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プレゼント企画

今号の表紙
７月 31 日（金）、右京区御室にある『仁和寺』で献血を実施しました。
仁和寺での献血実施は今回が初めてです。当日は半日の献血取り組みで、

献血検定

19 名の方にご協力いただきました。
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2020.10.20

ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました！
【仁和寺について】
仁和寺は仁和 4 年（888）に創建された寺院であり、現在は真言宗御室派
の総本山です。
境内には五重塔や二王門など江戸時代に建立された建造物が並びます。
同時期に植えられた御室桜は 4 月中旬に見頃を迎えますが、建物と同様、当時

次の空欄に当てはまる言葉を答えてください。

採血前検査の指先穿刺に
使用する器具の名前は

〇〇〇〇〇。

と同じ姿を現在に伝えています。平成 6 年には世界遺産に登録されました。
【ご担当者（総本山仁和寺執行 鴨井様）からのメッセージ】
新型コロナウイルスは世界中の人々の生活を一変させました。
これまで普通に行っていた行事が出来なくなり、行きたい所に行け会い
たい人に自由に会える事の喜びを改めて知る機会となりました。
今回の感染症拡大で献血協力者

正解者の中から、抽選で 10 名様に記念品を差し上げます。

〈応募要項〉

〈宛

①クイズの答え
②献血ingをどこでみまし
たか？

が減少している旨を耳にし、仁和寺

令和2年10月20日発行

では社会貢献の一環として、また

③献血ingへのご意見･
ご要望

個々の健康管理のことも含めて

④住所･氏名

先〉

〒612－8451
京都市伏見区
中島北ノ口町26番地
京都府赤十字血液センター
「献血ing」係

協力させていただきました。参加
応募〆切／令和3年1月19日
（火）消印有効
前号の答え／110,355
記念品／スリムカラーボトル
12色入

した職員も貢献できた事への喜び
を感じ、また継続出来ればと思って
います。

おたより紹介
●献血 ing の発行をいつも楽しみにして
います♪
（伏見区 Nさん）

編集
後記

ありがとうっち！
次はいよいよ
100号っち！

旅行や食べ歩きが大好きな私にとって、コロナの影響で日々の楽しみが
減少気味 (̃_̃;)そんな中、なかなか出来なかった引き出しやクローゼットの
中の不要物を思い切って処分、整理整頓しました！ちょっと断捨離出来

たやん♪気分もスッキリ♬
断捨離は、お部屋が綺麗になるだけでなく「時間」や「お金」、果ては「感覚が
研ぎ澄まされる」という効果が期待できるとか！
？
これからも、簡単なところから少しずつやっていこう(^_-)-☆

献血ルーム四条

0120-640-388
③
富小路六角
P

〈駐車場のご案内〉
①車専用
②車・バイク・自転車
③バイク・自転車専用

男性

17 歳

女性

18 歳

から

献血ルーム京都駅前

献血ルーム伏見大手筋

0120-569-356

0120-731-350

京阪京都ビル6F
交番・免許センター
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自転車・
バイクOK

みずほ
銀行

イオン
麩屋町通

富小路通

柳馬場通

堺町通

四条 SET ビル
5F

初めての 400mL 献血大歓迎 !

烏丸
中信 七条Ｐ

①
フヤ町
P

②
パーク
富小路

（マーヴェリック）

●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。

新町
P

京都駅

八条通

八条口P
（アバンティ）

献 血 受 付 毎 日 （年末年始を除く） 献 血 受 付 毎 日 （年末年始を除く） 献 血 受 付 毎 日 （年末年始を除く）
10:00～12:00／13:00～18:00（成分献血は17：00まで） 10:00～12:00／13:00～18:00（成分献血は17：00まで） 10:00～12:00／13:00～18:00（成分献血は17：00まで）
※土日祝の成分献血は16：00まで

※土日祝の成分献血は16：00まで

献血の情報や日程は、こちらからご確認いただけます。
京都献血

で 検索

編集・発行

https://www.bs.jrc.or.jp/kk/kyoto/

特集

●血漿成分献血の必要性
●健康診断の基準変更
●指先穿刺による採血前検査

※土日祝の成分献血は16：00まで

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 〒612-8451 京都市伏見区中島北ノ口町26番地 TEL.075-603-8800㈹ FAX.075-603-8808

京都府赤十字血液センター

䛆⾑₢ᡂศ⊩⾑䛾ᚲせᛶ䛜㧗䜎䛳䛶䛔䜎䛩䟿䛇
血漿成分献血の必要性が高まっています！

成分献血は献血ルームでご協力いただけます。

௧䠎ᖺᗘ䚸ி㒔ᗓෆ䛷䛿
ẖ᪥54ே௨ୖ䛾⾑₢ᡂศ⊩⾑䛾
令和２年度、京都府内では毎日54人以上の血漿成分献血のご協力が必要です。
19,858ே䛾䛤༠ຊ䛜ᚲせ䛷䛩䚹
䛤༠ຊ䛜ᚲせ䛷䛩䚹
必要な量は直近の

5 年 で約32％増 に

血漿成分献血で提供された血液をもとに

（2020 年）

血液からつくる

120.0万 L

くすり があります

血漿分画製剤がつくられる流れ…

つくる薬の原料は、免疫グロブリン製剤の
血漿
55～60％

用途の拡大に伴い、近年

急激に必要量が増加しています。

血小板
＜1％
白血球
1％

※近畿 2 府 4 県の必要量

約
ͤ㏆␥2ᗓ4┴䛾ᚲせ㔞
92.0 万 L 92.0 万 L 91.0 万 L 95.0 万 L

赤血球
40～45％

32％増

ᡂศ⊩⾑䛿⊩⾑䝹䞊䝮䛷䛤༠ຊ䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹
受付から休憩まで約 90 分かかりますので、
「時間があまりない」
ཷ䛛䜙ఇ᠁䜎䛷⣙90ศ䛛䛛䜚䜎䛩䛾䛷䚸䛂㛫䛜䛒
という方は 400mL 献血にご協力いただけると嬉しいです。
䜎䜚䛺䛔䛃䛸䛔䛖᪉䛿400mL⊩⾑䛻䛤༠ຊ䛔䛯䛰䛡䜛䛸
Ꮀ䛧䛔䛷䛩䚹

血液

たん白質
約 8％

免疫グロブリン製剤

その他
約 2％

令和２年９月１日より、新たな基準で健康診断を行っています。 ͤ᪥ᮏ㉥༑Ꮠ♫䛷䛿䚸⊩⾑⪅➼

最高血圧
最低血圧

90mmHg 以上 180mmHg 未満
50mmHg 以上 110mmHg 未満
最高血圧
［mmHg］

180

䛾ಖㆤ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺つไ
※日本赤十字社では、
䜢ᐃ䜑䜛䛂Ᏻ䛺⾑ᾮ〇䛾Ᏻ
献血者等の保護を図るために必
ᐃ౪⤥䛾☜ಖ➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ
要な規制を定める「安全な血
液製剤の安定供給の確保等に
䠄⾑ᾮἲ䠅䛃䛻ᇶ䛵䛝䚸⊩⾑䜢ᐇ
関する法律（血液法）
」に基づき、
䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹

必要です。

水分
約 90％

アルブミン製剤
その他

事前にご予約いただいている方を優先的にご案内しますので、

基準が新たに定められました。

血漿分画製剤とは、血漿中に含まれる特定のたんぱく質を抽出、精製
したものです。 血漿分画製剤 には、多くの皆様の血漿成分献血が

アルブミン製剤

◆成分献血にご協力いただける方へ
ぜひ、献血のご予約を献血 Web 会員サービス「ラブラッド」からお願いいたします。
๓䛻䛤ண⣙䛔䛯䛰䛔䛶䛔䜛᪉䜢ඃඛⓗ䛻䛤ෆ䛧䜎䛩䛾䛷䚸
䍾ᡂศ⊩⾑䛻䛤༠ຊ䛔䛯䛰䛡䜛᪉䜈䍿
䛬䜂䚸⊩⾑䛾䛤ண⣙䜢⊩⾑㼃㼑㼎ဨ䝃䞊䝡䝇䛂䝷䝤䝷䝑䝗䛃䛛䜙䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹

௧䠎ᖺ䠕᭶䠍᪥䜘䜚䚸᪂䛯䛺ᇶ‽䛷ᗣデ᩿䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹
法律（※）改正に伴い、献血にご協力いただく方へ事前に行う健康診断（血圧・脈拍・体温）の

病気 の 薬に使われている

血液凝固第Ⅷ因子製剤

93.0 万 L 99.0 万 L 112.0 万 L 120.0 万 L
（2013 年） （2014 年） （2015 年） （2016 年） （2017 年） （2018 年） （2019 年） （2020 年）

䛆௧2ᖺ9᭶1᪥䜘䜚ᗣデ᩿䛾ᇶ‽䛜ኚ䜟䜚䜎䛧䛯䛇
令和2年9月1日より
ἲᚊ䠄ͤ䠅ᨵṇ䛻క䛔䚸⊩⾑䛻䛤༠ຊ䛔䛯䛰䛟᪉䜈๓䛻⾜䛖ᗣデ᩿
健康診断の基準が変わりました
䠄⾑ᅽ䞉⬦ᢿ䞉య 䠅䛾ᇶ‽䛜᪂䛯䛻ᐃ䜑䜙䜜䜎䛧䛯䚹

さまざまな

免疫グロブリン製剤

重症熱傷や、
出血性ショックなどの治療に
白血病や、がん患者などの免疫力
の強化 や 神経系疾患（ギラン･
バレー症候群等） の治療に

複数回献血クラブ ラブラッド

」ᩘᅇ⊩⾑䜽䝷䝤 䝷䝤䝷䝑䝗

᳨⣴

䛆ᣦඛ✸่䛻䜘䜛᥇⾑๓᳨ᰝ䛾ᑟධ䛻䛴䛔䛶䛇

指先穿刺による採血前検査の導入について

ி㒔ᗓ䛷䛿䚸⊩⾑䝞䝇䛷ඛ⾜ᑟධ䛥䜜䛶䛔䜎䛧䛯䛜䚸௧䠎ᖺ䠕᭶1᪥䛛䜙䚸ᅜ䛷᥇⾑స⏝
䛾పῶ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸᥇⾑๓᳨ᰝ䛾᥇⾑᪉ἲ䛜ᣦඛ✸่䠄ᣦඛ䛛䜙ᑡ㔞䛾⾑ᾮ䜢᥇ྲྀ䛩䜛᪉ἲ䠅
京都府では、献血バスで先行導入されていましたが、令和２年９月1日から、全国で採血副作用の低減を目的として、
䛻ኚ䜟䜚䜎䛧䛯䚹
採血前検査の採血方法が指先穿刺（指先から少量の血液を採取する方法）に変わりました。
ͤᡂศ⊩⾑䛾᥇⾑๓᳨ᰝ䛻䛴䛔䛶䛿ᚑ᮶䛹䛚䜚䚸⭎䛾⾑⟶䠄㟼⬦䠅䛛䜙᥇⾑䛩䜛᪉ἲ䛸䛺䜚䜎䛩䚹
※献血ルームの採血前検査については従来どおり、腕の血管（静脈）から採血する方法となります。
䕻 ᣦඛ✸่䛷䛾᥇⾑๓᳨ᰝ᪉ἲ
◆指先穿刺での採血前検査方法
ᚤ㔞᥇⾑䛾䛯䜑䛾✸่ჾල䠄䝷䞁䝉䝑䝖䠅䜢⏝䛔䛶䚸ᣦඛ䛻㔪䜢่䛧䚸ഹ䛛䛻ⁱ䜣䛷䛝䛯⾑ᾮ䛷
微量採血のための穿刺器具（ランセット）を用いて、指先に針を刺し、僅かに滲んできた血液で
䝦䝰䜾䝻䝡䞁䜢 ᐃ䛧䜎䛩䚹
ヘモグロビンを測定します。

献血を実施しております。

献血可能範囲
90

ヘモグロビン測定器 コンポラブ
℃

40 回／分以上 100 回／分以下
37.5℃未満

最低血圧
［mmHg］

.4

脈拍
体温

110

37

50

一人１回の使い切りタイプの器具です。
୍ே䠍ᅇ䛾䛔ษ䜚䝍䜲䝥䛾ჾල䛷䛩䚹
針が収納されている先端部分を押し付けると、針が飛び出し自動で本体内に収納されます。一度使用すると、針は本体内に収
㔪䛜⣡䛥䜜䛶 䛔䜛ඛ➃㒊ศ䜢ᢲ䛧䛡䜛䛸䚸㔪䛜㣕䜃ฟ䛧⮬ື䛷ᮏయෆ䛻⣡䛥䜜䜎䛩䚹
納され、２度は使用できないようになっています。
୍ᗘ⏝䛩䜛䛸䚸㔪䛿ᮏయෆ䛻⣡䛥䜜䚸䠎ᗘ䛿⏝䛷䛝䛺䛔䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹

