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関西骨髄バンク推進協会ニュース

― vol.68 ―

Conbined 献血と骨髄バンクの和を広げる会だより
新型コロナウイルスの影響が日ごとに広がっています。基礎疾患のある患者
さんにとって特に不安な日々が続いていることを思うと、一日も早い医療体

【発行】ＮＰＯ法人
関西骨髄バンク推進協会

制の構築と、感染拡大が収束することを願ってやみません。ひとりひとりが
お互いを思いやり、協力しながら健康で過ごせる社会を作ることは、骨髄バ

大阪市城東区森之宮 2-4-43
大阪府赤十字血液センター新館６階

ンク事業も同じです。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

大阪マラソンの寄付先団体に選んでいただきました！！！
大阪で行われる最大の市民マラソン
大会！しかも第 10 回の記念大会と
なる2020年の大阪マラソンの寄付
先団体として、当 NPO がチャレン
ジパートナー15 団体のうちの 1 つ
として選ばれました！！！
当 NPO を支援するチャリティラン
ナーとして、大阪マラソンを走って
くださる方を大募集します！
オリンピックイヤーの 2020 年を、
私たちと一緒に大阪マラソンで更に
盛り上げましょう！
Ⓒ大阪マラソン公式ホームページより

チャリティランナーとは？
大阪マラソンのチャリティ活動への理解を深め、支援の輪を広げていくこと
を目的に出場していただくランナーのことです。支援したい寄付先団体に、
家族や友人などにサポーターとしての協力を呼びかけ、寄付の合計額が
7 万円以上になると出走できます。
（参加料別途）

募集期間は 4 月 23 日(木)10 時から 8 月 28 日(金)17 時まで。
先着順で 1000 人となっています。詳細は今後、当 NPO の
ホームページや Facebook ページなどで随時発信していきます。
私たちの活動を、チャリティランナーとしてご支援ください！
そして、大阪の街を、骨髄バンクの黄色いタスキをかけて走る
ことで、全国にいる患者さんやそのご家族をちからづけていた
だけませんか？
たくさんの皆さまからのご応募、ご協力をお願いいたします！
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「骨髄バンクの【コーディネーター】ってどんな役割なの？」
(公財)日本骨髄バンク 近畿地区事務局コーディネーター 小川裕子さん

に

お答えいただきました。

【はじめに】
日頃より日本骨髄バンク事業にご協力いただき、誠にありがとうございます。骨髄バンクでは、
骨髄移植と末梢血幹細胞移植のコーディネートを行っています。
コーディネートが始まると、
ドナー
の居住地域の地区事務局が担当となり、それぞれのドナーに対してコーディネーター、調整医師が
決まります。コーディネーターは、ドナー・調整医師・採取施設・地区事務局との連絡調整をしま
す。確認検査や最終同意面談の準備や説明、採取施設での健康診断や入退院時などに同行します。
医学的説明および質問への対応、ドナーの適格性判定や採血などは、調整医師が担当します。

【コーディネーターの基本姿勢】
コーディネーターは初めに、
「骨髄バンク事業では、ドナーの健康と安全を優先します。
コーディネーターは、患者側でもドナー側でもない中立な立場です。強制や懇願をしては
いけません。提供については、わかりやすい言葉で説明して下さい。
」と学びます。

【コーディネーターの業務】
ドナーから、提供にあたっての不安や迷いはないか、ご家族からの反対はないか、入院いただけ
ない時期はないかなど、お気持ちも含めてお話を伺います。私は、コーディネートがどのように進
むのか、具体的な日程の決め方など、実際の流れをイメージしていただきやすいようお話しするよ
うにしています。提供に至るまでには、ご自身の仕事や家庭、学業などの都合をつけていただかな
ければなりません。患者は確認検査の段階では、複数のドナー候補者を並行してコーディネートを
進めることができます。そのため、候補者には、ドナーになれる現況なのかをお考えくださいとお
話し、コーディネートを進める上で、問題がないかなどを相互に確認していきます。

【ドナーのこと】
コーディネートが終了する理由は、健康面の他、家族同意なし、都合つかずなど様々です。すべ
てのドナーが提供をご辞退されたわけではありません。多くのドナーが「患者さんに申し訳ない。
」
と話されます。先日、コーディネート終了後、ドナー登録が保留になっていたあるドナーから、
「状
況が整いましたのでドナー登録を再開してください。
」とご連絡がありました。ご自身の理由でコー
ディネートが終了になったことをずっと気にかけておられたそうです。この方のように提供に至ら
なかった多くのドナー、そのご家族の尊い思いも、闘病の支えになっていると嬉しいなと思います。

【おわりに】
最近若いドナーから、
「両親も元ドナー登録者（年齢経過）でした。
」というお話をよく聞くよう
になりました。
『命のリレー』の思いが次世代にも受け継がれていることを実感します。ドナーにも、
コーディネーターにも、患者の個人情報や移植後の経過は知らされません。しかし、これからも、
多くの尊い思いが、安全に確実に、移植につながるよう、ドナーに寄り添っていきたいと思います。

たいへんだけど、患者さんとドナーさんをつなぐ大切な役割をになっているんだ！
ということがよくわかりました。ありがとうございました。
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私たちの活動を支えてくださる方々への

Thank you!
第3回

命のバトン

リレーインタビュー
福永建設株式会社

♡

福永 敏隆様

だ

タスキを
50 本
ご寄附いた
だきました

2000 年 4 月守口ライオンズクラブに
入会、同年 11 月骨髄バンクに登録
2003 年 7 月献血奉仕委員長
2004 年度幹事
2009 年度会長を歴任、現在も献血・
骨髄バンクの啓発に尽力されています。
骨髄バンクをご支援くださった

2000 年 11 月に骨髄バンクに登録し、2003 年 7 月に献血
奉仕委員長を受けたのがきっかけです。当時は登録事業が始まっ

きっかけは？

て 10 年で 13 万人ほどしか登録しかありませんでした。
。
2003 年 5 月に次期献血奉仕委員長を受けた時に、全国で献血併行型骨髄ドナー

その後の
ご活動は？

登録会は１都 3 県しか実施されていませんでした。血液センターの所長さんに根気
強く説明し、同年 10 月に大阪でも実施が実現。その後、厚生省の前副大臣だった
友人の協力のもと、国会で協議されたことで全国に登録会が広まりました。

どんな思いで

私がまだ若かった頃に中堀由希子さんの実話を題材にした「21 歳の別離」と

活動をくださっ

いうドラマの中で、
白血病の患者さん(子供も大人も)亡くなっていくのを観て、

ておられますか？

悲しく思い登録者を増やす事により、ひとりでも多くの患者さんを助けたい
との思いで活動を続けています。
父はすぐに賛成してくれました。母は、合併症のことを心配していましたが、

皆さんにお伝え

個々に環境が違うと思いますが、まずは骨髄バンクや社会貢献を知っていた
両親とも病院まで同行してくれて、説明を聞いて、納得してくれました。

したいことは？

だき一人ひとり出来る事を継続して活動される事を願います。
今は毎日の行事をこなすのが一杯なので活動中

新たにお考えのこと

に思い付いた事は積極的に進めて実行していま

はございますか？

す。関西骨髄バンク推進協会から提案頂ければ
新たな事にチャレンジ出来るかもしれません!!

今までに、パソコン、プリンタ、横断幕、のぼりなどのご寄附をたくさん
いただきました。
福永建設の社員さんで、ドナーになられた方が 2 人もおられます。
もちろんドナー休暇制度もある会社さまです。昨年は「友情」公演にも
ご尽力いただきました。いつもありがとうございます！！
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活動報告

2019 年７月～１２月（併行型登録会は除く）

＜和の会＞ 献血と骨髄バンクの和を広げる会
７月

摂津ライオンズクラブ例会にて

・イオンイエローレシートキャンペーン

骨髄提供されたお二人と

・新極真会寄付拝受
・藤井レイ子さん チャリティコンサート
８月
・摂津ライオンズクラブ例会 語りべ講演
・フィレールの会 チャリティコンサート 展示即売 講話
・愛のかけはし チャリティコンサート 展示即売 講話
・新規説明員研修
・ライオンズクラブ合同例会 「友情」PR
・兵庫県立日高高校 看護科 併行型登録会で手作り巾着袋プレゼント〈和の会〉

大阪大学献血併行型
ドナー登録会

９月
大阪大学献血・骨髄バンク

・NPO セミナー〈和の会〉
・大阪大学ボランティアサークル「フロンティア」献血・骨髄バンク勉強会

勉強会

・堺フェニックスライオンズクラブ例会 語りべ講演
・守口市役所・FM Hanako 「友情」PR
・守口市副市長 表敬訪問
・
「友情」公演
・藤井レイ子さん チャリティコンサート

FM HANAKO

・愛のかけはし チャリティコンサート 展示即売 講話

「友情」PR

〈和の会〉活動スナップ

宮津市社会福祉協議会さま
へ 手作りの正絹の【紐】を
150 本お渡ししました。
京都府立宮津高校 初献血の
6 人組。

綾部市の献血会場で
呼び掛けをしてくれ
た可愛いお嬢さん

これからも継続した献血を！
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１０月
・近畿地区意見交換会
・立命館大学アジアウイーク 骨髄バンク啓発
・堺市協働事業 大阪府立大学 友好祭実行委員会 勉強会
・フィレールの会 チャリティコンサート 展示即売 講話
・新規説明員研修

愛のかけはしコンサート

・イートン(株)京都事業所 併行型登録会でぜんざい振舞い〈和の会〉

@菅原生涯学習センター

第19回チャリティゴルフ大会
最高にいいお天気でした！

１１月
・堺市協働事業 大阪府立大学友好祭語りべ講演「迷宮カフェ」上映会
・羽衣国際大学 骨髄バンク勉強会
・兵庫大学看護学部
・愛のかけはし チャリティコンサート 展示即売 講話
・イオンイエローレシートキャンペーン
・ラブラッド会員 語りべ講演
・チャリティゴルフ大会
・藤井レイ子さん チャリティコンサート
・新規説明員研修
・明治国際医療大学 併行型登録会で手作り巾着袋プレゼント〈和の会〉

コンサート受付で
折り紙のプレゼント
セレッソホーム最終戦
ヤンマースタジアム

１２月
・フィレールの会チャリティコンサート 展示即売 講話
・アステラス製薬姫路営業所 語りべ講演

フィレールの会コンサート

・河内長野市 医師会・歯科医師会・看護師会・教育委員会 語りべ講演

@アートクラブ

・大阪市立高校 語りべ講演

a-to 御堂筋献血ルーム登

・陸上自衛隊福知山駐屯地 1００リットル献血でぜんざい振舞い〈和の会〉

録会
看板がかわいい♪

-5-

2020 年 2 月 29 日発行 関西骨髄バンク推進協会ニュース第 68 号

骨髄バンクキャンペーン 舞台「友情」守口公演
平成 11 年 11 月 11 日にスタートした、劇団絵生（えき）
の骨髄バンクキャンペーン舞台「友情」
。
20 年目の今年は守口ライオンズクラブさまのご協力により、
守口での公演となりました。
白血病と闘う中学生の主人公あゆみ。薬の副作用で髪が抜け
落ちてしまった彼女を励まそうとクラスメートが考えたことは・・
アメリカで実際にあった感動のお話をもとに作られ、全国で
６０５回も公演されました。
ライオンズクラブ国際協会 335-B 地区
元ガバナー中村様が医師役でご出演

教師役の野村宏伸さんはじめ出演者の
皆さんが守口市長を表敬訪問
元ガバナー中村様が医師役でご出演

公演の広報、集客、当日の受付
など、守口ライオンズクラブ様に
は、大変お世話になりました！
病気になっても一人じゃないよ、
と友情が美しく光る感動の舞台で
した！渾身の演技に涙・・・
もっと多くの方に見てもらいたい！
という声をたくさんいただきまし
た。また機会があればご覧いただ
きたいと思います！
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ドナー登録会実績 関西協会開催分（2019 年 7 月～12 月）
昨年 2 月、池江選手の白血病公表によって爆発的にド
ナー登録者数が増えましたが、春以降は平均的な登録者数
となってきています。
月ごとに発表される都道府県別のドナー登録者数実績は
純増数がマイナスになるところも多くなる中、大阪府は安
定した登録者数を維持しています。
しかしながら、府下で開催する移動採血バスでの併行型
登録会が献血会場の1 割程度という状況は変わっていませ
ん。また、献血ルームでの活動は、月に 1 回平均です。
献血併行型登録会の開催回数を増やすことが、登録者数
増加に直結します。
課題は山積ですが、
今後も血液センター
や主催団体などとの協力を仰ぎながらドナーを増やす活動
を進めてまいります。

右の表は、当 NPO が献血併行型登録会を開催
させていただいている大阪府下の献血ルームでの、
昨年 1 年間の登録実績です。献血ルームには、若
い年齢層の方がたくさん献血に来られるので、啓
発も含め、併行型登録会の活動を増やしていくこ
とが課題です。4 月からはあらたに、あべの献血
ルーム KiZooNa での登録会を実施予定です。

ドナー登録会実績 和を広げる会開催分（2019 年 7 月～12 月）
NPO 法人 献血と骨髄バンクの和を広げる会は、設立以来
京都府赤十字血液センター福知山出張所管内のうち、舞鶴
を除くすべての献血会場での併行型登録会を実施できる環
境にあります。ここ数年は既にドナー登録をしていただい
ている方や 55 歳で登録が抹消になられた方が多い会場に
ついては、併行型登録会の開催を見合わせることもありま
すが、登録者数は大きく減ることはありません。次年度は
数年開催を見合わせていた会場でも再開を検討予定です。
兵庫県北・中部に関しては、これまで以上に兵庫県赤十字
血液センターの推進担当者との連携が密になり、新規の登
録会場が増えました。また熱意ある健康福祉事務所担当者
の方が、若年者の多い献血会場で県主催登録会を開催する
よう努力くださったことも、登録実績増につながっていま
す。北播磨地域の説明員がさらに 1 名増え、登録会開催回
数を増やせるよう、今後も体制を整えていきます。
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ご寄付に感謝申し上げます

201９年 7 月 1 日～12 月 31 日（敬称略・順不同）

NPO 法人 関西骨髄バンク推進協会 分

NPO 法人 献血と骨髄バンクの和を広げる会 分

● 連載企画

専務理事

八重ちゃんのつぶやきコーナー●

献血会場で骨髄バンク登録の声掛けをしていた時のことです。
「骨髄バンクの登録はお済みでしょうか？」とうかがうと
「はい。家族が（骨髄を）提供していただきました。ありがとうございました。
」と、立ち上がって深
く頭を下げられました。30 歳代とみえる女性でした。
提供経験のある方にはよくお会いしますが、提供を受けた方や、そのご家族にお目にかかることはあ
まりありません。
また別の日、ドナーとして骨髄提供された方にお会いした時のこと。
「提供したのはずいぶん前で、詳しいことは忘れてしまいました。今は登録もしていません。
」
・・・ですが、お話ししているうちに、ドナーとして選ばれた時のご家族のお気持ちや、提供のために
入院した時に発熱して体調を崩したご経験、その時のお気持ちを聞かせてくださいました。
このお二人にお会いできたことで、私は久しぶりに 【骨髄をひとさまからいただくことの意味】を
思い出す時間を得ました。
お振込先

*

郵便振替口座
りそな銀行/京阪京橋支店

00970-3-64270 特定非営利活動法人 関西骨髄バンク推進協会
普通
6195718 NPO法人 関西骨髄バンク推進協会
理事長
河敬世
京都北都信用金庫/前田支店 普 通
1079002 NPO法人 献血と骨髄バンクの和を広げる会

本会報は団体賛助会員 NPO法人献血と骨髄バンクの和を広げる会の会報として 報告を兼ねさせていただいております

ＮＰＯ法人 関西骨髄バンク推進協会
〒536-0025
大阪市城東区森之宮2-4-43
大阪府赤十字血液センター 新館6階
MAIL kansaikyokai@sirius.ocn.ne.jp

ＮＰＯ法人
献血と骨髄バンクの和を広げる会
〒620-0855
京都府福知山市土師新町3-121
MAIL wawohirogerukai@gmail.com
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