に高校献血が非常にさかんに行われて、高校時

代に献血を経験された方が引き続き献血を行っているという実状を示しているように思われます。し

かし 28 年の表にありますように、60 歳以上の高齢の方が 7%、一方 10 代の若年層が 4.6%と、今後高

齢のため献血可能年齢からはずれる人よりも若年者が少ないということが、今後さらに献血者が減少

していく原因になると思われます。 

それから、5 ページの、職業別献血状況については、一番下の円グラフで、高校生が 1.6%、それ以

外の学生が 6.1%と少なく、こうした学生に向けて、さらに献血を推進していく必要があります。 

飛びまして 8 ページの年齢別新規献血者数が一番下の表にありますけれども、平成 28 年は 10 代、

20 代のあたりが前年に比べて少し増加しております。これは、高等学校、あるいは大学への移動採血

の回数を平成 28 年は、高校は 19 回から 21 回、大学は 60 回から 64 回へと増やしました。若年者を

開拓するために、こうした地域での献血活動を強化した一つの現れかと思います。 

以上が現状についての補足説明です。 

続きまして、平成 28 年度の事業概要につきましては、事務局より詳しく説明があったとおりで、

この場に御出席のライオンズクラブ、あるいは学生献血連盟の皆様方、あるいは官庁街献血に御協力

いただいた皆様方、その他関係ある皆様方の御協力のおかげと大変感謝しております。さらには報道

についても、地元の新聞社、中日新聞を始めとして各新聞社、あるいはテレビ局などについても愛の

血液助け合い運動、あるいは、はたちの献血等広報に御協力をいただいております。大変ありがとう

ございます。 

以上で補足説明を終わらせていただきます。 

 
議長・松本局長 
ありがとうございました。それでは、ただ今の報告につきまして、御質問、御意見等がありました

ら、御発言お願いいたします。よろしいでしょうか。ないようでしたら、後程でも、その都度質問し
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ていただきたいと思います。 

 
３ 議題 

平成 29 年度愛知県献血推進計画について 
議長・松本局長 
 次に議題の平成 29 年度愛知県献血推進計画について、事務局から説明をお願いいたします。 
 
医薬安全課・榊原課長 
愛知県医薬安全課の榊原でございます。 
平成 29 年度愛知県献血推進計画について、説明させていただきます。それでは、座って説明させ

ていただきます。 

まず、資料の 20 ページ、平成 29 年度愛知県献血推進計画（案）をお開きください。 

なお、資料の 27 ページ以降には、平成 29 年度愛知県献血推進計画（案）新旧対照表をつけており

ますので、参考にしていただきながら説明したいと思いますのでよろしくお願いします。 

まず資料の 20 ページをお開きください。それでは、平成 29 年度愛知県献血推進計画（案）の主な

内容を説明させていただきます。 

まず、最初の段落に書かれておりますけれども、都道府県の献血推進計画につきましては、安全な

血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、いわゆる血液法の規定により、国が献血の推進に関する

計画を定め、それに基づき、県において翌年度の推進計画を定めることとなっております。 

第 1では献血の推進に関する基本的な考え方を、第 2 では献血受入計画に関わる県、市町村、血液

センターなどの関係者の役割を、第 3では献血目標量の設定について示してあります。 

第1と第2につきましては、例年と改正等ありませんので、29年の献血目標量について説明します。

次のページ、資料の 21 ページの上段の表、種類別目標数を御覧ください。平成 29 年度に確保すべき

種類別目標数を示してございます。 

 数値を示した縦の列が 4列ありますが、その一番左、献血目標人数を見ていただきますと、上から、

200mL 献血により 8,200 人、400mL 献血により 168,500 人、一行飛ばしまして、血漿成分献血により

56,998 人、血小板成分献血により 37,813 人、そして最下段になりまして、合計 271,511 人の献血者

の確保を目標とします。 

28 年度との違いでございますけれども、資料の 29 ページをお開きください。 

左側が 29 年度の計画案ですが、右側の 28 年度の計画となっております。これを比較しますと、29

ページの上の表でございますけれども、200mL 献血が 331 人の減、前年の 96%目標となっております。

それから、400mL 献血が 4,714 人の減、成分献血が 1,452 人の減となり、全体では、平成 28 年度は

278,008 人でございましたが、29 年度は 271,511 人ということで、6,497 人の減となり、前年比 97.7%

となります。 

それから同じ表の献血目標人数の合計の、1 つ右の列を見ていただきますと、献血目標単位では、

29 年度は合計 1,008,320 単位、前年度と比較しますと 28,909 単位減、その右の血液量では、111,026

リットル、前年度と比較しますと 1,553 リットル減となっております。 

この献血目標は、29 年度に必要となる血液の需要見込みを基に算定しておりますが、愛知県内での
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過去の輸血用血液の供給実績と、国が算出した 29 年度の原料血漿の確保目標量、さらに、血液製剤

の期限切れや検査不合格等も考慮した上での数量となっております。 

なお、平成 29 年度の愛知県における原料血漿確保目標量は、56,099 リットルとなっています。 

少しお戻りいただきまして、資料の 25 ページをお開き願います。 

平成 29 年度の市町村別の献血目標を示してあります。各市町村の 200mL 献血と 400mL 献血の目標

は、各市町村別の過去 3 年間の移動採血車の配車実績から算出しております。各市町村別の配車実績

につきましては、参考資料の 8～9ページに示しておりますので、また御覧いただきたいと存じます。 

市町村には、移動採血車による献血を確保するため、血液センターの受け入れ計画のもと、献血会

場の確保等の協力をお願いしております。なお、成分献血については、血液センター及び献血ルーム

で採血することとなっております。 

戻りまして、資料の 21 ページの中段を御覧ください。 

第 4の献血目標量を確保するために必要な措置でございます。ここでは、献血を推進するための取

組みについて示してあります。 

輸血用血液を安定的に確保するためには、これまで献血を支えていただいている地域や職域の団体

を始め、多くの献血者の方々に引き続き協力を呼びかけること、そして、将来にわたって献血への協

力が途絶えることがないように、若年層を中心とした各年代の皆様の理解と協力が必要であります。 

まず、重点的な取組みのうち、(1)若年層の普及啓発では、従来どおり高校生、新成人等を対象と

したリーフレットを作成して献血への理解を呼びかけます。また、学生献血連盟等のボランティアの

方々とも連携を深めて献血運動を推進していきます。また、平成 29 年度も引き続き、児童期におけ

る献血教育の推進を図るため、小学生の親子を対象とした親子血液教室を開催します。 

次に 21 ページの最下段の取り消しの線が書かれたところでございますが、50 から 60 歳代を対象と

した対策の内容につきましては、国の計画に準じて削除しております。削除した理由は、現代の 50

歳代は比較的献血率が高く、また年齢の上限を引き上げた採血基準の改正から 6 年近く経過している

ためです。 

続いて、資料の 22 ページを御覧ください。 

(3)の複数回献血の推進におきましては、先程説明のあったとおり、1 年間に 1 回の献血者が約 7

割を占めることから、特に 400mL 献血の複数回献血者の層を広げるため、キャンペーンを展開して参

ります。 

(4)の献血推進キャンペーン等の実施では、7月の愛の血液助け合い運動を始めとした各種献血キャ

ンペーンを協力団体の後援のもとに実施して参ります。 

2 の献血運動推進大会の開催につきましては、例年どおり、7 月に愛知県の献血運動推進大会を開

催し、知事感謝状等の功労者表彰を行って参ります。 

また、資料の 38 ページから 39 ページにかけて、献血推進のための方策案について具体的にお示し

してあります。カッコ内の太字団体が実施主体となって各種事業を展開して参ります。 

戻りまして、資料の 22 ページ、最下段の第 5 、献血の推進に際し、特に配慮すべき事項について

です。内容につきまして、平成 28 年度計画から大きな変更はございませんので、説明は省略させて

いただきます。 

次に、資料 23 ページの最下段にあります第 6、その他献血の推進に関する重要事項等について説明
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いたします。 

資料の 24 ページを御覧ください。 

2 の血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応では、血液センターにおける在庫水準を

常時把握する体制を整え、血液製剤の安定供給に支障をきたす危険性が勘案される事態に対して、早

急に対策を講じるとともに、必要に応じて献血推進対策本部会議を開催するなど血液確保を図って参

ります。 

次に 3 災害時等における献血の確保等の中、取り消し線の引かれております(4)の東日本大震災を

受けての記載内容につきましては、震災後 5年を経過したことから、国の計画に準じて削除しており

ます。もちろん、ここの部分を削除したからといって、対策をとらないということではなく、一般的

な災害時等の血液確保対策として、引き続き対応してまいりたいと考えております。 

4 の血液製剤の適正使用の推進では、愛知県合同輸血療法委員会を開催することとしております。

この委員会では、血液製剤の適正使用や輸血療法の実施等の指針について検討を行い、また、その検

討結果について医療機関へ普及啓発を図って参ります。 

なお、資料から離れますけれども、献血推進の広報につきましては、愛知県のホームページ、県提

供の番組や広報誌を活用することはもとより、機会があるごとに、マスコミの協力もいただきまして、

県民への PR を行ってまいりますので、引き続き、関係機関の方々の御協力を賜りますよう、よろし

くお願いいたします。 

説明は以上でございます。 

 
議長・松本局長 
 それでは、ここで、補足説明と資料の 40 ページ「献血ルームの再編成について」、愛知県赤十字

血液センターの大西委員に御説明をお願いしたいと思います。 

 
愛知県赤十字血液センター・大西委員 
それでは、愛知県赤十字血液センターの立場として、平成 29 年度の推進計画について説明させて

いただきます。今詳しく御説明のあった計画を実施するにあたりまして、血液センターとしては、こ

の血液事業の根幹であります安全な血液製剤の安定供給、それから持続可能な事業としてそれを効果

的に実践するための事業の効率化、それに財産の健全化ということを進めているところでございます。 

そこで、まず移動採血につきましては、採血実績の多い企業を中心に、行政、献血協力団体だけで

はなくて、多くのボランティアの方を積極的に活用した宣伝を強化していきたいと考えております。

また、固定施設におきましては、地域の事情を十分勘案いたしまして、効率的な採血体制を構築する

ことと、一ベッド当たりの採血数の増加、効率化などをさらに進めるようにしております。 

それから二つ目に、若年層の献血確保体制でありますけれども、一つはやはり 10 代、20 代の献血

者確保のために学域領域で実施校の拡大と複数回の献血の実施、そうしたことをさらに進めたいと考

えております。それから、昨今の若い方は SNS を利用した情報伝達を活発に行っておりますので、血

液センターといたしましても、そうしたものを活用して情報を発信していきたいと考えております。 

また、献血に参加された学生さんに対して、複数回献血クラブへの入会を誘導いたしまして、効率

的な複数回献血というのをさらに進めたいと考えております。 
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さらに、高校生につきましては、最初の経験というのが、その後の献血活動にも大きく影響いたし

ますので、学生指導要領の保健体育編に献血あるいは赤十字社の活動についての言及がありますよう

に、さらに学校教育の中で献血の啓発と、あるいは献血会場としての紹介をお願いしたいと思います。 

それから、先程説明のありました 29 ページの数値目標について、若干の補足をさせていただきま

す。29 ページの右側が平成 28 年度、左側が 29 年度の目標値でありますけれども、29 年度は本数で

言いますと、赤血球、血小板、血漿の 3製剤とも計画を減少させております。その理由は、ここ数年

間、減少傾向が続いているという実情に合わせたものであります。昨年あるいは一昨年あたりは、一

過性の現象かもしれないと考えるところもあったのですけれども、このように続いてきますと、実情

に合わせた減少が現実的であろうということで、少し減らしております。原料血漿については、国の

施策で決まるものでありますけれども、全体では少し減少でありますけれども、愛知県では相対的な

人口の増加ということもありまして、昨年度より少し、1%程度増加しております。それから、血小板

については、本数では減少しておりますけれども、単位数では横ばいから上昇しています。高単位製

剤ということも考えての数値になります。 

29 年度の計画については以上でありますが、次に 40 ページにあります「献血ルームの再編成につ

いて」を御覧ください。ここに示されておりますように、血液の安定確保と原料血漿の確保を目的と

して、平成 11 年 4 月に刈谷献血ルーム、平成 11 年 8 月に金山献血ルームが開所しました。その後、

大勢の皆様に支えられてきましたが、17 年経ちまして、かなり内部の施設の老朽化等があります。こ

れまで、愛知センターにおきましては、古い順に閉所、あるいは改装等を続けてきたわけであります

けども、今年度その二つの施設につきましては、老朽化ということ、それからもう一つは電子カルテ

の導入や、いろいろ機器設備が大がかりになりまして、スペースが狭隘となったことから、閉所する

ことになりました。 

一方、二番目にあります、献血ルーム タワーズ 20 の拡張でありますが、名古屋駅の献血ルーム 

タワーズ 20 は開設から 5 年が経過しました。献血者数はこれまで東京都の有楽町ルームがずっと一

位だったのですけれども、大変多くの方に御協力をいただいておりまして、今年度は月別の献血者数

で、時々日本で一番の献血者数を誇ることができるようにもなりました。ただ、土曜、日曜の休日は

献血の待ち時間が 2 時間から 3 時間ということもよくありまして、こういった献血の待ち時間の緩和

対策、もう一つは名古屋駅は周辺の再開発によりさらに多くの人が集まる地域であり若年者対策とし

ても大変有効であろうという二つのことから、タワーズ 20 を拡張してその隣の JR ゲートタワーの 26

階に 18 ベッド献血スペースを増設いたしまして、その二つ合計 46 ベッドで、献血活動を行うことに

なりました。 

それともう一つ名古屋駅は、交通の便がよく、県外居住者の献血が現在でも 17%を占めております。

今後、こうした再開発によって、さらに県外居住者の御利用が増えるのではないかと考えております。 

これまで、金山や刈谷を御利用いただいた方については、タワーズ 20、あるいは栄、大須などに移

動していただきまして、引き続き御協力いただけるように推進活動を行っております。 

献血ルームの再編成については、こういった趣旨でございますので、御理解、御協力のほどよろし

くお願い申し上げます。以上です。 

 
議長・松本局長 
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ありがとうございました。それでは、ただ今説明のございました平成 29 年度愛知県献血推進計画

につきまして、御質問、御意見がありましたら、お願いいたします。 
 

議長・松本局長 
ないようでしたら、全体を通しまして、それぞれの立場から幅広く御意見をいただきたいと考えて

おりますので、申し訳ございませんが、私の方から順次指名させていただきますので、よろしくお願

いします。従いまして、献血に関すること何でも結構ですので、日頃から感じていること、思ってい

ることでもいいですので、御発言をお願いしたいと思います。それでは、まず日頃から献血、献眼、

献腎、骨髄バンクドナー登録の推進などについて、地域に密着した活動をしていただいております、

ライオンズクラブ国際協会 334－Ａ地区の山田委員から御意見いただきたいと思います。併せて、そ

の 334－Ａのこと、どの地区なのかも教えていただきたいと思います。 

 

ライオンズクラブ国際協会 334－Ａ地区・山田委員 

ライオンズクラブ国際協会 334-Ａ地区献眼･献腎･献血･骨髄移植推進･聴覚委員長山田と申します。 

御質問の 334－Ａ地区というのは、愛知県を 334－Ａ地区と申します。それで、岐阜県、三重県を 334-

Ｂ地区、静岡県を 334-Ｃ地区､富山県、石川県、福井県を 334-Ｄ地区、長野県を 334-Ｅ地区、この 8

県を 334 複合地区と申します。この 8県が一体となりまして、献血ゼロクラブをなくそうというのが

今年度の年間活動目標でございます。 

 現在のところ 334-Ａ地区 6リジョン江南地域の女性会員のみのクラブで、結成 11 年を迎えられ単

一クラブで結成以来初の、献血活動をクラブ会員全員が一丸となって取り組まれ、今年度 334－Ａ地

区 6リジョンから献血ゼロクラブがなくなりました。 

他のリジョンでは、各クラブの皆さんが献血活動に一生懸命に取り組んでいただき、ライオンズク

ラブでは、命に関わる最も崇高で重要な奉仕活動として捉え、ライオンズクラブの人道主義に基づく

奉仕の理念の下、活動しておりますがやはり少子高齢化により、献血人口が減少しそれに加えてライ

オンズクラブでは会員が減少し、また、会員の高齢化と社会情勢の変化によりまして、名古屋市内で

は、献血を呼びかける旗を立てていけないとか、献血会場の駐車場の問題などにより、献血を取り巻

く環境はだんだん難しくなってまいりました。 
そこで、先程のお話のように、献血ルームを利用してくださいというのも、環境や利便性もよく特

に名古屋地区の 1リジョン、７リジョン、9リジョンの方には、献血ルームを利用されている方も沢

山ありますし、成果も上がっていると思います。 

その他一番私が感じますことは、ライオンズクラブの年度は 7月から 6月ですので、この統計や数

字を見ますと違和感を覚えます。献血活動はライオンズクラブでは献眼、献腎、献血、骨髄移植推進、

聴覚の各活動は五活動があり、献血活動はその一つのパートになりますが、その五献活動の中でも最

も重要な活動で各クラブが啓発活動に取り組んでいます。                        

献血活動についての 334-Ａ地区ガバナー方針目標はありませんが、各クラブの委員長が年間活動計

画を立ててクラブ会員が全員で取り組んでいます。ライオンズクラブではその年度の地区ガバナーの

方針によりまして、それに基づいて活動しなければなりません。 
ただし、今年度は血液センター大西献血推進一副部長から、7月に入りましたら１リジョンから９
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リジョン第一回委員長会議に先立ち、献血についてのお話をしたいと申し出がありお話を伺い、今年

度の、各クラブ委員長の献血活動計画の達成意欲が高まりました。              
また分からないことがあればぜひ血液センターに連絡ください、そして例会のゲストスピーカーに

招かれれば献血や骨髄移植についての、お話をさせていただきますと温かいアドバイスをいただきま

した。    
各リジョンの献血活動の進捗状況は、各クラブ委員長の活動計画に沿って順調に推移しています。

334-Ａ地区の会員数が最も多い時は 8,200 名ぐらいで、現在正会員は 4,600 名ぐらいです。    

会員の減少と高齢化が続く中、病気や怪我で苦しむ輸血を必要とする、患者さんのかけがえのない尊

い命を救う崇高で重要な奉仕活動にライオンズクラブは取り組んでまいります。以上です。 

 
議長・松本局長 
ありがとうございました。いつも大変お世話になりまして、ありがとうございます。また、今後と

もよろしくお願いいたします。献血ルーム等につきましては、お手元のあいちの血液事業の 28 ペー

ジにも載っておりますので、お近くの献血の受付場所等につきましては、活用していただけたらと思

います。ありがとうございました。 
それでは、引き続きまして、先程事務局の説明にございましたように、献血に御協力いただいた方

のうち約 6割が会社員、企業の方々でございます。労働者の立場からの意見として、日本労働組合総

連合会愛知県連合会の肆矢委員から御意見いただきたいと思います。よろしくお願いします。 
 

日本労働組合総連合会愛知県連合会・肆矢委員 

連合愛知の肆矢と申します。よろしくお願いいたします。自分も昨年の 6月に局長になったという

ことで、まだ内容がよく理解できておりませんけれども、自分たちとしては、毎年 4月の終わりにメ

ーデーということで、組合員の集まりをやっておりまして、そこで愛知県内の組合を代表しまして、

3,000 人集めたりして、そういうところにも、最近献血車を呼んだことがないなと思ったので、ぜひ

またその辺にお声がけをさせていただいたり、県内 11 地区に分かれまして、中央で 4月の終わりに

一度やって、その後 11 地区に分かれて、メーデーというのをやっております。愛知県の中で、労働

組合員が 1月から人数が増えまして、愛知県内で連合愛知に所属している組合員が 54 万人というこ

とでありますので、今後とも御協力をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

議長・松本局長 
ありがとうございました。また、今後ともよろしくお願いいたします。それでは、続いて、企業側

のお立場からの意見といたしまして、愛知県商工会議所連合会の榊原委員お願いいたします。 
 

愛知県商工会議所連合会・榊原委員 
 先程、松本局長からの御挨拶にもございましたとおり、やはり 20 代、30 代の方々が随分少なくな

っていると思います。国勢調査の結果等を見てみますと、例えば 20 代と 30 代を合わせた人数がかな

り減っているということで、10 年前と比べると 20%くらい減っているのではないかと思います。今後

こうした傾向が続くかどうかは分かりませんが、今まで以上に若い人に向けた周知活動が必要になっ
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てくるのではないかと思います。 

そして、協力していただきやすい環境づくりも必要だと思います。献血は 10 分もあればできるか

らとよく言われるのですが、私も以前そんなふうに思っていたのですが、やはりやるとなると、事前

の検査ですとか、あるいは待ち時間、採血後の休憩などを含めますと、最低でも 40 分くらい、普通

は 1時間くらいかかると思います。駅で待ち合わせをしている人ですとか、あるいは昼休みのサラリ

ーマン等にお願いするというのは非常に難しいと思います。そうしたことから、やはり、比較的時間

に余裕があると思われる学生の方々には積極的に協力をしていただきたいと思います。そして、多く

の人に、いつ自分がお世話になるかもしれないといった認識を持っていただきまして、献血に協力し

ていただける、あるいは協力しやすい雰囲気づくりをしていただかなければならないと思います。 

 先程、大西所長からお話がありました、名古屋駅の献血ルームは景観も含め、素晴らしい施設だと

思うのですが、私の同じ職場の者にタワーズの献血ルームを知っているかと聞いても、ほとんどの者

が知らないとか、あるいはタワーズにあることは知っているというくらいの印象でしたので、こうし

た献血場所を PR していくことも必要かと思います。 

 また、事務局の方から、広報番組とか広報紙の結果報告をしていただきましたが、確か今週、月曜

日だったと思いますが、中部経済新聞に岡崎ライオンズクラブが献血支援活動を行ったという記事が

出ておりました。こうした広報活動も積極的に行っていただきまして、多くの人に「献血」を知って

いただき、広げていただきたいと思います。私ども商工会議所といたしましては、献血活動の必要性

及び周知等を広く愛知県内の商工会議所に PR していきたいと考えておりますので、御協力させてい

ただくことがあれば、いたしたいと考えております。以上でございます。 

 
議長・松本局長 
ありがとうございました。若い世代の方の新規献血者は増えてはいるのですが、そこの辺りは今後

もしっかりやっていくべきだと思いました。また、ゲートタワーの PR もやはり必要だと思いますの

で、進めていきたいというふうに思います。ありがとうございました。 

それでは、続いて、多くの企業が加盟しておられます、健康保険組合連合会愛知連合会の大竹委員

お願いいたします。 

 

健康保険組合連合会愛知連合会・大竹委員 

 健保連愛知連合会の大竹でございます。私も前職は企業の健康保険組合の事務長をやっておりまし

て、その折から、血液センターからいただくポスター等を事務所の掲示板に貼ったりという周知活動

に努めてきたという思い出がございます。当時を振り返りますと、やはり今ちょうど 40 代になる私

の部下であった女性 2名が特に献血に関心を持っていまして、献血手帳で 1 年に何回献血に行くのか

というくらい記録があり、先程御説明をうかがったところ、ちょうどその年代の方が高校の時にいろ

んなイベントといいますか、教育があったということで、なるほど、こういう所にそういう効果も出

てきているということを今知らせていただいたということで、非常に有効ではないかなと思います。 

 企業の昼休みというのは、私も工場の中で献血車が度々来ているという情景を思い浮かべます。声

をかけて、献血に行く人も何人かおりまして、やはり企業の貢献は数字の方でも大きいのだなと、ま

すますそういう重要性も高まってくるのではないかと感じております。 
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 愛知連合会として、どういう協力ができるかと言いますと、いろいろな周知をやらせていただこう

と思いまして、昨年の 8 月に血液センターの推進課の松尾係長にお越しいただいて、手前どものホー

ムページにバナーを貼って、すぐホームページに飛べるというようなことも微力ながらやらせていた

だいております。愛知連合会はいろいろなイベントをやっているのですが、年に 2回、春と秋に健康

ウォークというイベントを組んでおりまして、大体 1 回に 1 万人程度の参加者が来るものですから、

そういった折に何らかの形で、周知・広報のお手伝いができればなと思ったところでございます。ま

た、いろいろ打合せさせていただいて、できるだけ日頃からコツコツと周知活動をしないと、こうい

ったところの展開につながらないと思いますので、またいろいろな形で御協力させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 
議長・松本局長 
ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。 
それでは、続きまして、女性の立場を代表しまして、愛知県地域婦人団体連絡協議会の柗原委員お

願いします。 
 
愛知県地域婦人団体連絡協議会・柗原委員 
 初めて出席させていただきまして、ありがとうございました。私は地域婦人団体連絡協議会、通称

婦人会と言いますけれども、そちらの尾張旭の会長と、それから日赤奉仕団の委員長もさせていただ

いております。 
従って、年 2 回、献血車が尾張旭市役所に来まして、7月と 12 月に献血のお手伝いをさせていただ

いております。その時には、広報で市民の方がいらっしゃって、来場者、その他、市の職員の方、毎

回 60 人から 70 人くらいの方に献血していただきます。その時に思うのですけど、市の職員の方は机

の中に献血手帳を持っていらして、献血車が来たという放送がかかれば、すぐに献血体制を取ってい

ただいて、受付に来ていただくのですが、ほとんど同じ顔ぶれなんですね。だから、若い時から献血

をしていただいていた理解というのか、何回も複数回やられている方はそれが別に大変な作業ではな

くて、普通にスムーズにやっていただけるということで、若い時からそうやって献血していただく方

はスムーズに何回でもやっていただける一方、なさっていない方は 40 代、50 代で急に勧めても躊躇

される方が多いと思うんですね。 

ですから、やっぱり若い時に、高校生、16 歳以上から献血できますので、そういうことに取り組む

ことが必要ではないかと思います。高校から大学生、成人式それからずっと献血をやっていただけれ

ば、苦もなく、ずっと 40 代、50 代になってもしていただけるのではないかと思います。 

それから、献血推進のための具体的方策を見ますと、夏休み親子血液教室が小学生の親子を対象に

愛知県赤十字血液センターで行われております。これを血液センターだけでなく、市町の方でも夏休

みに取り入れたらどうかと思います。そうすれば、早くから親子で献血に対する意識の啓発につなが

り、もっともっと献血人口が増えるのではないかと思います。 

 それと、毎年、婦人会としまして、成人式のお手伝いをさせていただいております。今年の 1 月 8

日にありました尾張旭の成人式にお手伝いに行きましたら、このリーフレットが入っておりました。

今日いただいたものと同じです。これと絆創膏、それから、HIV・性感染症の小さなリーフレットが
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入っておりました。それから、私が思ったのは、選挙が去年から 18 歳に引き下げられまして、毎年

目を引くようなファイルが入っております。こういうパンフレットを渡すことはすごくアピールにつ

ながるのではないかと思います。そして、こちらのリーフレットは平成 17 年 11 月作成なんですが、

その時は 4 コマ漫画で、2 枚の内容で、おもしろい内容になっておりまして、今は 1 枚です。簡潔明

瞭と言えばそれまでなんですけども、経費の節減かも分かりませんけれども、なるべくならもうちょ

っと PR 効果のあるリーフレットにしていただければ、なおかつ献血の効果は上がるのではないかと

思います。 

 それから、高校生は文化祭とか体育祭などいろいろイベントがありますので、そういう若年層への

意識啓発は重要なことだと思いますので、学校と提携をとっていただいて、愛知県の献血推進に効果

的な活動になることを期待したいと思っております。以上でございます。 

 
議長・松本局長 
ありがとうございました。ただ今いただいた意見は、今後の対策に活かしていけたらと思っており

ます。では、続きまして、同じく、女性の立場を代表しまして、名古屋市地域女性団体連絡協議会の

楜澤委員お願いします。 
 
名古屋市地域女性団体連絡協議会・楜澤委員 
 ありがとうございます。名古屋市地域女性団体連絡協議会の楜澤と申します。よろしくお願いいた

します。私どもの構成員も、先程からお話にあるように少子高齢化ではございませんけれども、非常

に高齢化しております。年齢的にはほとんど 60 代、70 代というので、献血の対象外かもしれません

けれど、会合をいくつか持っておりますので、その会合の折にでも、こういうパンフレッットなどが

手元に届いていれば、皆さんに周知して子供、孫、それと地域の世話焼きおばさん活動をしておりま

すので、そういうところにでも、例えば先程にもお話ございましたが、成人式、イベント会場では、

こういうものが非常に役に立つのではないかと思っております。また私どもも、そういう場ではお話

ができるのではないかと、実際に自分たちでは献血できませんけれど、そういう皆さんにお話するこ

とは十分伝えられる、PR できると思っております。 

私、個人的には、若い時に 2 回ほど献血させていただいておりますが、3 回目はあいにく血が薄い

ということで、献血できませんでした。献血の経験がある人は興味があるのですけれど、一度もした

ことがないという人は、やはりあまりこういうチラシが見えない所に置いてあると、興味がありませ

ん。 

保健所、コンビニにもチラシがあるということでしたが、あまり名古屋市ではコンビニでこういう

チラシを見たりしたことがないです。成人式でも、こういうパンフレットを配っていただけると、非

常に効果があるのではないかと思っております。私ども、世話焼きおばさん活動として、本当に各地

域で名古屋市は特にですけれども、女性会として、活動しておりますので、こういうパンフレットを

いただいて、会合などにも利用させていただければ、皆さんにお話はできると思います。自分たちは、

献血できないけれど、先程の繰り返しになりますが、子供や孫たち、家族たち、また地域の皆さんに

お話できる、PR できると思っております。そんなことで御協力いただいて、たくさんパンフレットを

お作りいただいたらいいかと思っております。以上でございます。 
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議長・松本局長 
ありがとうございました。続きまして、若年層の献血の推進が大きな課題なのですが、学校におけ

る献血に関する知識の普及や、学校献血等について、県立明和高等学校の若山校長御意見よろしくお

願いいたします。 

 
県立明和高等学校・若山校長 
 この会には、初めて出席させていただきました明和高校の若山と申します。 

学校現場での献血の普及活動、今のお話からしますと、高校生での意識付けというのがすごく大切

だと思いますが、まずは教育活動ですので、教育というところで、何か持っていけるといいかなと思

います。いろんな授業、活動を取り入れてやっているのですが、例えば、献血とは違いますけれども、

租税教室みたいなものは、いろんな学校へ紹介があって受け取って、年何回か授業をやっている場合

もあります。 
まず、献血については、今、思いつきではありますけれど、まず献血の仕組みをもう少ししっかり

と生徒たちに教える必要があるのではないかなと思います。今、学校では知識を得るだけではいけな

いということで、それをどう活用するか、思考力とか判断力、表現力というところを重点的にやって

おりますので、そこに今ここで考えているようなこと、どうして献血が増えていかないのかという投

げかけをして、生徒たちに考えさせて、そういう教育活動はおもしろいかなというふうに思いますし、

環境問題と同じような感じで、それは進めていけるのではないかと思います。 
ただ、そこへ学校にそういうのをやってくれとポンと投げても、なかなかやってくれないので、こ

の献血の団体の方から、講師なりなんなりを立てていただいて、一つのプログラムを作っていただけ

ると、すごくやりやすいかもしれないと思います。 
それから、文化祭等で、よく見かけます各学校の中では、協力している所もあるかと思いますけれ

ども、生徒会等が興味を示さないとなかなかそれが難しい、というところがありまして、特に学校と

してやってくださいとやると、今度いろんな所から、それが強制なのかとかそのような話が出てくる

御時世ですので、やはり生徒会が興味を持って、こういうふうに自分たちでやっていきたいんだとい

う流れを作りたいかなと考えております。以上です。 
 
議長・松本局長 
 ありがとうございました。それでは続きまして、同じく高校生の献血推進について、愛知県私学協

会の粥川委員、お願いいたします。 
 
愛知県私学協会・粥川委員 
 私どもも、実際自分の学校では、献血についてのアピールをして、そういう機会を設けたというこ

とはないです。実は先程から出ています学校祭、文化祭等では以前から非常に子供たちが自主的にい

ろいろなことを考えて準備をしていく機会が結構多く持てますので、そういうところを利用して、献

血の勉強をしながらアピールをして、学校みんなで応援をしていくことが可能ではないかと思います。   
また、大学でも学生自治会だとか、実行委員会だとか、そういうところへアピールすると、かなり
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の学生たちが動いて、アピールをしてくれるのではないかと、そういう機会も非常に大事にした方が

いいと思います。 
それから、若者でも献血についてはある程度は協力したいなという気持ちは持っているんですね。

ただ、わざわざ出かけていくとか、そういうことは、なかなか行動が伴わないというのがありまして、

そういうところの背中を押すというところでは、例えば、現実にこれくらいの血液がこれくらい足ら

ないだとか、成分献血でこれくらい足りないというような情報を例えばスマホのアプリみたいなもの

で、一回献血した人には、そういうのに登録してもらって配信していくと二回目の献血につながると

いった工夫も必要ではないかと思います。以上です。 
 
議長・松本局長 
ありがとうございました。時間の関係で飛ばして指名させていただきますが、次に、若い世代の代

表ということで、愛知県学生献血連盟の松本様お願いいたします。 
 

愛知県学生献血連盟・松本渉外主任 
 本日は、委員長の代理で出席させていただいております。学生献血連盟は、自分たちと同じ世代で

ある 10 代、20 代への献血の推進と献血者数の増加を目的に活動しております。現在、13 大学、300 

名ほどが加盟しております。 

年に 3回、春、夏、冬に赤十字血液センターの皆さんに御協力をいただいて、名古屋港水族館や栄

広場でキャンペーンを開催しております。 

情報発信の方法として、若者が使っているツイッターやラインなどの SNS の更新や、学生向けのフ

リーペーパーでキャンペーンの告知をしております。キャンペーンや大学祭では、けんけつちゃんの

着ぐるみを使って呼びかけを行っております。10 代、20 代だけではなく、小さな子供たちに献血を

普及させるために、夏に名古屋港水族館で開催したキャンペーンでは、ゲームコーナーを設置し、景

品と一緒に献血について分かりやすく簡単にまとめられた冊子を配布しました。若年層を中心に多く

の方々に献血をしていただけるような取組を考えて、実行していきたいと考えております。 

また、キャンペーンに参加してくれる学生やボランティアの知識がまだ十分ではないので、来年度

は学生ボランティアへの献血の知識の普及に取り組み、献血への呼びかけがよりよいものになるよう

にしていきたいと考えております。以上です 

 
議長・松本局長 
ありがとうございました。若い世代においては、やはり命の大切さを学ぶ中で、献血とかあるいは

骨髄バンクの普及・啓発ができたらと感じております。ありがとうございました。 
それでは、続きまして、医療で血液を使用するお立場から、愛知県医師会の吉田委員お願いいたし

ます。 
 
愛知県医師会・吉田委員 
 愛知県医師会で、今年度から、こちらの方を担当することになりました吉田と申します。 
 皆様方のお話を伺いまして、非常に熱心に取り組んでいただきまして、血液をいただくといいます
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か、患者さんに利用させていただく立場として、非常にありがたいと思っております。また、私ども

も同時に献血の方々を増やすという立場にございますので、それについて、ちょっと質問も交えて、

お伺いしたいと思います。 
 いろいろ統計の数字を出していただくのは非常にありがたいのですけれども、何人とか、どこどこ

の地域では何人と言われても、何にも分かりません。もし、可能ならば、例えば、愛知県の献血世代

の何人に一人が献血しているという言い方にしていただかないと、母数が分からないので、比較でき

ないです。増えた、減ったと言っても、人口も減ったり増えたりしていますから、献血者が何人にな

ったと言われたって、そんなものは普通の率が 1:1 で移動しているだけかもしれないし、人口に比べ

て増えているのか、減っているのかが分からないです。地区別の話もそうです。 

それから、高校生がどうなのか、あるいは会社員がどうなのかと言われたって、そこの母数の人口

の変化が分かっていないのに、絶対人数だけ並べられても、何の役にも立たないです。というのは、

これを訴えて、例えばターゲットがしぼれないわけですよね。仮の話ですが、例えば高校生の献血者

の割合が、昔は私たちが献血車に乗って回っていた頃は、行くと学校の放送がかかって、皆さんやっ

て来て列ができて、それがお昼まで続くというような状態でした。今はどうか分かりませんけれども、

今おそらく明和高校なんかに行くと、授業の邪魔になるから来てくれるなと、早い話が身体検査に行

ったって、なるべく早くやってくれ、15 分で終わらないかと言われてしまうような世界ですから、ま

してや献血車が行って、献血させてくれるとはとても思えないなと思いながら、話を聞いていたので

すけれども、そういう時代の時は、高校生は例えば 10 人に 1人が献血していた、5人に 1人が献血し

ていたけど、今はそれがもっと減ってしまっているんだというのが具体的な数字で分からないと、何

人が何人になったと言われても、ちょっと我々は考えようがありません。 

もし、それを非常に減っている部分があったら、そこをターゲットにして、啓蒙活動なり、広報活

動なりをしていかないと、評価のしようがないわけですよね。パンフレットを配るとか、広報活動を

してテレビ番組を流すということをやっているだけで、自己満足以外のなんでもなく、ただやってい

るだけということです。それで何人増えたのかという質問をされて答えられますか。ということで、

きちんとそういう、記者の方が御存知だと思いますけれど、何かをやったらそれを評価する手段を持

たないと意味がないわけです。そういうことをしっかりやっていただきたいというのが希望です。 

これはちょっとわざときついことを言ったのですけれども、日赤が非常にたくさんの努力をしてみ

えるということは、医療側としては感謝しております。一人の方が献血した血液が我々の手元までに

来るのに、非常にたくさんの手間がかかっている、いろいろな検査がされて、保管、輸送、それから

病院でのチェック、そういったことにたくさんの人数がかかっていることも分かっています。それに

ものすごい莫大な費用がかかっているということも承知していますので、ぜひ献血の血液を我々は大

切に使いたいと思いますので、今後ともよろしくお願いしますというお願いでございます。以上でご

ざいます。 

 
議長・松本局長 
 ありがとうございました。資料の作り方につきましては、また検討させていただきたいと思います。 
 続きまして、同じく、医療で血液を使用するお立場から、献血に関しまして御意見を伺いたいと思

います。一般社団法人愛知県病院協会の直江委員お願いします。 
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愛知県赤十字血液センター・大西委員 
 その前に、今の御質問に対して、よろしいですか。内部資料としては、それぞれの各年代の人口と

か、あるいは高校生も含めて、母集団はどれくらいいるのかというデータはございます。例えば愛知

県内の10代の献血可能人口が現在29万7千人、そのうちのべ4%程度の方が献血をされておられます。

こうしたデータをお出しすることは可能ですので、また後程でもお送りいたします。よろしくお願い

いたします。 
 
議長・松本局長 
 それでは、引き続いて直江委員お願いいたします。 
 
一般社団法人愛知県病院協会・直江委員 
 私は病院協会の立場で来ております。私自身はこの近くにあります、名古屋医療センターにおりま

すけれども、今お話のあったことと同じ、ユーザーという立場でございまして、輸血が安全に確実に

我々の手に届くには、いろいろボランティアの方々、それから、献血運動の方々、それから日赤の方々

の努力のおかげであるということで大変感謝をしております。 
 昔の話になりますけれども、輸血は何単位かもらうと何単位か返さないといけないということで、

親戚とか友人を集めてやっていたという昔の時代のことを御存知の方も少なくなってきたのではな

いかと感じておりますけれども、いただいた資料の中で、先程の御質問と関係あるのですけれども、

8 ページを見ますと、毎年新しい献血者の方が 2 万人ほど増えられるということが資料に載っており

ます。ただ、最終的には 10 数万人でほとんど変わらないということなので、結局 1 回きりになるの

か、それとも何回もやっていいのか、ただやっぱりその後やめられるのか、両方だと思いますけれど、

やはり先程、学生の代表の方がおっしゃったように、やっぱり 1 回最初の若い人が来ていただいた後

に、それをリピーターにするという作業が非常に重要だと思うんですね。学生さんはやはり夏休みと

か冬休みとか時間もありますし、何らかの形でどうして 1 回で止めてしまうのか、それは要するにチ

ャンスがなかったということですね。例えばラインか何かでそろそろどうですかという案内が来れば、

何かの機会にまた来てくれるのかなと思います。だから、若い人にどうアピールするのかということ

と、その人たちをリピーターにするかどうかというのが、広報のポイントのように今のお話を受け取

っていたところです。 
 一つ質問があるのですが、3 ページを見ますと、全国と愛知県の比率を見ますと、愛知県はさすが

と思ったのですが、成分献血の割合が多いですよね。今、赤血球そのものの輸血の需要というのは、

以前に比べると、少し下がってきている、つまり、適正使用しようということで、赤血球をばんばん

使うという時代ではないですね。その代わりといいますが、ガンマグロブリンとか、アルブミンとか

成分製剤の需要が非常に高まっておって、日本は相当諸外国から輸入をしているという状態なんです

ね。つまり、成分輸血は足りないという状況だと認識しているのですが、その意味で全国と比べると、

成分献血の割合が愛知県は非常に高くなってきているということだと思うのですが、この献血される

方に 200、400、成分献血と 3種類あるとして、成分献血の方に誘導したいんだけれども、なかなか誘

導できないとか、そういう御苦労はあるのかどうか、一点お聞きしたいと思います。 
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愛知県赤十字血液センター・大西献血推進一副部長 
 血液センターの推進部門を担当しております、大西と申します。今、委員の方から御意見いただき

ました、本当に一番の私どもの課題としております、リピーターを増やすということは複数回献血ク

ラブを作って、会員を増やしたりしております。 
今、御質問にありましたが、200 は今非常に抑制をしておりますが、400 か成分献血ということで

お願いする場合、どうしても成分献血というのは採血時間が1時間くらいかかります。それに比べて、

400 は 15 分程で終了します。この時間というのが、一番のネックとなっておりまして、なかなか応じ

ていただける方が少ないというのが現状でございます。またこの成分献血というのは、移動採血バス

では採血ができないものですから、先程、私どもの所長の方からお話をさせていただきました、献血

ルームを拡充していく、充実をさせていくということが、一番の方法だと思っております。これは、

本当に非常に原始的な方法ですが、一対一で対面して、職員が必要性を簡単に訴えて、同意をいただ

いて、成分の方へ移行していただくということを今しておりますが、なかなか厳しいのが現状でござ

います。 
 
議長・松本局長 
ありがとうございました。それでは時間の関係で、指名としては最後にさせていただきますが、献

血の推進には、報道機関も大変大きな役割を果たしていると感じています。そういったお立場から、

中日新聞社の池田委員お願いいたします。 
 
中日新聞社・池田委員 
 中日新聞社編集局で生活部の部長をしております池田と申します。今日は初めて参加しています。

よろしくお願いします。 
 私どもは、献血推進ということで、どういう協力をさせていただけるというと、それは紙面でいろ

いろ取り上げさせていただくということにつきると思います。紙面で取り上げるということに関して、

主に 2パターンあると思っていますが、一つは先程来いろいろイベントですね、親子血液教室ですと

か、いろんなキャンペーンをされている、こういった時にこういうことを取り組んでらっしゃるとい

うことを紙面で紹介させていただく、こういうケース、それともう一つは、この献血を取り巻くいろ

いろな状況ですとか問題点、減っているという話もありましたけど、そういったことをどちらかとい

うと、もうちょっと掘り下げて取り上げるというような長めの記事ということになるかと思いますが、

こういう二つの取り上げ方があると思います。 
 最初の行事の紹介的なものというのは、主に地方版といいますか、県内版、市民版というのがござ

います。そういったところで、基本的には大体御案内いただいた時には取材させていただいてという

形でやっています。どちらかというと、私どもの生活部というところは、そういったものよりは、後

者の方、もうちょっと掘り下げたような形の記事を扱っています。生活部の守備範囲というのは広く

て、生活全般ということで、介護だったり、子育てだったり、ファッションだったり、食の問題、医

療、健康ですとか、そういったものを幅広く取り上げているんですが、そういった特に健康ですとか

医療ですとかそういったことを取り上げる紙面の中で、これまでも献血の問題ですとか骨髄バンクの
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ドナー登録問題もやらせていただいております。 
 先程の吉田委員様のお話は、まさに私もうなずきながら聞いてしまったのですが、やはりこういう

ところで出てくる資料というのは大体数字がいっぱいあって、それを我々が読み解いて、どういうふ

うに分かりやすく、何が問題で、どういうふうに読み解いたらいいかということを翻訳して、紙面で

伝えるというのが我々の役目ではないかと思っています。ただその場合、どういう問題意識を当事者

というか献血を推進する関係者の方々が持っていて、そこをどうしていきたいのか、どういう所に力

を入れて、どうやっていきたいかということが、そもそもないと、我々も読者に伝えるということに

ならないものですから、そこら辺をやはり打ち出してほしいなというふうに思います。そういう想い

が見えてこそ、記事を書こうというふうに記者もなりますので、その辺り、もちろん我々の方も問題

意識を持って取材にあたるのは当然なんですけれども、その辺のヒントですとか、そういうことを出

していただけると、より記事にしやすいのかなと感じながらお話を伺っていました。 
それと、先程、肆矢委員様もおっしゃっていたように、JR タワーズ、これは、たまたま同僚と話し

てましたら、行ったことのある者がすごく立派な所で、もったいないぐらいの立派な所だというよう

な話をしていて、そこの周りにいた他の者は誰も知らなくて、せっかくあんなにいいものがあるんだ

から、皆もっと知っていていいのではないかという話をしていました。今度、ゲートタワーの方にも

できるということなので、その時はまた我々も協力させていただけるかなと思っています。 
あと、先程来、若者にどうやって啓発していくかという話がありましたが、どうしても新聞の読者

は高齢者よりに偏っており、そこら辺で、我々ができることに何があるのかと考えた時に、NIE とい

いまして、Newspaper in Education ということをしきりに、今年全国大会が名古屋であるというの

もありまして、いろいろ小学生、中学生、高校生向けの紙面、大学生も含めて、それぞれの対象の紙

面というのもありますので、そういった中で献血、先程お話のありました、そもそも献血の意義とか、

そういうところも解説するような、そういう紹介の仕方もできるのかなと思っています。以上です。 

 
議長・松本局長 
ありがとうございました。中日新聞社さんにつきましては、愛知県内のカバー率が非常に高いとい

うことで、影響力も非常に大きいというふうに感じておりますので、また今後ともよろしくお願いい

たします。 
 
○ 閉会 
議長・松本局長 
ありがとうございました。それでは、時間となってしまいましたが、その他の方で特に御意見がご

ざいましたら、お願いいたします。あるいは、また事務局の方にいつでも結構ですので、意見いただ

ければ幸いでございますので、よろしくお願いします。御意見よろしいでしょうか。 
ありがとうございました。本日いただいた御意見につきましては、事務局において、来年度の愛知

県献血推進計画の作成において活かすようにお願いいたします。それでは、これを持ちまして、平成

28 年度の愛知県献血推進協議会の議事を終了させていただきます。最後に私から、一言御礼申し上げ

ます。本日、皆様には、大変お忙しい中、長時間にわたりまして、貴重な御意見をたくさんいただき

ましてありがとうございました。いただいた意見を今後の施策にしっかり活かしてまいりたいと感じ
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ております。皆様におかれましては、今後とも本県の血液事業につきまして、引き続き御協力をいた

だきますよう、重ねてお願いいたしまして、私の御礼の挨拶とさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございました。 
 
医薬安全課・栗木主幹 
ありがとうございました。それでは、以上をもちまして本日の協議会を終了したいと思います。ど

うもありがとうございました。 


