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平成30年度愛知県献血推進協議会議事録 

（１）日時・場所 

平成31年２月１日（金）午後２時から午後３時30分まで 

愛知県議会議事堂１階 ラウンジ 

（２）出席委員（14名）（順不同、敬称略） （注）◎：議長 

日比 たけまさ、祖父江 健、榊原 博行、河野 ともえ、伊藤 和子、川原 雅寛、 

浅井 清和、加藤 伸治、関 真人、池田 千晶、山本 靖之、木村 隆、木下 朝博、 

◎松本 一年 

（３）代理出席者（６名）（順不同、敬称略） （注）カッコ内は委員氏名 

後藤 晃伸（新村 和昭）、川口 佐織（横井 篤史）、新美 孝（成田 裕資）、 

熊田 壯六（犬塚 君雄）、簗瀬 史明（内田 次夫）、柴川 ゆかり（竹内 清美）

（４）欠席委員（７名）（順不同、敬称略） 

中根 雅希、荻原 哲哉、熊谷 啓之、吉田 雄彦、市橋 拓也、直江 知樹、松下 正 

○ 開会 

医薬安全課・小栗主幹 

定刻になりましたので、ただ今から「平成30年度愛知県献血推進協議会」を始めさせていただ

きます。開催にあたりまして、愛知県健康福祉部保健医療局の松本局長から御挨拶申し上げます。 

１ 挨拶 

愛知県健康福祉部保健医療局・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、一言御挨拶申しあげ

ます。本日は皆様には大変お忙しい中、御出席いただきまして、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。重ねて厚くお礼申し上げます。 

本協議会は、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してい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、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20万１千人を超える方々に御協力をいただいております。 

これは、今年度の献血目標の75％にあたり、計画どおりに進んでおります。これも、県民の皆

様の温かい御理解と関係者の皆様の熱心な推進活動の賜物であり、大変ありがたく、心強く思っ

ております。 
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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

は若い方の献血率が減少傾向にあるため、血液事業を安定的・継続的に維持できるよう広く理解

を求めていく必要がございます。 

このため、愛知県におきましては、市町村、日本赤十字社の皆様と連携しながら、「愛の血液

助け合い運動」や「はたちの献血キャンペーン」など様々なキャンペーンを実施しているところ

でございます。また、昨年度からは、新たに「卒業献血キャンペーン」や「10代夏の献血キャン

ペーン」など高校生を対象とした啓発活動に力を入れているところでございます。 

こういった取組の成果もございまして、少しずつではありますが、10代の献血率が増加してい

るところでございます。 

今後とも県民の皆様の献血に対する理解が更に深まるよう、皆様の御理解と御支援をいただき

ながら各種取組を進めてまいりたいと考えております。 

また、本日は、来年度の「愛知県献血推進計画」を策定するに当たりまして、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。 

最後になりましたが、本日、御出席の皆様方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、共に行動していきたいと考え

ておりますので、今後とも御支援いただきますようよろしくお願いいたしまして、開会にあたっ

ての挨拶とさせていただきます。今後ともどうぞ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・小栗主幹 

本日の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の２項により、原則

として公開することになっております。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掲載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

ただくところでございますが、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。 

日本労働組合総連合会愛知県連合会の中根様、愛知県公立高等学校長会の荻原様、健康保険組

合連合会愛知連合会の吉田様、愛知県青年団協議会の熊谷様、一般社団法人愛知県病院協会の直

江様、名古屋大学医学部附属病院の松下様、以上の６名でございます。 

また、本日、学生献血連盟の市橋様につきましては、急遽欠席の連絡を受けておりますので、

御報告させていただきます。 

ここでお手元の資料の確認をお願いします。 
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（資料の確認） 

もし足りないようでしたらお知らせいただき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、議長席にお願いいたします。 

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いたします。

それでは、早速議事に入りたいと思います。「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、すべての報告事項及び議題が終わった後で、一括してお伺い

したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは始めに、報告事項（１）の「血液事業の現状」及び（２）「平成30年度血液事業概要」

について、事務局から報告をお願いいたします。 

医薬安全課・伊藤課長補佐 

医薬安全課の伊藤と申します。血液事業の現状につきまして、御報告させていただきます。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。表の下段、

平成 30 年度の献血者数の欄を御覧ください。平成 30 年度の目標達成状況ですが、目標の 270,840

人に対しまして、201,427 人であり、12 月末時点での達成率は 74.4％となっており順調といえま

す。 

資料の２ページを御覧ください。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。ページ上段を御覧

ください。愛知県における平成 30年の献血者数は 268,142 人で、前年より 5,003 人減少しており
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ます。ページ下段の全国の平成 30年の献血者数は、速報値では 4,707,951 人となっており、67,697

人減少しております。なお、未集計部分は空欄とさせていただいております。 

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。ページ上段が愛知県の状況、

ページ下段が全国の状況で、年齢別構成比のグラフを見ていただきますと、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、全体の約 29％を占める一方で 10 代は約５％、20 代、30

代は約 17％と低い状態にあり、若年層の献血者をいかに増やしていくかが課題となっています。 

続きまして 46 ページ、47 ページを御覧ください。平成 12年から平成 30年までの愛知県と全

国の年代別献血状況をお示ししました。これによりますと、本県の人口 100 人当たりの献血者数

を示す献血率において、10 代に関しましては、ずっと減少傾向にございましたが、平成 29 年か

ら 30 年にかけて 3.4％から 3.7％と 0.3％ですが増加に転じました。 

続きまして 53 ページの下段を御覧ください。従来から実施しておりました「はたちの献血キャ

ンペーン」に加えまして、愛知県赤十字血液センターに協力する形で、主に高校生を対象とした

「10 代夏の献血キャンペーン」、「卒業献血キャンペーン」などの新たな取組を行いました。そ

の結果、ページ上段にございますように高校生の献血者数が増加するなどの成果がございました。 

これらの取組を継続することで、10代をはじめとする若者の献血率を引き続き上げていきたい

と考えております。 

資料の５ページへお戻りください。ページ中段の移動採血における献血状況ですが、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。

平成 30 年は実本数で、愛知県内の医療機関に成分製剤を 252,421 本供給しております。前年と比

較しますと僅かに減少しておりますが、医療機関からの供給要請に対して、滞りなく供給ができ

ております。 

資料の８ページを御覧ください。献血者の状況をまとめております。表の２－１の回数別実献

血者数ですが、１年間に１回だけの献血者が約７割を占めておりまして、この方々をいかにして

もう１回献血会場へ足を運んでいただくかが課題となっております。 

このほか、９ページに平成 30 年の市町村別献血実績について掲載しておりますので、後ほど御

覧ください。 

（２）平成30年度血液事業概要について 

医薬安全課・伊藤課長補佐 

引き続きまして、報告事項（２）、平成30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）ですが、毎年７月の１ヶ月間、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１つ目の白丸、愛知県献血運動推進大会を７月に
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開催し、長年献血に御協力いただきました個人及び団体に大臣表彰、知事感謝状等の贈呈を行い

ました。 

一つとびまして３つ目の白丸、献血活動市町村支援としましては、市町村の街頭活動を支援す

るため、本日お手元にお配りしています献血推進キャラクター「けんけつちゃん」を活用した絆

創膏を20,000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」です。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4,000枚を作成、配布するとともに、複数回の400ｍL献血に協力してい

ただいた方には、記念品を配布しております。 

続いて、資料の13ページ（４）の「夏休み親子血液教室」についてですが、小学生の親子を対

象として４日間、開催しました。 

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。 

さらに、今年度の新たな取り組みとしまして、お手元にお配りしておりますが、愛知県赤十字

血液センターに協力する形で、13ページの一番下にございますが、「10代夏の献血キャンペーン」

として、県内の全ての高校２年生、３年生にリーフレットを配布したほか、次の14ページを御覧

いただきまして「卒業献血キャンペーン」として、県内の全ての高校３年生にリーフレットを配

布しております。 

資料の15ページを御覧ください。（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、新聞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。事務局からの平成30年度血液事業概要の報告は以上でございます。 

議長・松本局長 

ありがとうございました。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

ターの木下委員にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

愛知県赤十字血液センター・木下委員 

愛知県赤十字血液センターの木下でございます。本年度からセンター所長を拝命しております。

どうぞよろしくお願いいたします。御参集いただきました皆様には、血液事業に平素から多大な

る御理解、御協力をいただきまして誠にありがとうございます。この場をお借りして深く御礼申

し上げたいと思います。ただいま事務局から御説明がありましたが、私どもの方からも、若干追

加で御説明をさせていただきたいと存じます。着座にて失礼いたします。 

本日の資料の１ページ目を御覧いただければと思います。年度別の献血目標及び達成状況、た

だいま御説明ございましたとおりですけれども、供給計画及び国から示された原料血漿確保量に

基づき必要量を算定し、過不足のない採血を行っております。平成30年度におきましても、12月
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までの献血者数の実績で、達成率74.4％、年度での達成率を99.6％と見込んでおりまして、御紹

介のとおり必要量を確保できております。資料２ページと３ページを御覧ください。平成30年の

献血者数は、先ほども御報告がありましたとおり、268,142人、昨年からの減少数としては5,003

名、約２％となっております。一方、供給数ですが、７ページを御覧いただければと思いますが、

製剤ごとに差はございますけれども、全体としてはほぼ横ばいとなっております。このように献

血者数が微減、なのに供給数が横ばいでいいのかということですけれども、医療機関の需要に対

しましては、十分供給できなかったのではないかという御懸念があるかと思いますけど、これは

心配ございません。特に背景といたしましては、献血ルームにおいて、需要に応じた採血を進め

たこと、また、血小板採血においては、献血者の体重に応じて、一人から採血できる血液量を増

加するなどの対策を行っております。このように効率の良い採血を行いまして、少ない献血者数

で必要な血液を採血させていただいておりますので、医療機関の需要に対して十分に供給できて

おります。 

それでは資料の４ページを御覧ください。10代の献血者数については、昨年から1,205人、高校

生は御案内のとおり、629人の増加となっております。これは10代の人口が減少していく中、愛知

県、また愛知県教育委員会、ならびに学校関係者の皆様には大変御協力いただきまして御案内の

ありました「卒業献血キャンペーン」、「10代夏の献血キャンペーン」など、若年層対策を行っ

た効果が表れたものと考えております。大学生につきましては、学生献血連盟の皆様を中心に献

血の推進にも携わっていただいております。私ども血液センターでは高校、大学、専門学校の学

生さんを対象に４月以降52回の献血セミナーを開催し、7,120名の学生に御参加いただきました。

最近は中学校、高校の職場体験を積極的に受け入れ、輸血用血液の納品同行や、献血呼びかけと

いった業務体験をしていただくとともに、献血の啓発にも力を入れており、高校生には献血にも

御協力をいただいております。しかしながら、10代の献血者は増加したのですけれども、20代、

30代については減少し続けておりますので、この年代の対策も急務ではございます。 

また、11月からは全国統一の複数回献血クラブ、これは、愛称は「ラブラッド」と申しますけ

れども、これを開始しておりまして、これはインターネットを通じた献血予約等のシステムでご

ざいますが、安定的に献血者を受け入れることを目標として、このように積極的にICTを活用する

ことを行っておりまして、天候等に左右されにくい固定施設の予約を推進しております。 

さらに、同一献血者から年間複数回に渡り献血への協力を得ることは、必要血液量を安定的か

つ効率的に確保するだけでなく、血液製剤の安全性確保の観点からも重要であることから、同ク

ラブへの登録についても促進してまいります。私からの説明は以上でございます。 

議長・松本局長 

ありがとうございました。「血液事業の現状」及び「平成30年度血液事業概要」につきまして

は、ただいま報告がございましたとおりですが、御質問、御意見等につきましては、次の議題と

併せて一括して承りたいと思います。 
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３ 議題 

平成31年度愛知県献血推進計画について

議長・松本局長 

それでは次に議題の「平成31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と申します。それでは平成31年度愛知県献血推進計画について、御説

明させていただきます。着座で説明させていただきます。 

それではまず、資料の20ページをお開きください。「平成31年度愛知県献血推進計画（案）」

と書かれたページでございます。 

本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

ゆる血液法でございますが、この法律の規定によりまして、国の定める基本方針と国の計画に基

づきまして、協議会の皆様の意見を踏まえて翌年度の推進計画を定めることとなっております。 

国の計画については12月末に案が示されているのみでございますけれども、それを参考に県の

計画案を作成させていただきました。本日、この県の計画案について御意見をいただいたうえで、

３月末頃に策定される見込みの最終的な国の計画と照らし合わせて、４月当初に県の献血推進計

画を策定いたしまして、ホームページ等で公表する予定としております。 

なお、資料の28ページからは、「平成31年度愛知県献血推進計画（案）」の「前年度からの主

な変更点」及び30ページからは「新旧対照表」を添付しておりますが、変更点の全体を申し上げ

ますと、国の計画の文言整理及び項目の新設に併せたものとなっております 。 

また、国の計画及び新旧対照表は、参考資料に添付しておりますので、御参考としていただき

たいと存じます。 

それでは、改めまして20ページ、「平成31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ので、上段部分を御覧ください。なお、下線部分は前年度との変更点となり

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。一部、国の文言整理に併せて整理を行いました。 

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31年度に確保

すべき種類別目標数を示してございます。数値を記載した縦の列が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6,400人、400mL献血により170,600

人、一行飛ばしまして、血漿成分献血により68,750人、血小板成分献血により32,600人、一行飛

ばしまして、合計278,350人の献血者の確保を目標とします。この目標値は、前年の270,840人と
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比較し、7,510人増加となっておりますが、理由としては、国の原料血漿確保目標量が増加し、成

分献血の目標量が増加したことが主な要因でございます。 

また、各区分ごとの献血目標は、平成31年度に必要となる血液の需要見込み、愛知県内での過

去の輸血用血液の供給実績と、先ほど御説明したように国が算出した31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。 

続いて、資料の26ページをお開きいただきたいと存じます。平成31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、一番右端の列にある各市町村別

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。なお、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、参考にしてください。 

また、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しております。 

なお、少しお戻りいただきますが、20ページ中段・第２関係者の役割の２において、市町村に

は、移動採血車による献血を確保するため、血液センターの受入計画のもと、献血会場の確保等

の協力をお願いしておりますので、御承知ください。 

続いて、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。第１と

して、献血に関する普及啓発及び広報活動の実施でございます。輸血用血液の安定供給を確保し、

その国内需給を推進するためには、県民に献血への理解と協力をもとめる事業が必要でございま

す。 

まず、重点的な取組みのうち、（１）「若年層、幼少期への普及啓発」では、アの項のとおり、

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、平

成31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。続いて、ウの項には、若者向けにはＳＮＳなどの情報発信をおこなっ

ていくことを追加いたしました。また、オの項、22ページの上段のカにあるとおり、国計画の文

言整理に併せて移動しておりますが、引き続き、血液センターが実施する献血セミナーにより、

積極的に学習の機会を設けていきます。なお、本県のＳＮＳ媒体については、参考資料の26ペー

ジに掲載しておりますので、御参照ください。 

続いて、（２）「企業における献血の推進」については、国計画の整理に併せて移動しており

ますが、平成31年度も引続き、企業において職域の事情に即し、献血セミナーの実施や若年者の

促進に協力を求めてまいります。 

（３）の「複数回献血の推進」につきまして、献血者の約７割の方が１年間に１回だけ献血を

するという現状から、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ま

いります。 

（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、平成31年からはＳＮＳ等も活用しながら、

実施して参ります。 



- 9 - 

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

を開催いたしまして、知事感謝状等の功労者表彰を行って参ります。 

なお、資料少し飛んでの44ページから45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ページ下段、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。全体的に、国計画（案）の変更を反映し、全体的に文言整理・項目移動を行いました。ま

ず、今後も、１のとおり県民に正しい知識や献血の必要性を普及啓発して参ります。また、資料

の23ページを御覧いただきまして、２のとおり、問診の徹底など血液製剤の安全性を向上させる

ための対策を推進し、３のとおり、献血者が利用しやすい受入時間の設定等、献血者の利便性に

配慮してまいります。また、４のとおり、血液センターが、献血者の利便性に配慮した献血を行

うこと及びＩＣＴを活用したＷＥＢ予約の導入により待ち時間の解消を図るなどの取組みを行う

旨の記載を追加し、利便性が向上されるよう、取組んでまいります。また、６のとおり、初回献

血者や献血に不安がある方に対して十分な説明を行い、献血者の意思を可能な限り尊重した上で、

採血区分を決定する旨の項目を新設しました。ただし、依然として、医療現場においては400mL

及び成分献血の需要が高いことから、400mL及び成分献血への協力を求めていくことは可能とし、

取組んでまいります。 

次に、第６「その他献血の推進に関する重要事項等」について説明いたします。資料の24ペー

ジを御覧いただきまして、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ましては、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。 

最後に、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、報道関係者の方々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。以上で説明を終わります。 

議長・松本局長 

ありがとうございました。ただ今の説明にありましたとおり平成31年度計画におきまして、献

血の目標量、目標人数が前年度計画から変わっております。その点につきまして、木下委員から

補足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・木下委員 

はい。それでは、私の方から平成31年度計画の目標数等の変化について御説明させていただき

ます。まず、平成31年度目標は全体で278,350人としております。200mL献血、400mL献血につきま
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しては需要が今年度とほぼ同等との予測のもと、全血献血全体で、177,000人を予定しております。

続きまして血小板成分献血につきましては、血小板製剤の医療機関からの需要が微減するだろう

という予測に基づき32,600人を予定しております。最後に血漿成分採血につきましてですけれど

も、平成31年度の全国の原料血漿確保目標が120万リットルとなっております。これは貯留分８万

リットルを取り崩すこととして、実際は112万リットルとなるのですけれども、昨年度と比べまし

て13万リットルの増加となっております。愛知県においても検査不適等を考慮して血液センター

の目標として一応68,939リットルとなっております。これに伴い血漿成分採血は10,210人増加い

たしまして、68,750人を予定しております。原料血漿の必要量が増加傾向にあることから、この

ような目標量が指示されておりますが、必要量を確保することが私どもの使命でございますので、

採血基準の範囲内で献血者の体重に応じた血漿量を採血するとともに、輸血用血液製剤の製造工

程においても効率的な手法を導入いたしまして、原料血漿の確保に努めてまいります。 

また、献血目標量を確保するために必要な措置といたしましては、学生対象だけでなく、企業

での献血セミナーも充実させ、セミナー受講後に献血ができるような体制を構築していきます。 

先日も名古屋市内の高校で卒業献血を行い、約140名の生徒さんに御協力いただきました。この

卒業献血については中日新聞さんにも記事を掲載いただきまして、大変ありがとうございます。

こちらの高校では事前に対象者約500人の生徒さんに対して血液センターの職員が献血セミナー

を実施し、その後で献血の希望を募っており、多くの御協力を得ることができました。このよう

にセミナーによる献血の啓発から献血の実施といった流れが、若年層だけでなく、今まで献血さ

れていない方々に献血いただくためにも有効と考えられます。また、平成31年度においては高校

での献血実施拡大に向けた配車計画を行ってまいります。 

御案内がありましたようなＳＮＳに関しましては平成30年度よりFacebook以外に新たに

Twitter、LINEを開始いたしまして、献血会場等の情報提供や献血要請を行っておりますが、今後

は受血者の方からのメッセージを発信するなど献血の普及、啓発にも利用できないか検討してま

いります。 

さらには当センターで子供向けにアニメーションの献血啓発ＤＶＤを作成する予定でございま

して、夏休み親子血液教室等で活用し、幼少時からの啓発を図ろうと考えております。私の方か

らの説明は以上でございます。 

議長・松本局長 

ありがとうございました。それでは、ただいま説明のございました平成31年度愛知県献血推進

計画、報告事項を含めまして、御意見、御質問がございましたら、お願いいたします。 

愛知県議会・日比委員 

県議会の日比たけまさと申します。今日はありがとうございます。参考資料の方で、24ページ

と25ページに中日新聞さんの記事が載っていて、これを読ませていただくと、この内容が要は今
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の献血の現状や課題なのかなと認識しました。その中でよく分からなかったことが何点かありま

すので、伺いたいと思います。まず、この記事を読ませていただくと、近い将来、需要に対して

供給が足りなくなる恐れがあるという記事だったり、あるいは、医学が進歩してその問題は解決

されたということが書かれていたりしますが、そもそも、この需要と供給といっていいのか分か

りませんが、その推移あるいは今後の予測がどうなっているのかが、もう少し分かりやすくなら

ないのかなと思います。要は、今日御説明いただいたのは、実績値や目標値などですが、私から

見ると、目標を達成すると、これは需要をクリアしているのか等、その辺がよく分からず、需要

に対して供給が今までどうだったのか、あるいは今後どうなりそうだから、もう少し呼びかけな

ければならないというような、そういう数値というかグラフ等を示すことは難しいのでしょうか。

もしそういうものがあれば、この会議の中で、これは確かに将来的に供給が足りなくなるからも

っと働きかけなくてはいけないとか、そういうことが会議の中で議論がもう少し分かりやすくな

るのかなと思ったので、その辺についてもう少し教えていただければと思います。 

愛知県赤十字血液センター・木下委員 

御質問ありがとうございます。もともと日本全体におきましては少子高齢化、特に高齢者とい

う疾患を多くお持ちで、血液を必要とされる方が増加することによって、輸血必要量が増加する

のではないか、という見通しで進めてまいりましたが、現在供給量が頭打ちになってきていると

いうことは御案内したとおりでございます。そのことを踏まえまして、昨年度赤十字社では全国

の主な医療機関、血液をたくさん使っていただいている医療機関に、色々とアンケートや、セン

ター所長が直接お伺いして病院の関係者の方からお話を伺うということもやりまして、そちらの

医療関係者の方から需要の見通しについて、お話を伺って、それを集計した結果をまとめており

ます。その結果では、５年後ではほぼ横ばい、10年後では５％ぐらい減少するのではないかとい

う予測を提示しているところでございます。これは全国での数字でございまして、愛知県として

取りまとめているということではございませんが、このようなことに基づいて、需給計画を検討

しているという状況は御理解いただければと思います。 

愛知県議会・日比委員 

ありがとうございました。今、木下所長さんのお話で、そういうことなのだなと思いました。

おそらく愛知県独自の数字というのは難しいかと思ったのですが、要はそういうことが将来的に

どうなりそうだという、もし予測みたいなのがこのような会議の中での資料としてあると、今後

こういうことになり、だからこそ10代とかを増やしていかないといけないということが、危機感

としてダイレクトに伝わるのかなと思ったので、そういう数字か何かあるといいと思いました。

また、先程から若年層の献血を促すという中で、木下所長様の方からもお話があったのですけれ

ども、高校の配車台数を増やしていきたいというお話も今ありました。25ページの新聞の記事で、
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高校への献血バスの派遣が、昔は、25年前は７割近くあったのが、今は３割以下だというような

ものが記事に載っていますが、この辺で少なくなった理由というのは何かあるのでしょうか。 

愛知県赤十字血液センター・髙橋推進課長 

いつもお世話になっております。愛知県赤十字血液センター推進課の髙橋と申します。今の御

質問でございますが、血液の安全性を高めるために、問診事項というものを導入しております。

その問診事項の中に、今では比較的一般的にはなりましたが、「多くの方との性的な接触」とい

う文言が一時期から導入をされました。約20年くらい前ですが、そのときから、学校においてそ

ういった事項を生徒さんになかなか聞きにくいということもございまして、だんだんとバスを教

育現場の方へお持ちすることを控えさせていただいたといったのが現状でございます。まだそう

いったことがオープンでない時代でございました。現在は、今年度の目標としましては約13校か

ら15校ぐらいへのバスの配車となっております。主に配車をしているのが学校祭、学園祭の時期

に配車をさせていただいておりまして、先ほどから申しますように、31年度につきましては、や

はりもう少し高校への配車を積極的に進めようということで、医薬安全課の方もしくは教育委員

会の方の御指導、御協力のもとに、現在進めているところでございます。 

愛知県議会・日比委員 

ありがとうございます。今日は教育委員会の方と私学協会の方もいらっしゃると思うので、確

かにそういう時代背景というのは今伺ってなるほどと思ったのですけれども、当然個人のプライ

バシーは守られる、当たり前だと思いますが、そういうことも含めて、ぜひその辺は教育現場の

方ともよくよくお話しいただいたうえで、学校側の御理解もいただきながら、行っていただけれ

ばと思います。キャンペーンというのはもちろん展開していただくと実績として増えているとい

うのはあるのですけれど、やはり献血バスが学校へ行けば当然のことながらそこで、じゃあやっ

てみようかという方も出てくると思いますし、やってみて「意外と簡単なんだな」と最初に思っ

てもらい、当然そのあともまた引き続きやってくという風になればと思います。どこかにも書い

てありましたけれど、ボランティアという感覚でいえば、決して今の若い人たちもボランティア

ってことに対して抵抗はない、決してそういう世代ではないと思っているので、ぜひその辺は学

校現場の方ともお話しいただく中で増やしていくことが、10代、20代の若年層の献血の割合が増

えていくということにつながるかなと思ったのでぜひお願いしたいなと思います。 

また、そういう意味でいうと、献血バスの稼働率、バスが何台くらいあって、稼働率はどの程

度でしょうか。要はまだまだ稼働できるのがあるのであれば、企業にしても学校にしても新規開

拓していかなければならないし、今のがもうかなり台数的にも人員的にも限界ということであれ

ば、より、言い方は悪いですけれど確率の高い企業とか学校に目指していかなきゃいけないと思

うので、その辺は今の献血バスというか移動献血の実態、現状はいかがでしょうか。 
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愛知県赤十字血液センター・髙橋推進課長 

今、手元に細かな数字はございませんが、実際のところ、瀬戸にある血液センターにバス７台、

豊橋市に豊橋事業所というのがありますが、こちらにバス２台ございまして、一日で最大９稼働

の状態でございます。それから、愛知県内には両センターの固定施設にも献血できる場所、いわ

ゆる献血ルームがございますので、県内８か所で対応ということになります。よって、実際のと

ころ150稼働くらいを月間あたり最大として動くのですが、先ほどの資料のとおり、平日は企業が

主、過半数を職域で占めている状況ですので、平日の配車を目一杯している状況です。先程から

申し上げているように、学校へお持ちする時期はだいたい学祭がメインであり、企業がお休みに

なる土曜日、日曜日に学祭が盛んに行われますので、その時期にめがけてバスを配車するといっ

た状況になっております。 

愛知県議会・日比委員 

ありがとうございます。やっぱりバスが便利というか、なかなか出向いていくというのは一つ

またハードルが上がるかなと思いますが、逆にバスが会社とか自分の職場に配車されているとな

ると、比較的空いている時間にという方もいらっしゃるかなと思います。私自身、以前労働組合

の役員をやっていた時に、年に２回ほど日本赤十字社さんが来られて、その時は結構会社の社員

がみんなで献血に行っていました。やっぱりきてもらうと「じゃあ行こうか」という方も多いと

思うので、その移動献血というのは一つの大きなツールだと思います。当然予算面もあるでしょ

うけれども、なるべくバスを出していただくということは、より確実な献血につながるのかなと

思ったものですから、質問させていただきました。何点か、細かなところ伺いましたけれど、い

ずれにしてもそういった形で掘り起こしということに御尽力をいただければという風に思います。

ありがとうございました。 

議長・松本局長 

ありがとうございました。ただいま御指摘いただいたことにつきましては従来からの課題とい

うことで、今後改善するようにしていけたらと思っております。そのほか御質問、御意見等ござ

いましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

愛知県医師会・浅井委員 

愛知県医師会です。要するに、献血対象者を若者に広げたいということでＳＮＳによる情報発

信というようなことを先ほど報告されておりましたけれども、参考資料の26ページ、愛知県赤十

字センターにおけるＳＮＳの献血啓発について、Facebook、Twitter、LINEと書いてありますけど、

LINEについてはゲートタワーの案内だけですよね。何が言いたいかというと、愛知県の血液セン

ターはLINEの公式アカウントに登録されていないですよね。で、登録されているのは、兵庫県、
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三重県、北海道、長野県、青森県、秋田県、滋賀県、栃木県、福岡県、佐賀県、宮城県、これだ

けの血液センターはLINEの公式ページアカウントに登録されています。これは今日、朝調べてき

ました。何が言いたいかというと、若者はFacebookはやらない。日本人の若者はもうLINEしかや

らない。だからその辺りも含めてSNSのコンテンツは、選択を考えた方が良いのではないかという

ような点でございます。 

愛知県赤十字血液センター・木下委員 

貴重な御意見ありがとうございます。ゲートタワーのLINEについては、試行的にやりまして、

だいぶ登録していただいている方が増えてきまして、有料パターンというものに移行しないとい

けないということで、予算措置もしながら拡大しているところでございます。血液センターとし

ては、今御意見いただいたように、Facebook、Twitter、LINEというのがＳＮＳの中でも機能が違

う、使われ方が違うというところは十分認識しておりまして、特定の方に情報をお送りして献血

を要請したりするのにはLINEの方が良いというところがございます一方、情報を発散、拡散する

場合には、Facebook、Twitterの方が有用であるというところもあるものですから、今いただいた

御意見を参考にしながら、これらの活用をまた今後も検討してまいりたいと思います。 

愛知県医師会・浅井委員 

よろしくおねがいいたします。 

議長・松本局長 

御指摘のとおりだと思いますので、また改善できるところからお願いします。 

その他御質問、御意見よろしいでしょうか。 

（意見なし） 

議長・松本局長 

では、せっかくの機会ですので献血事業全般につきまして、それぞれのお立場から幅広く御意

見をいただきたいと思います。申し訳ございませんが、時間の関係もございますので、私の方か

ら指名させていただきますので、何でも結構ですのでよろしくお願いします。まず、県民の代表

でもあります県議会の日比委員よろしいでしょうか。 

愛知県議会・日比委員 

先程、浅井先生がSNS、Facebookというお話をされていましたが、せっかくであればインスタグ

ラムの方が若者はやるので、そういう発信ということであればインスタグラムもぜひまた御検討

いただけるといいのではないかと思いました。以上です。 
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議長・松本局長 

ありがとうございました。続きまして日頃から献血の推進などにお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・祖父江委員、いかがでしょう

か。 

ライオンズクラブ国際協会334－Ａ地区・祖父江委員 

ライオンズクラブの祖父江と申します。僕らはいわゆるボランティアの現場の方をやっており

ます。クラブメンバーの方からちょくちょく言われることが、まず僕ら400mL献血の縛りで今やっ

ております。200mL献血は使い勝手が悪いということで縛っているのですが、高校生とか体重が満

たない方はやはり200mL献血しかできないので、その方が、もし、初めての献血だった場合、１回

断ってしまったら二度と来ないと思います。よって、赤十字さんの方から400mLでやってくれと依

頼を受けていますので、そういう風にお断りをしていますが、できたら初回だけでも200mL献血を

やっていただけたらいいかなと、許可していただけたらありがたいなと思っております。ライオ

ンズクラブの方でも、献血バスを御依頼したいというのが多々あるのですが、年間予定が埋まっ

ていまして、なかなか配車ができないということも聞いております。確かに今、７台と２台とい

うことで合計９台、平日の方はほぼほぼ埋まっているというお話を今聞きました。土日でしたら

まだ空いているというニュアンスでしたが、それでよろしかったですかね。 

愛知県赤十字血液センター・木下委員 

先ほど髙橋からも御説明申し上げたとおり、バスの台数以外に職員の配置の問題もございまし

て、現在、配車についてはかなり目一杯のところで実施している状況でございますので、その点

は御理解いただければと思います。 

ライオンズクラブ国際協会334－Ａ地区・祖父江委員 

ありがとうございます。新規でやりたいというクラブが結構あるのですが、なかなか配車がで

きないということなので、これはバスを増やす予定はございますでしょうか。 

愛知県赤十字血液センター・木下委員 

申し訳ございません。今御説明申し上げたとおり、例えば高校等は若年層対策で増やさなけれ

ばいけないというところもありますし、かなり目一杯のところですので、全体として増やすとい

うのはなかなかすぐには難しいところもあるかと思いますので、御要望を伺いながら調整をさせ

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・祖父江委員 
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ありがとうございます。 

議長・松本局長 

一点目についてはいかがでしょうか。 

愛知県赤十字血液センター・木下委員 

200mLについては、他の皆様からも御指摘をいただいて、重要な点と心得ております。これは繰

り返しになるかもしれませんが、病院からの御要望はほとんど400mL、97％くらいが400mLという

ような状況になっておりますので、献血を体験していただく、あるいは初回の方で200mLを経験し

ていただいた方がスムーズに入っていける、それは御指摘のとおりかと思います。一方、いただ

いた血液は貴重なものであり、できるだけ有効に活用させていただきたいというのが血液センタ

ーとしての立場でございますので、その点は御理解いただきたいと思います。 

議長・松本局長 

ありがとうございました。続きまして先ほど事務局の説明にもありましたように献血に御協力

いただいた方々のうち、約６割が会社員、企業の方々ということです。企業側のお立場からの意

見として愛知県商工会議所連合会の榊原委員に御意見をいただきたいと思います。 

愛知県商工会議所連合会・榊原委員 

愛知県については10代の献血の数が増えているということを御説明いただきました。これは非

常にありがたいことではないかと思います。学生献血連盟の方々の若い人たちに向けた地道な活

動が実を結んでいるのではないかと思います。また、先程、日比委員から御説明がありましたが、

参考資料の後ろに献血に関する新聞記事を載せていただいておりますが、学生献血連盟の方々が

若い世代に献血の協力を呼びかけているというものでございまして、やはり新聞に取り上げられ

ますと、多くの人の目に触れることになり、非常に効果があるのではないかと思います。本日、

新聞社の方も御出席いただいておりますのでこうした広報活動もどんどんやっていただきたいと

思います。私ども名古屋商工会議所でも献血活動をやっているのですが、現在そのほとんどが50

代でございまして、以前は会社の前にバスが来ていただいていたのですが、最近は献血ルームに

行ってやるということによって、減っているのではないかと思います。 

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、何か御協力させていただくことがあれば遠慮なく

仰っていただきたいと思います。以上でございます。 

議長・松本局長 



- 17 - 

ありがとうございました。続きまして、女性の立場を代表致しまして、愛知県地域婦人団体連

絡協議会の河野委員、御意見お願いいたします。 

愛知県地域婦人団体連絡協議会・河野委員 

はじめまして。こういう会議に出席するのは初めてで、私は清須市から来ましたけれど、清須

市が今献血の活動に取り組んでいることをお話させていただきます。清須市も毎年成人式の時に

は献血キャンペーンパンフレットを配布して、皆さん啓発活動を行っています。また、10月には

私たちの一大イベント、清洲城祭りというのがありまして、そこでは市民の方、来場者の方に献

血をお願いしております。また、清須市は大学として豊田名古屋自動車大学校と愛知医療学院短

期大学がありまして、そこの学生さんに協力をいただいています。若い方の意識の高さを感じ取

ることもできました。私たち女性の会としましても、色々なイベントとか、地域の方々にPRをし

て、献血の継続的な活動をできるように取り組んでおります。以上です。 

議長・松本局長 

ありがとうございます。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

会の伊藤委員お願いいたします。 

名古屋市地域女性団体連絡協議会・伊藤委員 

こんにちは。今日初めて出席させていただきました伊藤と申します。よろしくお願いいたしま

す。名古屋市の女性会としてはあまり献血というのは進んでやっていないと思います。しかし、

私、今名古屋駅に住んでいるのですが、大名古屋ビルヂングのときから、献血ルーム、今はゲー

トタワーですね、夕方に通りますと、大きい声で皆さんに献血お願いしますと、毎日やってみえ

ます。あれだけは感心いたします。今、資料を見させていただきましたら、ゲートタワーの26階

でやっていると、そういう若い方、働いている方を対象にあれだけ大きい声で呼びかけてみえる

というのは本当に大したものだなと思いました。以上です。ありがとうございます。 

議長・松本局長 

ありがとうございます。次に、安定した血液の供給のためには推進事業の柱の一つとして、若

年層献血の推進を挙げておりますが、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き

まして、愛知県私学協会の川原委員お願いいたします。 

愛知県私学協会・川原委員 

失礼いたします。私も初めての参加ということですが、川原と申します。よろしくお願いいた

します。先日も中日新聞に掲載されたと思いますけれども、卒業の時期に３年生を対象とした献

血を行っている学校さん、こういったところは非常に活発にやられているのではないかなと思う
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のですが、私が勤務している学校につきましては、以前は、先程もお話がありましたが、学園祭

の時期にあてて、献血バスを配車していただきまして、そこで１年生から３年生まで該当する者

について献血協力をさせていただくということでした。しかし、２点ありまして、200mLの献血は、

私どもの理解の浅かったところかもしれませんが、あまり有効ではないという認識のもと、400mL

での献血となると、年齢が限られてくると、高校３年生が中心となる。それとあと１点は学園祭

の時期が11月ごろに行っておりましたので、これは比較的協力することができたのですが、現在

９月の非常に暑い時期に学園祭を行っているということがありまして、また、赤十字血液センタ

ーの方との日程が上手く合わないということで、ここ十数年来できていないということで、私ど

もの考え方としては、生徒たちに献血、ボランティア活動の一つなんだよということで、自発的、

自主的に行うということで、外に出していくというような形で行っております。実際にどれだけ

の生徒が協力できているのかということについて、把握はできていないのですけれども、なかな

かかつてのような感じで献血に協力するということができていないような感じはいたします。あ

とは保護者から、あるいは生徒たちからのいろいろな献血に対しての質問、考え方がいろいろそ

れぞれ多種多様にありますので、そういった対応について、学校の中ではうまく処理できないと

いうところがありまして、現状に至っているようなところかと思います。実際にどれぐらいの学

校さんが献血に協力しているのか、学校の中で行っているのかということについても、我々も把

握していないところがありますので、そのようなところが愛知県下の県立も含め、私学も含め、

そういった学校がどれだけの数が協力されているのかということがわかるようであれば、教えて

いただければと思います。失礼いたします。 

議長・松本局長 

はい、ありがとうございました。同じく愛知県教育委員会の後藤教育主事、お願いいたします。 

愛知県教育委員会・後藤教育主事 

失礼いたします。本日は事務局長の代理として出席させていただいております、後藤と申しま

す。高校では高等学校の保健体育、学習指導要領の解説の中でも献血の制度について触れられて

いることから、授業の中でも取り扱っております。在学中や将来に向けて高校生の意識を高める

きっかけとなるような授業を今後も心がけていきたいと思っております。また、授業以外に関し

ましても、リーフレットやポスター等の配布について、関係機関と連携を図りながら、先ほども

ありましたような、活用の方法も含めて今後も協力して進めてまいりたいと思っております。以

上です。 

議長・松本局長 

はい、ありがとうございました。次に実際に医療を行うお立場から愛知県医師会の浅井委員、

先ほどのこと以外に何かございましたら、お願いいたします。 
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愛知県医師会・浅井委員 

先程、若者の献血についてお話した次第ですが、やはり高齢化社会になっていったときに供給

源というのはどうしても若い人たちにしかいかないというのがあります。そして若い人たちに（献

血意識が）根付けばその人たちもいずれ壮年期までずっといくわけですから、そういうところで

いかに最初の入口をしっかり作るかということが鍵だと思います。なかなか難しいとは思います

が、例えば血液センターを単に献血の場所だけでなく、若者の相談窓口みたいな施設も兼ねるよ

うなシステムにできないかなと考えています。どういうことかというと、例えば行ったときにこ

ういったリーフレットやファイルを渡すのは結構なんですけど、ここにバーコード等をつけて、

若者の相談、例えば自殺予防、いじめ、ハラスメント、そういったところのサイトへ繋ぐ。繋が

って相談できるような体制ができる。そういうようなところをやっていけば、例えばそういった

ところを拠り所にして来る若者たちもきっといるんじゃないかなという感じを持ちますので、そ

ういった配慮ができたらぜひお願いしたいと思います。以上です。 

議長・松本局長 

ありがとうございました。今言われているように、特に若い世代の献血経験者を少しでも増や

していくことが必要だと思います。意外と献血経験者は少ないですよね、日本人の100人のうち何

人でしたか。 

愛知県赤十字血液センター・木下委員 

平成30年は、だいたい各年代で５％から６％の方に協力をいただいているような状況かと思い

ます。 

議長・松本局長 

ということで、もっと多くの人が献血をやっているのかなと思ったら、実はごく５％ぐらいの

人が繰り返し繰り返し献血しているというのが日本の現状なんですけれども、その５％、６％を

７％にするだけでだいぶ変わりますので、その辺が先生が言われているように、若い頃から普及

をしていくというのが大事かなと思います。ありがとうございました。それでは続きまして、市

町村には県と同様に献血推進を図ることが求められております。市長会を代表いたしまして、一

宮市の加藤委員、お願いいたします。 

愛知県市長会・加藤委員 

一宮市においては、わずかでございますけれども、献血事業に対して補助金を出さしていただ

いているところでございます。今バスの話がでておりますけれども、やはりなかなかバスを出し

ても集まらない、例えば、我々は健康まつりというのをやっておりますが、そこへバスに来てい
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ただいておりましたが、やはり話を聞くと昔に比べて非常に数が減ってきているというような状

況を聞いております。代わりに、大型の施設、イオンがありますが、そういうところへ行くと非

常にたくさん集まっているという話を聞いておりますので、なるべくこれからはバスも人の集ま

るところへ行くといいのかなというような話を聞いておりますので、そういった方向でやってい

ただけるといいのかなと思っております。 

議長・松本局長 

ありがとうございました。同じく町村会を代表いたしまして、阿久比町の関委員お願いいたし

ます。 

愛知県町村会・関委員 

町村会から参りました、阿久比町の関と申します。まず最初にお礼を申し上げたいのが、私が

４月に職に赴任をいたしまして、阿久比町の献血の状況が昨年度低かったということでしたので、

今年度、血液センターさんに小さな事業所でありますけれど、協力いただけないかということを

御相談させていただきましたら、センターさんに一緒に取り組んでいただいて、バスの方も配車

をいただくことができました。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。特に阿久比町や

町村におきましては、企業やショッピングセンターなどの支援が非常に限られておりまして、協

力できる範囲が少ないかとは思いますが、少しでも力になればということで努力をさせていただ

きます。来年度も本町のショッピングセンターへバスの配車を１回だったところを２回お願いす

ることができております。微力ながらお手伝いさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願い申し上げます。以上です。 

議長・松本局長 

はい、ありがとうございました。次に、献血の推進には、報道機関が大変大きな役割を果たし

ていただいていると感じております。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 

中日新聞社の生活部長をしております、池田と申します。よろしくお願いします。先ほどより

ここに参考資料としてつけていただきました記事のことを話題にしていただいてありがとうござ

います。最近新聞の影響力低下ということがあちこちで言われており、我々もその対応に苦慮し

ているところですが、こうしてまだ影響力が大きいと言っていただくと、大変うれしく思います。

ありがとうございます。２つの記事を掲載していただいていますが、右側の方は生活部の記者が

書いておりまして、私もこういう委員をさせていただいているので、たまには何かと思いまして

掲載した記事です。左側の方はジュニアと書いてありまして、日曜日にジュニア中日という４ペ
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ージくらいの紙面が真ん中あたりにあるのですけれども、ルビがたくさん振られていることから

もお分かりかと思いますが、主に小中学生向けの紙面です。まだ献血ができる年齢ではないので

すが、将来献血をしていただける層ということもあり、別の部署の記事ではありますが、こうい

うことに触れてもらうという意図もあってやっていると思います。私は献血ルームへ行ったこと

がないのでわからないのですが、ここで見る限りはちょっとした展示スペースがあるようですし、

社会科見学で行けるようになっているのでしょうか。 

愛知県赤十字血液センター・木下委員 

血液の製造等や採血の現場ということですと、献血セミナーを瀬戸の母体で採血から血液の供

給のところを見ていただいて、製造・検査については同じ敷地内に隣接しております東海北陸ブ

ロック血液センターで、ガラス越しではありますが、検査や製造のラインを見ていただくことが

できますので、そういったところで見学への対応ができるようになっております。 

中日新聞社・池田委員 

それは例えば小学生が来たりすることもあるのですか。 

愛知県赤十字血液センター・木下委員 

はい、親子でやっていただく場合もございます。 

中日新聞社・池田委員 

わかりました。うちの社でも最近小学生の見学の受け入れを積極的に行っておりまして、今日

も直前まで夕刊作業をしていたのですが、その間もひっきりなしにお子さんたちがやってきて、

まさに編集の現場を見ていきます。これもさっき言ったように、新聞もどんどん若い方が読まな

くなっているので、子どもの頃にちょっとでも現場に触れてもらって、思い出してもらえればと

いうことでやっています。やはり今はまだ献血の対象ではないけれども、将来対象になってくる

わけですから、そういうところへも働きかけていくというのはもっと力を入れてやられてもいい

のではないかと感じました。以上です。 

議長・松本局長 

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。続きまして行政で広報に携わ

っております広報広聴課の川口主幹、お願いいたします。 

政策企画局広報広聴課・川口主幹 

行政では各種の広報媒体に自主番組等で県政のPRをしてもらえるように県政の情報を提供して

います。献血に関しては７月１日から７日に愛の血液助け合い運動、８月の下旬から上旬にかけ
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ては、官庁街献血、７月と12月末には骨髄バンクドナー登録について提供させていただきまして、

資料の15ページにあるようなものに取り上げていただきました。また、県政記者クラブ発表のと

きには、記者に取り上げていただけるようなわかりやすい資料配布を行うような助言を行ってお

ります。先ほどより「若者」というお話がありましたけれども、県で放送枠を購入している番組

に、「SKE48のあいちテル！」という番組がありまして、６月14日放送分でSKE48の北川さんにゲ

ートタワーで献血を体験していただくという内容をやらせていただきました。来年もこういうこ

とで御協力をしていきたいと思っております。以上です。 

議長・松本局長 

ありがとうございました。ただいま御発言をいただいた方以外で、御意見、御質問等がござい

ましたら、御発言をお願いいたします。 

名古屋市健康福祉局・山本委員 

名古屋市健康福祉局の山本と申します。献血していただく方を増やすということで、献血セミ

ナーを積極的にされているということですけれども、場所での制約等もあるかと思いますが、主

にどういった内容で、どれくらいの時間でセミナーを開催されていて、どうすれば効果につなが

るのか教えていただければと思います。 

愛知県赤十字血液センター・重松企画課長 

血液センター企画課の重松と申します。よろしくお願いいたします。私どもの方では特にこう

いった内容でということは決まっておりませんので、時間を仰っていただければ、10分であった

り、30分であったり、１時間であったり、大学へお伺いする場合は90分でも、DVDやパワーポイン

トを見ていただいて、まずは献血の流れ、また、どうして血液が必要なのか、今後こういった風

になっていくといったことをお知らせして、あとは学生さんたちと質疑応答をさせていただくと

いった形になります。必要なものとしても、パソコンもこちらからお持ちしますので、映し出せ

るところがあれば問題ないですし、人数の方も御相談いただければそれにあった形で対応させて

いただきたいと思いますので、もし何かそういったことがございましたら御連絡いただければ対

応させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

名古屋市健康福祉局・山本委員 

ありがとうございます。セミナーに参加された方の中で、献血していただける方の割合は高い

のでしょうか。 

愛知県赤十字血液センター・重松企画課長 
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はい。夏休みですと小学校や中学校のお子さんの自由研究という形でお父さん、お母さんが一

緒についてきていただいて、できれば瀬戸の方へお越しいただくと実際採血する部門もあります

し、医療機関へ配達する供給部門もございます。先ほど木下が申し上げましたけれども、隣の建

物で検査部門や、献血血液を輸血用血液製剤にする工程も見られますので、そういったものを見

ていただいて、お子さんには献血はお願いできないですけれども、お父さん、お母さんに献血し

ていただいております。あと、高校生に職場体験で来ていただいて、供給へ同行したり、献血の

呼びかけを体験していただいたり、セミナーでも10分、20分のお話をして、興味のある方は瀬戸

の献血ルームで献血をしていただいたりしております。正確な数はとっておりませんが、かなり

の割合で献血をしていただいていると思います。 

名古屋市健康福祉局・山本委員 

ありがとうございました。 

議長・松本局長 

その他、御質問、御意見ございましたらお願いします。 

（意見なし） 

特に他にないようでございましたら、事務局においては最終的な国の計画と本日の会議の御意

見、内容を踏まえまして、計画の作成をお願いします。その他事務局から何か連絡事項があれば

お願いします。 

医薬安全課・伊藤課長補佐 

はい。事務局から一点、血液法の改正について御紹介をさせていただきます。参考資料の27ペ

ージを御覧いただけますでしょうか。 

平成25年の改正法の附則に施行後５年を目途とした見直しが規定されていることを受けまして、

血液法の改正が予定されています。詳しくは28ページ、29ページを御覧ください。主な改正内容

は、３点でございます。一点目、28ページの左上でございます。血液を由来としたｉＰＳ細胞の

医薬品試験を行うための採血等の制限の緩和。二点目、28ページ左下でございます。採血業の許

可基準の明確化。三点目、29ページ上側でございます。採血事業者のガバナンスを強化するため

の措置でございます。この改正法案は、今通常国会に提出される予定でございます。説明は以上

でございます。 

議長・松本局長 

ただいまの説明につきまして何か御質問ございますでしょうか。 
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（質問なし） 

○ 閉会 

議長・松本局長 

これをもちまして平成30年度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。 

最後に私の方から一言お礼を申し上げます。本日は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いただき、誠にありがとうございました。今後の事業の推進に活かしてま

いりたいと思っております。献血事業につきましては、皆様の御協力のおかげで需給バランスも

現状では順調にきていると感じております。皆様方におかれましては、今後とも愛知県の血液事

業につきまして引き続き御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げましてお礼の言葉とさせて

いただきます。本日はありがとうございました。 

医薬安全課・小栗主幹 

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いたします。どう

もありがとうございました。 


