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そごう千葉店でのパネル展そごう千葉店でのパネル展そごう千葉店でのパネル展そごう千葉店でのパネル展    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ６月号６月号６月号６月号 2013. 6. 1 

 発行：千葉骨髄バンク推進連絡会 
〒273-0021 船橋市海神 5-18-11 遠山方 

    TEL／FAX 047-431-5065 

   http://www.marrow.or.jp/chiba/ ～千葉の会だより～ 

平成２５年度 骨髄バンク推進全国大会が千葉市で開催されます。 

開催日 平成２５年１１月９日（土）  

場  所 京葉銀行文化プラザ音楽ホール（千葉市） 

詳細については、現在、骨髄移植推進財団で検討中のようです。 

県内の担当者の方々一度参加してみませんか？ 

 評判が良かったと言う事で昨年に続き２回目のあやちゃ

んの贈り物展が４月 23～29日の１週間、そごう千葉店で開

催されました。 

 前回同様大勢のお客様に見て頂き、チャンスを５０部、

自発的に持って帰っていただくことができました。関心の

多さに感謝しています。 

 パネルを管理している、認定ＮＰＯ法人 全国骨髄バンク

推進連絡協議会の市川團十朗会長がお亡くなりになり、ご

挨拶の空欄が寂しく思いました。 

 前回は、節電の影響がありましたが、今回は照明も明る

く、淡い色のあやちゃんの絵を見ていただけたように思い

ます。（西島） 

 県内各市の担当者さま、各市でのパネル展の開催はいか県内各市の担当者さま、各市でのパネル展の開催はいか県内各市の担当者さま、各市でのパネル展の開催はいか県内各市の担当者さま、各市でのパネル展の開催はいか

がでしょうか？パネル展、メッセージ展、患者とドナーのがでしょうか？パネル展、メッセージ展、患者とドナーのがでしょうか？パネル展、メッセージ展、患者とドナーのがでしょうか？パネル展、メッセージ展、患者とドナーの

手紙展などがあります。連絡お待ちしています。（事務局）手紙展などがあります。連絡お待ちしています。（事務局）手紙展などがあります。連絡お待ちしています。（事務局）手紙展などがあります。連絡お待ちしています。（事務局）    

 今年もＧＷ恒例の２０１３どきどきフリーマーケットが５月３～５日、幕張メッセ展示場で開催

され、３日間合計で入場者数 207,145人を記録しました。この会場で今回も献血併行登録会を開催

しましたが、千葉県薬務課から４人が参加しました。私は初めて参加しましたが、ドナー登録につ

いて多くの方に呼びかける良い機会となりました。登録者は３日間で 25人でしたが、買い物を楽し

みに来ているにも関わらず、ティッシュ配りや呼びかけに応じて耳を傾けてくれる方も多く、暖か

い気持ちになりました。 

ドナー登録者は全国に約 43万人いますが、未だに骨髄移植希望者が 3,000人以上もいます。一人

一人の理解と協力があって成り立っている骨髄バンクです。昨年の９月に骨髄移植に関する法律が

公布され、本年度中に施行される予定です。これを契機にドナー登録者が、今後ますます増え、よ

り多くの移植希望者とめぐり合う（ドナー適合）ことを祈っております。（千葉県薬務課 田村） 

 

  

参加者 

３日 梅田、遠山、仲田、

林、吉澤 

県）石出、田村 

４日 溝口、戸辺、石橋、 

 志田 県）松本 

５日 円東、戸辺、西島一 

 尾木 県）出浦   

 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

    

    

 

    

    

    

                                                                                                                                                    

    

    

    

    

    

                                    

        

    

    

    

    

                        

                                                                                            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ドナーサポートダイヤル 
０１２０－８９２－１０６０１２０－８９２－１０６０１２０－８９２－１０６０１２０－８９２－１０６    
ドナーさんが移植に向けての不安に対応します。
（認定ＮＰＯ法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会） 

千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学        ４月４月４月４月 15151515日（月）～日（月）～日（月）～日（月）～19191919日（金）日（金）日（金）日（金）    

 千葉大学での登録会は、私の恒例となり今回も献血併

行登録会にフル参加しました。なぜか千葉大学での登録

会に惹かれます。それは学生の若さ、新入学生勧誘の立

て看板と昼休み中の勧誘の熱気にです。 

 今年は、５日間で 18人の登録者があり、その中には、

注射が怖いと尻込みした男子が献血を終えて帰ってく

ると「何でもないよ」とグループの仲間に言っている様

子には、ほほえましく感じました。また、学生グループ

の場合、リーダー格の学生の呼び掛けで登録が左右され

る場面をよく見受けます。 

 初日には、県職員の４名の方がタスキを掛けて献血の

呼び掛けをして下さり、出浦企画指導班長さんがドナー

登録して下さいました。（尾木） 

国際武道大学国際武道大学国際武道大学国際武道大学    ４月４月４月４月 24242424日（水）日（水）日（水）日（水）    

 松前重義博士（写真の銅像）により、ここ勝浦市に「武

道・スポーツで社会を豊かにする」との建学精神で創立さ

れました。なぜ勝浦市かは良くわかりませんがかなり遠方

の地にある、山あいを切り拓いたという風情の所です。 

 登録会は、授業の合間に登録する感じですが、どうも今

回はそのタイミングが良くなかったようで、事前にポスタ

ーを見て来場された方以外、献血場所への人の流れが少な

く寂しい感じで、結局登録者は４名でした。 

 余談ですが、大学の食堂で昼食を食べましたが、安くて

ボリューム満点で、味も問題なく、さすが体育系の大学だ

と印象に残りました。（円東） 

 

帝京平成大学帝京平成大学帝京平成大学帝京平成大学        ５月２２日（水）２３日（木）５月２２日（水）２３日（木）５月２２日（水）２３日（木）５月２２日（水）２３日（木）    

本大学は医療系のためか、献血や骨髄ドナー登録に関心

が高いように思いました。また明るい感じの学生さんが多

く、Gift of Lifeと同時に配るキティちゃんのティッシュも

大人気で啓発活動も比較的やり易く感じます。 

日赤さんの 5人一組でドーナツ 5個／人のキャンペーン

も大変賑やかです。 

 説明如何ですかの、日赤さんの声掛けにも応じてくれる

方も多いですが、20歳以下の若い方が多く、親に相談しま

すなど、登録をする意思が決まるまで少し時間がかかる様

でした。（溝口） 

献血併行登録会献血併行登録会献血併行登録会献血併行登録会    

献血併献血併献血併献血併行登録会の実績行登録会の実績行登録会の実績行登録会の実績    

            登録者 説明受講者 

千葉大学   4月 15日  ７    ５ 

       4月 16日  ５    ３ 

             4月 17日  １    ２ 

             4月 18日  ２    １ 

             4月 19日  ３   １１ 

国際武道大学 4月 24日    ４    ７ 

千葉県 

 こども病院 4月 25日   １     １ 

ユニモ       4月 27日  ２    ５ 

 ちはら台   4月 28日  ０    １ 

参加者 

15日 尾木、志田、松田 県）石出、出浦、田村、松本 

16日 尾木、仲田、松田 

17日 尾木、仲田 

18日 尾木、西島 県）出浦 

19日 尾木、溝口 県）石出 

説明員 溝口、円東 

説明員 22日 溝口、西島 

    23日 尾木、松田、志田 

 

どきどき           登録者  説明受講者 

フリーマーケット 5月 3日   ９     ３ 

                 5月 4日   ５    ３ 

                 5月 5日  １１    ３ 

帝京平成大学   5月 22日  ５   １８ 

                 5月 23日  ５    ３ 

 

 

 



    

                                                                                                                                                        

                    

    

    

                                                                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  助 成 対 象 者       要          件 助 成 金 の 額 

 

 ド  ナ  ー 

 市内に住所があり、（公財）骨髄移植推進財団が

実施する骨髄バンク事業で、骨髄・末梢血幹細胞の

提供を完了し、証明する書類の交付を受けた人 

骨髄・末梢血幹細胞

の提供１回につき 

 １０万円 

ドナーが従事する 

      事業所 

ドナーが従事している国内の事業所 

 （国・地方公共団体等を除く） 

ドナー１人につき 

  ５万円 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

ボランティア・会員募集ボランティア・会員募集ボランティア・会員募集ボランティア・会員募集    
ボランティアとしてどなたでも、出来ることが色々あります。骨髄バンク＝登録だけではありません。 

さあ、あなたも始めてみませんか。何かやってみたくなったら、お気軽に連絡下さい。 

   TEL/FAX ０４７－４３１－５０６５                 事務局 遠山まで 

千葉県骨髄移植推進協議会の報告千葉県骨髄移植推進協議会の報告千葉県骨髄移植推進協議会の報告千葉県骨髄移植推進協議会の報告    

 ３月２５日に千葉県教育会館で 2012年度の千葉県骨髄移植推進協議会が開催されました。 

 同会は、医療専門家３名、行政機関３名、関係団体３名の委員で構成され、千葉の会は関係団

体として私梅田が委員を務めています。今年も約 30 分時間を頂き 2012 年度の千葉の会の活動

報告と委員会への要望をしました。要望は５項目しましたが、特に次の３項目を強調しました。 

① 献血併行登録会の新たな会場開拓と献血時の声がけの充実（血液センターの担当者によっ

て登録者数に差が大きい。まったく声がけを頂けない方が担当のときの献血併行登録会

は、登録者が少ない） 

② 県ＯＢの説明員の第２期拡充 

③ 埼玉などが雇用調整金の活用により、専属説明員を雇いルームに送り込み、大幅な登録者

増を達成している。千葉県も雇用調整金の活用が図れないか？ （梅田） 

イエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーンイエローレシートキャンペーン    

（4月 11日に 12.3～13.2期間の 137,900円が贈呈されました）    

 当会は、イオン柏店の「幸せの黄色いレシートキャンペーン」

に登録しています。これは、毎月 11 日に発行される黄色いレシ

ートを登録団体の BOXに投函していただき、その金額の 1％相当

が（株）イオンから各団体に寄贈されるというものです。2006

年以来、その寄贈金でラミネーターやプリンターをはじめ、エコ

バッグ、登録記念の名入りボールペンなど、多くの活動資材を購

入することができました。これからも、イオン柏店の BOX にレ

シートを投函して下さったお客様の善意に感謝しつつ、これらの

資材を生かした活動を続けて行きたいと思います。（小泉） 

骨髄移植ドナー支援事業がスタート骨髄移植ドナー支援事業がスタート骨髄移植ドナー支援事業がスタート骨髄移植ドナー支援事業がスタート    ～習志野市～～習志野市～～習志野市～～習志野市～    

 骨髄・末梢血幹細胞提供者（ドナー）の増加や、骨髄・末梢血幹細胞移植の増加を目指して、

ドナーおよびドナーが従事する国内の事業所に助成金を交付する「骨髄移植ドナー支援事業」「骨髄移植ドナー支援事業」「骨髄移植ドナー支援事業」「骨髄移植ドナー支援事業」が

今年度よりスタートしました。       担当課 健康支援課 

 千葉県で初めて（全国で 18自治体）「骨髄移植ドナー支援」事業が、習志野市でスタートしました。 

骨髄バンクでは、現在患者さんの約 95％に１人以上のドナーが見つかるのに、移植に結びつくケース

は、約 60％と落ち込んでいます。その理由の１つとして、自営業等の方の営業補償がないことがあげら

れますが、この制度は営業補償に代わる助成として役立つと考えられます。このような制度が県内各市

で制度化されればと思っています。 

一方、数年前から千葉県消防学校において、救急隊員に対してドナー登録の説明を実施していますが、

近年、職員の定数削減に伴い特別休暇はあるが、骨髄採取するための休暇が取得できない。と言う意見

が多く寄せられます。また、公務員には、特別休暇制度がありますが、民間企業に特別休暇制度がある

企業が少ないと聞いております。 

今後は、ドナー休暇制度について考える必要があるのではないでしょうか？また、財団はドナー休暇

制度を民間企業へ制度化させる努力が必要ではないでしょうか？ （遠山） 



                                                                                                

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    全国（累計）全国（累計）全国（累計）全国（累計）    対前号増減数対前号増減数対前号増減数対前号増減数    千葉県（累計）千葉県（累計）千葉県（累計）千葉県（累計）    対前号増減数対前号増減数対前号増減数対前号増減数    

ドナー登録者数ドナー登録者数ドナー登録者数ドナー登録者数    430,768430,768430,768430,768    +2,665+2,665+2,665+2,665    13,32013,32013,32013,320    +59+59+59+59    

累計患者登録者数累計患者登録者数累計患者登録者数累計患者登録者数    38,54138,54138,54138,541    +491+491+491+491    1,5231,5231,5231,523    +19+19+19+19    

累計移植例数累計移植例数累計移植例数累計移植例数    15,48715,48715,48715,487    +206+206+206+206    489489489489    +5+5+5+5    

心からのご寄付 

ありがとうございます。 
 

千葉の会女性有志 様  2,500円 

向  井   圭  子  様   5,000円 

佐 藤  秀 哉 様 17,000円 

＜編集者のひとりごと＞ 

「骨髄移植ドナー支援制度」が習志野市でスタートしまし

たが、４月から制度化した自治体が 13もありました。 

（全国協議会ニュース５月号の裏面右下参照） 

 市民のボランティア意欲を高める上でのこととは思いま

すが、税金投入は個人的には？基金設立は管理が大変です

よね。そうすると税金投入しかないのでしょうね。（遠山） 

 

会費納入のお願い 
 

千葉骨髄バンク推進連絡会は、皆様からの 

会費とご寄付で運営しています。 

 皆様のご支援とご協力をお願い致します。 
 

 年会費；年会費；年会費；年会費；3,0003,0003,0003,000円円円円（学生 1,000円） 
 

振替口座名  千葉骨髄バンク推進連絡会 

口 座 番 号 ００１６０－６－５４７１６８ 
 

※毎月開催している定例会に持参していただいても

結構です。もちろん定例会出席も歓迎です。 

今後（６～７月）の予定（お知らせ）今後（６～７月）の予定（お知らせ）今後（６～７月）の予定（お知らせ）今後（６～７月）の予定（お知らせ）    
    

啓発活動＆登録会は、今のところ予定がありません。 

  
 

定例会予定 

 日 時 ７月７日（日）14時～ 

 場 所 船橋ＦＡＣＥ５階 ボランティアルーム 
 

 日 時 ８月４日（日）14時～ 

 場 所 未定（野田七夕まつりの開催と協議） 

患者・家族電話相談「白血病フリーダイヤル」 

０１２０－８１－５９２９０１２０－８１－５９２９０１２０－８１－５９２９０１２０－８１－５９２９    
毎週土曜日 10:00-16:00 

毎月第２，４土曜日には血液専門医も相談に応

じます。 
（認定ＮＰＯ法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会） 

会会会会    員員員員    紹紹紹紹    介介介介        ～～～～    梅田勝之さん～梅田勝之さん～梅田勝之さん～梅田勝之さん～    （記：梅田正造）    

 三升家う勝（梅田勝之）さんは、2010年 9月 11日に裏磐梯猫

魔ホテルで開催された「骨髄バンク 20 年の同窓会」で相部屋に

なった成田市（当時）のドナーさんで、その後も連絡を交わして

いる方です。落語家をされていて、４月から千葉大に通われてい

るとのことで、先日の同大での献血併行登録会に挨拶に来られま

した。 

 また、この度房総文壇の新たな担い手を発掘する千葉文学三賞

（千葉日報主催、千葉県、千葉県芸術文化団体協議会後援）で、

2012 年度の第 56 回千葉文学賞を 4 月 19 日（金）に受賞されま

した。おめでとうございます。心からお喜び申し上げます。 

アラビアより愛をこめてアラビアより愛をこめてアラビアより愛をこめてアラビアより愛をこめて    ３３３３    
  

 今、私のここでの滞在ビザでは、月１回国外に出てパスポート

にスタンプを押してもらう必要があり、Jeddah、Dubaiの両空港

を出入りしています。その Jeddah 空港は、他の空港とはあきら

かに異色で、頭からすっぽりかぶった黒装束の婦人と白装束の男

性が大半を占めていて、われわれ外国人は、ご婦人をじろじろ見

るわけにもいかず、肩身がせまいのです。 

 イスラムの２大聖地メッカとメディナを控えているので

Jeddah は年中、世界中からくるお参りの人と灯油缶サイズの聖

水のおみやげで、ごった返しています。 （西島隆史） 
 

 写真は、写真は、写真は、写真は、DubaiDubaiDubaiDubaiの旧市街地にある港から撮ったものです。の旧市街地にある港から撮ったものです。の旧市街地にある港から撮ったものです。の旧市街地にある港から撮ったものです。    

日本骨髄バンクと千葉県の登録者数最新情報日本骨髄バンクと千葉県の登録者数最新情報日本骨髄バンクと千葉県の登録者数最新情報日本骨髄バンクと千葉県の登録者数最新情報    （2013年４月末現在）    

 

 


