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Topics

ひろがれ
献血の輪！

大阪府赤十字血液センターからの情報や、
血液にまつわる意外なお話をご紹介していきます。

大阪府赤十字血液センターからの情報や、
血液にまつわる意外なお話をご紹介していきます。Topics

大歓声とともに宣真高等学校の講堂に芹佳さん登場。
900人近い生徒の皆さんが集まる講堂で、
大阪府♥献血推進ガールとして堂々のあいさつ。
若い人達の献血が大切なことを訴えます。

宣真高等学校の講堂にて、
生徒の皆さんと記念撮影。

授業の合間、僅かな時間ですが教室を訪問させていただくと、
芹佳さんのサプライズ登場に、皆さんビックリ！

移動献血車の前で、生徒の皆さんと！

午後は西梅田献血ルームを訪問しました。
献血ルームの所長から、施設の特徴など説明を受け、
お越しくださっている献血者の皆さんにも声をかけて、
積極的に献血を推進してくれました。

西梅田献血ルームを訪問した後、エフエム・キタのオープン
スタジオで、ラジオ番組「Be Happy! 789」にゲスト出演。
たくさんのファンの皆さんも駆けつけてくださいました。
寒い中、皆さんありがとうございました。

大阪府♥献血推進ガール奮戦記
なが   の    せり    か

平成30年1月26日（金）と2月9日（金）に、学校法人 山口学園様による献血活動が実施されました。
雪まじりの悪天候の日もありましたが、ライオンズクラブ様のご協力もあり、2日間で87名のご協力をいた
だきました。
海外からの留学生をはじめ学生の方は初めて献血する方が大多数でしたが、笑顔でご参加くださいました。
山口学園様は、人材育成の一環として、学校がある中崎町だけでなく被災地支援の活動等、多種多様な社会
貢献活動を積極的に取り組んでいらっしゃいます。

大阪府♥献血推進ガールを務める、AKB48 Team8大阪府代表の永野芹佳さん。
若い世代の献血を呼びかけるため、今年2月13日、長年にわたり学校全体で献血活動に取り組んでおられる、
池田市の宣真高等学校を訪問しました。
全校生徒を前にあいさつをした後、生徒の皆さんに声をかけながら校内を回ります。
芹佳さんを見かけると、どこからともなく「せりせり～（芹佳さんの愛称）」と、あちらこちらから声が響きます。
午後は大阪市内へ戻って西梅田献血ルームを訪問し、献血者の皆さんを激励。
その後、FM局（エフエム・キタ）へ移動してラジオ番組「Be Happy! 789」に出演。
早朝から1日中、大阪府♥献血推進ガールとして、府内を飛び回って大活躍する芹佳さんの勇姿をご覧ください！

思っていたより楽でした。
学生の間に1回はやっておこうと思っていたので、こ
のような機会があってよかったです。

時間もかかりませんでした。本年度卒業なので機会
があれば、また献血したいと思いました。

足立　夏子さん
あ   だち　        なつ   こ

猪飼　真史さん
い　  かい      　 まさ  ふみ

学校法人　山口学園
ECC国際外語専門学校
ECCコンピュータ専門学校
ECCアーティスト美容専門学校

住所
〒530-0015　大阪市北区中崎西2-3-35
（ECC社会貢献・国際交流センター）

URL
http://www.ecc.ac.jp

電話番号
06-6372-1474

（ECC社会貢献・国際交流センター）

学校紹介
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けんけつちゃん Dr.ブラッド

けんけつちゃんの献血リポート

輸血勉強会

博士、
今日は何をして
るっち？

医療機関で輸血に携わる
看護師さんを対象に、
血液センターで
輸血勉強会を
しているのじゃ

夏休みに開催している
子どもたち対象の
「献血おもしろゼミナール」とは
違うのね

どんなことを
勉強するの
かしら

受付の人に
聞いて
みるっち

「献血から血液製剤が
できるまで」と
医療機関における「輸血用
血液製剤の取扱い方法」
について説明します

説明終了後には
輸血セットを用いた
実習も予定
しています

血液センターで
行っている
皮膚消毒※も
体験して
いただきますよ

※ヨード過敏症の方はできません

楽しそう
だっち

実際に作業を
させてもらえるのが
いいわね

輸血過誤や
輸血副作用についての
お話もあります

輸血では
過誤や副作用発生の
リスクがあることを
知っておくことも
重要じゃのう

わしも、看護師さんと
実習するかのう

博士、
看護師さんと
一緒にいたい
だけだっち

院内での輸血勉強会を希望される医療機関は、
大阪府赤十字血液センター　学術・品質情報課 学術係
（TEL：06-6962-7709）までご相談ください。
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