あいちの会

今後の予定
8月10日(土)
8月11日(日)
8月14日(水)
9月 1日(日)
9月 7日(土)
10月14日(月・祝)

●月

予定は順次入ってきますので、最新情報はYahooカレンダーで
確認して下さい。※時間など詳細は事務局へお問い合わせ下さい。

スタッフミーティング
（会場：あいちの会事務所）
イエローレシートキャンペーン活動
（会場：イオン熱田店）
献血併行型ドナー登録会
（会場：豊山町役場）
献血併行型ドナー登録会
（会場：春日井市総合体育館）
スタッフ・ボランティアミーティング
(会場：未定)
あいちの会主催イベント(内容検討中)
（会場：名古屋市守山文化小劇場)

http://calendar.yahoo.co.jp/npo̲hananoki

編集後記

事務局だより
●24年度が終了し、25年度のスタートとともに事業報告書・
決算報告書の作成、国税庁・行政への報告書の提出、総会
の準備と4月、5月はバタバタとしていました。6月以降、この
時期は登録会の開催も少なく、事務局もちょっとだけのんび
りとした日々を過ごしていました。が、いよいよ10月のイベン
トに向けて本格的に準備しなくては焦りを感じている今日こ
の頃。お手伝いいただけるボランティアさん、募集中です。
「お手伝いするよ〜」って、連絡お待ちしています。
●先日のデンソーのハートフルまつりに参加した際、今まで
にお知り合いになった方々と久々にお会いしました。他団体
の方、デンソーの方、何だか懐かしくも思い、長く活動を続け
させているおかげで、こんなにたくさんの方とお知り合いに
なり、いろんな事を教えて頂けているとうれしく思いました。
また、当日は新しいボランティアさん、お二人の女性も参加し
てくださいました。また、新しい出会いがありました。
「出来
る人が出来る時に出来る事を」をモットーに無理なく続けて
いただけるとうれしいです。
●本当に暑い日が続いていますね。今年は7月前半からの猛
暑で毎日のようにニュースでは「熱中症」という単語を耳に
します。日差しを浴びるだけで肌がジリジリ焼けていくのが
わかります。まだ夏は始まったばかりだというのに・・・。これ
からが夏本番、皆さま十分な睡眠、食事等を心掛けお元気
にお過ごしください。
事務局

ご寄付のお願い
この会の趣旨に賛同し、継続的に
ご寄付をしていただける個人、
企業及び団体。

銀行口座

ボランティアについて
賛助会員

ボランティア会員

※企業及び団体
一口30,000円/年
※個人
一口10,000円/年

三菱東京UFJ銀行
金山支店 普通3654780

郵便振替口座

●1ページの続きになりますが・・・、ちょっと難しく、長くなり
ますが・
・
・、
疾病対策部会造血幹細胞移植委員会で、今まで（第34〜
41回）で出された主な御意見としては、患者支援については、
患者視点の施策や、家族・医療・ボランティア全体で患者（移
植前も移植後も）
を支えるシステムの構築、
これまで独自に活
動していた各関連団体が連携を取る必要性など、
造血幹細胞
の提供の促進については、
呼びかけや登録の推進だけではな
く、
ドナーリテンションについても日赤の関与に大きく期待す
る意見が出されました。さらにドナー休暇制度の普及や、マス
コミ等の利用、
家族への理解を深める必要性、
コーディネート
期間短縮については、医療機関における手術室の確保の問
題、末梢血幹細胞移植の普及の必要性など、医療環境に対す
る意見が、非血縁者間末梢血幹細胞移植については、ドナー
要件の再考や、採取施設の整備、についての意見が出されま
した。臍帯血についても、臍帯血の基準、財政基盤、採取する
産科医療機関に対する施策、バンクごとの差異の縮小、など
の意見が出されました。バンクについては、骨髄・末梢血と臍
帯血を一元管理しコーディネートする体制が必要であるとの
意見が、ドナーと患者の接触については、テスト的施行が必
要とする意見と、
無言のプレッシャーにならないような配慮が
必要であるとか、慎重にすべきではなどの意見が出されまし
た。造血幹細胞提供支援機関（日本赤十字社を想定）につい
ては、
献血ルーム等での積極的なドナーリクルートや、
ポータ
ルサイトに関連して、情報の独り歩き等に対する不安に対し
て、移植に詳しい看護師などの専門家によるフォロー体制必
要不必要などの意見が出されました。
もっと詳しく知りたい方
は1ページ掲載の厚生労働省のホームページURL参照してくだ
さい。
●上記を読んでいると私たちボランティアの役割も改めて考
えていかないといけない時期にきているようですね。あいち
の会では患者さんたちがお元気になることを願い活動を続け
て参ります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
事務局

あいち骨髄バンクを支援する会の活動は皆様の善意に支えられています。いただきましたご寄付は
骨髄バンクドナー登録の拡大のため、
また血液難病の患者さんやそのご家族のお力になれますよう、
大切に使わせていただきます。
ご支援ご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

寄付受付
一般寄付

ヤフーカレンダー

この会の趣旨に賛同し、運営や活動に直接関わっていただける方。
（会費無料）
会報や活動報告、
イベント案内、
骨髄バンクの情報などをお送り致します。
活動のお手伝いをしていただける
ボランティアさん（ボランティア会員）賛助会員も募集中です。
よろしくお願い致します。

認定特定非営利活動法人

00890-0-76637 あいち骨髄バンクを支援する会
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総会を終えて
６月２日(日)、ウィルあいちにて総会を開催いたしました。24年度も無事終えることができました。ひとえに皆
様方のご支援、ご協力の賜物と感謝いたします。
以前もご報告しましたように、昨年９月１２日に、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律
が公布され、来年３月には施行されます。現在、疾病対策部会造血幹細胞移植委員会では、集中的に審議が行
われています。厚生労働省のホームページには、その議事録等が掲載されています。今後の予定では、８月初めに
その他の省令事項、ガイドライン（案）や、基本方針等に係る議論、ヒアリング等が行われ、その後８月末から９
月にかけて取りまとめが行われる予定です。どのような形で取りまとめが行われ、それをもとに、どのような体制
が作られていくのか、私たちもしっかりその動きを見据え、どのような形で協力していけるのかを考えていきたい
と思っています。それらを踏まえ、あいちの会としては、
「どうなるの？骨髄バンク（仮称）」と題して、10月14日
（月・祝）午後に、名古屋市守山文化小劇場でシンポジウムを開催することとしました。まだ具体的な内容は決
まっていないため、ここで詳細をお伝えすることは出来ないことは非常に残念ですが、是非、ご来場ください。
ボランティア活動の在り方も、大きく変わっていきます。今後も、皆様方の益々のご協力、ご支援をよろしくお
あいちの会一同
願いいたします。

厚生労働省のホームページ

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f2q.html#shingi44

全国のボランティアが集まりました
6月８日、奈良県の陽気ホールにて開催された「ボランティアの集い
in天理」に参加してきました。天理教校学園高等学校の和太鼓部に
よる演奏で始まりました。その後、全国骨髄バンク推進連絡協議会の
副会長の挨拶、亡くなられた市川團十郎前会長への黙祷、ご協力いた
だいた方々への感謝状の贈呈などが行なわれました。
第２部では、市川純也さんよるピアノ演奏とトークショーが行なわ
れました。進行に大谷貴子さん、生後間もなく白血病との闘病生活を
送られ、現在は奈良県立盲学校に通われている市川純也さん、２度の
骨髄提供をされた方によるトークショー、演奏では、純也さんのソロ
市川純也さんの演奏でパワーをいただきました。
だけでなく、急遽、会場からのリクエストもあってお父さんのサックス
とのセッションも行なわれました。また、演奏間の親子による軽快なトークもありとても楽しい時間を過ごすことが
出来ました。最後は、天理大学雅楽部による舞楽がありました。
昨年「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法
律」が可決成立されたこともあり、もう一度、自分たちに出来ることは
何であるかを考える節目の年であると強く感じています。今回のイベ
ントで一番印象に残ったことは市川純也さんがプロのピアニストにな
りたいと言っていたことです。演奏する姿はとても楽しそうで輝いて見
えました。活動をする中で、一番嬉しくて、励みになるのは、今ある生
活を笑顔で送られているその姿であると感じています。改めて活動を
する意味と目的を考えさせられた一日でした。
金澤信哉
イベントに参加して心機一転
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あいちの会

ドナー登録会報告

〈 〉内は登録人数

活動報告
●総会・理事会

25年度 第1回理事会・通常総会

●ボランティアミーティング

ウィルあいち 会議室3

スタッフミーティング

プロミス(株)名古屋お客様サービスプラザ

4.6

ボランティアミーティング

プロミス(株)名古屋お客様サービスプラザ

4.27

スタッフミーティング

あいちの会事務所

5.25

スタッフミーティング

ウィルあいち 会議室3

5.25

拡大ボランティアミーティング

ウィルあいち 会議室3

7.6

スタッフミーティング

プロミス(株)名古屋お客様サービスプラザ

7.6

ボランティアミーティング

プロミス(株)名古屋お客様サービスプラザ

4.6

●普及啓発活動

5.11

イエローレシートキャンペーン活動

イオン熱田店

5.19

チャリティーイベント・第22回ウォーカソン

愛・地球博記念公園 地球市民交流センター

7.7

デンソーグループハートフルまつり

デンソー本社 ５号館１Ｆ大ホール

7.21

リカタン祭り2013（東海理化）

豊田スタジアム

7.26

愛知県献血運動推進大会

中区役所ホール

平成25年4月〜平成25年7月

●講演会・勉強会等

5.2

ドナー登録、説明会・講演会

豊橋保健所

5.17

勉強会

名古屋コミュニケーションアート専門学校

7.19

説明会・講演会

西尾市立看護専門学校

●会議・打合せ

4.24

小島プレス登録会打合せ

6.16

ボラみみより情報局 第109回理事会 あいちＮＰＯ交流プラザ

●財団、
全国協議会、関連団体

5.22

第1回 アドバイザリーボート

財団事務局、地下会議室

6.8

全国骨髄バンクボランティアの集いｉｎ奈良

陽気ホール

6.9

全国協議会通常総会・代表者会議

奈良プラザホール

●その他

4.20

患者会「女子会」

6.11

津島ライオンズクラブ例会

「歩いて食べて遊んで、楽しく参加出来る地域貢献！」を掲げ、在日米国商工会議所、名古屋国際学園主催のウォーカソンが5
月19日、開催されました。今年で22回目を迎えたこのイベントに当会は平成11年の第8回から参加させていただいています。多
くの参加者の方からの参加費がチャリティー団体へ寄付されます。当会は平成12年から毎年多額の寄付をいただいています。
平成11年は立ち上がったばかりのはなのきハウスの備品をたくさんご寄付いただきました。まだ充分な設備が整っていなかった
時の「ハウスで必要な物はありませんか。ご寄付したいです。」とのお言葉は本当にうれしかった、有難かったのを思い出しま
す。その後、あいちの会として再出発しても継続してご支援いただけていることに感謝しています。現在、いただいたご寄付はあ
いちの会の主催イベントに使わせていただいています。今年もいただいたご寄付で10月14日(祝・月)、名古屋市守山文化小劇場
にてイベントを開催いたします。継続して活動を続けていくにはこうした多くの方々のご理解、ご協力、ご支援があっての事。参
水谷久美
加、ご寄付いただく方々のお気持を大切に患者さんやご家族のお力になれるよう今後も活動を続けて参ります。

説明会と講演会とドナー登録会

小島プレス労働組合

夢茶や

小島プレス工業(株)にてドナー登録会
今年も小島プレス工業(株)本社、高岡工場、黒笹技術センターにて献血併行型ドナー登録
会が開催されました。小島プレス工業(株)の献血は昭和45年から、ドナー登録会は平成14年
から始まりました。継続して開催するには多くの方々のご理解、ご協力があってのことと感謝
しています。
ドナー登録会の始まりは小島プレス労働組合の40周年記念イベントの時でした。その後、
ドナー休暇制度も採りいれ、提供する際の環境をも整備して下さいました。今年は本社12
名、高岡工場4名、黒笹技術センター2名の方にご登録いただきました。私は毎年本社の登録
会にお邪魔させていただいていますが、登録について説明していて感じることは、提供時の グラビアを使って説明しました。
事も考えて、登録を考えてくださる方が多いということです。登録したなら提供までという気持ちが伝わってきます。
「骨髄バンクにご登録お願いいたします」との呼び掛けに「登録しているよ」とのお返事の多いことに本当にうれしく思い、今
水谷久美
年も登録会を終えてきました。ありがとうございました。

デンソーグループ ハートフルまつりにてブース出展
７月７日(日)、デンソー本社５号館イベントホールにて、ハートフルまつりが開催されました。ハートフルまつりとは、デンソーグ
ループの社員さんが主体となり企画する社会貢献イベントです。今年は「応援」という言葉をキーワードに講演会、チアリーディ
ング、映画上映会、我武者羅鷹応援団、東日本復興応援プログラムなど充実した内容でした。また、会場内ではものづくり体
験、ブース出展など１日中賑やかで、多くの方との出会いがありました。当会のブースにも多くの方が立ち寄って下さり、キティ
ティッシュ、リーフレットなどお渡しすることができました。
「登録したいのですが」と訪ねて下さった方もいらっしゃいました。説
明用ビデオを観ていただき、さらに詳しくご説明させていただき、後日、献血ルーム・献血バスに出向いていただける段階まで手
続きさせていただきました。一昨年も同様の手続きをしました。登録はしたいのだが、献血会場、献血ルームまで出向く機会が
ない方がまだまだたくさんいらっしゃるのではないかと思いました。普及啓発をしながら、イベントも楽しむ。とても充実した１日
水谷久美
を過ごすことができました。
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ウォーカソン〜国際チャリティ・フェスティバル〜

平成25年4月〜平成25年7月

5.27 〈12〉 小島プレス工業(株)本社
5.28 〈4〉 小島プレス工業(株)高岡工場
5.29 〈6〉 刈谷市役所
5.30 〈2〉 小島プレス工業(株)黒笹技術センター
〈2〉 豊川市総合体育館
6.9
6.14 〈1〉 高浜市役所

4.21 〈4〉 六ツ美市民センター
〈0〉 清須市役所本庁舎
5.8
5.13 〈21〉 豊橋保健所・保健センター
5.15 〈8〉 豊橋駅南口駅前広場
5.25 〈1〉 豊川市総合体育館
5.25 〈9〉 パークアリーナ小牧(小牧産業フェスタ)
5.26 〈4〉 パークアリーナ小牧(小牧産業フェスタ)

6.2

あいちの会

5月２日、豊橋准看護学校の学生さん１６０人と歯科衛生専門学校８０人の学生さん
に５月１３日のドナー登録会に向けて、事前説明会、患者さんの事、病気の事、いのち
の大切さなどお話してきました。説明用ＤＶＤを観ていただいた後、同行していただ
いた、移植経験者の石栗須代さんに発病から移植、現在に至るまでの経過やお気持
ちなどをお話いただきました。看護学校の学生さんと歯科衛生士を目指している学生
さんと別々の時間帯にお話しさせていただきましたので、看護師を目指す学生さんに
は特に看護の際の患者さんやご家族の心のケアの必要性などもお話させていただき
ました。歯科衛生士を目指す学生さんには移植後の患者さんは粘膜障害の影響でお
みんな真剣に聞いています。
口の中のケアがとても大切、歯科衛生士さんの存在の大切さなどお話してきました。
５月１３日の登録会の際は２１名の方にご登録いただきました。感謝いたします。昨年より若年層に向けてお話させていただく
水谷久美
事を積極的に考えてきました。今後も小中高大、専門学校など出向き、お話させていただきたいと思います。

〜多くの方のご協力に深く感謝申し上げます〜

寄付者名簿

平成25年4月〜平成25年7月

光ヶ丘女子高等学校

¥40,000

平成25年4月分

東海ろうきんNPO寄付システム

¥17,700

平成25年4月分

安達秀次
金剛寺

遠藤脩子

¥10,000

5月分

東海ろうきんNPO寄付システム

¥18,200

¥3,000

6月分

東海ろうきんNPO寄付システム

¥18,200

¥30,403

7月分

東海ろうきんNPO寄付システム

¥31,800

マンスリーレポートから

H25.7.12 http://www.jmdp.or.jp/data/

日本骨髄バンクの現状(平成25年6月末現在）

5月

6月

現在数

累計数

2,622

2,442

433,336

583,419

患者登録者数

262

272

2,859

39,075

移植例数

111

117

-

15,715

ドナー登録者数

順不同・敬称略

■6月の年齢別ドナー登録者数（現在数）
10代
3,241人
20代
71,594人
30代 151,876人
40代 164,909人
50代
41,716人
■6月の20歳未満の登録者数 384人
注）平成24年7月より集計方法が変わりました

■6月の区分別ドナー登録者数：献血ルーム／756人、献血併行型集団登録会／1,604人、集団登録会／24人、その他／58人
問合・照会件数
愛知県

データセンター登録数

(移植例数 15,715例、採取数 15,721例）

6月

累計

6月

減少数

累計

患者居住地

移植数

提供者居住地

採取数

11

27,103

36

65

19,613

933

1,441

1,024

1,304

※採取されたものの移植に至らなかった6例が含まれていますので、移植数と採取数は一致しません。
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あいちの会

ドナー登録会報告

〈 〉内は登録人数

活動報告
●総会・理事会

25年度 第1回理事会・通常総会

●ボランティアミーティング

ウィルあいち 会議室3

スタッフミーティング

プロミス(株)名古屋お客様サービスプラザ

4.6

ボランティアミーティング

プロミス(株)名古屋お客様サービスプラザ

4.27

スタッフミーティング

あいちの会事務所

5.25

スタッフミーティング

ウィルあいち 会議室3

5.25

拡大ボランティアミーティング

ウィルあいち 会議室3

7.6

スタッフミーティング

プロミス(株)名古屋お客様サービスプラザ

7.6

ボランティアミーティング

プロミス(株)名古屋お客様サービスプラザ

4.6

●普及啓発活動

5.11

イエローレシートキャンペーン活動

イオン熱田店

5.19

チャリティーイベント・第22回ウォーカソン

愛・地球博記念公園 地球市民交流センター

7.7

デンソーグループハートフルまつり

デンソー本社 ５号館１Ｆ大ホール

7.21

リカタン祭り2013（東海理化）

豊田スタジアム

7.26

愛知県献血運動推進大会

中区役所ホール

平成25年4月〜平成25年7月

●講演会・勉強会等

5.2

ドナー登録、説明会・講演会

豊橋保健所

5.17

勉強会

名古屋コミュニケーションアート専門学校

7.19

説明会・講演会

西尾市立看護専門学校

●会議・打合せ

4.24

小島プレス登録会打合せ

6.16

ボラみみより情報局 第109回理事会 あいちＮＰＯ交流プラザ

●財団、
全国協議会、関連団体

5.22

第1回 アドバイザリーボート

財団事務局、地下会議室

6.8

全国骨髄バンクボランティアの集いｉｎ奈良

陽気ホール

6.9

全国協議会通常総会・代表者会議

奈良プラザホール

●その他

4.20

患者会「女子会」

6.11

津島ライオンズクラブ例会

「歩いて食べて遊んで、楽しく参加出来る地域貢献！」を掲げ、在日米国商工会議所、名古屋国際学園主催のウォーカソンが5
月19日、開催されました。今年で22回目を迎えたこのイベントに当会は平成11年の第8回から参加させていただいています。多
くの参加者の方からの参加費がチャリティー団体へ寄付されます。当会は平成12年から毎年多額の寄付をいただいています。
平成11年は立ち上がったばかりのはなのきハウスの備品をたくさんご寄付いただきました。まだ充分な設備が整っていなかった
時の「ハウスで必要な物はありませんか。ご寄付したいです。」とのお言葉は本当にうれしかった、有難かったのを思い出しま
す。その後、あいちの会として再出発しても継続してご支援いただけていることに感謝しています。現在、いただいたご寄付はあ
いちの会の主催イベントに使わせていただいています。今年もいただいたご寄付で10月14日(祝・月)、名古屋市守山文化小劇場
にてイベントを開催いたします。継続して活動を続けていくにはこうした多くの方々のご理解、ご協力、ご支援があっての事。参
水谷久美
加、ご寄付いただく方々のお気持を大切に患者さんやご家族のお力になれるよう今後も活動を続けて参ります。

説明会と講演会とドナー登録会

小島プレス労働組合

夢茶や

小島プレス工業(株)にてドナー登録会
今年も小島プレス工業(株)本社、高岡工場、黒笹技術センターにて献血併行型ドナー登録
会が開催されました。小島プレス工業(株)の献血は昭和45年から、ドナー登録会は平成14年
から始まりました。継続して開催するには多くの方々のご理解、ご協力があってのことと感謝
しています。
ドナー登録会の始まりは小島プレス労働組合の40周年記念イベントの時でした。その後、
ドナー休暇制度も採りいれ、提供する際の環境をも整備して下さいました。今年は本社12
名、高岡工場4名、黒笹技術センター2名の方にご登録いただきました。私は毎年本社の登録
会にお邪魔させていただいていますが、登録について説明していて感じることは、提供時の グラビアを使って説明しました。
事も考えて、登録を考えてくださる方が多いということです。登録したなら提供までという気持ちが伝わってきます。
「骨髄バンクにご登録お願いいたします」との呼び掛けに「登録しているよ」とのお返事の多いことに本当にうれしく思い、今
水谷久美
年も登録会を終えてきました。ありがとうございました。

デンソーグループ ハートフルまつりにてブース出展
７月７日(日)、デンソー本社５号館イベントホールにて、ハートフルまつりが開催されました。ハートフルまつりとは、デンソーグ
ループの社員さんが主体となり企画する社会貢献イベントです。今年は「応援」という言葉をキーワードに講演会、チアリーディ
ング、映画上映会、我武者羅鷹応援団、東日本復興応援プログラムなど充実した内容でした。また、会場内ではものづくり体
験、ブース出展など１日中賑やかで、多くの方との出会いがありました。当会のブースにも多くの方が立ち寄って下さり、キティ
ティッシュ、リーフレットなどお渡しすることができました。
「登録したいのですが」と訪ねて下さった方もいらっしゃいました。説
明用ビデオを観ていただき、さらに詳しくご説明させていただき、後日、献血ルーム・献血バスに出向いていただける段階まで手
続きさせていただきました。一昨年も同様の手続きをしました。登録はしたいのだが、献血会場、献血ルームまで出向く機会が
ない方がまだまだたくさんいらっしゃるのではないかと思いました。普及啓発をしながら、イベントも楽しむ。とても充実した１日
水谷久美
を過ごすことができました。
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ウォーカソン〜国際チャリティ・フェスティバル〜

平成25年4月〜平成25年7月

5.27 〈12〉 小島プレス工業(株)本社
5.28 〈4〉 小島プレス工業(株)高岡工場
5.29 〈6〉 刈谷市役所
5.30 〈2〉 小島プレス工業(株)黒笹技術センター
〈2〉 豊川市総合体育館
6.9
6.14 〈1〉 高浜市役所

4.21 〈4〉 六ツ美市民センター
〈0〉 清須市役所本庁舎
5.8
5.13 〈21〉 豊橋保健所・保健センター
5.15 〈8〉 豊橋駅南口駅前広場
5.25 〈1〉 豊川市総合体育館
5.25 〈9〉 パークアリーナ小牧(小牧産業フェスタ)
5.26 〈4〉 パークアリーナ小牧(小牧産業フェスタ)

6.2

あいちの会

5月２日、豊橋准看護学校の学生さん１６０人と歯科衛生専門学校８０人の学生さん
に５月１３日のドナー登録会に向けて、事前説明会、患者さんの事、病気の事、いのち
の大切さなどお話してきました。説明用ＤＶＤを観ていただいた後、同行していただ
いた、移植経験者の石栗須代さんに発病から移植、現在に至るまでの経過やお気持
ちなどをお話いただきました。看護学校の学生さんと歯科衛生士を目指している学生
さんと別々の時間帯にお話しさせていただきましたので、看護師を目指す学生さんに
は特に看護の際の患者さんやご家族の心のケアの必要性などもお話させていただき
ました。歯科衛生士を目指す学生さんには移植後の患者さんは粘膜障害の影響でお
みんな真剣に聞いています。
口の中のケアがとても大切、歯科衛生士さんの存在の大切さなどお話してきました。
５月１３日の登録会の際は２１名の方にご登録いただきました。感謝いたします。昨年より若年層に向けてお話させていただく
水谷久美
事を積極的に考えてきました。今後も小中高大、専門学校など出向き、お話させていただきたいと思います。

〜多くの方のご協力に深く感謝申し上げます〜

寄付者名簿

平成25年4月〜平成25年7月

光ヶ丘女子高等学校

¥40,000

平成25年4月分

東海ろうきんNPO寄付システム

¥17,700

平成25年4月分

安達秀次
金剛寺

遠藤脩子

¥10,000

5月分

東海ろうきんNPO寄付システム

¥18,200

¥3,000

6月分

東海ろうきんNPO寄付システム

¥18,200

¥30,403

7月分

東海ろうきんNPO寄付システム

¥31,800

マンスリーレポートから

H25.7.12 http://www.jmdp.or.jp/data/

日本骨髄バンクの現状(平成25年6月末現在）

5月

6月

現在数

累計数

2,622

2,442

433,336

583,419

患者登録者数

262

272

2,859

39,075

移植例数

111

117

-

15,715

ドナー登録者数

順不同・敬称略

■6月の年齢別ドナー登録者数（現在数）
10代
3,241人
20代
71,594人
30代 151,876人
40代 164,909人
50代
41,716人
■6月の20歳未満の登録者数 384人
注）平成24年7月より集計方法が変わりました

■6月の区分別ドナー登録者数：献血ルーム／756人、献血併行型集団登録会／1,604人、集団登録会／24人、その他／58人
問合・照会件数
愛知県

データセンター登録数

(移植例数 15,715例、採取数 15,721例）

6月

累計

6月

減少数

累計

患者居住地

移植数

提供者居住地

採取数

11

27,103

36

65

19,613

933

1,441

1,024

1,304

※採取されたものの移植に至らなかった6例が含まれていますので、移植数と採取数は一致しません。
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あいちの会

今後の予定
8月10日(土)
8月11日(日)
8月14日(水)
9月 1日(日)
9月 7日(土)
10月14日(月・祝)

●月

予定は順次入ってきますので、最新情報はYahooカレンダーで
確認して下さい。※時間など詳細は事務局へお問い合わせ下さい。

スタッフミーティング
（会場：あいちの会事務所）
イエローレシートキャンペーン活動
（会場：イオン熱田店）
献血併行型ドナー登録会
（会場：豊山町役場）
献血併行型ドナー登録会
（会場：春日井市総合体育館）
スタッフ・ボランティアミーティング
(会場：未定)
あいちの会主催イベント(内容検討中)
（会場：名古屋市守山文化小劇場)

http://calendar.yahoo.co.jp/npo̲hananoki

編集後記

事務局だより
●24年度が終了し、25年度のスタートとともに事業報告書・
決算報告書の作成、国税庁・行政への報告書の提出、総会
の準備と4月、5月はバタバタとしていました。6月以降、この
時期は登録会の開催も少なく、事務局もちょっとだけのんび
りとした日々を過ごしていました。が、いよいよ10月のイベン
トに向けて本格的に準備しなくては焦りを感じている今日こ
の頃。お手伝いいただけるボランティアさん、募集中です。
「お手伝いするよ〜」って、連絡お待ちしています。
●先日のデンソーのハートフルまつりに参加した際、今まで
にお知り合いになった方々と久々にお会いしました。他団体
の方、デンソーの方、何だか懐かしくも思い、長く活動を続け
させているおかげで、こんなにたくさんの方とお知り合いに
なり、いろんな事を教えて頂けているとうれしく思いました。
また、当日は新しいボランティアさん、お二人の女性も参加し
てくださいました。また、新しい出会いがありました。
「出来
る人が出来る時に出来る事を」をモットーに無理なく続けて
いただけるとうれしいです。
●本当に暑い日が続いていますね。今年は7月前半からの猛
暑で毎日のようにニュースでは「熱中症」という単語を耳に
します。日差しを浴びるだけで肌がジリジリ焼けていくのが
わかります。まだ夏は始まったばかりだというのに・・・。これ
からが夏本番、皆さま十分な睡眠、食事等を心掛けお元気
にお過ごしください。
事務局

ご寄付のお願い
この会の趣旨に賛同し、継続的に
ご寄付をしていただける個人、
企業及び団体。

銀行口座

ボランティアについて
賛助会員

ボランティア会員

※企業及び団体
一口30,000円/年
※個人
一口10,000円/年

三菱東京UFJ銀行
金山支店 普通3654780

郵便振替口座

●1ページの続きになりますが・・・、ちょっと難しく、長くなり
ますが・
・
・、
疾病対策部会造血幹細胞移植委員会で、今まで（第34〜
41回）で出された主な御意見としては、患者支援については、
患者視点の施策や、家族・医療・ボランティア全体で患者（移
植前も移植後も）
を支えるシステムの構築、
これまで独自に活
動していた各関連団体が連携を取る必要性など、
造血幹細胞
の提供の促進については、
呼びかけや登録の推進だけではな
く、
ドナーリテンションについても日赤の関与に大きく期待す
る意見が出されました。さらにドナー休暇制度の普及や、マス
コミ等の利用、
家族への理解を深める必要性、
コーディネート
期間短縮については、医療機関における手術室の確保の問
題、末梢血幹細胞移植の普及の必要性など、医療環境に対す
る意見が、非血縁者間末梢血幹細胞移植については、ドナー
要件の再考や、採取施設の整備、についての意見が出されま
した。臍帯血についても、臍帯血の基準、財政基盤、採取する
産科医療機関に対する施策、バンクごとの差異の縮小、など
の意見が出されました。バンクについては、骨髄・末梢血と臍
帯血を一元管理しコーディネートする体制が必要であるとの
意見が、ドナーと患者の接触については、テスト的施行が必
要とする意見と、
無言のプレッシャーにならないような配慮が
必要であるとか、慎重にすべきではなどの意見が出されまし
た。造血幹細胞提供支援機関（日本赤十字社を想定）につい
ては、
献血ルーム等での積極的なドナーリクルートや、
ポータ
ルサイトに関連して、情報の独り歩き等に対する不安に対し
て、移植に詳しい看護師などの専門家によるフォロー体制必
要不必要などの意見が出されました。
もっと詳しく知りたい方
は1ページ掲載の厚生労働省のホームページURL参照してくだ
さい。
●上記を読んでいると私たちボランティアの役割も改めて考
えていかないといけない時期にきているようですね。あいち
の会では患者さんたちがお元気になることを願い活動を続け
て参ります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
事務局

あいち骨髄バンクを支援する会の活動は皆様の善意に支えられています。いただきましたご寄付は
骨髄バンクドナー登録の拡大のため、
また血液難病の患者さんやそのご家族のお力になれますよう、
大切に使わせていただきます。
ご支援ご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

寄付受付
一般寄付

ヤフーカレンダー

この会の趣旨に賛同し、運営や活動に直接関わっていただける方。
（会費無料）
会報や活動報告、
イベント案内、
骨髄バンクの情報などをお送り致します。
活動のお手伝いをしていただける
ボランティアさん（ボランティア会員）賛助会員も募集中です。
よろしくお願い致します。

認定特定非営利活動法人

00890-0-76637 あいち骨髄バンクを支援する会
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総会を終えて
６月２日(日)、ウィルあいちにて総会を開催いたしました。24年度も無事終えることができました。ひとえに皆
様方のご支援、ご協力の賜物と感謝いたします。
以前もご報告しましたように、昨年９月１２日に、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律
が公布され、来年３月には施行されます。現在、疾病対策部会造血幹細胞移植委員会では、集中的に審議が行
われています。厚生労働省のホームページには、その議事録等が掲載されています。今後の予定では、８月初めに
その他の省令事項、ガイドライン（案）や、基本方針等に係る議論、ヒアリング等が行われ、その後８月末から９
月にかけて取りまとめが行われる予定です。どのような形で取りまとめが行われ、それをもとに、どのような体制
が作られていくのか、私たちもしっかりその動きを見据え、どのような形で協力していけるのかを考えていきたい
と思っています。それらを踏まえ、あいちの会としては、
「どうなるの？骨髄バンク（仮称）」と題して、10月14日
（月・祝）午後に、名古屋市守山文化小劇場でシンポジウムを開催することとしました。まだ具体的な内容は決
まっていないため、ここで詳細をお伝えすることは出来ないことは非常に残念ですが、是非、ご来場ください。
ボランティア活動の在り方も、大きく変わっていきます。今後も、皆様方の益々のご協力、ご支援をよろしくお
あいちの会一同
願いいたします。

厚生労働省のホームページ

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f2q.html#shingi44

全国のボランティアが集まりました
6月８日、奈良県の陽気ホールにて開催された「ボランティアの集い
in天理」に参加してきました。天理教校学園高等学校の和太鼓部に
よる演奏で始まりました。その後、全国骨髄バンク推進連絡協議会の
副会長の挨拶、亡くなられた市川團十郎前会長への黙祷、ご協力いた
だいた方々への感謝状の贈呈などが行なわれました。
第２部では、市川純也さんよるピアノ演奏とトークショーが行なわ
れました。進行に大谷貴子さん、生後間もなく白血病との闘病生活を
送られ、現在は奈良県立盲学校に通われている市川純也さん、２度の
骨髄提供をされた方によるトークショー、演奏では、純也さんのソロ
市川純也さんの演奏でパワーをいただきました。
だけでなく、急遽、会場からのリクエストもあってお父さんのサックス
とのセッションも行なわれました。また、演奏間の親子による軽快なトークもありとても楽しい時間を過ごすことが
出来ました。最後は、天理大学雅楽部による舞楽がありました。
昨年「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法
律」が可決成立されたこともあり、もう一度、自分たちに出来ることは
何であるかを考える節目の年であると強く感じています。今回のイベ
ントで一番印象に残ったことは市川純也さんがプロのピアニストにな
りたいと言っていたことです。演奏する姿はとても楽しそうで輝いて見
えました。活動をする中で、一番嬉しくて、励みになるのは、今ある生
活を笑顔で送られているその姿であると感じています。改めて活動を
する意味と目的を考えさせられた一日でした。
金澤信哉
イベントに参加して心機一転
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