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  新献血バスが稼働開始！
      「はたちの献血」街頭キャンペーンTwitterはじめました。

山梨県赤十字血液センター

検索

甲府献血ルーム
グレープからのお知らせ

ありがとう献血ありがとう献血
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。

　2人目の出産時に前置胎盤ということで帝王切開になりました。
　胎盤が子宮に癒着していることが想定されていたので、手術日の前から何回も自己血も採取して保管していまし
た。大量に出血することもあるといわれ、輸血も待機していました。手術は想像以上に厳しいものとなり、止血のた
めに複数人の医師、麻酔科医などたくさんの人が呼ばれて、あわただしい様子だったことが途中までの記憶です。
出血が止まらず、子宮を一部切除したり、出血量は6800ｃｃで大手術となりました。輸血は赤血球を10単位輸血し、
術後も血小板も輸血しました。母子ともに無事に後遺症なく現在まで8年間過ごせています。私はO型なので、不足
気味の血液型になると思いますが、私に血をわけていただいた方の善意があって生きることができていると思い
ます。私は小さい頃にも肺炎の治療で血液製剤を使って助かっていると母から聞かされました。
　今、生きていることに感謝して、いただいた命を大切にして、今後も社会のために役立てていきたいと思います。
　献血してくれたすべての方に感謝します。ありがとうございました。 ペンネーム　ママさん

あなたにとって
献血とは？

山梨県立峡南高等技術専門校 編

★メッセージ募集★　山梨県赤十字血液センターでは、輸血にまつわる体験談を募集しています。
山梨県赤十字血液センターのホームページ、または二次元バーコードからメッセージをお寄せください。
（メッセージは本誌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。）

Facebook やってます。

献血についての情報を随時発信中！

[ Like flow of a river ]

～献血ルームでの予約のご案内～

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ビル/パークジャパン/
　　　 SPS(高さ1.58ｍまで)
受付時間/午前10時～午後5時
　　　　 (成分献血の受付は午後4時まで)
※途中、検診業務を一時中断する場合がございます
定 休 日/12月31日・1月1日

予約時間
血漿成分献血
10:00　11:30　13:00　13:30
14:00　14:30　15:00　15:30
400mL献血
10:30　11:00　14:00　15:00　
16:00　16:30

甲府献血ルーム『グレープ』では血漿成分献血と400mL
献血の予約を受付しております。予約方法は以下の３つから。
☆【ラブラッドによる予約(前日午後５時まで)】
☆【電話による予約(前日午後５時まで)】
☆【献血ルームへ来場しての予約(前日まで)】
コロナ禍でも皆様のあたたかいご協力のおかげで、予約件数も
増えてきています。予約の枠も以前より増やしていますので、
是非とも予約の上での献血にご協力ください。

ラブラッド
会員サイトは
こちら

→
→
→

協力団体のご紹介山梨ヤクルト販売株式会社 様

山梨県骨髄バンクを推進する会
高遠　勲　様

会場SNAP

私たち、応援しています！　　　

　山梨ヤクルト販売株式会社様は、昭和58年より献血にご協力いただいてお
ります。
　平成25年度からは献血ルームにて年間２回、400ｍL献血・成分献血にご協
力いただいており、長年の献血推進功労が認められ、平成12年度には山梨県
知事表彰を、令和2年度には厚生労働大臣感謝状を受賞されております。

　おかげさまでヤクルトは誕生から80年を越え、山梨においても67年目を迎える事
ができました。長きに渡り当社を支えて頂いた山梨県下の多くの皆様に、心から感謝
を申し上げます。
　当社では「私たちは健康で安心なまちづくりに貢献し地域の人々を幸せにします」を
企業理念に掲げ、健康飲料であるヤクルト商品のお届けをはじめとして、山梨県下全て
の皆様が健康で幸せな生活を送って頂ける為に日々努力をしております。
　日本赤十字社が実施する献血に関しましては4月と12月の年2回、従事者やヤクルト
レディが参加しています。今後も命をつなげる献血活動を通じて地域社会に貢献でき
る企業を目指し、活動していきます。 　山梨ヤクルト販売株式会社

   代表取締役社長　上田文彦　様

山梨県骨髄バンクを推進する会は、1995年3月に設立され今年で26周年を迎えます。
山梨県赤十字血液センターはじめ山梨県、各市町村のご協力を戴き、これまで活動
を継続することが出来ましたことをお礼申し上げます。
　本会では白血病などの血液疾患を発症し、健康な骨髄を必要とされる全ての患者
さんに骨髄提供できるようにと願い活動しています。
　今後も巡回移動献血バスでの献血を通じ、一人でも多く骨髄ドナー登録にご協力
戴き、一人でも多くの患者さんが日常生活に戻れるために活動していきます。 

山梨県骨髄バンクを推進する会
高遠　勲様より

　各献血バス会場・献血ルームでは献血のご協力だけでなく、骨髄ドナーの登録もお願い
しています。高遠様は各献血会場において骨髄ドナー登録の推進に尽力されております。

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♪

BC
Report

血液センター
   レポート

新献血バスが稼働開始！

平成１８年から約１５年間に渡り、県内各所を巡回してきた
１台の献血バスが、今年度末をもって、その役目を終えます。
　その後継として、令和３年4月から新しい献血バスが皆様
のもとへ伺います。
　現在、車内の改造など移動採血会場での本格稼働に向け
て、準備を進めております。

　また移動採血会場では、感染予防対策として、屋外にてテ
ントを活用した会場づくりを行っておりますが、資材運搬・設
営を円滑にするため、器材車を導入することになりました。

　山梨県赤十字血液センターは献血にご協力いただく皆様
により安全・快適な環境でお過ごしいただくために努めて参
りますので、今後とも献血への温かいご協力をよろしくお願
いたします。

　1月10日（日）・11日（月・祝）にイオンモール甲府昭和において「はたちの献血」キャンペーンを行いました。
　例年であれば新成人の方をお招きして大々的に献血の呼びかけを行っておりましたが、今年は新型コロナウイルス流行
の影響を受け、山梨県・日本赤十字社山梨県支部の職員とともに小規模ながら店内で献血の呼びかけを行いました。2日間
を通し、118名の方にご協力いただきました。

笛吹市役所 甲府地区建設
業協会

「はたちの献血」街頭キャンペーン

器材車

県立吉田高等
学校

器材運搬 テント使用の献血現場

新献血バス
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　献血してくれたすべての方に感謝します。ありがとうございました。 ペンネーム　ママさん

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。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？

山梨県立峡南高等技術専門校 編

★メッセージ募集★　山梨県赤十字血液センターでは、輸血にまつわる体験談を募集しています。
山梨県赤十字血液センターのホームページ、または二次元バーコードからメッセージをお寄せください。
（メッセージは本誌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。）

Facebook やってます。

献血についての情報を随時発信中！

[ Like flow of a river ]

～献血ルームでの予約のご案内～

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ビル/パークジャパン/
　　　 SPS(高さ1.58ｍまで)
受付時間/午前10時～午後5時
　　　　 (成分献血の受付は午後4時まで)
※途中、検診業務を一時中断する場合がございます
定 休 日/12月31日・1月1日

予約時間
血漿成分献血
10:00　11:30　13:00　13:30
14:00　14:30　15:00　15:30
400mL献血
10:30　11:00　14:00　15:00　
16:00　16:30

甲府献血ルーム『グレープ』では血漿成分献血と400mL
献血の予約を受付しております。予約方法は以下の３つから。
☆【ラブラッドによる予約(前日午後５時まで)】
☆【電話による予約(前日午後５時まで)】
☆【献血ルームへ来場しての予約(前日まで)】
コロナ禍でも皆様のあたたかいご協力のおかげで、予約件数も
増えてきています。予約の枠も以前より増やしていますので、
是非とも予約の上での献血にご協力ください。

ラブラッド
会員サイトは
こちら

→
→
→

協力団体のご紹介山梨ヤクルト販売株式会社 様

山梨県骨髄バンクを推進する会
高遠　勲　様

会場SNAP

私たち、応援しています！　　　

　山梨ヤクルト販売株式会社様は、昭和58年より献血にご協力いただいてお
ります。
　平成25年度からは献血ルームにて年間２回、400ｍL献血・成分献血にご協
力いただいており、長年の献血推進功労が認められ、平成12年度には山梨県
知事表彰を、令和2年度には厚生労働大臣感謝状を受賞されております。

　おかげさまでヤクルトは誕生から80年を越え、山梨においても67年目を迎える事
ができました。長きに渡り当社を支えて頂いた山梨県下の多くの皆様に、心から感謝
を申し上げます。
　当社では「私たちは健康で安心なまちづくりに貢献し地域の人々を幸せにします」を
企業理念に掲げ、健康飲料であるヤクルト商品のお届けをはじめとして、山梨県下全て
の皆様が健康で幸せな生活を送って頂ける為に日々努力をしております。
　日本赤十字社が実施する献血に関しましては4月と12月の年2回、従事者やヤクルト
レディが参加しています。今後も命をつなげる献血活動を通じて地域社会に貢献でき
る企業を目指し、活動していきます。 　山梨ヤクルト販売株式会社

   代表取締役社長　上田文彦　様

山梨県骨髄バンクを推進する会は、1995年3月に設立され今年で26周年を迎えます。
山梨県赤十字血液センターはじめ山梨県、各市町村のご協力を戴き、これまで活動
を継続することが出来ましたことをお礼申し上げます。
　本会では白血病などの血液疾患を発症し、健康な骨髄を必要とされる全ての患者
さんに骨髄提供できるようにと願い活動しています。
　今後も巡回移動献血バスでの献血を通じ、一人でも多く骨髄ドナー登録にご協力
戴き、一人でも多くの患者さんが日常生活に戻れるために活動していきます。 

山梨県骨髄バンクを推進する会
高遠　勲様より

　各献血バス会場・献血ルームでは献血のご協力だけでなく、骨髄ドナーの登録もお願い
しています。高遠様は各献血会場において骨髄ドナー登録の推進に尽力されております。

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♪

BC
Report

血液センター
   レポート

新献血バスが稼働開始！

平成１８年から約１５年間に渡り、県内各所を巡回してきた
１台の献血バスが、今年度末をもって、その役目を終えます。
　その後継として、令和３年4月から新しい献血バスが皆様
のもとへ伺います。
　現在、車内の改造など移動採血会場での本格稼働に向け
て、準備を進めております。

　また移動採血会場では、感染予防対策として、屋外にてテ
ントを活用した会場づくりを行っておりますが、資材運搬・設
営を円滑にするため、器材車を導入することになりました。

　山梨県赤十字血液センターは献血にご協力いただく皆様
により安全・快適な環境でお過ごしいただくために努めて参
りますので、今後とも献血への温かいご協力をよろしくお願
いたします。

　1月10日（日）・11日（月・祝）にイオンモール甲府昭和において「はたちの献血」キャンペーンを行いました。
　例年であれば新成人の方をお招きして大々的に献血の呼びかけを行っておりましたが、今年は新型コロナウイルス流行
の影響を受け、山梨県・日本赤十字社山梨県支部の職員とともに小規模ながら店内で献血の呼びかけを行いました。2日間
を通し、118名の方にご協力いただきました。

笛吹市役所 甲府地区建設
業協会

「はたちの献血」街頭キャンペーン

器材車

県立吉田高等
学校

器材運搬 テント使用の献血現場

新献血バス




