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午後２時０２分 開会 

○（司会） 皆様、こんにちは。 

  本日、司会を務めさせていただきます薬務課副課長の小川でございます。 

  まず、本日お配りいたしました会議資料の確認をさせていただきます。封筒の中に入って

おります配付資料一覧をご覧ください。 

    次第、出席者名簿、埼玉県献血推進協議会要綱、協議会委員名簿、資料１、「令和元

年度埼玉県の献血状況について」、資料２、「血液事業の動向について」、資料３、「令和

２年度埼玉県献血推進計画（案）」、平成30年度埼玉県の血液事業がございます。また、献

血推進ポスターコンクール入選作品集、彩の国だより１月号、平成30年度血液事業の概要、

愛のかたち献血、みんなの献血ナビ、♯彩の国けんけつＮＥＷＳ!!第４号と第７号、以上17

点になります。 

  不足している資料等がございましたら、事務局に申し伝えください。よろしいでしょうか。 

  それでは、ただいまから令和元年度埼玉県献血推進協議会を開催させていただきます。 

  開会に当たりまして、関本建二保健医療部長から御挨拶を申し上げます。 

○関本部長 保健医療部長の関本でございます。 

  令和元年度の埼玉県献血推進協議会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

  委員の皆様におかれましては、公私とも大変お忙しい中、当協議会に出席を賜り誠にあり

がとうございます。また、本県の献血事業に日ごろから多大な御協力をいただいております

ことに、この場をお借りまして厚く御礼を申し上げます。 

  埼玉県では、昨年度、平成30年度は、献血の受付をいただいた方が25万9,578人、そして

実際に献血に御協力をいただいた方が22万4,792人いらっしゃいました。前年度に比べ、献

血者数は4,100人減少しておりますが、幸いに、血液製剤の供給は、関東甲信越ブロック血

液センター管内１都９県で調整をすることにより、医療機関へは不足なく供給することがで

きました。一方、ブロック内の調整ができなければ、輸血等が必要な患者さんに血液を供給

できないことになることから、今後とも医療に不可欠な血液をしっかりと確保していく必要

がございます。 

  ご案内のとおり、埼玉県の高齢化は全国でも最も早いスピードで進んでおり、2025年には

団塊の世代が後期高齢者に移行し、75歳以上の方が121万人に増えると予想されております。

こうした少子・高齢化の進行を考えますと、今後の血液事業は、若い世代の皆様の御協力を

いただかなければ、もはや成り立っていかないと考えております。このために、県といたし
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ましては、中学生を対象とした献血推進ポスターコンクールや、小・中・高等学校等を対象

とした「血液に関する出前講座」を開催するなど、さまざまな啓発事業を展開しています。

特に教育委員会、埼玉県私立中学高等学校協会等の関係機関と連携して、高等学校における

校内献血の推進に力を入れているところでございます。高校生のうちに学校で一度でも献血

の経験を持っていただければ、その後、大人になってからも献血ルームや移動採血車での献

血に対するハードルが低くなる傾向がございます。 

  その結果、平成30年度の本県の高校生献血者数は、平成24年度以来、６年ぶりに増加いた

しました。また、若い方に人気のユーチューバーを起用した献血体験動画は、これまでに

110万回以上再生されておりますが、さまざまな機会を捉え、献血の意義や方法を訴えかけ

ています。県といたしましては、今後も、将来の献血を支える若年層の献血者を増やすため

に、広く普及啓発に取り組んでまいります。皆様には、一層の御理解と御協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

  本日は、今年度の献血の状況の報告をさせていただき、その上で来年度の埼玉県献血推進

計画（案）について御協議いただければと思います。今後、増大する血液需要に適切に対応

していくため、委員の皆様には忌憚のない御意見、御提言を賜りますようお願い申し上げま

す。本日はよろしくお願いいたします。 

○（司会） 次に、本日ご出席の委員の皆様を御紹介いたします。 

  お手元の出席者名簿をご覧ください。 

  埼玉県市長会、入間市長でございます田中龍夫様。 

○田中委員 田中です。よろしくお願いします。 

○（司会） 一般社団法人埼玉県医師会 常任理事の丸木雄一様。 

○丸木委員 丸木です。よろしくお願いいたします。 

○（司会） 一般社団法人埼玉県歯科医師会 副会長の島田宗範様。 

○島田委員 島田です。よろしくお願いいたします。 

○（司会） 一般社団法人埼玉県薬剤師会 理事の矢作有子様。 

○矢作委員 よろしくお願いいたします。 

○（司会） 埼玉県商工会議所女性会連合会 会長の萩野賴子様。 

○萩野委員 萩野でございます。よろしくお願いいたします。 

○（司会） 埼玉県地域婦人会連合会 副会長の植田富美子様。 

○植田委員 植田でございます。よろしくお願いいたします。 
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○（司会） 一般社団法人埼玉県私立中学高等学校協会 理事の伊藤泰秀様。 

○伊藤委員 伊藤でございます。よろしくお願いします。 

○（司会） 日本赤十字社埼玉県支部 事務局長の伊東弘道様。 

○伊東委員 どうぞよろしくお願いいたします。 

○（司会） ライオンズクラブ国際協会３３０－Ｃ地区 キャビネット幹事の渡邉明様につき

ましては、少し遅れる模様でございます。 

  埼玉県養護教諭会、岩﨑雅美様につきましても、遅れるとの御連絡が入っております。 

  株式会社埼玉新聞社 編集局長の澤田稔行様。 

○澤田委員 澤田です。よろしくお願いいたします。 

○（司会） 埼玉県学生献血推進連盟の麥倉綾華様。 

○麥倉委員 本日はよろしくお願いいたします。 

○（司会） 埼玉県教育局県立学校部 部長の渡邉亮様。 

○渡邉（亮）委員 渡邉です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○（司会） 以上、協議会委員17名中、本日は12名の委員と１名の委員代理の計13名の方が出

席あるいは出席予定でございます。 

  なお、事務局につきましては、配付いたしました出席者名簿の裏面により紹介に代えさせ

ていただきます。 

  また、本日は１名の傍聴者がいらっしゃいます。 

  それでは、議事の進行につきまして、埼玉県献血推進協議会要綱第７条第１項の規定によ

りまして、丸木会長に議長をお願いしたいと存じます。 

  丸木会長、よろしくお願いいたします。 

○丸木議長 それでは、議事を進めさせていただきたいと思います。 

    まず、会議の公開についてですが、埼玉県献血推進協議会要綱第９条で、「協議会の

会議は公開する。ただし、出席した委員３分の２以上の多数で議決したときは公開しないこ

とができる」とありますので、ここでお諮りいたします。 

  この会議を公開としてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○丸木議長 異議がないようですので、公開とさせていただきます。 

  ここで傍聴の方に入場をお願いいたします。 

  傍聴者は、会議中静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と賛否を表明し
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ないでください。また、騒がしい行為などで議事を妨害しないでください。私の許可を得た

場合以外は、写真撮影、録画、録音等を行わないでください。その他、会議の秩序を乱し、

会議の支障となる行為を行わないでください。これらに違反したときは、退室していただく

場合がありますのでご注意ください。 

    それでは、議事を進めます。 

  報告事項のうち、ア「令和元年度 埼玉県の献血状況について」、事務局からご報告をお

願いいたします。 

○事務局 薬務課の芝と申します。 

  令和元年度埼玉県の献血状況についてご報告させていただきます。 

  大変恐縮ですが、着座にて失礼いたします。 

  それでは、お配りいたしました資料１のご説明をさせていただきます。 

  表紙をめくりまして、１ページをご覧いただきたいと存じます。 

  今年度の献血確保状況といたしまして、まず、アの「献血受付者確保人数」でございます。

令和元年11月末までの献血受付者総数は、①の円グラフにもございますとおり、17万3,392

人と、年度目標28万人の61.9％で推移しております。昨年度の同じ時期での実績がこのペー

ジの下の表、11月末実績の合計欄にございますとおり17万3,708人でございましたので、昨

年度と比較いたしますと316人の減少となっております。 

  また、②と③の円グラフをご覧ください。 

  ②の全血献血の受付者数は、年度目標の20万6,000人に対しまして12万6,923人で、61.6％

となっております。また、③の成分献血の受付者数は、年度目標の７万4,000人に対しまし

て４万6,469人で、62.8％となっております。なお、成分献血につきましては、献血ルーム

のみでの実施しております。 

  ２ページに移りまして、イの献血者数でございます。11月末時点の比較で、今年度は15万

532人と、昨年度の14万9,822人に対しまして710人増加しております。先ほどご説明いたし

ました受付者数は減少しておりますが、その一方で、献血者数は増加しておりますので、献

血できなかった方が減ったということになります。その内訳を確認していただきますと、

200mL献血者数が減少しているのに対し、400mL献血者数はほぼ横ばい、成分献血者数は増加

しているという傾向がおわかりいただけると存じます。 

  ウの「血液確保量」でございますが、11月末現在で６万4,673.7Lと、年度目標の61.1％と

なっております。内訳を含めた詳細につきましては、その下にお示しした①から③の円グラ
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フのとおりでございます。 

  続きまして、３ページの（３）「輸血用血液製剤の需給状況」をご覧ください。 

  この表は、赤血球製剤の需給状況を表したものでございますが、一番右の枠、製造から供

給を差し引いた換算本数は、マイナス6,212本となっております。こちらは、表面上は県内

の献血だけで県内医療機関への供給が追い付いていないということになりますが、不足分に

つきましては、冒頭、関本部長の話にもありましたとおり、関東甲信越ブロック血液センタ

ー管内の１都９県で調整し、県内の医療機関への供給に不足が生じないようにしております。 

  次に、（４）「高校生献血の状況」のうち、アの校内献血についてでございます。今年度

は11月末現在で実施校数が49校、献血者数は2,319人で、いずれも昨年度同時期より減少し

ております。また、イ「県内高校生献血者数」についても4,250人と、昨年度同時期と比べ

まして563名減少しておりますので、引き続き、高校生の方々に対しての献血への協力を働

きかけてまいりたいと思います。 

  なお、献血状況等の年度別推移として、平成26年度から30年度の５年間分のデータを15ペ

ージから17ページにまとめておりますので、後ほどご参照いただければと存じます。 

  それでは、資料に戻りまして４ページをご覧ください。 

  今年度の献血推進対策実施状況についてご報告いたします。資料では、各事業について、

趣旨、実施内容、広報、場所、結果などの項目に分けて記載をしております。 

  まず、ア「献血の普及啓発活動」として、（ア）彩の国さいたま「愛の血液助け合い運

動」を実施いたしました。本県は運動期間を国よりも１カ月延長し、７月から８月の２カ月

間で実施しております。運動期間中の７月30日には（イ）「第50回彩の国さいたま愛の血液

助け合いの集い」を開催し、献血功労者への感謝状の贈呈、献血推進ポスターコンクールの

表彰及びアトラクションを実施いたしました。今年度は新しい試みとして、式典とアトラク

ションの間の時間を利用して、ポスターコンクール受賞作全85作品の上映を行い、参加者の

方々の満足度向上を図りました。 

  次に、５ページの（ウ）「県庁オープンデー」ですが、県民の日である11月14日に毎年県

庁で開催しております。こちらのイベントにおきまして、県の献血マスコット「エビオ君」

によるＰＲ活動を行いました。 

  （エ）「クリスマス献血キャンペーン2019」は、主に血液センター主催の活動となります

が、期間中の12月22日に、イオンモール羽生でイベントを開催いたしました。当日は、埼玉

西武ライオンズの選手や彩の国けんけつ大使等によるステージイベントを実施したほか、埼



－6－ 

玉県学生献血推進連盟の皆様にも広報活動に御協力いただきました。 

  次に、６ページの（オ）「ＳＮＳを使用した広報」ですが、県薬務課及び血液センターで

は、ＳＮＳを使用した広報の強化といたしまして、それぞれツイッターを開設し、献血に関

する情報等を投稿しております。 

  次に、イ「若年層献血の推進」についてご報告いたします。 

  まず、４月から６月にかけて、（ア）「新社会人応援献血キャンペーン」を実施いたしま

した。これは、新社会人になられる方を対象として献血を促すことを目的としております。

昨年度は川越を拠点に活動するアイドルユニットをポスターに起用するなどして啓発を行い、

最終的に前年より200名以上多い、754名の新社会人の方に献血に御協力いただきました。資

料中のタイトルが新社会人応援キャンペーンとなっておりますが、正式名称は新社会人応援

献血キャンペーンでございます。お詫びして訂正いたします。 

  次に、７ページの（イ）「献血推進ポスターコンクール」でございます。先ほども触れさ

せていただきましたが、今年度は県内66の中学校から617作品の応募がございました。知事

賞最優秀賞作品につきましては、令和元年度彩の国さいたま「愛の血液助け合い運動」のポ

スターや本日配布しておりますクリアファイルに活用させていただいております。 

  続きまして、（ウ）「県内プロスポーツチームとの連携」でございます。今年度は、Ｊリ

ーグ浦和レッズの協力を得て、６月に浦和駒場スタジアムで開催されましたファン感謝デー

のイベントに初めて出展し、選手と一緒に献血への積極的な協力を呼びかけました。また、

埼玉スタジアム2002のオーロラビジョンで試合前に献血ＰＲ動画を放映したり、同じくＪリ

ーグ大宮アルディージャのホームゲームイベントに参加するなど、広く献血の普及啓発を図

るとともに、多くのサポーターの方々から献血に御協力いただきました。 

  続きまして、８ページの（エ）「初回献血！お友達＆ご家族紹介キャンペーン」でござい

ます。これは、減少傾向にあります若年層の初回献血者を開拓するために実施しているもの

で、前年より400名以上多い、913名の方に御協力いただきました。 

  次に、（オ）「はたちの献血キャンペーン」は、現在、全国一斉に実施しているものです。

本日、前方に掲げているポスターも、はたちの献血キャンペーンの啓発ポスターでございま

す。本県では、今年度も県内市町村の御協力のもと、本日配付しておりますあぶらとり紙を

啓発品として、成人式の会場等で約５万枚配布しております。 

  ９ページにまいりまして、（カ）「卒業献血キャンペーン」でございます。このキャンペ

ーンは、春に高校を卒業する生徒の方々を対象に実施しており、前年より200名以上多い、
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996人の方に御協力いただきました。 

  続きまして、（キ）「高校生献血カード」でございます。こちらは10ページに写真を掲載

しておりますカードを県内の高校１年生の方に配布いたしまして、在学中に献血に協力して

スタンプを集めていただくと、スタンプ数にあわせて記念品をプレゼントする事業です。 

  次に、（ク）「高校訪問」でございます。こちらは、県保健所、市町村及び血液センター

の３者で校内献血未実施校を中心に訪問しております。今年度は11月末までに県内194校中、

46校を訪問し、校内献血の実施や献血のＰＲをお願いいたしました。 

  次に、（ケ）「血液に関する出前講座」でございます。これは、御依頼のあった学校に対

し、血液センターから講師を派遣いただき、講演を行っているものです。今年度は、11月末

までに16カ所で延べ2,167名の参加がございました。 

  次に、11ページの（コ）「日本赤十字関東甲信越ブロック血液センター埼玉製造所見学」

ですが、東松山市にございます埼玉製造所において、通年で見学事業を実施しているもので

す。 

  （サ）「献血体験動画配信事業」は、昨年度からの新規事業でございます。今年度は、昨

年度制作・配信した献血体験動画を県内献血ルームで放映したほか、啓発資材やポスターに

ＱＲコードを掲載して、動画周知と視聴機会の拡大に努めました。 

  次に、12ページをお開きください。 

  ウ、「その他の献血啓発の取組」の（ア）「シニア６０(ロクマル)～６４(ロクヨン) 初

回献血キャンペーン」は中高年層向けの新規事業となり、60歳から64歳までの間に初めて献

血をする方を対象として、今月から展開しております。彩の国だより１月号の抜粋ページを

お配りしましたが、こちらに献血特集記事を掲載し、若年層に加えて中高年層も含めた県民

の方への献血の協力を呼びかけております。 

  13ページになりますが、オ「適正使用の推進」として、埼玉県合同輸血療法委員会の活動

についてご紹介させていただきます。 

  同委員会では、医療機関における輸血医療に関する情報交換や血液製剤の適正使用に向け

た調査研究を行っております。２月22日には、医療従事者の方を対象に、輸血療法の向上を

目的とした講演会として「第11回埼玉輸血フォーラム」を開催予定です。 

  最後に、カ「献血組織の充実及びその他重要事項の実施状況」でございますが、市町村へ

の補助事業や担当者会議を通じて、各市町村との連携を図りました。 

  また、14ページの（エ）「血液製剤の在庫水準の把握と不足時の的確な対応」になります
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が、昨年の台風19号の発生時や、冬場のインフルエンザシーズンなど、血液製剤の在庫量が

実際に不足するおそれがあった際には、逐次ホームページあるいはＳＮＳ等で、広く献血の

協力を呼びかけております。 

  以上で今年度の埼玉県の献血状況について報告を終わります。 

○丸木議長 質疑応答に関しては、次のイ「血液事業の動向について」のご説明後にお伺いし

ます。ご説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局 血液センター所長の芝池でございます。 

  日ごろより血液事業及び献血の推進につきまして、皆様方に御理解、御協力をいただいて

おりますことを厚くお礼を申し上げます。 

  ただいまの県の御説明と重複する部分もございますが、本日は４つの柱でお話をさせてい

ただきたいと思います。Ⅱ「原料血漿の確保について」は、今回、新たに話題提供をさせて

いただきたいと思います。 

  まず、Ⅰ「血液製剤の供給と献血の状況」でございます。 

  最初のグラフは、赤血球製剤の県内医療機関への供給状況でございます。平成18年度から

年々増加傾向が見てとれると思います。次のグラフは、今年度11月までの赤血球製剤の供給

実績でございます。昨年度より少し下回る傾向で、前年度比99.4％となっております。次は、

赤血球製剤の献血の確保状況でございます。11月までで昨年度に比べてやや減少傾向であり、

特に12月以降、強化策を講じておるところでございます。 

   

  次のスライドは、血小板製剤の県内医療機関への年度別供給状況でございます。平成29年

度30年度につきましては、わずかに減少している状況であります。次に、今年度11月までの

供給状況でございます。前年度比96％でございます。資料のグラフには入っていませんが、

12月以降についてはやや多く供給されている様相であります。次に、血小板製剤の献血の確

保状況でございます。これは医療機関からの予約発注に沿っての採血となりますので、使用

量を反映しているところでございます。12月、１月につきましては、資料のグラフにはござ

いませんけれども、先ほどの供給状況も踏まえて多めの採血になっているところでございま

す。 

  次は、血漿製剤の県内医療機関への年度別供給状況でございます。血漿製剤は、新鮮凍結

血漿ＦＦＰという略称で呼んでいます。近年大きな増減はございませんでしたが、平成30年

度はわずかに増加した印象も見られるところでございます。 
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  次は今年度月別の供給状況でございます。少しばらついておりますけれども、４月から11

月までで前年度比98.5％ということで、やや減少ということであります。これも資料のグラ

フに反映しておりませんけれども、12月以降はわずかに増加するような様子でございます。

血漿製剤の月別献血状況でございますけれども、前のページで触れました12月以降の供給増

もありますので、血漿製剤の確保にも努めております。 

  ここまで赤血球から血漿まで３つの製剤について、動向を説明いたしましたけれども、全

体として予断を許さない状況があるということで、職員一丸でまた行政あるいは関係団体、

協力団体の皆様の御支援を得て、確保に努めてまいりたいと思っております。 

  それから、次にⅡ「原料血漿の確保について」の課題をご紹介させていただきたいと思い

ます。 

  次のグラフは免疫グロブリン製剤の供給量でございます。この棒グラフの右側は国内３社

での供給量でございます。それに外資系を含めた量ですけれども、年々増えてきておるとい

うことがわかります。これは昨年３月に厚生労働省が開催した血液事業部会の中で議論され、

提出されている資料であります。 

  少しわかりやすい図を示しますと、この血漿分画製剤には、左上にあるように免疫グロブ

リン製剤、血液凝固第Ⅷ因子製剤やアルブミン製剤等がございます。これらは、大部分が献

血で得られる血液の成分である血漿を原料としてのみ、製造が可能でございます。これも需

要の増加に対して原料血漿を確保して、メーカーにお送りすることが日赤として重要な課題

であると考えておるところでございます。右下のグラフにもあるように、原料血漿の必要量

は増えていくだろうというのが国の見解でございます。 

  この免疫グロブリン製剤の需要増が見込まれる背景でございますけれども、次のスライド

にあるように、ギランバレー症候群や慢性炎症性多発性神経炎、重症筋無力症といった、主

に免疫が関与する神経難病対して適応があるのが免疫グロブリン製剤でございます。患者発

生が増えてきたということより、治療により予後が改善して、対処療法としての免疫グロブ

リン製剤の注射が有効であるということで、これから需要が増えていくだろうというのが関

係学会の御見解と聞いておるところでございます。このために今後、原料血漿の確保のため

に、成分採血を中心に少し実績を上げていかなければならないという状況についてご理解を

いただければと思っております。 

  次のページは、Ⅲ「血液安全対策の強化」でございます。 

  特に感染症の問題がやはり血液の安全を確保する上で大変重要でございます。生化学検査、
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血清学的検査、核酸増幅検査ＮＡＴということでありまして、今は全数を１本ずつ調べる個

別ＮＡＴでスクリーニングをしております。対象は、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、それからエイズ

ウイルスという、この３種でございます。これが威力を発揮しておりまして、一番輸血で問

題になる感染症に対してのスクリーニングが強化されています。個別ＮＡＴによりいわゆる

潜伏期間、ウインドウ・ピリオドの短縮が図られています。 

  そのウインドウ・ピリオドのデータは、次のスライドでお示ししております。このデータ

は昨年度の献血推進協議会でもご提示をさせていただきましたが、従来のスクリーニング法

に比べて個別ＮＡＴは、Ｂ型肝炎では月単位でかかっていたものが約３週間、Ｃ型肝炎が１

週間以内、ＨＩＶについても約５日というように、ウインドウ期間、つまりウイルスを検出

できない期間が短縮されるということであります。残念ながら、この期間をゼロにするとい

うことはできないというのが何ともしがたいところでございます。 

  その結果、こちらも昨年お示ししましたが、輸血によるＢ型肝炎ウイルス感染の症例数が

減ってきております。Ｂ型肝炎について申し上げますと、2015年以来１年おきに症例が出て

おり、また2018年にも１件出ておりますが、過去に比べると随分減ってきております。個別

ＮＡＴ導入の効果であると理解をしております。 

  次のページは各医療機関にお配りしている資料でございますが、疑いを含む、副作用の報

告数の動向であります。一昨年までは、毎年1,600件前後の報告で推移しておりまして、大

部分が非溶血性の副作用を占めております。じんま疹や軽症のアレルギーから、アナフィラ

キシーショックといった重症のアレルギーまで様々な副作用を含みますが、この非溶血性副

作用が2018年に約1,000件増えております。これは調査の仕組みを変えたことによるもので、

軽微な副作用も集計するということになり、資料中には示しておりませんけれども、じんま

疹は477件から1,200件に増加しております。右にある黄色のグラフは感染症の報告数を示し

ております。2017年は74件、2018年は72件報告されています。おおよそ70件前後で推移して

いるということで御理解をいただければと思います。 

  その感染症につきまして、もう少し詳しく次のグラフでお示しをしたいと思います。 

  2018年の感染症疑いが72件ありましたけれども、特定された結果、Ｂ型肝炎が１件、細菌

感染が４件、Ｅ型肝炎が７件ということで、Ｅ型肝炎がまた目立ってきたということであり

ます。 

  次に、このポスターの写真は昨年もお示ししましたが、平成30年３月より献血会場に掲示

しております。豚、イノシシ、鹿の生肉を６カ月以内に食べた場合は、献血をご遠慮いただ
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くということを呼びかけております。Ｅ型肝炎につきましては、従来は地域偏在が言われて

いましたが、現在は全国的に散在しておるというような状況もありまして、こうしたＰＲを

行っています。来年度の８月ごろと聞いており、未確定ではございますが、先ほど申し上げ

ましたＢ型肝炎、Ｃ型肝炎それからＨＩＶに対して行っている個別ＮＡＴを、３種から４種

にするということで、今、準備が進められているということでございます。 

  このほか、昨年１２月から体温測定をすべての献血者にお願いしております。実施してい

る体温測定は、資料の写真のとおりコンパクトなもので、一瞬にして体温がわかるというも

のでございます。自覚症状がない感染症の方の早期発見ということで進めております。 

  また、細菌感染は血小板製剤の輸血で発生するケースがあります。血小板製剤は採血後４

日目まで使用できますが、３日以内の使用で感染症のリスクは減少するということで、３日

以内の使用の徹底を今進めているところでございます。 

  最後になりますが、若年層、中高年層への献血啓発でございます。県のほうから説明がご

ざいましたけれども、グラフで示しますとおり、20歳代、30歳代の若年層の献血者数が減少

しており、今、献血を支えているのは40歳、50歳、60歳といった中高年層でございます。 

  次に、県を初め関係協力団体や学生、ボランティアの皆様方とタイアップして若年層への

献血啓発を進めております。その中で血液センター独自の新しいものを今回スライドでお示

ししております。親子血液センター見学会について、昨年度は東松山製造所をメーンに実施

しておりましたけれども、今年度はさいたま市見沼区の血液センターに来ていただいており

ます。こちらは夏休みに実施いたしまして、自由研究等の課題にしていただくということで

あります。今年度は８月24日に実施し、28組78名の方々に御参加いただいきました。こちら

は、応募多数につき抽選ということになりました。 

  また、大宮献血ルームウエストでは、親子献血体験を開催いたしました。こちらも宿題等

に役立てていただくため、夏休み時期に実施いたしました。通常の献血受付より１時間ほど

早く来ていただき、献血に御協力いただきました。熱心な子供さんは、看護師の事前検査の

様子をメモしたり、親御さんの献血の様子を見守っていました。次世代の子の育成という観

点で取り組んでおるところでございます。 

  次のページは、埼玉西武ライオンズとコラボし、イオンモール羽生で実施したクリスマス

キャンペーンの様子でございます。また、今年度は大宮アルディージャと初めてコラボし、

世界献血者デーである6月12日、畑尾大翔選手に大宮献血ルームウエストにお越しいただき

ました。お話を聞くと、畑尾選手は大病を克服し、ファンも多いということで来ていただき
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ました。大宮献血ルームウエストでは、集まったサポーターの方に献血をしていただきまし

た。 

 次に、高校生とのコラボで県立常盤高校、こちらは看護師養成課程が含まれた５年制の高校

ですが、学生さんに「♯彩の国けんけつＮＥＷＳ!!」を年４回発行していただいております。

お手元に第４号と第７号が含まれておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

  高校の校内献血の状況でございますが、高校生献血者数は減少傾向であります。学校数と

しては110校前後の高等学校に実施いただいております。学校教育関係各位の御協力に感謝

を申し上げます。 

  次のページは、血液に関する出前講座の実施状況でございます。今年度の実施数につきま

しては昨年度より増加しております。献血者数については、減少しておりますので、今後と

も御協力をお願いしたいと思います。 

  最後のスライドですが、県からの御説明にもありましたように、60代前半に１回でも献血

をすると、69歳まで献血可能となります。しかし、薬を飲んでいるから献血できないのでは

ないかとか思い込んでおられる方がいらっしゃいます。60代前半で１回も献血をしないと65

歳以降はできなくなりますので、県とも協力し、まだまだ健康な皆様あるいは生活習慣病は

多少あるけれどもコントロールできているという皆様には献血への御協力をお願いし、そし

て69歳以降は若い世代の育成にご尽力をいただくということで進めております。 

  以上で私からの説明は終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

○丸木議長 どうもありがとうございました。 

  事務局からの御報告に関して、何か御意見、御質問ございますか。 

  献血の血液量は事務局の説明ですと、少し増えたかなというところですけれども、やはり

まだ関東甲信越の他都道府県から足りない分を少し補っていただいているということと、い

ろいろなキャンペーンをたくさん実施いただいているようですけれども、キャンペーン自体

の参加者は昨年よりも増えていると感じますけれども、なかなかそれが実にならない。特に

高校生は少し減っているということになりますので、ぜひとも今後皆様のお力を借りてふや

していければと思います。 

  何か御質問ございますか。 

  どうぞ。 

○伊藤委員 参考までに申し上げますと、10年後を考えますと、高校生が減っていくのはもう

明確に統計的にわかっています。これは公立高校も同じでございますので、分母が小さくな
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っていくということを前提としてお考えいただければと思います。 

○丸木議長 そうですね、でも、高校生のうちに１回献血をしておくと、それが習慣のような

形になって、今の40代、50代の方のように支えていただけるようになるのではないかと思い

ます。ほかに何か御質問ございますか。よろしいですか。では、また最後に各委員から御意

見を頂戴しようかと思います。 

  続きまして、協議事項になります。令和２年度埼玉県献血推進計画のご協議をお願いいた

します。よろしくお願いいたします。 

○事務局 薬務課長の芦村と申します。 

  資料３「令和２年度埼玉県献血推進計画（案）」につきましてご説明をさせていただきま

す。 

  失礼して着座にてご説明させていただきます。 

  では、初めての委員の方もいらっしゃいますので、まずは、この献血推進計画の位置づけ

等についてご説明をさせていただきます。恐れ入りますが、配付させていただいている資料

「平成30年度埼玉県の血液事業」をご覧いただけますでしょうか。 

  この冊子の34ページに、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律を載せてありま

すのでご覧ください。 

  この法律が献血の根拠法令となっております。この中では、第４条には国の責務、第５条

では地方公共団体の責務、第６条には日本赤十字社のことを指す、採血事業者の責務が述べ

られております。献血推進計画でございますけれども、第10条をご覧ください。 

  本日の協議会では、この規定に基づきまして献血計画を策定いただくことになります。第

10条、「厚生労働大臣は、基本方針に基づき、これは５年ごとに検討していく基本的な方針

に基づいて、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画、献血推進計画を定め、都道府県に

その写しを送付する」。その後、第４項をご覧いただければと思いますが、「都道府県は基

本方針及びこの国の献血推進計画に基づき、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施さ

れるよう、毎年度、翌年度の当該都道府県における献血の推進に関する計画、都道府県献血

推進計画を定めるものとする」となっております。このため、この協議会では資料３で来年

度の計画の案をつくりまして、協議会の先生方から御意見をいただくという形で進めさせて

いただきたいと思います。 

  では、恐れ入りますが、資料３にお戻りいただきまして、最初のページをご覧いただけれ

ばと思います。 



－14－ 

  １「はじめに」の（１）「計画策定の背景」につきましては、今ご説明したような形でご

ざいます。 

  次に、本計画の基本的な考え方として、（２）に示させていただきましたが、県は、献血

推進協議会を設置させていただき、献血の普及啓発、献血者の組織化、献血制度の適正な運

用を図っているところでございますけれども、引き続き国、市町村、採血事業者及び献血関

係団体などとの連携を図り、地域の実情に応じた献血推進活動を行い、より多くの県民の皆

様に献血に御協力をいただくよう努めるものということでございます。 

  また、献血の期間でございますけれども、先ほどの説明でございましたけれども、基本的

には１年ごとにつくるということで、令和２年度、来年度の１年間の計画とさせていただき

ます。 

  ２ページをご覧ください。 

  ２「献血確保目標」でございます。まだ国のほうから正式な計画が示されておりませんけ

れども、現状で厚生労働省から示されている「令和２年度献血推進に関する計画（案）」で

は、今年度新たに、「国及び採血事業者は、都道府県等に協力を得て、近年需要が増大して

いる血漿分画製剤について、安定供給が確保されるよう、成分献血への協力を呼びかけるこ

と」と盛り込まれています。つまり全血献血に加え、成分献血にも力を入れてほしいという

ような内容かと思います。 

  こうした背景もございまして、（１）「献血により確保すべき血液の目標量」でございま

すけれども、令和２年度の目標量につきましては、全血献血が６万3,760L、成分献血が３万

9,614L、合計10万3,374Lでございます。この目標量につきましては、血液センターで全国統

一の算出方法に基づいて算出をさせていただいております。実際には過去３年程度、また今

年度分の供給状況、医療機関の使用状況を踏まえた上で国から示されている血漿分画製剤、

先ほど血液センターから説明がありましたが、血漿分画製剤の原料になるような血漿確保目

標量などを踏まえて算出させていただいているものでございます。基本的に献血は多くても

少なくてもいけないという考え方です。多くとり過ぎると余ってしまい、結果的に廃棄をす

るようなことになると、それもいけませんので、理想的には過不足なく確保ができればとい

うことになります。そのために医療機関からの需給等を踏まえて、このような数にさせてい

ただいております。 

  次に、（２）「血液の目標量を確保するために必要な献血受付者数」でございます。 

  表の令和２年度目標人数をご覧いただければと思います。まず合計の欄をご覧いただきま
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すと、全血献血者数を19万5,000人、成分献血者の数を８万5,000人という目標といたしまし

て、合計の28万人を来年度の目標にしたいと考えております。数としては、今年度と同数と

いうことになります。内訳になりますが、移動採血車、いわゆる献血バスによる全血献血が

10万人、それから固定施設、これは献血ルームでございますけれども、ここでの成分献血が

８万5,000人、全血献血が９万5,000人という形で考えております。移動採血車の確保人数の

10万人については、市町村別の目標を定めておりますので、資料６ページをご覧いただけれ

ばと思います。 

  こちらの６ページは、各保健所管内、市町村別の令和２年度市町村献血受付者数目標人数

の案となります。これは、各市町村の平成29年度、30年度、令和元年度の３年間の移動採血

車の受付状況等の実績をもとに割り当てたものになります。本日御承認いただければ、この

割り振りに従いまして、協議会終了後、県の献血推進計画として各市町村にお示しをする予

定となっております。 

  ２ページにお戻りください。 

  補足となりますが、献血量の目標と受付者数の目標という形になっておりますが、本来で

あれば、血液量の目標を達成するために献血をしてもらえる人の人数を目標にすべきであり

ます。しかし、それですと献血に来てもできなかった人がいると、人数から外さなければい

けないので、献血に協力していただく団体の方からは受付をしてもらえる人数を目標として

作成しております。ですから、この方が全員献血をできるという前提で献血量を確保してい

る形ではなくなります。補足させていただきました。 

  ３ページでは、献血目標量を確保するための具体的な方策を書かせていただいております。

３「具体的な方策」につきましては５つ、（１）から（５）までになります。 

  まず、（１）「献血の普及啓発と献血組織の充実」につきましては、例年実施しておりま

すア「愛の血液助け合い運動」に加え、イ「広報の強化」として、埼玉県の公式スマートフ

ォン向けアプリの「ポケットブックまいたま」の充実を図るほか、ツイッターやユーチュー

ブなどのＳＮＳを積極的に活用した事業展開を考えております。また、ウ「市町村との連

携」につきましては、市町村の広報紙に市町村で実施する献血日時の掲載などをお願いする

ほか、県で実施するキャンペーンやイベントの情報なども掲載していただくようお願いをし

ております。 

  次に、（２）「若年層献血の推進」ということで、ア「次世代の献血者の育成」でござい

ます。来年度も献血を身近に感じてもらうために、中学生を対象にした献血推進ポスターコ
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ンクールを実施いたします。また、昨年度制作・配信いたしました、ユーチューバーによる

献血体験動画につきましては、献血に対する不安感の払拭や献血の意義について理解を深め

ていただけるよう作成したものでございますので、今後とも各種広報媒体やイベント会場等

での周知をして視聴機会の拡大を図り、献血につなげていきたいと考えております。 

  イ「若年層向けキャンペーンの実施」につきましては、平成30年度、本県の高校生献血者

数は平成24年度以来６年ぶりに増加をしたところですけれども、今年度につきましては、な

かなか厳しいところもございます。高校生献血のさらなる推進を図るため、引き続き教育委

員会等の関係機関と連携しながら、校内献血や献血に関する出前講座等を積極的に実施して

いただくほか、来年度につきましても、高校生献血カードを県内全ての高等学校の１年生に

配布し、複数回献血への理解、協力などを求めていきたいと思っております。 

  続きまして、４ページをお開きください。 

  エ「学生献血推進ボランティアとの連携」ということで、埼玉県学生献血連盟の皆様と積

極的に意見交換などを行い、ターゲットとなる若年層への斬新なアイデアを業務に取り入れ

ていきたいと考えております。また、県内大学の文化祭等に移動採血車を配車して、献血の

協力などを求めたいと思います。 

  オ「県内プロスポーツチームとの連携」につきましては、先ほど報告させていただきまし

たけれども、今年度はＪリーグの浦和レッズ、大宮アルディージャ、両チームのホームゲー

ムやイベントなどに出展し、広報活動、移動採血車の配車等を行っております。来年度も引

き続き両チームとも連携しながら、スポーツを通じて若年層への働きかけ等も図っていきた

いと思っております。 

  次に、（３）「その他の献血の普及啓発」といたしましては、主にファミリー層を対象と

した「クリスマス献血キャンペーン」などのほか、今年度から新たなキャンペーンとして中

高年層を対象とした「シニア60～64 初回献血キャンペーン」を引き続き実施してまいりた

いと考えております。60歳から64歳の間、これは退職されたときというイメージですけれど

も、今まで事業所で献血をしていただいた方が、事業所を離れると、急に御協力いただけな

くなるということもあり、60歳から64歳の間に献血を行うと69歳まで献血が可能ということ

の周知のほか、この年代の方々は、服薬をしている方が多いかと思いますが、服薬をしてい

ても献血ができる場合があることもきちっと普及啓発を図ることで、なかなか増えない若年

層だけでなく、お年を召した方からも献血者の拡大につなげていきたいと考えているところ

でございます。 
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  （４）「安全な血液の安定供給の確保」につきましては、複数回献血者の推進を図るとと

もに、事業所訪問などにより献血者の新規拡大を行います。また、献血ルームの利便性や充

実を図り、献血者の上乗せを図りたいと考えております。さらに問診の強化などを通じ、感

染症の検査目的での献血を除くよう努めてまいりたいと思います。 

  ５ページの（５）「適正使用の推進」につきましては、血液製剤を多く使用する医療機関

の医師などを中心として、埼玉県の合同輸血療法委員会において調査検討等を行い、輸血療

法の向上を目指していきます。 

  最後に、（４）「その他の重要事項」ということですけれども、この献血推進協議会の開

催のほか、災害時を含め血液製剤の不足時等の対応を行い、医療に必要な血液の確保に努め

ていきたいと思います。 

  以上で令和２年度埼玉県献血推進計画（案）の説明を終わりにします。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○丸木議長 ありがとうございました。 

  では、県と共同で血液事業を進めている血液センターから、来年度の重点に関して補足説

明はございますか。 

  では、令和２年度の献血計画に関して御意見、御質問などございますか。どうぞ。 

○田中委員 市長会の代表ですけれども、別紙の目標人数の８ページ、入間市は狭山の保健所

管内ということですけれども、この目標人数は人口に比例しておりませんが、どういう設定

の仕方ですか。例えば、所沢市は人口34、5万人で、目標が2,022人、入間市は15万人で

2,455人、この辺の設定というのはどういう設定ですか。 

○事務局 基本的には、過去の配車の実績から出している形ですけれども、献血ルームのある

市町村については、バスよりもそちらのほうが利便性が高いということで、そちらに行って

しまう方が比較的多くいらっしゃるというのが実情としてあると聞いております。そのため

に、結果的に所沢市に行く配車の数が過去においても少なくなっている関係で、入間市より

も所沢市のほうが、目標人数が少ないというような状況がございます。ただ、この目標をお

出しいたしますと、例えば入間市であれば保健センターなどにこの通知が行き、保健センタ

ーが献血協力団体、例えばライオンズクラブ等にお願いをして人数を確保するというような

形になり、そのような意図でやっております。 

○丸木議長 よろしいですか。 

○田中委員 この数値というのは、採血者等については、固定施設は加味されていないのです
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か。所沢市に献血ルームがあるのならば、その献血ルームで採血した数値というのは加味さ

れてないのか。 

○事務局 ここに載せている数値につきましては、移動採血車を配車したときに集めていただ

きたい人数ということでございます。入間市の方が2,200人しか献血をしていないというわ

けでは決してございませんので、そこはもっと多くの方にしていただいているのが実際のと

ころだと考えております。 

○田中委員 さっきの供給量と献血していただいた量という、その数値というのは、献血ルー

ムで献血された方の数値も全部入っているということでよろしいですか。あくまでもこの移

動採血車での目標がこれということで。 

○事務局 献血の量、血液の量につきましては、県内全体での量を確保するという形です。市

町村に行く配車でこのぐらいの人数を集めてくださいというのが６ページ以降に載っている

数になりますので、例えばライオンズクラブさんに、今回は50人ぐらい受付できるようにお

願いできませんか、という数を積み重ねていった数値をここに目標数として載せさせていた

だいておるところでございます。 

○丸木議長 今、田中委員のご意見の中では、やはり同じところに行くのではなくて、なるべ

く効率よくとれるようなところに回ったらどうかということもあるかと思います。確かに所

沢市がすごく少ないので、本当はもう少し回ると受付者数は増えるのではないかと思います。

企業のところに回るわけですから、そういった企業が多いかどうか、その辺を毎年回るとこ

ろは変えたりしているのですか。 

○事務局 例えばショッピングモールができると、比較的協力をしていただけるので、配車の

量が多くなり、市町村の方にはあまりご苦労なく増えるということが実際にはあると思いま

す。所沢のあたり、今、西武の再開発等もありますので、そういうところにうまく置けると

いいのですけれども、所沢の駅前等は配車のバスがなかなか置けず、それができないという

ようなことも実際にはございます。 

○丸木議長 ぜひ効率よく回っていただくことを、もう一度見直していただくということもい

いと思います。 

  ほかに御意見ございますか。 

○澤田委員 今、市長のお話を聞いて、まさに私も昨年出席させてもらいましたけれども、同

じような感覚を持っており、実際に新聞で市町村の目標数値を出していいのかと思います。

入間市のほうが人口は少ないにもかかわらず所沢市より目標人数が多いと、一般読者の方が
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受けとめたら、入間市にはボランティア精神にあふれる市民が多い等、この根拠というのが

よくわからない。また、首長さん自体がこの目標を実際に知っているのかというところで、

いかがですか。 

○丸木議長 首長さんいらっしゃいますけれども。 

○澤田委員 私は多分（首長まで情報は）行っていないと思います。 

○事務局 直接聞いてはいないのですけれども、小さい町であれば行っているのかもしれない

ですが、大きくなればなるほど、やはり遠くなっていくのかなと思います。この移動採血車

による採血につきましては、今回のように量の目標を立てると、この後、市町村では血液セ

ンターと協力して、一般的には昨年度お願いした事業所等に今年度もお願いできますか、例

えば５月と８月と１月に献血を実施いただけませんか、というお問い合わせをします。１回

40人から50人ぐらいという形でお返事をいただき、そういった数を積み重ねていった数値で

あります。例えば入間市の2,455人は、市で１回配車すると30人に御協力いただけるのであ

れば、それを何回入れるかということで出しますので、この数がひとり歩きすると、なぜ大

きさが違う市によって目標数が大きく違うのかということは実際には思われるとは思います。 

○澤田委員 要するに、ある意味だと思いやりの精神ですよね。そういうものを地域に広げる

という意味だと、すごくいいこと。献血を呼びかけるということは地域活動にもボランティ

アにもなるわけで、要するに市長が直接こういった意味を説明すれば、すごく協力してくれ

るような、そういった意味があるのであれば、なるべく声をかけるよという形でやっている

ような感じがします。首長さんに直接周知をお願いすれば。 

  もう一つは、昨年はユーチューブで献血体験動画をアップし、実際にヒットがあり、この

効果はいかがでしたか。これは若者向けの献血の呼びかけですよね。実際には、見た方はす

ごく多くなっているということで、結果として献血として効果があったのかというのはどう

なのでしょうか。 

○事務局 すみません、最初の首長に見ていただく話につきましては、この通知を出す際に、

こういった意見が出ておりますので、必ず上の方まで通してほしいというような文書をつけ

てお出しするようにさせていただきたいと思います。確かに首長さんに御承知おきいただく

ことも必要かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○田中委員 この表を見ると、令和２年度市町村献血受付者目標人数ですから、議員さん方か

ら見たら、すぐご自身の広報を出して、市は努力していないということになる可能性がある

ので、もっとわかりやすくちゃんと比較できるようにしていただきたい。市長さん方は、他
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の市町村と比べてどれだけ頑張っているのかを意識するので、もう少し献血ルームだけでは

なく、移動採血車も頑張っていただきたいというような一つのアプローチは必要ではないの

かなと私も思います。全体で足りていればいいというだけではなくて、そういった雰囲気は

つくってほしいと思います。入間市も頑張ります。 

  もう一点、入間市も献血を見ると、ライオンズクラブさんが一番協力者は多いです。そし

て公立高校での協力がほとんどありませんが、実態はどうしてなのですか。もしわかってい

たら、それを参考にさせていただいて、高校に働きかけます。 

○事務局 高校の話ですけれども、なかなか初めての場合には受け入れをしていただくのが難

しいというのがあります。高校生については、献血を実施いただけるところについては、血

液センターのほうから事前にお話をしに出向き、親御さんから同意をいただきたい旨話をし、

同意をいただいた方からのみもらいます。ただ、例えば女性の生徒の方ですと、比重が低い

等の理由で御協力いただけない方も非常に多くなっているのが現状です。また、血を見ると

倒れてしまう方がいるということがあって、なかなか高校の中ではふだんやらないようなこ

とをやるのは抵抗感があるのは実際にあるとは思います。そのために、先ほど出前講座の話

を少しさせていただいているのですが、すぐにお願いしてもなかなかできないので、事前に

出前講座などをして、血液がなぜ必要なのか等を御理解していただいた上で献血をやります

と言うと、御協力くださる方が比較的増える傾向があると聞いております。こういった工夫

を持ちながら、高校献血は進めたほうがよいというのが私どものイメージでございます。 

  ただ、先ほど高校訪問の話をしましたけれども、未実施の高校にはなるべく顔を出すよう

にして、校長先生が替わったり、養護の先生が替わったりすると、少し雰囲気が変わったり

することもございますので、そういった機会を捉えながらお願いをしているのが実際のとこ

ろです。 

  一つ前のユーチューバーの関係ですけれども、なかなかこの評価が難しいところではあり

ます。ただ、実際に来ていただいた方に話を聞くと、見ています、見て来ましたというお返

事をいただく例はありますので、献血のきっかけの一つにはなっているのかなと。ただ、埼

玉県民だけが対象ではないので、110万回という数にはなりますけれども、県の高校生が必

ず見ている、若い子が見ているというわけでもないところがあります。何百人、何千人増え

ましたとここで言えると非常にいいのですけれども、なかなかその評価は出しづらいのが実

際のところでございます。 

○丸木議長 ほかに御意見ございますか。 
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○渡邉（亮）委員 県立学校部長の渡邉でございます。 

  今のお話で、確かに全学校で献血を実施できてはおりませんが、数値的なものだけ申し上

げますと、平成19年度から11年間、埼玉県が全国で一番高校生献血者数が多いという状況で

ございまして、昨年東京が上回ったということで、数的には決して全国から見て少ないとい

う状況ではないのは御承知おきいただければと思います。 

○丸木議長 かなり高校のほうでも実施しているということですね。それは高校生の中の比率

ですか。 

○渡邉（亮）委員 実数になります。 

○丸木議長 実数とすると、人数は東京などのほうがずっと多いわけですから。そうすると、

比率でいうと埼玉は高いということですね。 

○渡邉（亮）委員 比率では高いと認識しております。 

○丸木議長 ほかに御質問ございますか。 

○岩﨑委員代理 埼玉県養護教諭会を代表して参りました川口北高校の岩﨑と申します。よろ

しくお願いいたします。 

  先ほど学校現場でどうして少ないのかという御質問がありましたが、今言ったとおり、決

して少ないわけではないというのが１つあります。また、学校現場でどのように献血を捉え

ているかといいますと、学校は献血という医療行為をする場所ではなく、また献血をしなさ

いといった教育をする場所ではないという認識です。私たちが行っている学校教育活動の中

で、献血はどういった位置づけになるかといいますと、保健の授業が高校生１、２年生の中

であり、日本、世界で行われている保健医療活動、健康活動として日本赤十字社やユニセフ

等さまざまな活動団体があります。そういった中での活動の一つとして教育する。そういっ

た中で、また奉仕精神を養っていくというのが我々の役割だと感じております。ですので、

学校のほうで献血してくださいということで御依頼をいただくこともあると思いますが、そ

ういった教育活動の位置づけを日本赤十字社の方にも御理解いただきまして、そういった活

動の一環として生徒に普及していくということのほうが、我々の担う役割ではないかと感じ

ておるところです。よろしくお願いいたします。 

○丸木議長 今の御意見に関して質問なのですけれども、献血に関して講義をしていることは

今のところないという形ですか。 

○岩﨑委員代理 本校でいいますと、血液の出前講座をお願いしておりますので、１年生を対

象に２月の下旬に今年度行う予定となっております。ただ、私たちとしても、より効果的な
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時間にしたいと思っているので、保健の授業等と関連性を持たせるということで、教科の先

生と話はしているところではあります。また、今年度行おうと思っているのが、事前アンケ

ート、事後アンケートをして、献血だけではなく保健活動等に対してどのような認識がある

か、それに対して自分たちは積極的に参加しようと思っているか、また、講義を聞いた後に

どういった気持ちの変化があるかと、そういった教育、啓発というところで私たちはやって

いくべきかと思い、そういった形で御協力させていただいております。 

○丸木議長 ぜひとも、多くの学校での出前講座も限りはあるかもしれませんけれども、今の

ような養護教員の先生の御協力があれば、やはり効果は出てくると思います。今がんの教育

等も養護教員の方がなさっていると思いますので、その一環としてこれから大人になったと

きのことを含めて、献血はとても重要なことだと思いますので、出前講座等を利用していた

だけるととてもいいのかなと思います。よろしくお願いいたします。 

○岩﨑委員代理 １つ確認なのですけれども、養護教諭だけではなくて、学校長や保健体育の

教員にもアプローチかけていただきますと、より効果的に進められるかと思います。よろし

くお願いいたします。 

○丸木議長 県やセンターも、今の御意見を踏まえてください。 

  ほかに御意見、御質問ございますか。 

○植田委員 私が関係している例えば蕨市の場合は、外国人の方が非常に多いです。私の住ん

でいるところでは、１割近くが外国人ということで、人口が増えていますけれども、外国の

方の献血はいかがですか。献血手帳等は何かあるのでしょうか。いろいろな国の方が来てお

りますので、その辺を教えていただけますか。 

○丸木議長 事務局、いかがですか。 

○事務局 血液センターからお答えいたします。 

  外国の方の献血について、まず、海外からの入国、帰国後４週間は感染症の関係の予防策

として、献血していただくことができません。また、実際には外国の方との差となりますと、

問診がございます。もちろん安全な血液の確保、また献血者の方の健康・安全の確保と、２

つの安全確保のために問診をさせていただいております。医師の問診において、意思疎通が

しっかりできるようであれば、献血していただいております。意思の疎通が図れない場合は、

献血をいただけないということがございます。 

○植田委員 今、外国人受け入れの法律もあり、技能者が昨年から入ってきて、そういう関係

のほうでは大企業もそれから私たち生活者目線でのそういう話はどんどん進んでおります。
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働き手の問題、それから環境を整えなければいけないという会議も出ることが多いのですけ

れども、どんどんそういう方が増えてきて、家族も増え、そしてまた世帯が増えるという現

状でございます。日本での献血の制度や、もちろん感染していることは絶対いけないことで

すけれども、やはり体制を整えていかないと、これからは高校生がどんどん減ってくる、人

口も子供も少なくなってくるという現状では、長い間の計画で考えたらいかがでしょうか。

よろしくお願いします。 

○丸木議長 実際にはどのぐらいの方が献血にいらっしゃいますか。 

○事務局 具体的に何％という資料は、恐れ入りますが現在持ちあわせてございません。企業

によっては外国の方が多く働いているという会社もございます。そういった企業にも埼玉に

限らず、各都道府県、移動採血車をお持ちして御協力をいただいております。ですので、問

診で意思の疎通ができるようであれば、特にその辺の差はないということで考えております。 

○丸木議長 私もアメリカに行っているときに400ｃｃぐらい輸血いたしましたけれども、す

ごくその辺、向こうはウエルカムという形でやっていました。ですから、今後ともそういう

ものは必要になるという感じもありますし、外国の方も日本の医療制度を使っているわけで

すから、御協力願ってもいいのかなと思います。 

  ほかに何か御質問ございますか。せっかくですから、学生さんのほうで何かありましたら

ぜひ若者の声を。 

○麥倉委員 本日、学生献血推進連盟から参りました麥倉と申します。 

  私たちは、若年層への献血の推進の目標を掲げまして活動をしております。まず、私たち

が心がけていることは、同年代に知っていただくことです。そもそも同年代の人は、献血っ

て何だろう、知らない、痛いんでしょう、などということが多いので、まずこんなことをし

ているというのを伝える活動をしています。その中で、埼玉の学連のポスターをつくり、配

布しています。前方にありますポスターは、ＣＭを今放送していまして、「趣味」のところ

に私も出させていただいて、周りの人からすごく反響をもらいました。献血したいなという

声もかなりいただいて、本当に些細なきっかけだと思います、献血をするとかしないとか。

その心を動かせたらというのを目標に、学生一同活動しております。 

  昨年、献血した人と輸血を受けた方のつながりというのをお話しさせていただきましたけ

れども、昨年、献血サマーキャンペーンというものを実施しまして、献血していただいた方

のうち同意をいただいた方と折り紙で花をつくりまして、その花にメッセージを書いていた

だきました。その花をアジサイのようにたくさん張りつけまして、それを病院に掲示してい
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ただきました。その活動によって、献血していただいた方も自分の血がどうやって使われて

いるか意識していただくことができたと思います。また、病院で実際にそれを見て輸血を受

けていただいている方やご家族にも、その人と人のつながりを意識していただけたのではな

いかと思います。先ほど言ったように、関東甲信越の学生推進連盟で今目標としております

のがＣＭやＳＮＳの活用です。ＳＮＳの力は本当にすごく、ユーチューバーの話もありまし

た。献血推進の活動と関係ない、私の私生活の学生内で、あの動画を見た、おもしろかった

よね、という献血の話がありました。私たちもＳＮＳを有意義に使っていけたらと思ってい

ます。 

  以上です。ありがとうございました。 

○丸木議長 どうもありがとうございます。今、学生推進連盟は何人ぐらいの方が活動なさっ

ていますか。 

○麥倉委員 正確な数字ではないのですが、埼玉県には今、９大学の加盟がありまして、大体

60名ぐらいが活動しております。 

○丸木議長 かなりいらっしゃいますよね。そういう方々が皆さん、麥倉さんのような活動を

していただければ大変広がるかと思います。どうもありがとうございました。 

○麥倉委員 ありがとうございました。 

○丸木議長 何か若者に対する御意見、御感想ございますか。 

○澤田委員 それでも（献血者数は）減っているのですかね。 

○丸木議長 しかし、キャンペーンの参加者自体は増えているような感じでしたね。やり方等

もあるのかもしれませんけれども、昨年はＳＮＳもユーチューブの話も全くなかったので、

そういうものが出てきたというのは、今後少しまた変わる可能性もあるかなという気はして

おります。 

  ほかに何か御意見ございますか。 

  島田委員、何かございますか、歯科のほうから。 

○島田委員 初めての会議なので、まず、どういう話になるのかよくわからなかったものです

から、今回こういう話を聞きまして、改めましてもう少し勉強していきたいと思います。 

○丸木議長 矢作さんも、何か一言で結構ですから。 

○矢作委員 私は、川口市から参りまして、川口市では資料３の９ページでご覧いただけるよ

うに、目標人数が3,634人と、ちょっと高水準ではないかなとうれしい感じがいたしました。

やはり薬剤師会でも、いろいろな市の取り組みの際には移動採血車を招いて、献血への参加
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を促す活動もしておりますので、この活動が続けていければと思っております。 

  あとは、野球やサッカーのプロスポーツチームが献血の普及活動に参加しているというお

話がありましたけれども、「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」という最近非常に有名になりましたラグビ

ーのチームもこういったところに参加していただくと非常に盛り上がるのではないかと思い

ます。 

○丸木議長 ラグビーも、今後熊谷にパナソニックのチームが正式に来ますので、県は依頼す

ると思いますので、よろしくお願いいたします。 

○矢作委員 よろしくお願いいたします。 

○丸木議長 確かにラグビーはインパクトあるかなと思います。 

○萩野委員 萩野と申します。私は、飯能市から参りました。 

  先ほど田中市長がおっしゃったように、献血受付者目標人数を見ると飯能市は少ないな、

と思ちょっと残念な思いがしております。これは、私の知る限りでは、この人数のほとんど

がライオンズクラブの方々、それから市職員などの公務員の方々の御協力があってのこの数

字と思います。一般の私どものような商工業にかかわっている人間がどれほどかかわってい

るかなということを、今、反省をしなければいけないと感じました。私どもの団体は、中小

企業の商工業にかかわる女性の団体であり、各市町村においては、そういった企業のトップ

あるいはその家族というような方々です。今まで商工会議所女性会が献血について考えまし

ょう、協力しましょうということが多分なかったですね。しかし、私どもの埼玉女性会の中

には、今１４カ所程、会議所女性会があるのですけれども、合わせると2,000人ぐらいの会

員の方々がいらっしゃいます。60～64歳の方で協力できる方、あるいは30代、40代、50代の

方もいらっしゃるので、そういう方々に御協力をいただけるような働きかけをこれからしな

くてはいけないと思います。また、今回参加させていただいたのだから、女性会に提案して

これから進めていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○丸木議長 ありがとうございます。 

○伊藤委員 今、資料「愛のかたち献血」を見ていまして、最後のページに、献血ができる場

所が掲載されています。このネーミングを見ていまして、例えば埼玉と千葉で比較すると、

千葉は「運転免許センター献血ルーム」となっています。埼玉は「鴻巣献血ルーム」となっ

ており、イメージとして、運転免許証の手続きで行けば献血できるというのと、「鴻巣献血

ルーム」というのとでは、ちょっとネーミングが違うのかな、迫力が違うのかなと思います。

あるいは関西・中国・四国地方へいくと、「献血ルーム うらら」や、「献血ルーム ももた
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ろう」など、本当にわかりやすいといいますか、さもお役所がやっているような献血ルーム

というような感じでなくて良いと思います。もっとその辺をお考えいただいたほうがいいと

いうのを感想として思いました。 

○丸木議長 伊東委員、何かございますか。 

○伊東委員 日本赤十字社の者でございます。 

  赤十字社のあまり理解されていない部分の１つに、本当にいわゆる寄附だけで運営してい

る団体ということがあります。国の補助金や、都道府県からの補助金もなく、本当に災害等

があったときに人の命と健康を守るというためにだけ設立されている団体であり、そのため

だけに働いているものであります。したがって、活動資金も寄附であり、また一緒に活動い

ただいている方も、地域の婦人会が奉仕団というような形に進化されたりして、協力をいた

だいています。善意のボランティアの集まりで成り立っている団体であります。献血もまさ

に、かつてのような有償事業ではなくなりまして、今はボランティアだけで支えられていま

す。その気持ちがなければ、必要な血液量が集まらない、そういった団体でございます。本

当に恐縮でございますけれども、皆様各位の御協力をぜひよろしくお願いいたします。 

○丸木議長 何か加えることがありましたら、お願いいたします。 

○岩﨑委員代理 私が気になっていました、この埼玉県立常盤高校さんとコラボレーションし

てつくられた新聞は、初めて見ました。こういった活動は高校生も興味関心を寄せるところ

だと思います。また、こちらの「みんなの献血ナビ」のようなポピュラーな方たちが出てい

るものというのは高校生の目にもとまりやすいところだと思います。毎年学校に発行されて

配っていただくものは、「愛のかたち献血」といった冊子のほうが多いですが、それにあわ

せてでも結構ですし、高校生をターゲットとするのであれば、高校生の興味関心の高いとこ

ろで、ぜひ私たちの目にもとまればと思います。そういった形で効果的に使っていただけれ

ばと思っております。ほかの活動に関しましても、どれぐらい高校生の耳に届いているのか、

目に届いているのか疑問に思います。私たち自身も今回初めて知ったこともありましたので、

まず学校を運営する教員側、それから子供に伝わるようにしていただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○丸木議長 貴重な御意見ありがとうございます。 

  澤田委員はございますか。 

○澤田委員 そうですね。 

  やはり伊東委員がおっしゃったように、ボランティアというか、こういった活動は、スポ
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ーツ関係でラグビーの話も出たとおり、いろいろな垣根、教育や医療、行政を含め全体で、

地域をよくしようという意味で広げていただきたい。若者のみならず、中高年層も高齢者の

方々も、みんなで地域を盛り上げるといった形にしたい。そのためにも市長会等でも動いて

いただき、地域で盛り上げてもらえれば、いい地域、いい埼玉、いい日本になると思います。

頑張ってください。我々も頑張ります。 

○丸木議長 最後に渡邊さん、いかがですか。 

○渡邉（亮）委員 先ほど数値のことを申し上げさせていただきましたが、この資料にある数

値は11月末現在のものでございます。年度末までいきますと数が増えまして、昨年度におい

ても校内献血実施校数は11月末時点で52校となっておりますけれども、最終的には100校を

超えるまでに増えております。今年度につきましても、今後さらに増えていくことを我々も

期待し、校長会等でも献血について話をしてまいりたいと思っております。 

○丸木議長 どうもありがとうございます。 

  本日はすごくいい御意見もいただいたかと思います。我々、医療のほうから見ると、輸血

というのはとても大事なことですけれども、在宅だと輸血はできないですよね。ですから、

今、在宅で、地域包括ケアで看取るような形もありますけれども、在宅だと輸血が難しいと

いうこともあります。そのハードルも少し下げると、献血がより身近なものになってくると

思います。また、本日の会議の中で出た主な課題は、やはり献血をより効率よく集めること、

そして広報のやり方ではないでしょうか。そして地域では、私の病院にも毎年移動採血車が

来ますが、毎年同じところにしか来ないのではないかという気がしております。ぜひとも効

率のいい採血場所を考える、または首長等の関係者にお願いして場所を見つけていただけれ

ば、もっと人が集まるのかなと思います。やり方次第で、まだ伸びしろがあるという意見が

出たように思いますので、これら意見を参考にしていただければと思います。 

  意見も出尽くしたようですので、令和２年度の埼玉県献血推進計画（案）について御承認

いただければ拍手をお願いいたします。 

（拍手起こる） 

○丸木議長 ありがとうございました。 

  それでは、御承認いただきました計画に沿って、令和２年度の血液事業の推進を図ってい

ただきたいと思います。 

  では、これをもちまして議事は終了いたします。 

  その他、事務局から何かございましたらよろしくお願いいたします。 
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○事務局 特にございません。 

○丸木議長 それでは、今後の血液事業や献血計画の実施にあたりましては、委員の皆様の絶

大な御協力が必要と思いますので、今後とも皆様の御支援、御協力を賜りますようお願いい

たします。 

  皆様、本日初めて知ったことがたくさんございましたら、これらをいろいろな方にもっと

もっと伝達講習をしていただけると期待しております。よろしくお願いいたします。 

  では、議長の任を降ろさせていただきます。御協力ありがとうございました。 

（拍手起こる） 

○（司会） 丸木会長、そして各委員の皆様方、長時間にわたり活発な御協議をいただき、ま

た貴重な御意見をいただきまして、誠にありがとうございました。いただいた御意見を今後

の事業に生かしてまいりたいと思っております。今後とも血液事業推進のためにお力添えを

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  以上をもちまして、令和元年度 埼玉県献血推進協議会を終了させていただきます。あり

がとうございました。 

 

午後３時５４分 閉会 


