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ありがとう献血

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

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。

あなたにとって
献血とは？
フレッシュマン編

　昔、弟が献血に命を救われました。もしあの昔、誰かの見えないやさしさがなかったら、きっと弟は
ここにいないでしょう。そんな、誰かの見えないやさしさの温かさに、私も恩返しがしたい。弟にやさし
さを分けてくださった方に、直接届かないかもしれないけど、この感謝の気持ちをつないでいきたい、
そう思ったのが献血に行こうと思ったきっかけです。
　弟を救ってくださった見えないやさしさに感謝し、これからもたくさんたくさん献血に来たいと思い
ます。温かいやさしさが、日本中に広がりますように。　　　　　　　　　　　ペンネーム　Ｉ．Ｃ様
　
山梨県赤十字血液センターでは、輸血を受けて回復された方やご家族の方からのメッセージを募
集しています。メールアドレス（kizuna@ktks.bbc.jrc.or.jp)またはQRコードからメッセージをお寄
せください。（メッセージは本紙に掲載させていただくほか、献血啓発を目的とした様 な々広報活動に
役立てさせていただきます。）

　甲府献血ルーム「グレープ」は、山梨県唯一の献血ルームとし
て平成24年9月13日にKoＫoriビル2階に開設され、今年で5周
年を迎えます。これを記念して、キャンペーンを計画中です。詳
細は山梨県赤十字血液センターホームページまたはFacebook
でご確認ください。お楽しみに♥
　これからも皆様から親しまれる献血ルームを目指しスタッフ
一同努力してまいります。

甲府献血ルーム「グレープ」開設５周年
記念キャンペーン、計画中！

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。）

Facebook やってます。

[ Like flow of a river ]

甲府献血ルーム
グレープ

平成29年
9月

   ～メッセージ募集～



シチズンファインデバイス株式会社様

 　6月14日は「World Blood Donor Day」世界献血者デーです。 この日は世界
中で「いのちを救う贈り物」である献血にご協力いただく皆さまに感謝するとと
もに、献血と安全な血液の大切さを知ってもらう日です。ABO式血液型の発見
でノーベル生理学・医学賞を受賞した科学者、カール・ラントシュタイナーの誕生
日でもあります。
　世界献血者デーは世界保健機関（WHO）により施行される公的なグローバル・
ヘルス運動８つのうちの一つです。今年のテーマは、“Give blood. Give now. 
Give often.（今そしてこれから先も、愛の献血を）”。血液という貴重な贈り物を
提供することで、緊急時にほかの人を助けるため、ひとりひとりが果たす役割を
強調しています。
　山梨県赤十字血液センターでは献血イベントを行い、移動献血では6月11日に
イオンモール甲府昭和で58名、献血ルームでは6月14日に43名の方にご協力を
いただきました。

協力団体のご紹介

笛吹市八代支
所

会場SNAP

　同社は、献血において当センター創立時より長年のご協力をいた
だいており、山梨シチズングループ献血会の一員として、昭和55年
に知事表彰、昭和61年に厚生大臣感謝状、平成15年に厚生大臣表
彰を受賞されています。
　5月31日に実施した献血では64名の方にご協力いただきました。

　熱血血クラブでは、4か月の任期中に講習会を毎月1回行い、最終
月に献血キャンペーンを行います。
　今回の熱熱血クラブ(第4期生)は7月2日に行われたヴァンフォー
レ甲府の試合と合わせて「愛の血液助け合い運動」献血キャンペー
ンを小瀬スポーツ公園で実施しました。熱血血クラブに参加した
甲府青年会議所の丹沢様は「これからも献血という愛のアクショ
ンを多くの方に伝えるお手伝いをしていきます。」とおっしゃって
いました。当日は63名の方に献血にご協力をいただきました。

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！

BC 
Report

血液センター
   レポート

　日本人のABO式血液型の割合
A型40%、O型30%、 B型20%、 
AB型10%となっています。この
割合には地域や人種による違いが
みられます。
　例えば、A型はヨーロッパ、B型
はアジア、O型はアフリカに高い
割合を示して
います。

医療機関にお届けした数（本）

平成28年度
献血実績

  平成２8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33,745人の方々にご協力をいただき、
92.8％が400mL献血でした。また、365日24時間体制で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。

移動採血

1,494

15,869

17,363

献血種類

200ｍL献血

400ｍL献血

成分献血

合　　計

　      献血ルーム

100

4,829

11,453

16,382

合計   

1,594

20,698

11,453

33,745

供給本数 ※     

  37,113      　

 15,460.5   　

36,350      　

88,923.5   　

　

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）

＊200mL献血に由来する成分を1本とした換算
本数血漿製剤は200mL献血由来を1.5単位、
400mL由来を3単位、成分由来を5単位で換算 

まめ知識

世界献血者デー
World Blood Donor Day

　シチズンファインデバイスが力を発揮する領域は、小型精密・高精度・高
精細が要求される機能部品領域です。そして、長年築き上げてきた独自の
技術を生かし、高付加価値のマイクロデバイス製品を提供し続けていくこ
とが当社の使命と考えています。
　また、モノづくりをとおして“人”をそだて、“価値ある製品”をつくり、“ゆた
かな未来”に貢献するといった経営理念のもと、良き企業市民として、地域
社会への貢献活動を行うことで地域社会との共生を目指しています。

　　　　　　シチズンファインデバイス株式会社　中村様より

県立農業大学校

甲府青年会議所
丹沢様

健康科学大学
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