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LOVE in Action  ご当地大作戦
平成27年度献血実績

編集・発行

ありがとう献血
輸血を受けた方や、そのご家族の方から皆様へメッセージをお届けします。

山梨県赤十字血液センター URL http://www.yamanashi.bc.jrc.or.jp

検索山梨県赤十字血液センター

あなたにとって
献血とは？

学生献血推進協議会 編

　母が悪性リンパ腫で他界して15年が経ちます。
母の闘病生活は1年と短い間でしたが、輸血には大変お世話になりました。
貧血で歩くことも出来ない時、赤血球を輸血していただいた後は見違える
ように顔色も良くなり、家事も出来るようになりました。
　症状が悪化し血小板が減ってしまった時は貴重な血小板を輸血していた
だき命をつなぐことができました。病室へ行くと黄色の大きなバッグが輸
血されていた光景が今でも目に焼きついています。
　母は亡くなってしまいましたが、母に代わって残された家族みんなで感
謝の気持ちを持ちながら献血を続けていきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　ペンネーム　Ｎｏｒａちゃん

　甲府献血ルーム「グレープ」は甲府駅近くのＫoＫoriビル
2階にある献血ルームです。
　献血後、ごゆっくり休憩していただけるようにお飲み物、
3,000冊を超えるバラエティに富んだマンガ・雑誌をご用意し
お待ちしております。　

献血ルームのイベント情報や
献血バスの様子など
新鮮な情報をお届け！

◆受付時間／午前10時から午後5時（成分献血の受付は午後4時まで）
◆定 休 日／12月31日・1月1日のみ
◆住　　所／甲府市丸の内1-16-20 KoKoriビル2階
◆電　　話／055-235-3135
◆駐 車 場／KoKori駐車場がご利用いただけます。（詳しくはお問い合わせください。）

甲府献血ルーム
グレープ

Facebook やってます。

[ Like flow of a river ]



橋爪選手･畑尾選手

TEE

日本航空高等学校　様

　2016年5月15日（日）、イオンモール甲府昭和
1Fさくら広場で、LOVE in Actionプロジェクト
『ご当地大作戦 in 山梨』を開催しました。MCは、
LOVE in Actionプロジェクトリーダーでラジオ
DJの山本シュウさんと、ラジオ番組「LOVE in 
Action」パーソナリティの小林麻耶さん、ゲス
トとしてJulietさん、TEEさん、ヴァンフォーレ甲
府から橋爪勇樹選手、畑尾大翔選手が出演しま
した。併せて実施した献血においても92名の方
に協力を頂きました。

協力団体のご紹介

富士吉田市役所

小菅村役場
山梨県警察学

校

会場SNAP

歳入

移動採血
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献血種類

200ｍL献血
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成分献血
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　      献血ルーム
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 供給本数 ※    
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34,735   　

91,529.5　

血液製剤

赤血球製剤

血漿製剤

血小板製剤

合　　計

採血種類別献血者数（人） 製剤種類別供給本数（本）

　自由と規律の校風のもと、今年で建学84年目を迎え
られる日本で唯一航空教育を学べる歴史ある高等学
校です。航空、学業、スポーツ、芸術に多くの成果を挙げ
ています。特にスポーツにおいては山梨県高校総体3
年連続男子総合優勝され、全国レベルの生徒さんが在
籍しています。

　献血は山梨県赤十字血液センター開設当初よりご
協力いただいており、平成3年には厚生労働大臣表彰
を受賞。また平成24年から年間2回校内献血を実施い
ただいており、6月2日（木）には146名のご協力をいた
だきました。

　熱血血クラブは、4か月間の任期中に献血についての
講習会を3回行い、最終月に献血キャンペーンを実施しま
す。現在、7月30日(土)の小瀬スポーツ公園の献血キャン
ペーンに向けて準備中。写真は講習会の様子です。
熱血血クラブ
減少傾向にある30代世代の献血思想の普及啓発及び献血者募集を目的とし、平成28年4月1日に発足されました。４か月を任期期間とし、各任期
の最終月に献血キャンペーンを実施します。青年会議所の方がメインとなって活動していますが、興味をお持ちの方であればどなたでも参加で
きます。｠

　移動献血バスは日頃、様々な場所におじゃましています。
献血会場の一部を写真でご紹介♪

熱血血クラブ
あっちっち
わたしたち、応援しています!

平成27年度献血実績

BC 
Report

血液センター
   レポート

「献血は、愛のアクション！」＝「LOVE in 
Action」というメッセージを届ける活動。
日本赤十字社のさまざまな献血推進活動
（Action）という2つの意味をもっています。

　平成27年度は、各関係団体のご協力のもと、400ｍL献血及び成分献血の積極的な推進を
行ってまいりました。延べ33,198人の方々にご協力をいただき、全血献血の90.9％が400mL献
血でした。また、365日24時間体制で医療機関へ血液製剤の供給を
行っており、輸血を必要としている患者さんに安定的に安全な血液
製剤をお届けすることができました。

都留文科大学

※200mL 献血に由来する成分を 1本とした換算本数
　200ｍL 由来及び 400ｍＬ由来の血漿製剤は、旧   
　製剤のそれぞれ 1.5 倍となっています。
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