
 

令和元年度愛知県献血推進協議会議事録 

 

（１）日時・場所 

令和２年２月３日（月）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（15名）（順不同、敬称略） （注）◎：議長 

神戸 健太郎、沢田 壽一、中根 雅希、河野 ともえ、吉田 伸一、川原 雅寛、坂下 稜太、 

木村 隆、浅井 清和、齋藤 雅人、𠮷田 雅仁、遠藤 健司、山本 靖之、木下 朝博 

◎吉田 宏 

（３）代理出席者（６名）（順不同、敬称略） （注）カッコ内は委員氏名 

大竹 道治（吉田 雄彦）、松平 伸一郎（新村 和昭）、川口 佐織（野村 知宏）、 

市川 暁仁（内田 次夫）、成瀬 文浩（竹内 清美）、清水 俊次（成田 裕資） 

（４）欠席委員（６名）（順不同、敬称略） 

榊原 博行、伊藤 和子、熊谷 啓之、直江 知樹、松下 正、犬塚 君雄 

 

 

○ 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「令和元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、愛知県保健医療局の吉田局長から御挨拶申し上げます。 

 

１ 挨拶 

愛知県保健医療局・吉田局長 

本日はお忙しい中、「令和元年度愛知県献血推進協議会」に御出席いただき、ありがとうござ

います。 

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するものです。 

さて、今年度の本県における献血の状況でございますが、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21万３千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76.7％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日頃からの熱心な推進活動の取組の賜物であり、大変あり

がたく、心強く思っております。 

しかしながら、少子高齢化社会を迎え、献血できる方の人数は減少しつつあります。加えて、

近年は若い方による献血率が微増傾向にあるものの、依然として低く、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あります。 



- 2 - 

 

このため、愛知県におきましては、市町村、日本赤十字社と連携しながら、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」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、平成29年度から開始した「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も継続しており、徐々に

ではありますが、若年層の献血率が増加傾向にあります。 

 

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、皆様の御理解と御支援をいただき

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。 

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、よろしく

お願いいたします。 

最後に、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、よろし

くお願いします。 

 

資料確認・議長選出 

医薬安全課・小栗主幹 

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。 

愛知県商工会議所連合会の榊原様、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、豊橋市健康部の犬塚様、以上の５名でござい

ます。 

また、本日、名古屋市地域女性団体連絡協議会の伊藤様につきましては、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。 

 

（資料の確認） 

 

もし足りないようでしたらお知らせくださいますようお願いします。 
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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、吉田局長、議長席にお願いします。 

 

２ 報告事項 

（１）血液事業の現状について 

議長・吉田局長 

それでは、よろしくお願いします。 

本協議会は、献血思想の普及や安全で良質な血液の安定確保などのため設置されております。

そのため、本日は是非皆様の御意見・御提言等を賜り、また御協議願いたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

では、早速議事に入りたいと思います。 

皆様方の御協力をいただき、スムーズな進行が出来ますよう、よろしくお願いします。 

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、よろしくお願いします。 

始めに、報告事項（１）の「血液事業の現状」及び（２）「令和元年度血液事業概要」につい

て、事務局から報告してください。 

 

（１）血液事業の現状について 

医薬安全課・濵島課長補佐 

医薬安全課の濵島でございます。血液事業の現状につきまして、報告いたします。 

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、令和元年度の献血者数

の欄を御覧ください。令和元年度の目標達成状況ですが、目標の 278,350 人に対しまして、213,365

人であり、12 月末時点での達成率は 76.7％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。愛知県における令和元年の献血者数は 282,749 人で、前年より 14,607 人増加しており



- 4 - 

 

ます。ページ下段の全国の令和元年の献血者数は、速報値では 4,859,253 人となっており、151,302

人増加しております。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 歳代が最も多くなっており、全体の約 28％を占める一方で 10 歳代は約５％、20

歳代、30歳代は約 17％であり、引き続き、若年層の献血者の確保が課題となっています。 

ここで 45ページ、46 ページを御参照ください。平成 12 年から令和元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、ずっと減少傾向にありましたが、平成 29 年から増加

に転じ、平成 30年から令和元年にかけては 0.3％増加となっています。 

また、53ページの下段を御覧ください。毎年、全国で展開されます「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

夏のキャンペーン」、「卒業献血キャンペーン」などの取組を行いました。その結果、ページ上

段にありますように、昨年に続き、高校生の献血者数が増加するなどの成果がありました。これ

らの取組を継続することで、10 代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。

令和元年は実本数で、愛知県内の医療機関に成分製剤を 258,157 本供給しております。前年と比

較しますと増加しておりますが、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。その他として、献血者の状況をまとめております。（２－１）

の回数別実献血者数ですが、１年間に２回以上御協力をいただいた献血者数も増加しております

が、依然として、１回だけの献血者が約７割を占めております。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ページに令和元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。 

血液事業の現状につきましては、以上です。 

 

（２）令和元年度血液事業概要について 

医薬安全課・濵島課長補佐 

引続き、報告事項（２）、令和元年度血液事業概要について報告いたします。 
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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。２つ目の白丸、地域における啓発活動等を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。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16,600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。 

昨年度に引き続き、愛知県赤十字血液センターに協力する形で、「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、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

ました。 

 さらに、今年度は新たな取り組みとして、将来的な献血者確保を見据え、幼少期から血液や献

血に触れる機会を設け、理解を深めていただくため、愛知県赤十字血液センターに協力する形で、

県内の全ての小学校へ啓発用DVDを配布しました。 

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。 

事務局からの令和元年度血液事業概要の報告は以上です。 

 

議長・吉田局長 

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・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。平素より血液事業に多大なる御理解、御協力

を賜りまして誠にありがとうございます。この場をお借りして御礼申し上げます。ただいま事務
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局から御説明がございましたが、私からも、少し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。 

資料の１ページの年度別献血目標及び達成状況ですが、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。令和元年度におきまして

も、12月までの献血者数の実績で、ただいま御説明がございましたとおり、達成率76.7％、年度

での達成率を101.8％と見込んでおりまして、必要量を確保できております。資料の２ページを御

覧ください。令和元年の献血者数は、先ほども御報告がありましたとおり、282,749人、昨年が

268,142人でしたので昨年からの増加数としては、14,607人、5.4％増加しております。一方供給

数でございますが、７ページを御覧いただきますと、製剤ごとに差はあるものの、令和元年の供

給数は258,157本、前年が252,421本でしたので、前年からの増加数としては5,736本、2.3％増加

しております。医療機関の需要に対し、安定的に供給できたかといいますと、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、成分採血におきまし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量しておりまして、このような効率的な採血を行うことにより、少ない

献血者数で必要な血液量を採血させていただき、本年度も各医療機関の需要に対して安定的に供

給できていると考えております。 

続きまして資料のページが、少々戻りますが４ページから５ページを御覧いただきたいと思い

ます。10代の献血者数については、４ページの上の方を御覧いただければと思いますが、昨年か

ら938人の増加、高校生は５ページの右下の方になりますが、6,277人で資料には示されておりま

せんが、昨年が5,485人でしたので792人増加しております。これは10代の人口が減少する中、愛

知県、愛知県教育委員会並びに学校関係者の皆様に御協力いただきまして、事務局からも御説明

がございましたが、「卒業献血キャンペーン」や「10代夏の献血キャンペーン」等、若年層対策

を行い、平成29年度から継続的に実施することができております。これらの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携わってい

ただいております。当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109

回の献血セミナーを開催し、4,545名の学生に参加いただいております。また、他にも中学校、高

校の職場体験を積極的に受け入れ、輸血用血液の納品現場への同行や、献血の呼びかけといった

業務体験をしていただくとともに、高校生については献血にも御協力をいただいております。 

また、将来の輸血医療を支える世代となる小学生の方々への献血啓発にも力をいれており、血

液、献血のことが分かりやすく理解できるアニメーションの献血啓発動画を作成いたしました。

これも御説明ございましたとおりですが、先月愛知県、愛知県教育委員会並びに学校関係者の皆

様の御協力をいただき、愛知県内の全小学校へ献血啓発DVDを配布させていただきました。この場

をお借りしまして関係者の皆様には多大なる御協力を賜りましたことを誠に御礼申し上げます。 

２年前に導入した献血のWeb会員サービス「ラブラッド」を活用して、メールによる献血の協力

依頼や、Webによる予約の推進を図っており、現在103,429名の会員の登録をいただいているとこ

ろです。年間複数回にわたり献血の協力を得ることによって血液を安定的かつ効率的に確保する
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だけでなく、献血者サービスのWeb閲覧などの献血者の利便性の向上に寄与するラブラッド会員へ

の登録についても引き続き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・吉田局長 

ありがとうございました。「血液事業の現状」及び「令和元年度血液事業概要」について報告

がありましたが、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。 

 

３ 議題 

令和２年度愛知県献血推進計画について 

議長・吉田局長 

 それでは、次に議題の「令和２年度愛知県献血推進計画」について、事務局から説明してくだ

さい。 

 

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。令和２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。 

まず、資料の20ページ、「令和２年度愛知県献血推進計画（案）」をお開きください。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」の規定により、

国の定める基本方針と国の計画に基づき、協議会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ありますが、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、御意見をいただいたうえで、３月末頃に

策定される最終的な国の計画と照らし合わせ、４月当初に県の献血推進計画を策定し、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、「前年度からの主な変更点」、30ページからは、「新旧対照表」

をつけておりますが、変更点としては、目標人数の変更及び国の計画の文言整理に併せたもので

ございます。また、国の計画及び新旧対照表は、参考資料の12ページから23ページにおつけして

おりますので、参考としてください。 

 それでは、改めまして20ページ、令和２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。 

 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。令和２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
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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6,100人、400mL献血により

172,300人、一行飛ばしまして、血漿成分献血により73,440人、血小板成分献血により37,560人、

１行飛ばしまして、合計289,400人の献血者の確保を目標とします。この目標値は、前年の278,350

人と比較し、11,050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

したことなどにより、献血により確保すべき血液量及び目標者数が増加したことが要因でござい

ます。後ほど、この理由につきましては、計画の原案を作成した愛知県赤十字血液センター様に

も御説明をお願いしたいと思います。また、各区分の献血目標は、２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

２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ページをお開き願います。令和２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。また、成分献血については、血液センター及び献

血ルームで採血します。 

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、令和２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、ウの項にありますとおり、若者向けにSNSなど

の情報発信を続けて参ります。また、オの項、22ページの上段のカにあるとおり、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。 

続いて、（２）「企業における献血の推進」については、令和２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」については、若年層を含む幅広い層の方々に御協力いただける

よう、血液センターとも協力し、キャンペーンを実施して参ります。 

（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。また、前年に引き続

き、QRコード等を掲載したインターネット上の情報にアクセスしやすい啓発資材を作成、配布等

することにより、献血への理解と協力を呼びかけます。 



- 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

を開催し、知事感謝状等の功労者表彰を行って参ります。 

なお、資料の43ページから44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。国計画（案）の変更を反映し、一部、文言整理を行いました。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により、利便性が向上されるよう、

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23ペー

ジを御覧いただきまして、３の「災害時等における献血の確認等」については、国計画（案）の

変更を反映し、全体的に文言整理を行いました。資料の24ページを御覧いただきまして、３（２）

のとおり災害時には、血液センターが献血者の安全に十分配慮したうえで、県及び市町村と連携

して、献血への協力を呼びかけ、医療需要に応じた血液確保を図って参ります。 

それ以外の事項としまして、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・吉田局長 

ただ今の説明にありましたとおり、令和２年度計画における献血の目標量、目標人数が前年度

計画から変わっております。その設定について、愛知県赤十字血液センターの木下委員、御説明

をお願いできますか。 

 

愛知県赤十字血液センター・木下委員 

はい。ただいま事務局から御説明がございましたが、令和２年度の計画の目標数等の変化につ

きましては私から補足説明させていただきます。着座にて失礼いたします。まず、資料21ページ

を御覧ください。御説明にもございましたが、令和２年度の献血目標人数は全体で289,400人でご

ざいます。資料にはございませんが、前年が278,350人ですので、前年度からは11,050人と大きく

増加しております。資料29ページを御覧ください。今回増加の大きな理由といたしましては、理

由①に記載しております国の原料血漿確保目標量が増加したことによるものです。令和元年度は
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全国で112万Lの確保のところ、令和２年度は120万Lの確保と８万Lの増加となっており、愛知県で

は約1,400Lの増加の70,346Lとなっております。その背景といたしましては、今年度と同様、血漿

分画製剤の需要の増加などの理由となりますが、こうした背景を受けまして、全国的な原料血漿

の確保目標量の増加となり、特に血漿成分献血を中心に目標人数を増やすことになり、愛知県の

血漿成分献血につきましては、資料21ページを御覧いただければと思いますが、ここには書いて

ございませんが、前年が68,750人でしたので、4,690人増加の73,440人を予定しております。 

また資料29ページにお戻りいただきたいと思います。次に理由②でございますが、東海北陸ブ

ロック内におきまして、より効率的な献血協力者の確保ということで採血体制の見直しがござい

ました。現在日本赤十字社では献血者確保をブロック全体で確保することとしておりまして、血

漿や血小板などの成分献血については献血ルーム等の固定施設で行っておりますが、血小板製剤

は採血後４日間と非常に短い有効期間でございます。このことからアクセスの面からも遠隔地に

ある福井県内の献血ルーム及び静岡県内の１献血ルームの血小板成分献血を中止し、血漿成分献

血のみの実施に変更しました。このため、製造所の東海北陸ブロック血液センターがあり、献血

ルームが所在する愛知県におきまして、血小板成分献血目標人数が、前年は32,600人でしたが、

4,960人増えまして37,560人を予定しております。 

次に資料29ページにお戻りいただいて理由③でございますが、過去の供給実績から算出した赤

血球製剤の需要が微増しているため、400mL献血の目標人数は1,700人増加の172,300人の予定とし

ております。 

最後に理由①、②で申し上げましたとおり、成分献血の目標人数が大きく増加しておりますの

で、献血ルーム等では成分献血の受け入れを強化することになり、献血ルームでのベッド数など

の受け入れ態勢も考慮し、献血バスでの400mL献血の目標人数が3,030人増加の95,260人を予定し

ております。目標人数の増加の理由については以上となりますが、先に説明しましたとおり、原

料血漿の必要量が増加傾向にあります。来年度につきましても引き続き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

法により原料血漿の確保に引き続き努めてまいります。また、今年の事業概要でもお話ししまし

たが、ラブラッドを用いた献血の予約率のさらなる向上、比較的体格の大きな方々、循環血液量

の多い方々に献血に御協力いただけるよう依頼するなど、ラブラッド会員の登録有効活用を推進

してまいります。また、血液を安定的かつ効率的に確保するため、年間複数回に渡り献血に御協

力いただけるような各種キャンペーン等の取組を考えております。また、先ほど御説明しました

通り、DVDですけれども、小学生以外の世代の方々への献血啓発に寄与するよう効果的に活用して

まいりたいと思います。学生だけでなく一般の方々を対象とした献血セミナーや施設見学等も積

極的に実施し、受講後には献血に誘導できるような取組を考えております。私からの説明は以上

でございます。 
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議長・吉田局長 

ありがとうございました。それでは、ただいま説明のありました「令和２年度愛知県献血推進

計画」を含めまして、御意見、御質問がありましたら、お願いいたします。 

 

愛知県議会・神戸委員 

御説明ありがとうございました。愛知県議会の神戸健太郎と申します。２点ほどお尋ねしたい

と思います。 

まず、若年層を増やすための取組でございますが、例えば献血ルーム、タワーズ20、JRセント

ラルタワーズの20階ですか、それからゲートタワーの26階にもルームを設けられたり、日本で１

番高い場所にある献血ルームという風に聞いておりますけれども、そういったことからも、若い

人を増やしていく努力は感じられます。先ほど資料の中の４ページで御説明がありました、16歳

から19歳については献血率が増えているわけですが、20から29歳、30から39歳では少しずつ減っ

てきているということです。16歳から19歳の方は高校生の卒業キャンペーンなどを実施したこと

の成果もあるのかと思いますけれども、それ以外の若い人に対してそれほど増えている感じがし

ませんが、その辺りの状況をどのように認識されているのか、先ほど少し御説明がありましたけ

れども、改めてお尋ねをしたいと思います。 

そして、そのことに対して既に取組中でございますけれども、今後更にどのような点に力点を

おいて推進していこうとされているのか、その辺りを改めてお尋ねしたいと思います。 

 

医薬安全課・小栗主幹 

事務局医薬安全課の小栗でございます。若年層の献血者確保のための対策につきまして、御説

明いたします。資料の 47 ページ下段を御覧ください。本県における年代別構成比について、令和

元年と前年を比較しますと、10歳代では 0.1％増加していますが、20歳代、30 歳代ではやや減少

しております。しかし、県内の献血者数は 15,000 人弱が増加しており、全ての年代で増加してお

ります。 

 比較のために、45 ページの下段の年代別献血率の推移を御覧ください。年代別献血率とは、各

年代の人口に占める献血した方の割合でございます。表の右下にあります令和元年と前年の平成

30 年を比較しますと、10 歳代、20 歳代、30 歳代のいずれの年代も横ばい、或いは増加傾向にあ

ることがわかります。 

 このことから、各年代における献血意識は維持または向上しつつある状態にあるとも言えます

が、引き続き、将来を見据えての献血者の確保が課題となっています。 

本県では、愛知県赤十字血液センターの協力のもと、小学生の親子を対象とした「夏休み親子

血液教室」や高校生を対象とした啓発キャンペーン等を実施することにより、引き続き若年層の

献血者確保に向け、取り組んで参ります。 
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愛知県議会・神戸委員 

ありがとうございました。それでは２つ目の点をお尋ねしたいと思います。私も今まで献血し

たときはいわゆる献血バスでしかしたことがなかったのですが、資料を見させていただきますと、

献血ルームにおきましては、全血献血とは別に、成分献血というものがあるということを恥ずか

しながら最近になって知ったわけでございます。 

お尋ねしたいのは、成分献血というのは必要な成分を抽出して特定の用途に向かって使ってい

くということだと思いますけれども、最新の医療現場において成分献血の使われ方として、この

ような使われ方もしているという最先端の使われ方を折角の機会でございますので御紹介いただ

ければありがたいと思います。 

 

愛知県赤十字血液センター・木下委員 

それでは血液センターの立場として私の方からお答えいたします。現在、疾患別の輸血状況と

いうことで最初に御説明させていただきますと、一番多いのはがんの患者さんということで、悪

性新生物となります。内訳で申しますと血液がん、白血病や悪性リンパ腫の患者さんが多いです。

続きまして血液疾患というがん以外の骨髄異形成症候群（MDS）や再生不良性貧血等、続きまして

心臓疾患等の循環器系の疾患の方、特に手術等の場合に多く使われることになるかと思いますが、

そのような方を対象にした医療で活用していただいていると存じます。特に成分献血につきまし

てはということですけれども、例えば血小板輸血ですと、もともとの疾患の特性で血小板が減る

ような血液がんの患者さんに加えまして、例えばがんの患者さんではがんに対する薬物療法が非

常に普及しておりますけれども、その副作用として血小板減少等の血液の障害が出ますので、そ

の支持療法として使われます。あるいは心臓の手術などでは体外循環等で大量の血液が体の外に

出ますので、その時に必要な血液の成分を補いつつ手術をしていただくという形で、最先端の医

療において輸血療法というのはそれぞれの成分が欠かせないものになっていると考えております。

以上です。 

 

愛知県議会・神戸委員 

ありがとうございました。今のような使われ方をしているという点もまだまだ一般市民の方々

知らないことが多いと思いますので、一番目の若年層へのPRと含めて、献血の効用という意味で、

今後もPRに尽力をいただきたいと思います。最後にこういった推進をしていく上で、今日資料を

見させていただきますと、「献血は一番身近なボランティア」という資料があったかと思います。

「献血」という漢字２文字よりも市民の方々、若い人たちは、ボランティアをすることで社会と

つながっていたいという思いがあるかと思います。そういった方々の気持ちに訴えるようなキャ

ッチコピー、ネーミングというのがとても大切なことだと思います。また、「ラブラッド」とい

うこれもラブとブラッドを重ねた言葉だと思いますが、これもとても若い人の気持ちを惹くので



- 13 - 

 

はないかと思います。今後もそういったことにも気を配っていただきながら広報活動に尽力して

いただきますようにお願いいたしまして私の質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議長・吉田局長 

ありがとうございました。そのほか御質問、御意見等ございましたらお願いします。 

 

ライオンズクラブ国際協会334－Ａ地区・沢田委員 

ライオンズクラブの代表の沢田壽一と申します。１月の中旬に成人式が行われました。私たち

のクラブでちょっと話題になったわけでありますが、成人式の記念の献血、そういったものに着

目してはどうかということが話題になりました。 

そこでこういった地域が愛知県内であったのかどうか、私たちそういった情報が入ってきませ

んのでそういったことがありましたら知らせていただきまして、これから知多半島でもそういう

雰囲気をもしできることなら作っていきたいと思いましたので質問しました。 

 

愛知県赤十字血液センター・木下委員 

ありがとうございます。成人式のときの献血キャンペーンというのにちょっと近い形で、昔か

らはたちの献血キャンペーンを全国的に行っております。それ以外にも少しはたちよりも若くな

りますが、高校生の方を対象とした卒業献血キャンペーンも行っております。特に血液の需要も

踏まえて夏の献血キャンペーン等も行っております。御質問いただいた主旨を踏まえ、適切な広

報、啓発を進めてまいりたいと存じます。 

 

ライオンズクラブ国際協会334－Ａ地区・沢田委員 

ありがとうございます。 

 

議長・吉田局長 

その他御質問、御意見よろしいでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

議長・吉田局長 

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。先程、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、企業の方々です。多くの労働組合が加盟しておられます、日本

労働組合総連合会愛知連合会の中根委員いかがでしょうか。 
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日本労働組合総連合会愛知連合会・中根委員 

連合愛知の中根と申します。特に企業という中で社会貢献という観点から献血に取り組んでい

るところかと思います。それが一部、特に大手の方がメインかと思いますがそこに集中しがちと

いうこともありますので、中小も含めてぜひとも全体的な活動となるよう取り組みたいと、労働

組合としても思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

議長・吉田局長 

ありがとうございました。続きまし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

愛知連合会の大竹事務局長いかがでしょうか。 

 

健康保険組合連合会愛知連合会・大竹事務局長 

はい。健保連愛知の大竹でございます。私どもも献血は非常に重要で大事なことだという認識

でございまして、協力の方は過去からさせていただいているところです。たしか２年前ほどだっ

たと思いますけれども、手前どものホームページでリンクをさせていただいて、献血に行こうと

いうバナーを出させていただいているところであります。連合愛知の委員さんも仰いましたが、

私も健保連愛知に来る前はトヨタ系の企業からこちらへ来ているわけでございまして、工場の方

には何回か献血車がまいりまして、休憩時間中に御協力するということをやっていたという記憶

がございます。今のところは安定供給という話ではあるのですが、目標値が上がったということ

でどうしても量を確保しなければいけないということです。若い世代に対しての教育ということ

ももちろんですけれども、やはり企業の方の協力は非常に必要だと思います。そういったところ

で積極的にいっていただいて、協力の依頼をされた方がよろしいのではないかと思います。 

私事ですが、昨年60歳になりまして、いよいよ献血できない年齢になったと思っていたのです

が、69歳までできるということで、このことがあまり知られていない。いよいよドナーができな

くなったというのはわかっていたのですが、献血が69歳までできるということが、45ページの表

を見ると、している方にも高齢化の波が若干見て取れるところでございまして、積極的にPRされ

てはいかがかなあと思います。若手もいいけど、年をとっても献血できますよということです。

これがあまり年寄りの血液ばかり集まってもどうなのかというのは別の話ですけれども、そうい

った取組はどうでしょうかというところでございます。 

 

議長・吉田局長 

貴重な御意見ありがとうございました。確か69歳まで献血するためには60から64歳の間に１回

以上献血する必要があるのでしたでしょうか。 
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愛知県赤十字血液センター・木下委員 

60から64歳の間に献血していただいたことがある方については、69歳までということになって

おりますので、そこも含めて広報していきたいと思います。 

 

議長・吉田局長 

よろしくお願いいたします。 

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河野委員いかがで

しょうか。 

 

愛知県地域婦人団体連絡協議会・河野委員 

愛知県地域婦人団体連絡協議会から参りました河野です。私は婦人の立場から申しますと、婦

人団体というのは献血という直接的な協力は難しい段階になってきておりますが、私たちも例え

ばもうすぐ行くのですが、血液センターへ研修・見学へ行って、自分たちも関係ないからという

のではなくて、色々な知識を学んで、地元のイベントとか地域産業とかそういう時に啓発をして

いけたらいいなと思います。というのはやはり地元なので、若い方や若いお母さん方といった方々

の顔見知りもあって、声もかけやすく、お話もしていきやすいかなという風に思って、そういっ

た自分たちでできる協力というのをしていきたいと考えております。小学校のDVDの件ですけれど

も、よく環境問題などでも出前講座などをやっているのですが、そういった色々な機会をたくさ

ん作って、頭にどんどんインプットしていくと、献血ができる年代になったときに、そういえば

あの時ああいうこと聞いたよねと興味を示していただけるというのもいいのではないかと思って

おります。以上です。 

 

議長・吉田局長 

貴重な御意見ありがとうございました。 

愛知県では安定した血液の供給のため、推進事業の柱の一つとして、若年層献血の推進をあげ

ております。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、愛知県公立高等学

校長会の吉田委員いかがでしょうか。 

 

愛知県公立高等学校長会・吉田委員 

 はい。公立校長会です。日頃は御理解、御協力、御支援、本当にありがとうございます。私、

今回初めて出席させていただいておりますが、若年層の献血が増えているが、まだもっと増やし

たいという大きな課題をよく認識させていただきました。校長会としても高校生に向けて各学校

で取り組みはしているところで、具体的な数値は今日持っていませんが、引き続き協力をしてま

いりたいと思っております。本校のことになりますが、いろいろポスターを配ったり掲示をした

り、廊下に貼ったりしているのですが、PTAの方が、それを見て、あ、献血だとおっしゃるのを聞
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いたことがあるので、例えばですが、学校としてPTA行事みたいなものでもう少し広げていくとい

うのが考えられるのではということを思いました。引き続き協力をさせていただきたいと思いま

す。 

 

議長・吉田局長 

ありがとうございました。同じく、愛知県私学協会の川原委員いかがでしょうか。 

 

愛知県私学協会・川原委員 

失礼いたします。愛知県私学協会の川原と申します。よろしくお願いいたします。昨年初めて

本協議会に参加させていただきまして、すぐにその後に行われました私学協会の教職員部会で加

盟校55校に対して、献血の協力要請をいたしました。そのことが少しでも貢献できているのであ

れば幸いだと思います。引き続き各学校、特に高等学校の保健体育の学習指導要領の解説の中で

も触れられていますので、授業、保健体育ばかりではなく、他教科についても広く啓発、理解等

を進めていきたいと考えております。また、特別活動の特にボランティアの一環として、貢献で

きるようにという風に考えております。本校では今年度、文化祭の時に、これは本校の特徴です

が、保護者の方がたくさん見えます。あと、地域の方もたくさん見えますので、本校の生徒を含

めてですけれども、献血車に来ていただいて、献血活動をしたということがございまして、来年

度もこのような形で進めていきたいという風に思っております。先日、日本赤十字社からこうい

った読み物をお送りいただきました。実はですね、このはたちの献血キャンペーンで乃木坂46と

いうタレントさんを起用されているのですけれど、右から２番目の遠藤さくらさん、これは昨年

度、３月まで本校に在籍していた生徒だったんです。ということもありまして、本校では更に理

解が深まったかなということがありまして、今ちょうど高校３年生と同学年になりますので、同

年代の子、あるいは１、２年生の子たちもですね、先輩がこのように活躍しているので、我々も

頑張りましょうという機運が高まってきているところでありますので、来年度はもっともっと貢

献できればと考えております。日本赤十字社さん、起用していただきましてありがとうございま

した。 

 

議長・吉田局長 

はい、ありがとうございました。積極的で特色ある取組ありがとうございます。続きまして愛

知県教育委員会の松平指導主事いかがでしょうか。 

 

愛知県教育委員会・松平指導主事 

よろしくお願いします。愛知県教育委員会保健体育課松平です。私からは授業での取組につい

て少しお話させていただきます。授業においては、高校２年生の保健体育、科目：保健の中で、

我が国の保健医療制度というところで、献血の制度に特化した授業ではございませんが、保健医
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療制度の授業を行うにあたって、献血の制度について触れながら授業を展開するということに、

国が定めた学習指導要領には書かれております。また、教科書の方にもその範囲でコラムとして

献血、臓器移植のコラムが載っておりまして、比較的こちらの方で生徒さんへの授業での展開で

触れさせていただいていることが大体でございます。学習指導要領においては10年に１回の見直

しがございまして、高等学校においては令和４年度から年次進行で新しい学習指導要領が始まり

ますが、新しい学習指導要領においても、変わらず、我が国の保健医療制度の中で、献血の制度

に触れるようにするという記載は変わっておりませんので、今後同じように授業での取組が行わ

れていくというところでございます。以上です。 

 

議長・吉田局長 

はい、ありがとうございました。次に、今後の献血を支える若い世代への献血啓発活動につい

て、愛知県学生献血連盟の坂下委員いかかでしょうか。 

 

愛知県学生献血連盟・坂下委員 

愛知県学生献血連盟委員長の坂下と申します。よろしくお願いいたします。僕の方からは愛知

県学生献血連盟の活動の内容等について説明させていただきたいと思います。僕たち愛知県学生

献血連盟は年３回行われている献血キャンペーンの準備などの活動を僕たちが中心となって行っ

ています。他にも東海北陸ブロックの方で決まった内容で、今年から献血セミナーを徹底してい

こうということで、献血セミナーを愛知県学生献血連盟内の学生を中心に、所属している各大学

に出向いてセミナーを行いました。キャンペーンの方は、皆さんが御存知かわからないのですが、

ステージの方で献血大使のOS☆Uに出演していただいて、ステージの方も彩豊かな状態となってい

て、若年層の献血者数の方もキャンペーンの中ではありますが徐々に伸びている方向になってい

ます。僕の中で献血に関する若年層の意見として大事だなと思うのは、今、１回目の献血という

のも僕は大事だと思うんですけど、その献血というのは１回目から２回目に移る段階がすごく難

しいと思っていて、初めて献血するよりも、１回目でもしマイナスの印象を持ってしまったとき

など、そういった段階で２回目に移るのが難しい子というのが、僕の学生の中でもかなり意見す

る子がいて、そういった意見というのを活動の中に取り入れて僕たちも改善していけたらなと思

っています。以上です。 

 

議長・吉田局長 

はい、本当に現場での御苦労を踏まえて更に効果的な取り組みをよろしくお願いしたいと思い

ます。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いかがでしょうか。 
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愛知県医師会・浅井委員 

はい。実は昨年私この会でいろいろな資料を見たときに、これすぐにネットにアクセスするよ

うな対応を取った方がいいですよということを言ったら、この１年で全てQRコードがついていて、

すごく迅速な対応を本当にありがとうございます。これから輸血する状況というのはだんだん増

えてくるというのが実際のことですし、また、そういう血液疾患と悪性疾患との対応というのも

これから進歩するにつれて当然輸血量もまた増加して来るのですけれども、やはりそういう若い

人たちにお願いするしか、なかなか手がないんですね。どうしても高齢の方は献血といっても色々

薬を飲んでいる方が多いとった影響があるので、なるべく薬の服用率の少ない人を集めるのが効

率的だと思います。それでちょっと質問なんですけれども、前回、献血バスをもっと出してとい

うようなことが議題になったと思うんですけれども、その稼働率がどうなったのかということと、

昨年から今年にかけてというのは若い人の献血が増えているのは池江璃花子選手の影響が多分に

あると思うのですが、その辺りのことはこういった献血活動に影響が出たのか、分かれば教えて

いただきたいです。 

 

愛知県赤十字血液センター・木下委員 

 はい。御質問ありがとうございます。献血バスにつきましては、色々な配車、こういうところ

に配車したらどうかということで御意見をいただきまして、色々と、中でももちろん若年層への

推進を含めて、学区域への配車ということなど、可能な範囲で取り組むようにさせていただいて

います。委員が御指摘の池江璃花子さんの件ですけれども、去年の春先だったかと思いますが、

その後特に献血、あるいは血液センターで行っております骨髄バンクのドナー登録が非常に多く

なった時期がございまして、それが御指摘のような若年層の改善に一部寄与していることはもち

ろん事実かと思いますが、それ以外に先ほど御説明申し上げたような卒業献血キャンペーンや夏

の献血キャンペーン等、県教育委員会などと協力して進めております事業の効果もあるのではな

いかと血液センターとして考えております。 

 

議長・吉田局長 

はい、ありがとうございました。事務局に対してはお褒めの言葉をいただきまして大変励みに

なりました。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、碧南市の齋籐委員、お願いいたし

ます。 

 

愛知県市長会・齋藤委員 

 市長会を代表ということで、碧南市の健康課長の齋藤といいます。よろしくお願いいたします。

碧南市の方では企業献血が中心ということなのですが、市役所の方でも年に３回行っています。

それで、実はうちの職員提案というのがありまして、この中で、献血について、市役所でやって
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いるときに、休みが11：45から13：00ということで、これが職員の休憩時間と重なっており、職

員がなかなかいけないのではないか。１時間休憩時間をずらしてもらうと、職員が献血しやすく

なるのではないかという意見がありました。ただ、実質的にこの短い休憩時間の中で本当にでき

るかどうかというところは難しいとは思いますけれども、１、２名でも増えるのであればという

ところは思いますので、その辺りがもし検討できるのであれば、よろしくお願いしたいというこ

とであくまでも意見の一つとしてお聞きいただければ、こういった意見が出ましたということだ

け御承知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・木下委員 

 貴重な御意見ありがとうございます。国の方針、県の方針としても、献血者がより献血しやす

いような献血時間の配慮というのもうたわれておりますので、いただいた御意見も踏まえながら

適切な採血を進めていきたいと考えております。ただ一方でどうしてもこちらも働き方改革の問

題もございまして、バスでお伺いするためには朝、瀬戸で準備をして、その後30分から１時間か

けてお伺いして、帰るときもそれぐらい時間を使って行っておりますので、残業が問題とならな

いような体制をということで大変苦心しております。その辺りも御理解いただきながら、いただ

いた御要望を踏まえて、なるべく協力していただきやすい採血体制を取っていきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

 

議長・吉田局長 

貴重な御提言ありがとうございました。続きまして町村会を代表いたしまして、大口町の𠮷田

委員お願いいたします。 

 

愛知県町村会・𠮷田委員 

 愛知県町村会を代表しまして、大口町の福祉子ども課の𠮷田と申します。よろしくお願いいた

します。私どもも先ほど碧南市の方が仰いましたように、やはり本町も事業所が多い中で事業所

の献血というのが非常にウェイトとして大きいと思います。その中で役所の関係の施設でも年数

回行っております。そうしたときによく思うことは、やはりもう少し効率的にイベントとかそう

いう時にやれるといいかなということで、そのためにはなかなかバスの配車との相談とかそうい

うこともあるかと思いますけれども、やはり町だけでなくて町全体の中でスケジューリングとい

うのをもう少し詰めてやっていけるといいかなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

議長・吉田局長 

はい、ありがとうございました。地道な取り組みをありがとうございます。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、

中日新聞社の遠藤委員お願いいたします。 
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中日新聞社・遠藤委員 

中日新聞社の生活部の遠藤といいます。今日初めて参加させていただきます。広報ということ

でしたけれども、ここの参考資料を見て、献血に関する新聞記事、他社のが１件しかなくてここ

にいるのがつらいなという感じです。私は20年前も生活部にいて、献血について書いたことがあ

ります。先ほど学生の方のお話で、やはり最初の経験というのがとても大事だなと思っていて、

うちの新聞は読者からの投稿が色々来るのですが、その時はピアスを自分で穴をあけた子が献血

に行ったときに断られたみたいな話だったと思います。それをもとに記事を書いたことがあって、

私も実は献血に行ったときに、イギリスのBSEのお肉の時期で、私もその時期行っていて、そのこ

とを正直に話したらダメでした。そういわれてしまうとそこでまぁいいかという話になってしま

うのですけれども、まだまだそういう最初のアプローチというのが、たぶん学生献血連盟の坂下

さんに聞くといろいろそういう事例もあるのかなと思って、またそういうのを教えていただきな

がら、何とか力になれればいいかなという風に考えています。よろしくお願いします。 

 

議長・吉田局長 

ありがとうございました。また、県といたしましても正確な情報の発信に努めてまいりたいと

思いますので御協力の程よろしくお願いいたします。続きまして愛知県庁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 

 資料の方にも書いていただきましたけれども、県の広報広聴課が持っている枠をなるべく使い

まして、15ページにありますように、今年はテレビ・ラジオでは、枠では「まるまる◎あいち」

という名古屋テレビの番組、「AICHI SATURDAY TOPICS」というFM AICHIの番組を、これは県が持

っている枠で、献血を取り上げさせていただきました。「まるまる◎あいち」は告知番組ですけ

れども、時間帯が夕方のニュースの後、18：56からということで、視聴率が6.8％と良いので、力

になれたのではないかと思います。FMの方は土曜日の朝の7：30から7：33ということで若者向け

にドライブへ行くときなどに聞いていただけたらいいのではないかと思っております。広報あい

ちのオビという、後ろの方に載っていますが、オビということで欄外みたいな小さい標語みたい

な広報のところですけれども、広報あいちは主要四紙で約178万部、世帯率としては55.9％をカバ

ーしておりますので、狭い枠ですが、今後も調整しながら取り上げていけたらと思います。パブ

リシティ等でもなるべく協力していきたいと思いますのでこれからもどうぞよろしくお願いいた

します。 

 

議長・吉田局長 

ありがとうございました。県民の代表として県議会議員で、福祉医療委員会の委員長でいらっ

しゃいます神戸委員、追加で何かございますか。 
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愛知県議会・神戸委員 

先ほど推進するうえでキャッチコピー、ネーミングが大切だというお話をしましたけれども、

切り口として、最近防災、災害に対する備えに参画しようという方々が多いと思います。先ほど

災害に対する献血の使われ方についても資料の中から説明がございましたけれども、そういった

切り口も新しい層にPRするのにいかがかなと思いますけれども、御参考にしていただければと思

います。よろしくお願いします。 

 

議長・吉田局長 

はい、ありがとうございました。これまで御発言いただいた方以外の方で、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・濵島課長補佐 

はい。事務局から１点、血液法の改正について御説明させていただきますので、参考資料の27

ページを御覧ください。 

血液法の改正につきまして、令和元年12月４日付けで公布されましたので情報提供させていた

だきます。昨年度の本会議でも情報提供させていただきましたが、主な改正内容は、３点でござ

います。 

１点目、科学技術の発展を踏まえ、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、 

２点目、採血業の許可基準の明確化、 

３点目、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。 

官報につきまして、血液法該当部分を抜粋したものを28ページから30ページに載せてございま

す。 

なお、この改正法は公布の日から起算して１年を超えない範囲において政令で定める日から施

行されます。以上です。 

 

議長・吉田局長 

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・吉田局長 

これをもちまして、令和元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。 

皆様の御協力によりまして、滞りなく議事が進行いたしましたことを厚く御礼申し上げます。 

なお、皆様方におかれましては、今後とも本県の血液事業につきまして、引き続き御協力を賜

りますよう重ねてお願い申し上げます。ありがとうございました。 

進行を事務局に返します。 

 

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。 

 


