
今年もスタート！愛の血液助け合い運動
「愛の血液助け合い運動」は、厚生労働省、都道府県、日本赤十字社の主催で７月１日から31日までの１ケ月間、全国で展開します。

　運動期間を含めたこれからの季節、夏の長期休暇などで学校や企業、団体などからの協力が得にくくなり、
一時的に皆さまの献血ご協力が減少することがあります。特に４００ｍＬ献血・成分献血にご協力をお願いします！
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http://www.chiba.bc.jrc.or.jp 携帯電話でいつでもどこでも献血情報をチェック
http://mwmw.net/chiba-bc/
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運転免許センター
献 血ルームでは
成分献血の受付は
行っておりません。
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ご存知ですか？献血の基準
　健康な方であれば、献血による身体への影響は
ほとんどありません。しかし献血者の健康を守り、
また輸血を受ける患者さんの安全性を高めるた
め、様々な基準が設けられています。
　詳しくは日本赤十字社のホームページをご覧下さい。
http://www.jrc.or.jp/donation/terms/

献血の種類いろいろ
●全血献血（400mL、200mL）…血液中の全ての
成分を献血していただく方法。
●成分献血…血小板や血漿など特定の成分だけを
採血し、体内で回復に時間のかかる赤血球は再び
体内に戻す方法。身体への負担も軽く、多くの血漿
や血小板を献血できる。

献血可能基準の変更のお知らせ
　平成23年4月より採血基準が一部変更されました。
●男性に限り
　献血にご協力いただける方の年齢が拡大
①400mL全血献血については17歳から可能に。
②血小板成分献血については69歳まで可能に。
※65歳から69歳までの方は、60歳から64歳までの
間に献血の経験がある方に限られます。
●男性に限り
　献血が可能な方の血色素量の下限値が引き上げ
①200mL全血献血については「12g/dL」から
「12.5g/dL」に引き上げ。
②400mL全血献血については「12.5g/dL」から
「13g/dL」に引き上げ。

検査サービスについて
　７項目の生化学検査
成績および８項目の血
球計数検査成績を、通
知を希望された方に結
果を郵便でお知らせし
ています。

献血についてご案内します献血についてご案内します

　県内では昨年度に引き続き、今年度もポイントキャンペーンを実施。ご協力
いただいた献血の種類などにあわせてポイントを加算。６ポイントごとに
記念品がもらえます。（平成27年３月31日まで) 　人間の血液は、同じ血液型でも１

人ひとり微妙に違います。そのため
複数の献血者の血液をあわせて１人
の患者さんに輸血するほど、副作用
発生の可能性が高くなります。
　400mL献血と成分献血は、200mL
献血に比べて少ない献血者からの輸
血を可能にし、安全性を向上させる
献血方法。献血者の意思を最優先し、
体調面を慎重に確認した上で、
400mL献血と成分献血のご協力をお
願いしています。

　「複数回献血くらぶ」は、安全な血液の安定確
保のため運営され、年間複数回、400mL・成分献
血にご協力いただける方を募集しています。登録
者には、血液センターからキャンペーン情報など
のメールをお届けするほか、献血履歴と検査成績を携帯電話
（右記QRコード）・パソコンでいつでも閲覧できるなど、さま
ざまな会員特典があります。「複数回献血くらぶ」は、千葉県赤
十字血液センターにおける「複数回献血クラブ」の愛称です。

●「複数回献血くらぶ」新規会員募集中！

●400mL献血・成分献血に
　ご協力お願いします。

●平成26年度 ポイントキャンペーン実施中！
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～ＳＴＯＰ！若者の“献血離れ”～
　平成14年からの10年間で、10～20代の献血者数は
約40％も減少しました。現在、日本では病気やケガな
どで、毎日約3,000人の方が輸血用血液製剤を使用し
ており、そのうち約85％は50歳以上の方々に使用さ
れています。一方、献血にご協力いただいている方の
約80％は50歳未満の方々で、輸血医療を大きく支え
ています。
　日本の少子高齢化がますます進んでいくと、血液
需要の増加が見込まれている将来の安定供給に支障
をきたす恐れがあります。
　輸血用血液製剤の有効期限は、赤血球製剤で21日
間、血小板製剤では４日間と長期に保存することが
できません。医療機関に安定的に血液を供給するた
めには、これまで以上に若者を含めた皆さまからの
献血へのご協力が必要となっています。

千葉県赤十字血液センターからのお知らせ千葉県赤十字血液センターからのお知らせ

　藤江れいなさんの献血体験に、献血キャラクターのけんけつちゃん
も駆けつけてくれました。「けんけつちゃん、カワイイ～☆」　仲良し２
ショットで、すっかりリラックスモードに。
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　献血する側の安全と患者さんが安心して輸血
を受けられるよう、健康状態をお伺いするた

め、タッチパネルを使って質問
に回答。

「タブレットですいすい☆　
機械が苦手な方でも大丈夫」

3
　個室でプライバシーを厳守しながら、医師に
よる問診と血圧チェック。わからないことは質

問できます。体調がすぐれない
方などは、献血をご遠慮いただ
くこともあります。

「私の身体にムリがないよ
う、確認してくれるのがうれ
しいな」

　今年６月25日から献血の受付手順が変わり
ました。個人情報を電子化し、住所や生年月日
などは紙（献血申込書)に印刷せずカードに記
録されるので、他人に見られる心配もなくな
り、安心！番号を書いた紙を手首に巻いてもら
います。

「プライバシーも守られて安心ですね☆」

　最初の献血時（平成18年10月以降に
受付された方)に登録した暗証番号（４
桁)を忘れても大丈夫。専用の機械に指
をかざすだけで、より早く簡単に本人
確認が可能になりました。（従来の暗証

番号での確認も可能です。）

「すごい！指静脈でワンタッチ確認♪」

受付手順が変わりました。
ポイント！

　はじめに手渡される「お願い！」パンフ
レットを読んで、内容をしっかり理解したら

受付へ。献血カードを持ってい
る方は受付スタッフに提示し、
生体（指静脈)認証で本人確
認。（従来の暗証番号での確認
も可能です。） カードを持っ
ていない時、または初めての方
は氏名・生年月日を記入し、本
人確認できる身分証明書を提示
して下さい。

　職員の制服もリニューアルされました。
夏服のシャツは、清潔感のある白をベース
にしたものと、赤色がかわいいチェック
柄、ポロシャツの3種類。不安なことが
あったら職員に何でも質問してください。

「赤色のチェック柄の制服を着させていただきました♪」

職員の制服もすてき！
ポイント！

生体（指静脈)認証で本人確認
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4
　さらに貧血の心配がないか、ヘモグロビン濃
度の測定と血液型を事前判定。成分献血の場合

は、血小板数の測定も行いま
す。

「私の血液って…今どんな状
態？」
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5
　ゆったりとしたリクライニングの採血ベッド
に横になり、リラックスして採血スタート。ス

タッフが緊張をほぐしてくれる
から、心配ご無用。全血献血で
は10〜15分程度、成分献血では
採血量に応じて40〜90分程度か
かります。

「やさしい看護師さんが針を
刺してくれるから恐くない☆」

献血献血

6
　お疲れ様でした！　採血後は、休憩スペース
でドリンクを飲みながら、少なくとも10分以

上の休憩を。トイレに行くのは
なるべく十分に休んでから。

「まるでカフェにいるみたい
♪　ドリンク片手に読書タ
イム」

休憩
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7

　最後に、今回の献血記録と次回の献血可能日
を印字した献血カードを受け取って、手首の番

号を外して献血完了。カードに
は緊急時の連絡先も記載され、
次回以降の献血時に本人確認とし
て使用するので失くさないよう
にして下さい。

「今度はいつ来ようかな
…？」
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休憩
8 　献血にご協力いただいた方への感謝の気持ち

として、７項目の生化学検査と８項目の血球計
数検査成績を、希望された方に
親展ハガキでお送りしていま
す。

「おうちに届くのが楽し
み！」

献血後休憩 献血後

献血ルームに
　行ってみよう〜

チャレンジチャレンジ献血！献血！献血！

　昨年10月にリニューアルオープンした献血ルーム　

フェイスで、藤江れいなさん（ＮＭＢ48)が献血を体験！

　京成船橋駅直結、お買い物やお仕事帰りに気軽に立ち

寄れるおしゃれで開放的な献血ルームには、新しい発見が

いっぱい！　海をイメージしたインテリアで、ゆったり

くつろげる落ち着いた空間
でした。

※日曜日・祝日は、上記昼時間帯の中断なしで献血を実施 ※日曜日・祝日は、上記昼時間帯の中断なしで献血を実施 ※日曜日・祝日は、上記昼時間帯の中断なしで献血を実施 ※土曜日・日曜日・祝日は、上記昼時間帯の中断なしで献血を実施。


