
注）修正・追加箇所にはアンダーラインを付した。 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度 

岡山県献血推進計画岡山県献血推進計画岡山県献血推進計画岡山県献血推進計画 

（（（（岡山県献血推進岡山県献血推進岡山県献血推進岡山県献血推進アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン）））） 

～～～～岡山県献血推進計画岡山県献血推進計画岡山県献血推進計画岡山県献血推進計画のののの実施実施実施実施のためにのためにのためにのために～～～～    

（（（（案案案案）））） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県岡山県岡山県岡山県 
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平成平成平成平成２７２７２７２７年度岡山県献血推進年度岡山県献血推進年度岡山県献血推進年度岡山県献血推進アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

                                                                                                     

基本的事項基本的事項基本的事項基本的事項    

    ○○○○平成平成平成平成２７２７２７２７年度岡山県献血推進計画年度岡山県献血推進計画年度岡山県献血推進計画年度岡山県献血推進計画にににに基基基基づきづきづきづき、、、、実際実際実際実際にににに行行行行うううう事業事業事業事業（（（（アクションプアクションプアクションプアクションプ

ランランランラン））））をををを項目項目項目項目ごとにごとにごとにごとに太枠内太枠内太枠内太枠内にににに定定定定めためためためた。。。。 

        なおなおなおなお、、、、本文本文本文本文はははは平成平成平成平成２７２７２７２７年度岡山県献血推進計画年度岡山県献血推進計画年度岡山県献血推進計画年度岡山県献血推進計画であるであるであるである。。。。 

    
前文前文前文前文 

                    本計画本計画本計画本計画はははは、、、、安全安全安全安全なななな血液製剤血液製剤血液製剤血液製剤のののの安定供給安定供給安定供給安定供給のののの確保等確保等確保等確保等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（昭和昭和昭和昭和３１３１３１３１年法年法年法年法    

            律第律第律第律第１６０１６０１６０１６０号号号号））））第第第第１０１０１０１０条第条第条第条第４４４４項項項項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき定定定定めるめるめるめる平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの岡山県岡山県岡山県岡山県にににに    

おけるおけるおけるおける献血献血献血献血のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする計画計画計画計画であるであるであるである。。。。    

 
第第第第１１１１節節節節    平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度にににに献血献血献血献血によりによりによりにより確保確保確保確保すべきすべきすべきすべき血液血液血液血液のののの目標量目標量目標量目標量 
 

                平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度にににに全血献血全血献血全血献血全血献血によりによりによりにより２３２３２３２３,,,,９８９９８９９８９９８９ＬＬＬＬ、、、、血小板成分献血血小板成分献血血小板成分献血血小板成分献血によりによりによりにより７７７７，，，，

２２３２２３２２３２２３ＬＬＬＬ、、、、血漿成分献血血漿成分献血血漿成分献血血漿成分献血によりによりによりにより１１１１，，，，７４５７４５７４５７４５ＬＬＬＬのののの計計計計３２３２３２３２，，，，９５７９５７９５７９５７ＬＬＬＬのののの血液血液血液血液をををを確確確確

保保保保するためするためするためするため、、、、８８８８３３３３，，，，８９４８９４８９４８９４人人人人にににに献血献血献血献血にににに協力協力協力協力いただくいただくいただくいただく必要必要必要必要があがあがあがあるるるる。。。。    

                ※※※※注注注注    原料血漿確保目標量原料血漿確保目標量原料血漿確保目標量原料血漿確保目標量（（（（岡山県岡山県岡山県岡山県））））１３１３１３１３，，，，５５６５５６５５６５５６ＬＬＬＬをををを含含含含むむむむ    

 
                ［［［［献血目標献血目標献血目標献血目標］］］］ 

 
献血区分献血区分献血区分献血区分 

 
場場場場    所所所所 

全全全全    血血血血    献献献献    血血血血 
 
 
成分献血成分献血成分献血成分献血 

 

 
 
合合合合        計計計計 

 200200200200ｍＬｍＬｍＬｍＬ献血献血献血献血 400400400400ｍＬｍＬｍＬｍＬ献血献血献血献血 

 
血液血液血液血液センターセンターセンターセンター 
 

 
850850850850人人人人    

    
 

 
3,3203,3203,3203,320人人人人    

 
 

 
9,7709,7709,7709,770人人人人    

 
 

 
13,94013,94013,94013,940人人人人    

 
 

 
献血献血献血献血ルームルームルームルーム 

 

 
1,4511,4511,4511,451人人人人    

 
 

 
8,3008,3008,3008,300人人人人    

 
 

 
12,65112,65112,65112,651人人人人    

 
 

 
22,40222,40222,40222,402人人人人    

 
 

 
移動献血車移動献血車移動献血車移動献血車 

 

 
700700700700人人人人    

 
 

 
46,85246,85246,85246,852人人人人    

 
 

 
－－－－        

 

 
47,55247,55247,55247,552人人人人    

 
 

 
合合合合        計計計計 

 
 

    
3,0013,0013,0013,001人人人人    

     
 

    
58,47258,47258,47258,472人人人人    

     
 

    
22,42122,42122,42122,421人人人人    

 
 

 

 
83,89483,89483,89483,894人人人人    

     
 

                                                                ※※※※400400400400ｍＬｍＬｍＬｍＬ献血献血献血献血のののの全血献血全血献血全血献血全血献血にににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合９５９５９５９５％％％％ 

 
第第第第２２２２節節節節    前節前節前節前節のののの目標量目標量目標量目標量をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな措置措置措置措置にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 
 

                    県内県内県内県内でででで必要必要必要必要とさとさとさとされるれるれるれる輸血用血液輸血用血液輸血用血液輸血用血液とととと血漿分画製剤用原料血漿血漿分画製剤用原料血漿血漿分画製剤用原料血漿血漿分画製剤用原料血漿のののの確保目標量確保目標量確保目標量確保目標量をををを    

県民県民県民県民のののの善意善意善意善意のののの献血献血献血献血でででで確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会（（（（３０３０３０３０機関機関機関機関・・・・団体団体団体団体））））    

をををを中心中心中心中心にににに、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関・・・・団体等団体等団体等団体等のののの連携連携連携連携をよりをよりをよりをより一層緊密一層緊密一層緊密一層緊密にしにしにしにし、、、、県県県県・・・・市町村及市町村及市町村及市町村及びびびび岡山岡山岡山岡山    

県赤十字血液県赤十字血液県赤十字血液県赤十字血液セセセセンターがンターがンターがンターが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって、、、、積極的積極的積極的積極的かつかつかつかつ効果的効果的効果的効果的なななな献血運動献血運動献血運動献血運動のののの展開展開展開展開にににに    

努努努努めるめるめるめる。。。。    
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                県県県県・・・・保健所及保健所及保健所及保健所及びびびび岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターはセンターはセンターはセンターは､､､､定期献血場所定期献血場所定期献血場所定期献血場所のののの周知周知周知周知やややや市町村市町村市町村市町村    

などなどなどなどでのでのでのでの各種各種各種各種イベントイベントイベントイベント等等等等のののの把握把握把握把握にににに努努努努めめめめ、、、、移動献血車移動献血車移動献血車移動献血車のののの効率的効率的効率的効率的なななな運用運用運用運用をををを図図図図るるるる。。。。 

                またまたまたまた、、、、血液製剤血液製剤血液製剤血液製剤のののの国内自給国内自給国内自給国内自給やややや安全性向上安全性向上安全性向上安全性向上のためのためのためのため、、、、成分献血及成分献血及成分献血及成分献血及びびびび400400400400ｍＬｍＬｍＬｍＬ献血献血献血献血    

            のののの推進推進推進推進をををを図図図図るるるる。。。。特特特特にににに輸血者輸血者輸血者輸血者のののの負担負担負担負担がががが軽減軽減軽減軽減されるされるされるされる400400400400ｍＬｍＬｍＬｍＬ献血献血献血献血のよりのよりのよりのより一層一層一層一層のののの安定安定安定安定    

            的確保的確保的確保的確保にににに努努努努めめめめるるるる。。。。    

 

        １１１１        献血献血献血献血にににに関関関関するするするする普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動のののの実施実施実施実施 

        (1)  (1)  (1)  (1)  献血推進強化事業献血推進強化事業献血推進強化事業献血推進強化事業 

                ①①①①平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度「「「「岡山県愛岡山県愛岡山県愛岡山県愛のののの血液助血液助血液助血液助けけけけ合合合合いいいい運動運動運動運動」」」」のののの実施実施実施実施 

            夏場夏場夏場夏場のののの血液不足血液不足血液不足血液不足をををを解消解消解消解消しししし、、、、またまたまたまた、、、、医療医療医療医療にににに必要必要必要必要とするとするとするとする全全全全てのてのてのての血液製剤血液製剤血液製剤血液製剤をををを県民県民県民県民

のののの献献献献血血血血によりによりによりにより確確確確保保保保することをすることをすることをすることを目的目的目的目的にににに、、、、７７７７月月月月から８から８から８から８月月月月までの２かまでの２かまでの２かまでの２か月間月間月間月間をををを「「「「岡山岡山岡山岡山

県愛県愛県愛県愛のののの血血血血液助液助液助液助けけけけ合合合合いいいい運動運動運動運動」」」」月間月間月間月間としとしとしとし、、、、岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会をををを中心中心中心中心にににに、、、、関係関係関係関係

機関機関機関機関・・・・団体団体団体団体のののの協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、オープニングオープニングオープニングオープニング行事等各種行事等各種行事等各種行事等各種のののの事業事業事業事業をををを展開展開展開展開するするするする。。。。    

        月間中月間中月間中月間中にににに「「「「献血感謝献血感謝献血感謝献血感謝のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」をををを開催開催開催開催しししし、、、、献血運動献血運動献血運動献血運動のののの推進推進推進推進にににに功労功労功労功労のあったのあったのあったのあった

団体及団体及団体及団体及びびびび個人個人個人個人にににに対対対対しししし、、、、県知事感謝状等県知事感謝状等県知事感謝状等県知事感謝状等のののの贈呈贈呈贈呈贈呈をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに献血思想献血思想献血思想献血思想のののの普及普及普及普及

啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業をををを行行行行うううう。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

○○○○「「「「岡山県愛岡山県愛岡山県愛岡山県愛のののの血液助血液助血液助血液助けけけけ合合合合いいいい運動運動運動運動」」」」月間月間月間月間のののの行事行事行事行事 

                    主体主体主体主体：：：：岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会 

１１１１    普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動 

（（（（１１１１））））オープニングオープニングオープニングオープニング行事行事行事行事 

            内容内容内容内容：：：：①①①①啓発啓発啓発啓発イベントイベントイベントイベント 

                    ②②②②岡山県献血推進協議会長岡山県献血推進協議会長岡山県献血推進協議会長岡山県献血推進協議会長メッセージのメッセージのメッセージのメッセージの伝達及伝達及伝達及伝達及びびびび啓発資材啓発資材啓発資材啓発資材のののの配布配布配布配布 

        時期時期時期時期：：：：平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年７７７７月月月月１１１１日日日日（（（（水水水水）））） 

        参加者参加者参加者参加者：：：：岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会ほかほかほかほか 

        （（（（参考参考参考参考）））） 

            平成平成平成平成２２２２６６６６年度実績年度実績年度実績年度実績：：：：岡山市岡山市岡山市岡山市表町商店街表町商店街表町商店街表町商店街（（（（上之町上之町上之町上之町～～～～中之町中之町中之町中之町～～～～下之町下之町下之町下之町））））をパレをパレをパレをパレ

ードードードード 

                                                環太平洋大学環太平洋大学環太平洋大学環太平洋大学マーチングバンドマーチングバンドマーチングバンドマーチングバンド部部部部、、、、ＦＣＦＣＦＣＦＣ吉備国際大学吉備国際大学吉備国際大学吉備国際大学    

                           シャルムシャルムシャルムシャルム選手等約選手等約選手等約選手等約１５０１５０１５０１５０名名名名がががが参加参加参加参加 

（（（（２２２２））））広報活動広報活動広報活動広報活動 

        内容内容内容内容：：：：①テレビ①テレビ①テレビ①テレビ、、、、ラジオラジオラジオラジオ、、、、新聞新聞新聞新聞、、、、各種広報誌等各種広報誌等各種広報誌等各種広報誌等のののの活用活用活用活用 

                    ②②②②献血推進協議会長献血推進協議会長献血推進協議会長献血推進協議会長メッセージメッセージメッセージメッセージ及及及及びびびび啓発資材啓発資材啓発資材啓発資材をををを各保健所各保健所各保健所各保健所・・・・市町村市町村市町村市町村・・・・岡岡岡岡    

山山山山県赤十字血液県赤十字血液県赤十字血液県赤十字血液センターセンターセンターセンター等等等等からからからから事業所事業所事業所事業所・・・・学校等学校等学校等学校等にににに伝達伝達伝達伝達・・・・配布配布配布配布 

                    ③③③③保健所保健所保健所保健所、、、、市町村市町村市町村市町村、、、、後援団体後援団体後援団体後援団体でのポスターでのポスターでのポスターでのポスター掲示掲示掲示掲示 

        時期時期時期時期：：：：月間中月間中月間中月間中 

        主体主体主体主体：：：：岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会 

        （（（（参考参考参考参考））））平成平成平成平成２２２２６６６６年度実績年度実績年度実績年度実績：：：：ポスターポスターポスターポスター                                        ４００４００４００４００部部部部 

                                                            啓発用啓発用啓発用啓発用クリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル        ５５５５，，，，００００００００００００枚枚枚枚 

２２２２    「「「「献血感謝献血感謝献血感謝献血感謝のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」のののの開催開催開催開催 

            内容内容内容内容：：：：長年長年長年長年にわたにわたにわたにわたってってってって献血推進活動献血推進活動献血推進活動献血推進活動にににに功労功労功労功労のあったのあったのあったのあった団体等団体等団体等団体等へのへのへのへの感謝状等贈呈感謝状等贈呈感謝状等贈呈感謝状等贈呈 
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式及式及式及式及びびびび記念講演会記念講演会記念講演会記念講演会のののの開催開催開催開催 

            時期時期時期時期：：：：平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年８８８８月上旬月上旬月上旬月上旬 

        参加者参加者参加者参加者：：：：市町村市町村市町村市町村、、、、岡山県献血推進協議会等岡山県献血推進協議会等岡山県献血推進協議会等岡山県献血推進協議会等 

        （（（（参考参考参考参考））））平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年度実績度実績度実績度実績：：：：表彰状及表彰状及表彰状及表彰状及びびびび感謝状贈呈団体等感謝状贈呈団体等感謝状贈呈団体等感謝状贈呈団体等３７３７３７３７団体団体団体団体、、、、２５２５２５２５名名名名 

                                                                                                        トークトークトークトーク会会会会ゲストゲストゲストゲスト：：：：岡山湯郷岡山湯郷岡山湯郷岡山湯郷ベルベルベルベル    

                                                                                            福元美穂選手福元美穂選手福元美穂選手福元美穂選手、、、、宮間宮間宮間宮間あやあやあやあや選手選手選手選手    

                                                                                                                            進行役進行役進行役進行役：：：：岡山放送岡山放送岡山放送岡山放送㈱㈱㈱㈱    堀靖英堀靖英堀靖英堀靖英アナウンサーアナウンサーアナウンサーアナウンサー    

            ②②②②｢｢｢｢はたはたはたはたちちちちのののの献血献血献血献血｣｣｣｣キキキキャンャンャンャンペペペペーンのーンのーンのーンの実施実施実施実施 

                新新新新たにたにたにたに成人式成人式成人式成人式をををを迎迎迎迎えるえるえるえる｢｢｢｢はたちはたちはたちはたち｣｣｣｣のののの若者若者若者若者をををを中心中心中心中心にににに、、、、冬期冬期冬期冬期におけるにおけるにおけるにおける献血者献血者献血者献血者をををを確確確確

保保保保することをすることをすることをすることを目的目的目的目的にににに、、、、１１１１月月月月から２から２から２から２月月月月までの２かまでの２かまでの２かまでの２か月間月間月間月間をををを「「「「はたちのはたちのはたちのはたちの献血献血献血献血」」」」キキキキ

ャンャンャンャンぺぺぺぺーンンンン月間月間月間月間としとしとしとし、、、、広広広広くくくく県民各層県民各層県民各層県民各層にににに対対対対しししし献血思想献血思想献血思想献血思想のののの普及普及普及普及をををを図図図図るるるる。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

○○○○「「「「はたはたはたはたちちちちのののの献血献血献血献血」」」」キキキキャンャンャンャンペペペペーンーンーンーン中中中中のののの行事行事行事行事 

１１１１    「「「「はたはたはたはたちちちちのののの献血献血献血献血」」」」キキキキャンャンャンャンペペペペーンオープニングイベントーンオープニングイベントーンオープニングイベントーンオープニングイベント 

        内容内容内容内容：：：：①①①①岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター一一一一日所長日所長日所長日所長委嘱委嘱委嘱委嘱式式式式 

                    ②②②②献血協献血協献血協献血協力力力力団団団団体体体体へのへのへのへの訪問訪問訪問訪問及及及及びびびび岡山県献血推進協議会長岡山県献血推進協議会長岡山県献血推進協議会長岡山県献血推進協議会長メッセージをメッセージをメッセージをメッセージを    

岡山岡山岡山岡山県学県学県学県学生生生生献血推進献血推進献血推進献血推進連盟連盟連盟連盟加加加加盟盟盟盟校校校校へへへへ配布配布配布配布するなどするなどするなどするなど、、、、献血献血献血献血思想思想思想思想のののの普及普及普及普及をををを    

図図図図るるるる。。。。 

            主体主体主体主体：：：：岡山県学岡山県学岡山県学岡山県学生生生生献血推進献血推進献血推進献血推進連盟連盟連盟連盟、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

            時期時期時期時期：：：：平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年１１１１月上旬月上旬月上旬月上旬 

２２２２    広報活動広報活動広報活動広報活動 

        内容内容内容内容：：：：①テレビ①テレビ①テレビ①テレビ、、、、ラジオラジオラジオラジオ、、、、新聞新聞新聞新聞、、、、各種広報誌等各種広報誌等各種広報誌等各種広報誌等のののの活用活用活用活用 

                                        ②②②②保健所保健所保健所保健所、、、、市町村市町村市町村市町村、、、、後援団体後援団体後援団体後援団体でのポスターでのポスターでのポスターでのポスター掲示掲示掲示掲示 

        時期時期時期時期：：：：月間中月間中月間中月間中 

３３３３    記念記念記念記念品品品品のプレのプレのプレのプレゼゼゼゼントントントント 

        内容内容内容内容：：：：献血献血献血献血されされされされたたたた新成新成新成新成人人人人のののの方方方方にににに記念記念記念記念品品品品をプレをプレをプレをプレゼゼゼゼントントントント 

        時期時期時期時期：：：：月間中月間中月間中月間中 

 

    ((((2222))))    広報活動広報活動広報活動広報活動 

            ①①①①献血献血献血献血イメージアップイメージアップイメージアップイメージアップ標標標標語語語語及及及及びびびび献血推進献血推進献血推進献血推進キキキキャラクターのャラクターのャラクターのャラクターの活用活用活用活用 

        献血献血献血献血イイイイメメメメーーーージアッジアッジアッジアッププププ標標標標語語語語「「「「光光光光ってるってるってるってる    献血献血献血献血すますますますませせせせたたたた    君君君君のののの顔顔顔顔」」」」及及及及びびびび国国国国がががが作作作作成成成成

したしたしたした献血推進献血推進献血推進献血推進キャキャキャキャラクラクラクラクターターターター「「「「けけけけんんんんけつちけつちけつちけつちゃんゃんゃんゃん」」」」等等等等をををを効果的効果的効果的効果的にににに活活活活用用用用しししし、、、、献血思献血思献血思献血思想想想想

のののの普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発にににに努努努努めるめるめるめる。。。。    

アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン     

    ○○○○普及啓発資材普及啓発資材普及啓発資材普及啓発資材のののの作作作作成及成及成及成及びびびび配布配布配布配布 

        内容内容内容内容：：：：普及啓発資材等普及啓発資材等普及啓発資材等普及啓発資材等をををを作作作作成成成成しししし、、、、県県県県民民民民にににに配布配布配布配布しししし、、、、啓発啓発啓発啓発にににに努努努努めるめるめるめる。。。。 

        主体主体主体主体：：：：岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会 

            時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

            配布配布配布配布方法方法方法方法：：：：岡山県岡山県岡山県岡山県青青青青年団協議会年団協議会年団協議会年団協議会、、、、岡山県学岡山県学岡山県学岡山県学生生生生献血推進献血推進献血推進献血推進連盟連盟連盟連盟、、、、岡山県愛岡山県愛岡山県愛岡山県愛育委員育委員育委員育委員    
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連連連連合合合合会会会会、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県婦人婦人婦人婦人協議会等岡山県献血推進協議会加協議会等岡山県献血推進協議会加協議会等岡山県献血推進協議会加協議会等岡山県献血推進協議会加盟盟盟盟団体団体団体団体をををを通通通通じじじじ

てててて県県県県民民民民各各各各層層層層及及及及びびびび献血者献血者献血者献血者にににに配布配布配布配布 

○○○○献血献血献血献血イメージアップイメージアップイメージアップイメージアップ標標標標語語語語及及及及びびびび献血推進献血推進献血推進献血推進キキキキャラクターのャラクターのャラクターのャラクターの活用活用活用活用 

        県及県及県及県及びびびび血液血液血液血液センターのセンターのセンターのセンターのホホホホームームームームペペペページージージージ等等等等においてにおいてにおいてにおいて、、、、献血献血献血献血イメージアップイメージアップイメージアップイメージアップ標標標標語語語語（（（（

「「「「光光光光ってるってるってるってる    献血献血献血献血すすすすませませませませたたたた    君君君君のののの顔顔顔顔」）」）」）」）及及及及びびびび献血推進献血推進献血推進献血推進キキキキャラクターャラクターャラクターャラクター（「（「（「（「けけけけんんんんけつけつけつけつ

ちゃんちゃんちゃんちゃん」）」）」）」）をををを活用活用活用活用ししししたたたた献血献血献血献血のののの普及普及普及普及・・・・定定定定着着着着等等等等のののの啓発啓発啓発啓発にににに努努努努めるめるめるめる。。。。 

          ②②②②各種広報各種広報各種広報各種広報媒媒媒媒体体体体のののの活用活用活用活用 

        県県県県政政政政テレテレテレテレビビビビ・・・・ラジラジラジラジオオオオ番組番組番組番組、、、、県県県県広報紙広報紙広報紙広報紙、、、、インターインターインターインターネッネッネッネットトトトホホホホームームームームペペペペーーーージジジジ、、、、市町市町市町市町    

村村村村広広広広報誌報誌報誌報誌等等等等をををを効果的効果的効果的効果的にににに活活活活用用用用してしてしてして、、、、広広広広くくくく県民県民県民県民にににに対対対対するするするする献血思想献血思想献血思想献血思想のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発にににに努努努努

めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、採採採採血基血基血基血基準準準準のののの改正改正改正改正をををを引引引引きききき続続続続きききき周知周知周知周知するするするする。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○各種広報各種広報各種広報各種広報媒媒媒媒体体体体のののの活用活用活用活用 

        ①テレビ①テレビ①テレビ①テレビ、、、、ラジオラジオラジオラジオ 

        ②②②②県広報県広報県広報県広報紙紙紙紙 

        ③インター③インター③インター③インターネネネネットットットットホホホホームームームームペペペページージージージ 

        （（（（岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター、、、、保健福保健福保健福保健福祉祉祉祉部部部部医薬安全課医薬安全課医薬安全課医薬安全課    等等等等）））） 

        ④④④④市町村広報誌等市町村広報誌等市町村広報誌等市町村広報誌等 

        主体主体主体主体：：：：①①①①報報報報道機道機道機道機関関関関    ②②②②岡山県岡山県岡山県岡山県        ③③③③岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県    等等等等    

                    ④④④④市町村市町村市町村市町村 

            内容内容内容内容：：：：あらあらあらあらゆゆゆゆるるるる機機機機会会会会をとらをとらをとらをとらええええてのてのてのての積極積極積極積極的的的的なななな広報活動広報活動広報活動広報活動         

 

 

        ((((3333))))    献血推進献血推進献血推進献血推進組織組織組織組織のののの育育育育成等成等成等成等 

            ①①①①保健所献血推進保健所献血推進保健所献血推進保健所献血推進連絡連絡連絡連絡会議等会議等会議等会議等のののの開催開催開催開催 

        保健所献保健所献保健所献保健所献血推進連血推進連血推進連血推進連絡絡絡絡会議等会議等会議等会議等をををを計画的計画的計画的計画的にににに開催開催開催開催しししし、、、、管管管管内市町村内市町村内市町村内市町村のののの献血事業献血事業献血事業献血事業にににに対対対対    

するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみのののの一層一層一層一層のののの活活活活性性性性化化化化をををを図図図図るるるる。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○保健所献血推進保健所献血推進保健所献血推進保健所献血推進連絡連絡連絡連絡会議会議会議会議のののの開催開催開催開催 

        内容内容内容内容：：：：①①①①献血献血献血献血知識知識知識知識のののの習得習得習得習得 

                    ②②②②献血推献血推献血推献血推進計画進計画進計画進計画にににに係係係係るるるる当該地域当該地域当該地域当該地域におけるにおけるにおけるにおける円滑円滑円滑円滑なななな実施実施実施実施のためののためののためののための献血献血献血献血バスバスバスバス    

のののの効率効率効率効率的的的的なななな運用等運用等運用等運用等のののの協議協議協議協議 

        主体主体主体主体：：：：保健所保健所保健所保健所 

            時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

        参加者参加者参加者参加者：：：：保健所保健所保健所保健所、、、、市町村市町村市町村市町村 

 

            ②②②②地域地域地域地域及及及及びびびび職域組織並職域組織並職域組織並職域組織並びにびにびにびに献血推進協議会献血推進協議会献血推進協議会献血推進協議会のののの活用活用活用活用 

        保健所保健所保健所保健所・・・・市町村市町村市町村市町村はははは、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターのセンターのセンターのセンターの協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、地地地地区区区区組織組織組織組織、、、、    

献血献血献血献血協力団体協力団体協力団体協力団体、、、、主主主主なななな企企企企業等業等業等業等のののの責任責任責任責任者者者者とのとのとのとの連携連携連携連携をををを密密密密にしにしにしにし、「、「、「、「地域地域地域地域ぐぐぐぐるるるるみみみみ」、「」、「」、「」、「職職職職

域域域域ぐぐぐぐるるるるみみみみ」」」」のののの献血献血献血献血のののの推進推進推進推進をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、新新新新たなたなたなたな献血協力献血協力献血協力献血協力企企企企業及業及業及業及びびびび団体等団体等団体等団体等のののの

掘掘掘掘りりりり起起起起こしこしこしこしにににに努努努努めるめるめるめる。。。。 
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        このこのこのこの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、市町村市町村市町村市町村はははは、、、、地域地域地域地域のののの実実実実情情情情にににに応応応応じじじじ献血推進協議会等献血推進協議会等献血推進協議会等献血推進協議会等をををを開催開催開催開催    

しししし、、、、献血事業献血事業献血事業献血事業にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみのののの一層一層一層一層のののの活活活活性性性性化化化化にににに努努努努めるめるめるめる。。。。 

        なおなおなおなお、、、、献血推進協議会等献血推進協議会等献血推進協議会等献血推進協議会等をををを未設置未設置未設置未設置のののの市町村市町村市町村市町村にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、献血事業献血事業献血事業献血事業にににに対対対対するするするする

取取取取りりりり組組組組みみみみのののの一層一層一層一層のののの活活活活性性性性化化化化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、そそそそのののの設置設置設置設置にににに努努努努めるめるめるめる。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○既存既存既存既存のののの献血協献血協献血協献血協力企力企力企力企業等業等業等業等とのとのとのとの連携連携連携連携 

        内容内容内容内容：：：：岡山県愛岡山県愛岡山県愛岡山県愛育委員連育委員連育委員連育委員連合会等合会等合会等合会等地区組織地区組織地区組織地区組織､､､､ライオンライオンライオンライオンズズズズクラクラクラクラブブブブ等献血協等献血協等献血協等献血協力力力力団体団体団体団体､､､､    

主主主主なななな企企企企業等業等業等業等とのとのとのとの連携連携連携連携強化強化強化強化 

                    ①①①①献血会献血会献血会献血会場場場場のののの確保確保確保確保 

                    ②②②②定期的定期的定期的定期的なななな献血献血献血献血バスのバスのバスのバスの受入受入受入受入れれれれ 

                    ③③③③広報等広報等広報等広報等をををを活用活用活用活用ししししたたたた献血献血献血献血のののの事前事前事前事前おおおお知知知知ららららせせせせ等献血協等献血協等献血協等献血協力力力力者者者者のののの確保確保確保確保    等等等等 

        主体主体主体主体：：：：保健所保健所保健所保健所、、、、市町村市町村市町村市町村、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

        時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

    ○○○○新新新新たなたなたなたな献血協献血協献血協献血協力企力企力企力企業等業等業等業等へのへのへのへの呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ 

        内容内容内容内容：：：：訪問訪問訪問訪問、、、、インターインターインターインターネネネネットットットットホホホホームームームームペペペページージージージ（（（（岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター））））にににに

よるよるよるよる呼呼呼呼びかけやびかけやびかけやびかけや献血献血献血献血サポーターサポーターサポーターサポーター増増増増加活動等加活動等加活動等加活動等によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな献血協献血協献血協献血協力企力企力企力企業及業及業及業及

びびびび団体等団体等団体等団体等のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしこしこしこし 

        主体主体主体主体：：：：保健所保健所保健所保健所、、、、市町村市町村市町村市町村、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター    

            時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

 

                        ③③③③各種各種各種各種ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア 

        従来従来従来従来からからからから積極的積極的積極的積極的にににに活活活活動動動動しているしているしているしている岡山県愛岡山県愛岡山県愛岡山県愛育委員育委員育委員育委員連合会連合会連合会連合会、、、、ラララライオンイオンイオンイオンズクラズクラズクラズクラ    

ブブブブ、、、、岡岡岡岡山県山県山県山県青青青青年赤十字年赤十字年赤十字年赤十字奉仕奉仕奉仕奉仕団連団連団連団連絡絡絡絡協議会協議会協議会協議会（（（（ＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣ）、）、）、）、青少青少青少青少年赤十字年赤十字年赤十字年赤十字（（（（ＪＲＣＪＲＣＪＲＣＪＲＣ）、）、）、）、    

県県県県高高高高等等等等学校学校学校学校ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ連合会等連合会等連合会等連合会等並並並並びにびにびにびに一一一一般般般般ボラボラボラボランンンンティアティアティアティアとのとのとのとの連携連携連携連携にににに努努努努めめめめ、、、、女女女女性層性層性層性層

やややや若年層若年層若年層若年層へへへへのののの献血献血献血献血のののの拡大拡大拡大拡大をををを図図図図るるるる。。。。    

 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○献血協献血協献血協献血協力力力力団体団体団体団体とのとのとのとの交流交流交流交流会会会会のののの実施実施実施実施 

        内容内容内容内容：：：：岡山県愛岡山県愛岡山県愛岡山県愛育委員連育委員連育委員連育委員連合会合会合会合会、、、、岡山県商岡山県商岡山県商岡山県商工工工工会会会会青青青青年部年部年部年部、、、、ライオンライオンライオンライオンズズズズクラクラクラクラブブブブ    ３３３３３３３３    

６６６６ＢＢＢＢ地区地区地区地区キキキキャビャビャビャビネネネネットットットット等等等等とのとのとのとの交流交流交流交流会会会会をををを開催開催開催開催しししし、、、、事事事事例例例例発表発表発表発表やややや意見交換意見交換意見交換意見交換等等等等をををを

行行行行ううううこここことによりとによりとによりとにより更更更更なるなるなるなる連携連携連携連携のののの強化強化強化強化をををを図図図図るるるる。。。。 

        主体主体主体主体：：：：岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

        時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

    ○○○○各種各種各種各種ボボボボランテランテランテランティィィィアとのアとのアとのアとの連携連携連携連携及及及及びびびび研修研修研修研修会会会会のののの開催開催開催開催 

        内容内容内容内容：：：：岡山県愛岡山県愛岡山県愛岡山県愛育委員連育委員連育委員連育委員連合会合会合会合会､､､､岡山県岡山県岡山県岡山県青青青青年赤十字年赤十字年赤十字年赤十字奉仕奉仕奉仕奉仕団団団団連絡連絡連絡連絡協議会協議会協議会協議会（（（（ＳＲＳＲＳＲＳＲＣ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）

青少青少青少青少年赤十字年赤十字年赤十字年赤十字（（（（ＪＲＪＲＪＲＪＲＣ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）､､､､岡山県岡山県岡山県岡山県高高高高等学校等学校等学校等学校ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ連連連連合会合会合会合会、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県青青青青年団年団年団年団

協議会等協議会等協議会等協議会等とのとのとのとの連携連携連携連携及及及及びびびび研修研修研修研修のののの実施実施実施実施 

                                    ①①①①献血会献血会献血会献血会場場場場のののの確保確保確保確保 

                    ②②②②呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ等等等等によるによるによるによる献血協献血協献血協献血協力力力力者者者者のののの確保確保確保確保 

                    ③③③③献血者献血者献血者献血者へのへのへのへの接遇補接遇補接遇補接遇補助助助助 



6 

 

                    ④④④④献血献血献血献血知識習得知識習得知識習得知識習得をををを目的目的目的目的とするとするとするとする研修研修研修研修イベントイベントイベントイベントのののの実施実施実施実施    

        主体主体主体主体：：：：各種各種各種各種ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア団体団体団体団体 

            時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

         ④④④④献血推進献血推進献血推進献血推進組織組織組織組織へのへのへのへの支支支支援援援援 

                県内県内県内県内のののの専門学校専門学校専門学校専門学校・・・・短大短大短大短大・・・・大学大学大学大学等等等等のののの学生有志学生有志学生有志学生有志でででで組織組織組織組織しているしているしているしている岡山県岡山県岡山県岡山県学生学生学生学生献血献血献血献血    

推進連推進連推進連推進連盟盟盟盟““““Ｓ．Ｂ．Ｄ．ＭｏＳ．Ｂ．Ｄ．ＭｏＳ．Ｂ．Ｄ．ＭｏＳ．Ｂ．Ｄ．Ｍｏｍｍｍｍｏｏｏｏ””””のののの活活活活動等動等動等動等をををを支援支援支援支援するするするする。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○岡山県学岡山県学岡山県学岡山県学生生生生献血推進献血推進献血推進献血推進連盟連盟連盟連盟等等等等のののの活動活動活動活動のののの支支支支援援援援 

        内容内容内容内容：：：：①①①①研修研修研修研修会会会会へのへのへのへの講講講講師派遣師派遣師派遣師派遣 

                    ②②②②啓発資材等啓発資材等啓発資材等啓発資材等のののの提供提供提供提供 

        主体主体主体主体：：：：岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会 

        時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

    ○○○○岡山県学岡山県学岡山県学岡山県学生生生生献血推進献血推進献血推進献血推進連盟連盟連盟連盟のののの組織組織組織組織強化強化強化強化 

        内容内容内容内容：：：：構構構構成成成成員員員員のののの増員増員増員増員及及及及びびびび新新新新規規規規加加加加入入入入校校校校のののの勧誘勧誘勧誘勧誘 

                    ①インター①インター①インター①インターネネネネットットットットホホホホームームームームペペペページージージージ、、、、FFFFacebookacebookacebookacebook（（（（岡山県学岡山県学岡山県学岡山県学生生生生献血推進献血推進献血推進献血推進連盟連盟連盟連盟    

））））等等等等によるによるによるによる活動内容活動内容活動内容活動内容のののの紹介紹介紹介紹介    

                    ②②②②各校各校各校各校ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア組織組織組織組織等等等等へのへのへのへの訪問訪問訪問訪問によるによるによるによる勧誘勧誘勧誘勧誘 

            主体主体主体主体：：：：岡山県学岡山県学岡山県学岡山県学生生生生献血推進献血推進献血推進献血推進連盟連盟連盟連盟、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県 

        時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

 

 

            ((((4444))))若若若若年年年年層層層層献血献血献血献血促促促促進事業進事業進事業進事業 

                若年層若年層若年層若年層にににに対対対対するするするする献血推進献血推進献血推進献血推進はははは、、、、将来将来将来将来のののの献血基献血基献血基献血基盤盤盤盤のののの確保確保確保確保というというというという観点観点観点観点からからからから非常非常非常非常にににに重重重重    

要要要要でででであることからあることからあることからあることから、、、、若年層若年層若年層若年層にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、学校学校学校学校とととと連携連携連携連携してしてしてして「「「「献血献血献血献血セセセセミナミナミナミナーーーー」」」」をををを    

実施実施実施実施するするするする等周知啓発等周知啓発等周知啓発等周知啓発のののの取組取組取組取組をををを積極的積極的積極的積極的にににに行行行行うううう。。。。 

                特特特特にににに高校生高校生高校生高校生等等等等のののの献血献血献血献血時時時時にはにはにはには、、、、４００４００４００４００ｍＬｍＬｍＬｍＬ全血献血全血献血全血献血全血献血にににに献血者献血者献血者献血者がががが不安不安不安不安があるがあるがあるがある場合場合場合場合

はははは、、、、２００２００２００２００ｍＬｍＬｍＬｍＬ全血献血全血献血全血献血全血献血をををを推進推進推進推進するするするする等等等等、、、、できるできるできるできる限限限限りりりり献血献血献血献血をををを経験経験経験経験してもしてもしてもしてもらうこらうこらうこらうこ

とがとがとがとが重重重重要要要要であるであるであるである。。。。    

 

                        ①①①①小小小小学学学学生親子生親子生親子生親子へのへのへのへの血液等血液等血液等血液等知識知識知識知識のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発 

                    岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターはセンターはセンターはセンターは小小小小学生親子学生親子学生親子学生親子をををを対対対対象象象象にににに血液血液血液血液やややや献血献血献血献血についてのについてのについてのについての    

話話話話をををを聞聞聞聞くくくく「「「「小小小小学生親子学生親子学生親子学生親子血液血液血液血液センターセンターセンターセンター見学見学見学見学体体体体験教室験教室験教室験教室」」」」等等等等をををを開催開催開催開催しししし、、、、知知知知識識識識のののの普及普及普及普及    

をををを図図図図るるるる。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○「「「「夏休夏休夏休夏休みみみみ小小小小学学学学生親子生親子生親子生親子血液血液血液血液センターセンターセンターセンター見見見見学体学体学体学体験教室験教室験教室験教室」」」」のののの開催開催開催開催    

        内容内容内容内容：：：：①①①①献血献血献血献血・・・・血液血液血液血液についてのについてのについてのについての話話話話    

                    ②②②②施施施施設設設設・・・・献血献血献血献血バス・バス・バス・バス・緊急車緊急車緊急車緊急車のののの見見見見学学学学    

                    ③③③③献血献血献血献血やややや血液血液血液血液にににに関関関関するクイするクイするクイするクイズズズズによるによるによるによる親親親親とととと子子子子のののの献血献血献血献血知識知識知識知識のののの普及普及普及普及    

        時期時期時期時期：：：：平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年７７７７月月月月、、、、８８８８月月月月    

        主体主体主体主体：：：：岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター    



7 

 

        参加者参加者参加者参加者：：：：小小小小学校学校学校学校５５５５、、、、６６６６年年年年生生生生及及及及びびびび保保保保護護護護者者者者    

            （（（（参考参考参考参考））））平成平成平成平成２６２６２６２６年度実績年度実績年度実績年度実績：：：：３３３３９９９９５５５５人人人人（（（（８１８１８１８１校校校校））））    

    ○○○○「「「「血液血液血液血液センターセンターセンターセンター津津津津山山山山供給出張供給出張供給出張供給出張所所所所親子見親子見親子見親子見学会学会学会学会」」」」のののの開催開催開催開催    

        内容内容内容内容：：：：①①①①献血献血献血献血・・・・血液血液血液血液についてのについてのについてのについての話話話話    

                    ②②②②見見見見学学学学（（（（津津津津山山山山供給出張供給出張供給出張供給出張所所所所のののの仕仕仕仕事事事事））））    

                    ③③③③献血献血献血献血やややや血液血液血液血液にににに関関関関するクイするクイするクイするクイズズズズ    

        時期時期時期時期：：：：平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年３３３３月月月月    

        主体主体主体主体：：：：岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター    

        参加者参加者参加者参加者：：：：小小小小学校学校学校学校５５５５、、、、６６６６年年年年生生生生及及及及びびびび保保保保護護護護者者者者２０２０２０２０名名名名    

            （（（（参考参考参考参考））））平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度からからからから開催開催開催開催    

    ○○○○「「「「キキキキッッッッズズズズ献血献血献血献血」」」」のののの開催開催開催開催    

        内容内容内容内容：：：：模擬模擬模擬模擬献血体献血体献血体献血体験験験験をををを通通通通ししししてててて献血献血献血献血可能可能可能可能年年年年齢齢齢齢にににに満満満満たないたないたないたない子子子子どどどどももももたたたたちちちちにににに、、、、献血献血献血献血のののの    

                    手手手手順順順順ややややそそそそのののの重重重重要要要要性性性性についてのについてのについてのについての理解理解理解理解をををを深深深深めてめてめてめてももももらうらうらうらう。。。。    

        時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間    

        主体主体主体主体：：：：岡山県学岡山県学岡山県学岡山県学生生生生献血推進献血推進献血推進献血推進連盟連盟連盟連盟、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター    

            （（（（参考参考参考参考））））平成平成平成平成２６２６２６２６年度実績年度実績年度実績年度実績：：：：５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））    

１８１８１８１８日日日日（（（（日日日日））））７１１７１１７１１７１１人人人人((((ココココンベックスンベックスンベックスンベックス岡山岡山岡山岡山))))    

                                                            １１１１１１１１月月月月        ２２２２日日日日（（（（日日日日））））１５５１５５１５５１５５人人人人((((岡山岡山岡山岡山ドームドームドームドーム））））    

    

              ②②②②中学中学中学中学生生生生へのへのへのへの献血献血献血献血知識知識知識知識のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発 

                                        岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターはセンターはセンターはセンターは中中中中学生学生学生学生をををを対対対対象象象象にににに「「「「血液血液血液血液センターセンターセンターセンター職職職職場体場体場体場体験験験験」」」」をををを    

            開開開開催催催催しししし、、、、血液血液血液血液やややや献血献血献血献血についてについてについてについて関心関心関心関心をををを持持持持ってもらうってもらうってもらうってもらう。。。。    

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○「「「「血液血液血液血液センターセンターセンターセンター職場職場職場職場体体体体験験験験」」」」のののの開催開催開催開催    

        内容内容内容内容：：：：①①①①献血献血献血献血・・・・血液血液血液血液についてのについてのについてのについての話話話話 

                    ②②②②施施施施設設設設・・・・献血献血献血献血バス・バス・バス・バス・緊急車緊急車緊急車緊急車のののの見見見見学学学学 

                    ③③③③献血献血献血献血セセセセミミミミナーナーナーナーＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ視聴視聴視聴視聴によるによるによるによる献血献血献血献血知識知識知識知識のののの普及普及普及普及    

                    ④④④④血液血液血液血液センターおセンターおセンターおセンターお仕仕仕仕事体事体事体事体験験験験 

        時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

        主体主体主体主体：：：：岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

        参加者参加者参加者参加者：：：：中学中学中学中学生生生生 

 

              ③③③③高高高高校校校校生生生生へのへのへのへの献血献血献血献血知識知識知識知識のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発 

                岡山県岡山県岡山県岡山県教教教教育委員育委員育委員育委員会及会及会及会及びびびび岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターのセンターのセンターのセンターの協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、高校生高校生高校生高校生をををを    

対対対対象象象象にににに「「「「献血献血献血献血パパパパンンンンフレッフレッフレッフレットトトト」」」」をををを作作作作成成成成しししし、、、、正正正正しいしいしいしい献血知献血知献血知献血知識識識識のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発とととと献血思献血思献血思献血思

想想想想のののの醸醸醸醸成成成成にににに努努努努めるめるめるめる。。。。またまたまたまた、、、、高校卒高校卒高校卒高校卒業業業業生生生生をををを対対対対象象象象にににに、、、、400400400400ｍＬｍＬｍＬｍＬ献血献血献血献血へへへへのののの協力協力協力協力をををを依依依依

頼頼頼頼するするするする啓発啓発啓発啓発チラシチラシチラシチラシをををを配布配布配布配布するするするする。。。。 

            またまたまたまた、、、、岡岡岡岡山県赤十字血液山県赤十字血液山県赤十字血液山県赤十字血液センターはセンターはセンターはセンターは、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県教育委員教育委員教育委員教育委員会及会及会及会及びびびび日日日日本赤十字本赤十字本赤十字本赤十字社社社社    

岡山岡山岡山岡山県県県県支部支部支部支部のののの協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、高校生高校生高校生高校生にににに対対対対するするするする赤十字事業赤十字事業赤十字事業赤十字事業のののの理理理理解及解及解及解及びびびび実実実実践並践並践並践並びにびにびにびに

献血等献血等献血等献血等ボラボラボラボランンンンティアティアティアティア思想思想思想思想のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発をををを目的目的目的目的にににに「「「「献血献血献血献血セセセセミナミナミナミナーーーー((((赤十字赤十字赤十字赤十字出出出出前前前前講講講講

座座座座))))」」」」等等等等をををを実施実施実施実施するするするする。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 
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    ○○○○献血献血献血献血パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット「「「「熱熱熱熱血血血血・・・・献血献血献血献血宣言宣言宣言宣言」」」」のののの作作作作成成成成・・・・配布配布配布配布    

        内容内容内容内容：：：：献血献血献血献血のののの実施実施実施実施がががが可能可能可能可能となる１６となる１６となる１６となる１６歳歳歳歳をををを迎迎迎迎ええええたたたた高高高高校校校校２２２２年年年年生生生生にににに対対対対ししししてててて、、、、献血献血献血献血にににに

対対対対するするするする正正正正ししししいいいい知識知識知識知識をををを身身身身にににに付付付付けけけけ、、、、献血献血献血献血へのへのへのへの関関関関心心心心をををを高高高高めるめるめるめる。。。。    

        主体主体主体主体：：：：岡山県岡山県岡山県岡山県、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター    

        時期時期時期時期：：：：平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年４４４４月配布月配布月配布月配布    

        （（（（参考参考参考参考））））平成平成平成平成２６２６２６２６年度実績年度実績年度実績年度実績：：：：２２２２７７７７，，，，００００００００００００部部部部    

    ○○○○啓発啓発啓発啓発チラシのチラシのチラシのチラシの「「「「400400400400ｍＬｍＬｍＬｍＬ献血献血献血献血にごにごにごにご協協協協力力力力をををを！！！！」」」」のののの作作作作成成成成・・・・配布配布配布配布    

        内容内容内容内容：：：：400400400400ｍＬｍＬｍＬｍＬ献血献血献血献血のののの実施実施実施実施がががが可能可能可能可能となる１８となる１８となる１８となる１８歳歳歳歳（（（（男性男性男性男性は１７は１７は１７は１７歳歳歳歳））））をををを迎迎迎迎ええええるるるる高高高高校校校校    

                卒卒卒卒業業業業生生生生にににに対対対対ししししてててて、、、、協協協協力力力力をををを呼呼呼呼びびびび掛掛掛掛けるけるけるける。。。。    

        主体主体主体主体：：：：岡山県岡山県岡山県岡山県、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター    

        時期時期時期時期：：：：平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年２２２２月月月月～～～～３３３３月月月月    

        （（（（参考参考参考参考））））平成平成平成平成２６２６２６２６年度実績年度実績年度実績年度実績：：：：１１１１９９９９，，，，００００００００００００部部部部    

    ○○○○「「「「献血献血献血献血セセセセミミミミナーナーナーナー((((赤十字赤十字赤十字赤十字出出出出前講前講前講前講座座座座))))」」」」のののの実施実施実施実施    

        内容内容内容内容：：：：県下各県下各県下各県下各高高高高校校校校へへへへ出向出向出向出向きききき、、、、高高高高校校校校生生生生をををを対象対象対象対象にににに献血献血献血献血知識知識知識知識のののの普及普及普及普及にににに努努努努めるめるめるめる。。。。    

        主体主体主体主体：：：：岡山県赤岡山県赤岡山県赤岡山県赤十字血液十字血液十字血液十字血液センターセンターセンターセンター、、、、日本赤十字日本赤十字日本赤十字日本赤十字社社社社岡山県岡山県岡山県岡山県支支支支部部部部、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県教育委教育委教育委教育委    

員員員員会会会会    

        時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間    

        （（（（参考参考参考参考））））平成平成平成平成２５２５２５２５年度実績年度実績年度実績年度実績：：：：３５３５３５３５校校校校    

                        平成平成平成平成２６２６２６２６年度実績年度実績年度実績年度実績：：：：４３４３４３４３校校校校    

○イベントスタッフと○イベントスタッフと○イベントスタッフと○イベントスタッフとししししてのてのてのての高高高高校校校校生生生生等等等等のののの参加参加参加参加    

        内容内容内容内容：：：：献血感謝献血感謝献血感謝献血感謝のつどいのつどいのつどいのつどい等等等等のイベントのイベントのイベントのイベント開催時開催時開催時開催時にににに、、、、スタッフとスタッフとスタッフとスタッフとししししてててて中中中中高高高高校校校校生生生生のののの    

                    参加参加参加参加をををを呼呼呼呼びかびかびかびかけけけけ、、、、併併併併せせせせてててて血液血液血液血液センターのセンターのセンターのセンターの見見見見学学学学をををを行行行行いいいい、、、、献血献血献血献血へのへのへのへの理解理解理解理解をををを    

促促促促進進進進すすすするるるる。。。。    

        主体主体主体主体：：：：岡山県岡山県岡山県岡山県、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会    

        時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間    

        （（（（参考参考参考参考））））平成平成平成平成２６２６２６２６年度実績年度実績年度実績年度実績：：：：山山山山陽女子陽女子陽女子陽女子中学校中学校中学校中学校、、、、岡山岡山岡山岡山朝朝朝朝日日日日高高高高等学校等学校等学校等学校    

    ○○○○「「「「Let'sLet'sLet'sLet's    TryTryTryTry    MOGIMOGIMOGIMOGI献血献血献血献血」」」」のののの開催開催開催開催    

内容内容内容内容：：：：血液血液血液血液センターがセンターがセンターがセンターが持持持持っているっているっているっている献血献血献血献血のののの知識知識知識知識・・・・技術技術技術技術・・・・資材資材資材資材をををを活活活活かかかかしししし、、、、高高高高校校校校            

学学学学園祭園祭園祭園祭でででで模擬模擬模擬模擬（（（（MOGIMOGIMOGIMOGI））））献血献血献血献血をををを展展展展開開開開するするするする。。。。そそそそのののの際際際際、、、、青少青少青少青少年赤十字年赤十字年赤十字年赤十字（（（（ＪＲＪＲＪＲＪＲ

Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）がががが中中中中心心心心となりとなりとなりとなり献血献血献血献血のののの啓発啓発啓発啓発をををを行行行行うううう。。。。    

    主体主体主体主体：：：：青少青少青少青少年赤十字年赤十字年赤十字年赤十字（（（（ＪＲＪＲＪＲＪＲＣ）、Ｃ）、Ｃ）、Ｃ）、岡山県学岡山県学岡山県学岡山県学生生生生献血推進献血推進献血推進献血推進連盟連盟連盟連盟、、、、岡山県赤十字血岡山県赤十字血岡山県赤十字血岡山県赤十字血    

液液液液センターセンターセンターセンター    

            時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間    

（（（（参考参考参考参考））））平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度初初初初実施実施実施実施    

実績実績実績実績：：：：    ９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木））））    ７５７５７５７５人人人人    

                                                                    （（（（西西西西大大大大寺高寺高寺高寺高等学校等学校等学校等学校））））    

                                                                ９９９９月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（土土土土））））１３０１３０１３０１３０人人人人    

                                                                    （（（（就就就就実実実実高高高高等学校等学校等学校等学校））））                

                                                            １１１１１１１１月月月月    ８８８８日日日日（（（（土土土土））））３５０３５０３５０３５０人人人人    

                                                                    （（（（東東東東岡山岡山岡山岡山工工工工業業業業高高高高等学校等学校等学校等学校））））    

    ○○○○高高高高校献血校献血校献血校献血のののの実施実施実施実施    

            内容内容内容内容：：：：高高高高校献血校献血校献血校献血についてはについてはについてはについては、、、、献血献血献血献血のののの意義意義意義意義についてについてについてについて理解理解理解理解をををを促促促促進進進進するととするととするととするととももももにににに、、、、    
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将将将将来来来来にわたるにわたるにわたるにわたる献血者確保献血者確保献血者確保献血者確保のののの意味意味意味意味からからからからもももも、、、、献血献血献血献血をををを経験経験経験経験ししししててててももももらうらうらうらう観点観点観点観点からからからから    

高高高高校校校校とととと連携連携連携連携ししししてててて実施実施実施実施するするするする。。。。    

        主体主体主体主体：：：：岡山県岡山県岡山県岡山県、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター    

        時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間    

        （（（（参考参考参考参考））））平成平成平成平成２５２５２５２５年度実績年度実績年度実績年度実績：：：：公立公立公立公立    ４４４４校校校校        私立私立私立私立    ７７７７校校校校    

                        平成平成平成平成２６２６２６２６年度実績年度実績年度実績年度実績：：：：公立公立公立公立    ４４４４校校校校        私立私立私立私立    ８８８８校校校校    

    

                 

④④④④大学大学大学大学生生生生等等等等若若若若年年年年層層層層へのへのへのへの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発 

            若年層若年層若年層若年層のののの献血献血献血献血をををを強強強強くくくく推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県学生学生学生学生献血推進連献血推進連献血推進連献血推進連盟盟盟盟等等等等のののの協力協力協力協力をををを得得得得

てててて大学大学大学大学・・・・専修学校専修学校専修学校専修学校等等等等のののの学生学生学生学生をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした若年層若年層若年層若年層にににに対対対対してしてしてして、、、、若若若若いいいい世代世代世代世代からからからから若若若若いいいい

世代世代世代世代へへへへのののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発をををを主眼主眼主眼主眼としてとしてとしてとして、、、、積極的積極的積極的積極的にににに実施実施実施実施するするするする。。。。 

            またまたまたまた、、、、このこのこのこの岡山県岡山県岡山県岡山県学生学生学生学生献血推進連献血推進連献血推進連献血推進連盟盟盟盟がががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって実施実施実施実施するするするする「「「「ももたももたももたももたろろろろうううう    

献血献血献血献血」、「」、「」、「」、「クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス献血献血献血献血」」」」等等等等のキャンのキャンのキャンのキャンペペペペーンーンーンーン活活活活動動動動をををを支援支援支援支援するするするする。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○「「「「ももももももももたたたたろろろろうううう献血献血献血献血キキキキャンャンャンャンペペペペーンーンーンーン」」」」､､､､「「「「クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス献血献血献血献血キキキキャンャンャンャンペペペペーンーンーンーン」」」」等等等等のののの実施実施実施実施 

        内容内容内容内容：：：：①①①①岡山県学岡山県学岡山県学岡山県学生生生生献血推進献血推進献血推進献血推進連盟連盟連盟連盟がががが行行行行うううう各種各種各種各種キキキキャンャンャンャンペペペペーンにーンにーンにーンに使使使使用用用用するするするする啓発資啓発資啓発資啓発資

材等材等材等材等のののの援助援助援助援助 

                    ②②②②着着着着ぐぐぐぐるるるるみみみみ、、、、衣装衣装衣装衣装、、、、飾飾飾飾りりりり付付付付けけけけ等等等等によりによりによりにより季季季季節感節感節感節感のあるイベントののあるイベントののあるイベントののあるイベントの実施実施実施実施 

                    ③③③③啓発資材啓発資材啓発資材啓発資材をををを用用用用いたいたいたいた献血献血献血献血へのへのへのへの協協協協力力力力のののの呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ 

        主体主体主体主体：：：：①①①①岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会、、、、②③②③②③②③岡山県学岡山県学岡山県学岡山県学生生生生献血推進献血推進献血推進献血推進連盟連盟連盟連盟 

        時期時期時期時期：：：：①①①①平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年４４４４月月月月        ②②②②平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年１２１２１２１２月月月月        ③③③③年間年間年間年間 

 

                ⑤⑤⑤⑤若若若若年年年年層層層層へのへのへのへの献血啓発活動献血啓発活動献血啓発活動献血啓発活動 

            今後今後今後今後、、、、輸輸輸輸血用血液血用血液血用血液血用血液をををを必要必要必要必要とするとするとするとする高齢高齢高齢高齢者者者者のののの割合割合割合割合がががが増増増増えるえるえるえる一一一一方方方方、、、、献血献血献血献血できるできるできるできる方方方方    

がががが年年年年 々々々々減減減減少少少少しているしているしているしている中中中中、、、、よりよりよりより多多多多くのくのくのくの献血者献血者献血者献血者、、、、特特特特に１０に１０に１０に１０代代代代、、、、２０２０２０２０代代代代のののの若年層若年層若年層若年層のののの

方方方方のののの献血献血献血献血へへへへのののの理理理理解解解解とととと協力協力協力協力がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。 

            このためこのためこのためこのため、、、、若年層若年層若年層若年層のののの献血普及啓発献血普及啓発献血普及啓発献血普及啓発をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的としとしとしとしてててて献血啓発献血啓発献血啓発献血啓発ポスポスポスポスタタタタ

ーをーをーをーを募集募集募集募集しししし、、、、献血献血献血献血のののの推進推進推進推進にににに努努努努めるめるめるめる。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○「「「「ももももももももたたたたろろろろうううう献血献血献血献血ポスターポスターポスターポスターココココンテストンテストンテストンテスト」」」」のののの実施実施実施実施 

        内容内容内容内容：：：：県内県内県内県内のののの中学校中学校中学校中学校、、、、高高高高等学校等学校等学校等学校、、、、特別支特別支特別支特別支援学校援学校援学校援学校、、、、専門専門専門専門学校学校学校学校、、、、大学及大学及大学及大学及びびびび一般一般一般一般のののの    

方方方方からからからから新新新新鮮鮮鮮鮮なアイなアイなアイなアイデデデデアをアをアをアを取取取取りりりり入入入入れれれれたたたた献血啓発献血啓発献血啓発献血啓発ポスターをポスターをポスターをポスターを募集募集募集募集するするするする。。。。 

        主体主体主体主体：：：：岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

        後援後援後援後援：：：：岡山県岡山県岡山県岡山県、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会 

        協協協協力力力力：：：：岡山県美岡山県美岡山県美岡山県美術術術術家家家家協会協会協会協会 

 

 

        ((((5555))))    効効効効果果果果的的的的なななな普及啓発等普及啓発等普及啓発等普及啓発等のののの実施実施実施実施 
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        岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター等等等等のののの関係機関関係機関関係機関関係機関とととと連携連携連携連携しししし、、、、効果的効果的効果的効果的なななな普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの実施実施実施実施

するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、初回初回初回初回献血者等献血者等献血者等献血者等がががが抱抱抱抱いているいているいているいている不安等不安等不安等不安等のののの払拭払拭払拭払拭にににに努努努努めるめるめるめる。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

○○○○効効効効果果果果的的的的なななな普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの実施実施実施実施 

        内容内容内容内容：：：：①①①①採採採採血手血手血手血手順順順順やややや採採採採血後血後血後血後のののの過過過過ごごごごしししし方方方方等等等等についてについてについてについて映像映像映像映像やリーフレットをやリーフレットをやリーフレットをやリーフレットを活用活用活用活用    

ししししたたたた事前事前事前事前説明説明説明説明のののの強化強化強化強化 

                    ②②②②各種各種各種各種キキキキャンャンャンャンペペペペーンーンーンーン期間中期間中期間中期間中のののの効効効効果果果果的的的的ななななＣＣＣＣＭＭＭＭ 

        主体主体主体主体：：：：①①①①岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター、、、、③③③③岡山県岡山県岡山県岡山県､､､､岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター    

 

        ((((6666))))    血血血血色素色素色素色素量量量量不足不足不足不足等等等等によりによりによりにより献血献血献血献血できなかったできなかったできなかったできなかった方方方方へのへのへのへの対対対対応応応応 

                血血血血色素色素色素色素量不足等量不足等量不足等量不足等によりによりによりにより献血献血献血献血できなかったできなかったできなかったできなかった方方方方にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、小小小小冊子冊子冊子冊子をををを活活活活用用用用しししし、、、、看看看看    

護師護師護師護師がががが栄養指導栄養指導栄養指導栄養指導等等等等をををを行行行行うううう。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○栄養指導栄養指導栄養指導栄養指導等等等等のののの実施実施実施実施 

        内容内容内容内容：：：：血血血血色素色素色素色素量量量量不足不足不足不足等等等等によりによりによりにより献血献血献血献血できなかったできなかったできなかったできなかった方方方方にににに対対対対ししししてててて、、、、看看看看護師護師護師護師からからからから小小小小冊冊冊冊    

子子子子「「「「なるほどなるほどなるほどなるほど」（」（」（」（日本赤十字日本赤十字日本赤十字日本赤十字社作社作社作社作成成成成））））をををを活用活用活用活用しししし、、、、栄養指導栄養指導栄養指導栄養指導等等等等をををを行行行行うううう。。。。 

        主体主体主体主体：：：：岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

        時期時期時期時期：：：：随随随随時時時時 

 

        ((((7777))))    複数回複数回複数回複数回献血献血献血献血のののの推進推進推進推進 

                血液製剤血液製剤血液製剤血液製剤のののの安定安定安定安定供給及供給及供給及供給及びびびび安全性向上安全性向上安全性向上安全性向上のののの観点観点観点観点からからからから重重重重要要要要なななな複数回複数回複数回複数回献血者献血者献血者献血者をををを確保確保確保確保    

するたするたするたするためめめめ、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターにセンターにセンターにセンターに組織組織組織組織されているされているされているされている「「「「複数回複数回複数回複数回献血献血献血献血クラブクラブクラブクラブ『『『『もももも    

もたもたもたもたろろろろううううＥＥＥＥメメメメールールールールクラブクラブクラブクラブ』』』』」」」」やややや複数回複数回複数回複数回献血者献血者献血者献血者にににに対対対対するするするする各種各種各種各種ササササーーーービスビスビスビスのののの提提提提供供供供にににに協協協協    

力力力力しししし、、、、複数回複数回複数回複数回献血献血献血献血のののの推進推進推進推進にににに努努努努めるめるめるめる。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○複数回複数回複数回複数回献血献血献血献血クラクラクラクラブブブブのののの組織組織組織組織強化強化強化強化 

        内容内容内容内容::::①①①①献血会献血会献血会献血会場場場場におけるリーフレットにおけるリーフレットにおけるリーフレットにおけるリーフレット配布及配布及配布及配布及びびびび呼呼呼呼びかけによるびかけによるびかけによるびかけによる複数回複数回複数回複数回献血献血献血献血

クラクラクラクラブブブブ『『『『ももももももももたたたたろろろろううううＥＥＥＥメールクラメールクラメールクラメールクラブブブブ』』』』会会会会員員員員のののの勧誘勧誘勧誘勧誘のののの推進推進推進推進 

                    特特特特にににに、、、、大学大学大学大学生生生生・・・・専門専門専門専門学校学校学校学校生生生生等等等等のののの若若若若年年年年層層層層をををを中中中中心心心心にににに勧誘勧誘勧誘勧誘 

                ②②②②複数回複数回複数回複数回献血者献血者献血者献血者へのへのへのへのＥＥＥＥメールによるメールによるメールによるメールによる情情情情報配報配報配報配信信信信    等等等等 

        主体主体主体主体：：：：岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県 

        時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

    ○○○○県県県県庁庁庁庁職員職員職員職員献血献血献血献血のののの実施実施実施実施 

            実施実施実施実施場場場場所所所所：：：：県県県県庁庁庁庁９９９９階階階階大会議大会議大会議大会議室室室室 

        主体主体主体主体：：：：岡山県岡山県岡山県岡山県、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

        時期時期時期時期：：：：特特特特にににに献血者献血者献血者献血者がががが不足不足不足不足する５する５する５する５月月月月、、、、８８８８月月月月、、、、１１１１月月月月 

    ○○○○平日平日平日平日のののの血血血血小小小小板板板板成成成成分分分分献血献血献血献血のののの予予予予約約約約制制制制のののの実施実施実施実施 

        主体主体主体主体：：：：岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター                     

    ○○○○献血者献血者献血者献血者へのへのへのへの各種各種各種各種サービスのサービスのサービスのサービスの実施実施実施実施 

        主体主体主体主体：：：：岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 
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        （（（（参考参考参考参考））））平成平成平成平成２２２２６６６６年度実績年度実績年度実績年度実績 

        ■■■■鉢花鉢花鉢花鉢花プレプレプレプレゼゼゼゼントントントントデデデデーのーのーのーの実施実施実施実施            ■■■■抹茶抹茶抹茶抹茶とおとおとおとお菓菓菓菓子子子子でのおでのおでのおでのおももももてなてなてなてなしししし        

            献血献血献血献血ルームルームルームルームももももももももたたたたろろろろうううう                    岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター        

     実施日実施日実施日実施日：：：：水水水水曜曜曜曜日日日日              実施日実施日実施日実施日：：：：毎毎毎毎月第月第月第月第三三三三水水水水曜曜曜曜日日日日    11110000::::00000000～～～～11114444::::00000000 

        ■■■■マッサージサービスのマッサージサービスのマッサージサービスのマッサージサービスの実施実施実施実施             

            献血献血献血献血ルームルームルームルームももももももももたたたたろろろろうううう    

            実施日実施日実施日実施日：：：：毎週金曜毎週金曜毎週金曜毎週金曜日日日日                         

 

        ２２２２        献血献血献血献血受受受受けけけけ入入入入れれれれ体体体体制制制制のののの整整整整備備備備 

            「「「「献血献血献血献血ルームももたルームももたルームももたルームももたろろろろうううう」」」」及及及及びびびび「「「「岡山県岡山県岡山県岡山県赤十字血液赤十字血液赤十字血液赤十字血液セセセセンターンターンターンター」」」」のののの場所場所場所場所やややや受付時受付時受付時受付時

間間間間のののの周知周知周知周知にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、ゆゆゆゆったりとったりとったりとったりとしたしたしたした明明明明るいイるいイるいイるいイメメメメーーーージジジジのののの若若若若いいいい世代世代世代世代にもにもにもにも利利利利用用用用

しやすいしやすいしやすいしやすい施施施施設設設設となるようとなるようとなるようとなるよう整備整備整備整備をををを進進進進めるめるめるめる。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○献血献血献血献血場場場場所所所所のののの周周周周知知知知及及及及びびびび献血献血献血献血のののの実施実施実施実施にあたりにあたりにあたりにあたり快適快適快適快適でででで親親親親しみしみしみしみやすいやすいやすいやすい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気づづづづくくくくりりりり 

        のののの実施実施実施実施 

        内容内容内容内容：：：：①①①①    献血献血献血献血ルームルームルームルーム「「「「ももももももももたたたたろろろろうううう」」」」のののの周周周周知知知知 

②②②②「「「「献血献血献血献血ルームルームルームルームももももももももたたたたろろろろうううう11110000....11110000開開開開設設設設イベントイベントイベントイベント」」」」のののの実施実施実施実施 

③③③③献血者献血者献血者献血者にににに喜喜喜喜ばばばばれれれれるるるる献血献血献血献血処処処処遇品遇品遇品遇品のののの選定選定選定選定 

        主体主体主体主体：：：：岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

 

第第第第３３３３節節節節    そそそそのののの他他他他献血献血献血献血のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする重重重重要事項要事項要事項要事項 

 

    １１１１    血液血液血液血液製剤製剤製剤製剤のののの安全性安全性安全性安全性確保確保確保確保対対対対策策策策 

            血液製剤血液製剤血液製剤血液製剤のののの安全安全安全安全性性性性のののの確保向上確保向上確保向上確保向上のためのためのためのため、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターではセンターではセンターではセンターでは、、、、献血献血献血献血時時時時    

のののの本本本本人確人確人確人確認認認認やややや問診問診問診問診のののの強化強化強化強化をををを図図図図るるるる。。。。 

                特特特特にににに、、、、ＨＩＶＨＩＶＨＩＶＨＩＶ等等等等のののの感感感感染症染症染症染症のののの検査検査検査検査をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした献血献血献血献血がががが行行行行わわわわれないようれないようれないようれないよう周知周知周知周知徹底徹底徹底徹底をををを    

図図図図るるるる。。。。 

            またまたまたまた、、、、医療機関医療機関医療機関医療機関におけるにおけるにおけるにおける血液製剤血液製剤血液製剤血液製剤にににに関関関関するするするする使使使使用用用用記録記録記録記録等等等等のののの保保保保管管管管・・・・管理管理管理管理のののの励励励励行行行行につにつにつにつ    

いていていていてもももも引引引引きききき続続続続きききき徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るるるる。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○血液血液血液血液製剤製剤製剤製剤のののの安全性安全性安全性安全性確保確保確保確保対対対対策策策策 

        内容内容内容内容：：：：①①①①感感感感染症染症染症染症のののの検査検査検査検査をををを目的目的目的目的ととととししししたたたた献血献血献血献血のののの防止防止防止防止 

                                ②②②②医医医医療療療療機機機機関関関関におけるにおけるにおけるにおける血液血液血液血液製剤製剤製剤製剤にににに関関関関するするするする使使使使用記用記用記用記録録録録とととと輸輸輸輸血前後血前後血前後血前後のののの感感感感染症検染症検染症検染症検    

査査査査等等等等のののの励励励励行行行行 

        主体主体主体主体：：：：①①①①岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター、、、、②②②②医医医医療療療療機機機機関関関関 

        時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

        

２２２２    血液血液血液血液製剤製剤製剤製剤のののの使使使使用用用用適適適適正正正正化普及事業化普及事業化普及事業化普及事業     

            血液製剤血液製剤血液製剤血液製剤はははは有限有限有限有限なななな資源資源資源資源でもあるでもあるでもあるでもある献血血液献血血液献血血液献血血液からからからから作作作作られておりられておりられておりられており、、、、しかもしかもしかもしかも全全全全てててて国内自国内自国内自国内自    

給給給給ででででまかなうためにはまかなうためにはまかなうためにはまかなうためには、、、、よりよりよりより一層医療機関一層医療機関一層医療機関一層医療機関におけるにおけるにおけるにおける使使使使用用用用のののの適正化適正化適正化適正化がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。 
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            このためこのためこのためこのため、、、、本県本県本県本県ではではではでは血液製剤血液製剤血液製剤血液製剤使使使使用用用用適正化適正化適正化適正化普及普及普及普及委員委員委員委員会会会会をををを中心中心中心中心にににに推進推進推進推進しておりしておりしておりしており、「、「、「、「輸輸輸輸    

血血血血療法療法療法療法のののの実施実施実施実施にににに関関関関すすすするるるる指針指針指針指針」」」」及及及及びびびび「「「「血液製剤血液製剤血液製剤血液製剤のののの使使使使用用用用指針指針指針指針」」」」等等等等についてについてについてについて、、、、関係者関係者関係者関係者のののの    

協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、医療機関医療機関医療機関医療機関へへへへのののの周知周知周知周知徹底徹底徹底徹底にににに引引引引きききき続続続続きききき努力努力努力努力するするするする。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○血液血液血液血液製剤製剤製剤製剤のののの使使使使用用用用適適適適正正正正化化化化のののの普及普及普及普及 

        内容内容内容内容：：：：①①①①医医医医療療療療機機機機関関関関におけるにおけるにおけるにおける使使使使用用用用のののの適適適適正正正正化化化化 

                                    ②②②②血液血液血液血液製剤製剤製剤製剤使使使使用用用用適適適適正正正正化普及化普及化普及化普及委員委員委員委員会会会会のののの開催開催開催開催 

                    ③③③③合合合合同輸同輸同輸同輸血血血血療療療療法委員法委員法委員法委員会会会会のののの開催開催開催開催 

                    ④④④④岡山県岡山県岡山県岡山県輸輸輸輸血血血血研研研研究究究究会会会会のののの開催開催開催開催 

                    ⑤⑤⑤⑤輸輸輸輸血血血血検査検査検査検査講講講講習習習習会会会会 

        主体主体主体主体：：：：①①①①医医医医療療療療機機機機関関関関 

                    ②②②②血液血液血液血液製剤製剤製剤製剤使使使使用用用用適適適適正正正正化普及化普及化普及化普及委員委員委員委員会会会会､､､､岡山県岡山県岡山県岡山県､､､､岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

                                    ③③③③合合合合同輸同輸同輸同輸血血血血療療療療法委員法委員法委員法委員会会会会、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

                    ④④④④合合合合同輸同輸同輸同輸血血血血療療療療法委員法委員法委員法委員会会会会、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

                    ⑤⑤⑤⑤岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

        時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

 

 

        ３３３３    血液血液血液血液製剤製剤製剤製剤のののの在庫在庫在庫在庫水水水水準準準準のののの常常常常時時時時把握把握把握把握とととと不足不足不足不足時時時時のののの的確的確的確的確なななな対対対対応応応応 

                        赤血赤血赤血赤血球球球球製剤等製剤等製剤等製剤等のののの在庫水準在庫水準在庫水準在庫水準をををを常時常時常時常時把握把握把握把握しししし、、、、在庫在庫在庫在庫がががが不足不足不足不足するするするする場合場合場合場合又又又又はははは不足不足不足不足がががが予測予測予測予測ささささ    

れるれるれるれる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、供給供給供給供給にににに支障支障支障支障をををを及及及及ぼぼぼぼすすすす危険危険危険危険性性性性をををを勘勘勘勘案案案案しししし、、、、県及県及県及県及びびびび日日日日本赤十字本赤十字本赤十字本赤十字社社社社がががが策策策策定定定定    

したしたしたした対対対対応応応応ママママニニニニュアュアュアュアルにルにルにルに基基基基づきづきづきづき、、、、早急早急早急早急にににに所要所要所要所要のののの対対対対策策策策をををを講講講講ずずずずるるるる。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○血液血液血液血液製剤製剤製剤製剤のののの在庫在庫在庫在庫水水水水準準準準のののの常常常常時時時時把握把握把握把握とととと不足不足不足不足時時時時のののの的確的確的確的確なななな対対対対応応応応 

        ①①①①赤血赤血赤血赤血球製剤球製剤球製剤球製剤等等等等のののの在庫在庫在庫在庫水水水水準準準準のののの常常常常時時時時把握把握把握把握 

                    方法方法方法方法：：：：国国国国からのからのからのからの情情情情報報報報にににに基基基基づづづづくくくく在庫在庫在庫在庫水水水水準準準準のののの把握把握把握把握 

                時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

            主体主体主体主体：：：：岡山県岡山県岡山県岡山県、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

        ②②②②「「「「岡山県岡山県岡山県岡山県におけるにおけるにおけるにおける血液血液血液血液製剤製剤製剤製剤のののの在庫在庫在庫在庫量量量量にににに係係係係るるるる警戒情警戒情警戒情警戒情報等報等報等報等のののの対対対対応応応応」」」」にににに基基基基づづづづくくくく、、、、    

在在在在庫不足庫不足庫不足庫不足へのへのへのへの対対対対応応応応 

                対対対対応応応応：：：：他他他他県県県県とのとのとのとの在庫調整在庫調整在庫調整在庫調整及及及及びびびび注注注注意意意意報報報報・・・・警警警警報等報等報等報等のののの発発発発令令令令等等等等 

                時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

            主体主体主体主体：：：：岡山県岡山県岡山県岡山県、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

 

 

 

    ４４４４    災害災害災害災害時等時等時等時等におけるにおけるにおけるにおける献血確保等献血確保等献血確保等献血確保等 

            県及県及県及県及びびびび市町村市町村市町村市町村はははは、、、、災害時災害時災害時災害時等等等等におけるにおけるにおけるにおける献血献血献血献血がががが確保確保確保確保されるようされるようされるようされるよう、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液    

センターとセンターとセンターとセンターと連携連携連携連携してしてしてして必必必必要要要要とされるとされるとされるとされる献血量献血量献血量献血量をををを把握把握把握把握したしたしたした上上上上でででで、、、、様々様々様々様々なななな広報手段広報手段広報手段広報手段をををを用用用用    

いいいい、、、、需需需需要要要要にににに見見見見合合合合ったったったった広域広域広域広域的的的的なななな献血献血献血献血のののの確保確保確保確保をををを行行行行うううう。。。。 
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            県及県及県及県及びびびび市町村市町村市町村市町村はははは、、、、災害時災害時災害時災害時ににににおいておいておいておいて、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター等関係者等関係者等関係者等関係者とととと連携連携連携連携    

しししし、、、、献血献血献血献血によりによりによりにより得得得得られたられたられたられた血液血液血液血液がががが円滑円滑円滑円滑にににに現現現現場場場場にににに供給供給供給供給されるようされるようされるようされるよう措置措置措置措置をををを講講講講ずずずずるるるる。。。。 

                    岡山県赤十字血岡山県赤十字血岡山県赤十字血岡山県赤十字血液液液液センターはセンターはセンターはセンターは、、、、災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける献血献血献血献血受入受入受入受入体体体体制制制制をををを構築構築構築構築しししし、、、、広域広域広域広域的的的的    

なななな需需需需給給給給調整調整調整調整等等等等のののの手手手手順順順順をををを定定定定めめめめ、、、、県及県及県及県及びびびび市町村市町村市町村市町村とととと連携連携連携連携してしてしてして対対対対応応応応ができるようができるようができるようができるよう備備備備えるこえるこえるこえるこ    

とによとによとによとによりりりり、、、、災災災災害時害時害時害時におけるにおけるにおけるにおける献血献血献血献血のののの受入受入受入受入れにれにれにれに協力協力協力協力するするするする。。。。 

    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 

    ○○○○災害災害災害災害時等時等時等時等におけるにおけるにおけるにおける献血確保等献血確保等献血確保等献血確保等 

        内容内容内容内容：「：「：「：「災害災害災害災害時時時時医医医医療療療療用血液用血液用血液用血液のののの確保確保確保確保・・・・供給供給供給供給マニマニマニマニュュュュアルアルアルアル」」」」にににに基基基基づづづづくくくく災害災害災害災害時等時等時等時等におにおにおにお

けるけるけるける献血献血献血献血のののの確保及確保及確保及確保及びびびび受入受入受入受入体体体体制制制制のののの構構構構築築築築 

        主体主体主体主体：：：：岡山県岡山県岡山県岡山県、、、、市町村市町村市町村市町村、、、、岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液岡山県赤十字血液センターセンターセンターセンター 

        時期時期時期時期：：：：年間年間年間年間 

 

 
    ５５５５    各種会議等各種会議等各種会議等各種会議等のののの開催開催開催開催 
            次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり各種会議各種会議各種会議各種会議をををを開催開催開催開催するするするする。。。。     

 
会議会議会議会議名名名名 

 
開催開催開催開催時時時時期期期期 

 
市町村市町村市町村市町村・・・・保健所献血担保健所献血担保健所献血担保健所献血担当課長当課長当課長当課長・・・・担担担担当当当当者会議者会議者会議者会議 

 
平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１１１１月開催月開催月開催月開催予予予予定定定定 

 
岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会岡山県献血推進協議会 

 
平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年２２２２月開催月開催月開催月開催予予予予定定定定 

 
保健所献血推進連保健所献血推進連保健所献血推進連保健所献血推進連絡絡絡絡会議会議会議会議 
 

 
適適適適            宜宜宜宜 

 

 

 


