
赤十字運動月間キャンペーン 
「ひろげよう赤十字の輪(和)」が

開催されました！

献血の情報や日程は、こちらからご確認いただけます。
　　　　　　　　　　　　　　　 https://www.bs.jrc.or.jp/kk/kyoto/
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●　いつも娘（小4）と一緒に献血に来ていますが、居心地
がよく、娘も喜んで献血ingを読んで献血の大切さを学んで
います。　　　　　　　　　　　　　　　（伏見区　Tさん）

おたより紹介

編集
後記

京都献血 で 検索

　今年度、13年ぶりに2回目の広報委員を務めることとなりました。
前回の委員の際は、献血にご協力いただいている団体を献血ingでご
紹介させていただく為に、いろいろな学校や会社を取材させていた

だいたことを思い出します。
　献血・輸血は、当時と比べると、医療の進歩と共に大きく様変わりしました。
今回は、紙面を通じて皆様に少しでも最新の献血情報をお伝えできるようにが
んばりたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（供給課 Y）
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〈応募要項〉

①クイズの答え

②献血ingをどこでみまし
たか？

③献血ingへのご意見･
ご要望

④住所･氏名

〈宛　先〉

〒605－0941

京都市東山区
三十三間堂廻り町644

京都府赤十字血液センター
「献血ing」係

応募〆切／平成30年10月19日（金）消印有効
前号の答え／献血
記念品／けんけつちゃんボールペン

●当選者の発表は、記念品の発送をもってかえさせていただきます。
※プレゼント企画の応募等に関する個人情報は、記念品発送の目的
　以外に利用することはありません。

次の空欄に当てはまる言葉を答えてください。

京都府では1日に○人の
献血ご協力が必要です
正解者の中から、抽選で10名様に記念品を差し上げます。

献血検定

初めての400mL献血大歓迎!初めての400mL献血大歓迎!

からから
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歳
17

女性

歳
18

京都府赤十字血液センター公式アカウントの
フォロー、いいね、リツイート大歓迎です! 京都府赤十字血液センター
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特集
●平成29年度献血状況報告
●輸血を受けられた方からのメッセージ

献血Friends（メール会員）募集中！

　血液が不足しているときに「献血のお願いメール」を配信するほかに、
京都府内の献血会場で実施しているキャンペーンやイベントの情報を
お知らせいたします。
　輸血を必要とする患者さんを支えるために、ご登録をお願いします！

　　　　　　　　　　　　　　５月は『赤十字運動月間』に当たります。
　　　　　　　　　　　　　　５月26日（土）、赤十字の活動について広く
府民の皆様に紹介するため、平成30年度赤十字運動月間キャンペーン「ひろげ
よう赤十字の輪（和）」が京都駅前地下街「ポルタプラザ」で開催されました。
　救急法体験、献血クイズ、缶バッジ作製等各コーナーでは、赤十字職員の他、
救急法指導員、青年赤十字奉仕団や青少年赤十字加盟校（高等学校）の皆さん
にスタッフとして参加していただきました。
　けんけつちゃんの登場には子供たちは大はしゃぎで、記念写真を撮って盛り
上がりました。

…………………………… 会員特典 ……………………………
●平成17年４月以降の血液検査結果をWeb上で閲覧可能に！
●イベントやキャンペーン情報を誰よりも早くGET！！
●会員限定のイベントがあります！
●献血カードを会員専用カードに変更できます！

検索複数回献血クラブ

うれしいっち！
ありがとうっち！



怖いイメージがあったけど、今では、輸血ってスゴい、
ありがたいと思うように。

輸血を受けられた方からのメッセージ
皆様から献血いただいた血液は、輸血を必要とする患者さんの元へ届けられています。
輸血を受けられた方からのメッセージをご紹介いたします。

　12歳の小学校6年生の時に、頭と耳に腫瘍ができて発熱したので皮膚科を受診
したんです。そうしたら腫瘍から悪性のものが混じっていると言われて……。
　大学病院の小児科に行くと、予想もしていなかった急性リンパ性白血病と診断
されました。子どもの頃は輸血がどういったものなのかよく分かっていなかった
から、ただただ「怖い」という思いだけがありました。
　入院は半年間で、その時、輸血を受けたのですが、当時は拒絶反応も起こり、「輸
血なんてイヤだ」と思ったこともありました。
　もちろん今では、輸血ってスゴいと思うし、本当に
ありがたく思っています。
　退院後は、入院していた病院で働く夢を持って、看
護師を目指して勉強中です。
　病院には今でもボランティアとして通い、子どもた
ちと一緒に遊んでいます。

▶京都府在住 「急性リンパ性白血病」

高橋 真依さん

ひとつの命が救われた。本当に感謝しています。
ありがとうございました。

待望の女の子を授かり、一カ月検診の時に心臓に雑音があると医師
から告げられました。
　普通に産まれてきて、育って当たり前というのは、そうじゃない
んだな、こんなにありがたかったんだなと思いました。
　それからすぐに、輸血をともなう手術をしました。大事な身体の
一部である血液を提供してくださる方がいらしたから、ひとつの命
が救われ、本当に感謝しています。
　娘は手術をしたことを忘れてしまうほ
ど元気一杯に成長しています。
　これから献血は「時間があれば行く」
から「時間をつくって行く」という積極
的な気持ちに変わりました。
　本当にありがとうございました。

▶奈良県在住 「先天性心疾患」

國原 由妃ちゃん

輸血を受けながら、これがなかったら死ぬんだな、
と思った。ありがとうの言葉を伝えたい。

「腰がだるいなぁ」と思って血液検査を受けたんです。
その結果、白血病だと診断されました。
　妹からの骨髄移植にともない、多くの輸血を受けました。当日は、
姉や妹、子どもたちが全国から駆け付けてくれたんです。
　輸血の血液を眺めて、「これがなかったら死ぬんだな」と思いま
した。
　退院して、本当に感謝の気持ちで一杯
になりました。ありがとうの言葉を伝え
たいです。
　今では孫も誕生して、家業の畳屋も長
男が引き継ぎ、お店を見守っていられる
ことが本当に幸せでなりません。
　本当に感謝しています。

▶和歌山件在住 「急性骨髄性白血病」

井戸 カオルさん

平成29年度京都府では、102,939名に献血ご協力いただきました！
ご協力いただいた皆様、ありがとうございます！
平成29年度京都府では、102,939名に献血ご協力いただきました！
ご協力いただいた皆様、ありがとうございます！

京都府では1日290人の
献血ご協力が必要です。
京都府では1日290人の
献血ご協力が必要です。

年間献血回数年間献血回数

H28年度

H29年度

H28年度 H29年度 
400mL
200mL
血漿 
血小板 

76,136
1,246
15,018
15,410

75,943
1,519
10,742
14,735

献血種類別献血者数 

400mL 200mL 血漿 血小板 

1,246

1,519
75,943

76,136
15,018

10,742
15,410

14,735

H28年度

H29年度

赤血球製剤 
血漿製剤 
血小板製剤 

H28年度 
71,901
28,200
19,453

H29年度 
73,893
27,367
21,033

医療機関への輸血用血液製剤供給本数 

赤血球製剤 血漿製剤 血小板製剤 

28,200

27,36473,893

71,901 19,453

21,033

　昨年度と比較すると、全体で－4,871人となりました。
内訳は、400mL－193人、200mL+273人、成分献血(血漿・血
小板)は－4,951人です。平成29年度は一時的に血漿分画製剤
の原料となる血漿の必要量が減少したため昨年度から献血者数
が減少しましたが、医療機関には、滞りなく輸血用血液製剤を
お届けしました。

　医療機関にお届けした血液製剤は、122,293本です。
　献血者数より製剤数が多いのは、１人の献血で複数の製剤が
作られるためです。
（例：400mL献血から、赤血球製剤と血漿製剤が作られます。
また血小板製剤は１人の献血から２本の製剤に分けられること
もあります。）

　京都府内で1日に必要とされる献血者数は290人
です。
　この数は、平成30年度京都府献血推進計画を基
に1日当たりの必要数を算出しています。
　輸血を必要とされている方を支えるためには、皆
様のご協力が欠かせません。

1日290人の内訳

成分献血
80人

400mL献血
210人

400mL献血

男性：３回以内
女性：２回以内

血小板成分献血１回を２回分に換算
して血漿成分献血と合計で24回以内

血漿成分献血 血小板成分献血

　献血は、年に複数回してい
ただけます！
　年間にご協力いただける献
血回数は左表のとおりです。
　献血可能日は献血カードに
記載されているのでチェック
してみてください☆


