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10 月 1 日（日）横須賀うみかぜ公園にて、横須賀 7

ライオンズクラブと合同での奉仕デー(近隣の清掃、し

ずくちゃん募金、バーベキュー)と一緒に骨髄ドナー登

録説明会を行いました。 

今回の説明会では、①ドナー登録の意義について、

②ドナー登録の要件と流れの説明（グラビアを使用）、 

③ドナー登録書に日付以外の記入までを行いました。

そして、後日に改めて献血ルームなどに出向いて問診

と採血をして登録が完了になるという新しい試みでし

た。 

当日はライオンズクラブ会員の方が 12 名来場、9 名

の方に申込書記入をして頂きました。(記入いただいた

9 名のうち 3 名の方は、直後に行われた 10 月 8 日の

横須賀中央駅前ドナー登録会で登録をしてくださいま

した。ほかの方も、ご自身の都合のよい日に登録して

くださると期待しています。) 

 

本方式での利点・欠点は下記となります。 

利点 

①医師・看護師がいなくても、説明員のみで開催で

きる 

②登録には別場所に行き、問診・採血が必要な為、

登録迄して頂いた方は意識が高いと思われます。 

③説明会のみでも、ドナー登録の広報となります。 

欠点 

①上記②項にもある通り、登録迄が 2 段階となって

しまう為、説明会迄で終ってしまう人も有ると思

われます。 

説明・申込書記入者の内、どの程度の人が、登録に

行って頂けるかは、数値で正確には捉えられません

が、今後のドナー登録のやり方の 1 つと考えていま

す。                  （岩崎）

神奈川骨髄移植を考える会のホームページをリニュ

ーアルしました。 

会員の岩﨑（幸）さんの尽力で、素敵なページが出

来上がりました。 

https://www.bmtkanagawa.com/ 

をぜひチェックしてください。 

 

会員掲示板には最新のエントリー表が掲載されてい

ます。会員の方はパスワードを事務局へお問い合わ

せください。 

https://www.bmtkanagawa.com/
http://www.jmdp.or.jp/
http://www.marrow.or.jp/
https://www.bmtkanagawa.com/
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公益財団法人日本骨髄バンク 広報渉外部 

ドナー登録会担当 廣瀬 舞さんより 

8 月 19 日（土）、神奈川県総合医療会館にて、平成

29 年度骨髄ドナー登録説明員養成講座が開催されま

した。県、血液センター、BMT 神奈川のご協力のも

とに開催された本講座では、18 名の研修生が参加さ

れ、基礎知識を習得する座学研修の後、現役説明員の

指導のもとで登録説明のロールプレイを実施しまし

た。特に後半のロールプレイでは、質問や意見が積極

的に交わされ、活気に満ち溢れた研修となりました。 

神奈川県では、全国共通の課題でもある、若年層ド

ナーの獲得のため、大学での献血併行型ドナー登録会

を積極的に実施いただいています。BMT 神奈川をは

じめ、関係者の皆様のご尽力の甲斐あって、新規ドナ

ー登録数も大幅に増加していると伺っております。今

回、新たに説明員の資格を取得される皆さんにも、さ

らなるドナー登録推進のため、ともにご活動いただけ

ると思うと、とても心強く感じます。 

今はまだ、周囲の方々にフォローしていただくこ

とばかりの新人職員の私ですが、今回の研修を通し

て BMT 神奈川の皆様の活動にふれ、身の引き締まる

思いがいたしました。一人でも多くの患者さんに生

きるチャンスが行き届くよう、誠心誠意、働きかけて

いきたいと思います。本当に、ありがとうございまし

た。 

 

大学キャンパスでの登録会も増えて大忙しです。 

一部ですが、参加者の方から様子をお伝えします。 

 

聖マリアンナ医科大学ドナー登録会 
９月１１日（月）、川崎市宮前区の聖マリアンナ医科

大学において、献血併行型ドナー登録会を開催しまし

た。 

当日は曇天でやや風があり、必ずしも恵まれた天候で

はありませんでしたが、大学の教育棟内入口にて啓発

活動をさせていただきました。全国骨髄バンク推進連

絡協議会作成によるハローキティ骨髄バンク啓発グッ

ズを啓発チラシと一緒に配布する等の呼びかけを行っ

た結果、１９名の方に説明し、１４名もの方にドナー登

録をしていただくことができました。ハローキティグ

ッズが大好評で、また、大学内での登録会だったことも

あり、多くの学生さんに興味をもってもらい、ドナー登

録をしていただくことができました。若い方のドナー

登録推進に寄与できたと実感しています。 

今後も神奈川県赤十字血液センター及び神奈川骨髄

移植を考える会の皆様に御協力をいただきながら、ド

ナー登録会を開催して参りたいと考えております。 

（川崎市 地域包括ケア推進室 辻 徹平） 

日本大学藤沢キャンパスドナー登録会 
９月 27 日（水）日本大学藤沢キャンパスにおいて、

献血併行型ドナー登録会を開催しました。曇り空の中、

精一杯登録の呼びかけを行った結果、20 名にドナー登

録についての説明を行い、うち 14 名の方に登録してい

ただきました。私は今回初めての参加でしたが、若い世

代への呼びかけが重要だなということを実感した 1 日

でもありました。 

これはボランティアの方とも話したことですが、若い

世代に声をかけると、最初は興味がなさそうな雰囲気

だったりしても、説明員の方が丁寧に説明していくと

だんだん目の色が変わり真剣な眼差しになる。登録は

54 歳までだからという理由だけでなく、ドナー登録に

対して自ら考え、行動してもらうためには、若い世代に

丁寧に説明をすることが大事だなと感じたシーンでし

た。 

大学はまさに登録が可能になる 18 歳以上の若い世代

が多く集まる場。この取組みを今後も着実に実施して

いくことが、ドナー登録を増やす第 1 歩になると思い

ました。 

（神奈川県 がん・疾病対策課 松本 進） 
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東京農業大学厚木キャンパスドナー登録会 
10 月 6 日（金）、献血併行型ドナー登録会を、厚

木マルベリーライオンズクラブのご協力のもとに行い

ました。結果は、説明は 10 名、登録は 6 名でした。 

風が強く途中からは雨も降りだし、献血の待ち合い

からは、骨髄登録会のテントが見えないという残念な

状況での呼びかけとなってしまいました。しかし、登

録してくださった女子学生が献血の看板をもって呼び

かけをしてくれるではないですか！！聞いてみればボ

ランティアサークルの学生さんとのこと・・。その

後、仲間がきてくださいました。又、サークルの部長

さんと連絡をとりあうお約束ができました。 

ボランティアグループをサポートすることで、骨髄

移植の正しい理解を広げて登録をしていたく・・・今

後の新しい活動の第一歩を踏み出せたという実感があ

りました。 

若い方のまっすぐな心を応援することで、命をつな

ぐ小さな力を大きなパワーに変えていく・・・そんな

希望を信じて活動していこうと、あらたなるパワーを

いただくことができた登録会でした。  （小石川） 

 

相模大野駅前ドナー登録会 
10 月 8 日（日）相模大野駅前にて、ドナー登録会が

開催されました。 晴天に恵まれ、駅前は大勢の人で賑

わいました。 今回、登録の説明は 15 名、登録は 11 名

でした。   

私は、8 月 19 日に登録員養成講座を受け、今日が初

めての参加となりました。 説明員養成講座では、2 時

間の講義のあと数回ロールプレイングを行いました。 

終了の時点では、まだ疑問点もあり多少不安が残りま

したが、まずは参加をすることに意義があると思い、

緊張をしながら当日を迎えました。  

まずは、チラシとティッシュ配り。私は配ることに

必死でしたが、ベテランの 説明員の方はただ配るだけ

ではく、興味のありそうな方には「お話だけでも…」

と 積極的に声を掛けて誘導をし、説明をする場面では、

骨髄バンクに対しての興味や理解度を適切に見極め、

三者三様に対応されていました。 そしてこの日に、説

明員の方に横で手助けをしていただきながら、私も 2

件の説明をしました。つたない説明でしたが耳を傾け

快く登録をしてくださり、善意のお気持ちに感謝の気

持ちでいっぱいになりました。 

実際に登録会へ参加することで、より多くのことを

学び、いい勉強になりました。 私自身、もっと理解を

深め、説明員として自覚を持って活動が出来るように

なることが今後の課題です。       （笠森） 

逗子市民まつりドナー登録会 
秋霖の季節、10 月 15 日（日）の逗子市民まつりが、

私の初めてのドナー登録会となりました。 

篠突く雨のせいで、屋台で賑わう広場には大きな水

たまりが出来ています。神輿が通る道は変更され、イ

ベントのいくつかも中止に。レインコートを着たボラ

ンティアの学生は寒さに震え、来場者はぬかるみに足

を取られながら歩いています。まつりの明るい雰囲気

の中、たくさんの笑顔が溢れていました。 

私は傘を片手に、人通りが多い広場の出入り口に立

ちました。「献血、骨髄バンクのドナー登録会を行っ

ております」「１８歳以上、５４歳以下の方のドナー

登録をお願いしています」など、ひたすら声をかけな

がらティッシュを配りました。 

荷物や傘をわざわざ持ち替えて受け取ってくれた

り、励ましの声をいただいたりと、好意的な方に出会

うと疲れも吹き飛びます。また、「自分は不健康な生

活してるから無理」「注射は怖いから嫌だ」など、後

ろ向きの意見もありました。男性に多かったように思

います。ほんの少し背中を押してあげたら、勇気ある

一歩を踏み出してくれたかもしれません。 

どんな形であれ、骨髄バンクが広く周知されている

こと、多くの人が興味を持っていることを感じました。 

ドナー登録会場のテントは、時折風に煽られていま

した。悪天候も手伝い訪れる人はまばらで、私の説明

員デビューは２週間後までお預けとなりました。 

（小野） 

 

ごあんない 
 

11 月 11 日・12 日に代々木公園で開催されたスノーバン

ク 2017 で、こんな本に出合いました。 

『絶対（ぜってぇ）に負けねえ』 （土田大介氏著） 

著者のご両親からのメッセージがついていました。 

「本人はこの本を手に、これから骨髄バンクの普及や献

血の大切さを世の中に広めるための活動をしてゆくこ

とが目標でした」 

直接販売されていますので、ご興味のある方はメール

t.tsmd.naru30@i.softbank.jp 

へお問い合わせください。売上

の一部は骨髄バンク等へ寄付さ

れるそうです。（価格 1,300 円） 

 

注： Amazon から購入された

場合は寄付の対象外となります。

皆さまのご協力をお願いします。 

mailto:t.tsmd.naru30@i.softbank.jp
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◆登録会実施結果 

 

◆献血ルーム登録数集計(H29/8～29/11  8 回)  

 

◆日本骨髄バンクの現況（H29 年 10 月末現在） 

 

◆今後の活動予定◆  

平成 30 年  

1/6(土 )・7（日）  

京急川崎大師駅前ドナー登録会  

毎月第 2(土 ) かわさきルフロン献血ルーム  

毎月第 4(土 ) 横浜東口クロスポート献血ルーム  

※最新の予定は新しいホームページをご覧下さい。 

 

◆ご寄付をありがとうございました◆  
 

宮内 陽子様  10,000 円 

横須賀みかさライオンズクラブ様 10,000 円 

東海大学伊勢原祭ハガキ売上 600 円 

神奈川県立がんセンター 

造血幹細胞移植コーディネーター 平野 弘美様

 10,000 円 

 

 

10/21、イオンイエローレシートキャンペーンの贈

呈式があり、2017/4 月～8 月分の 36,400 円をイ

オンギフトカードでいただきました。ドナー登録

者へのお礼のグッズ等を購入する予定です。毎月

参加の藤村さん、ありがとうございました。  

＋＋＋ 

私たちの活動は善意のご寄付で支えられています。 

ご協力をお願いいたします。 
  

＋＋寄付の振込先＋＋ 

郵 便 振 替 口 座： ００２３０－８－５５７５１

加 入 者： 神奈川骨髄移植を考える会 

 

＝＝編集後記＝＝ 

 

◇今号で紹介した「絶対（ぜってぇ）に負けねえ」土田

大介さんの頑張りを、たくさんの方に読んで頂けま

すように。 

◇当会のホームページにご期待くださ

い。新旧の担当者が協力してアップ

する予定です。 

◇どちらの作品にも作者の思いがた

くさん詰まっています。 （な） 

日付  場所 /主催  
登録  

/説明  

8/16(水) 
8/17(木) 

神奈川県庁/神奈川県 20/26 

9/11(月) 聖マリアンナ医科大学/川崎市 14/19 

9/20(水) 本厚木駅前/骨髄バンク 7/10 

9/27(水) 日本大学（藤沢）/神奈川県 14/20 

9/28(土) 
9/29(日) 

防衛大学/神奈川県 26/32 

10/6(金） 東京農大（厚木）/神奈川県 6/10 

10/7(土) 武蔵小杉駅前/骨髄バンク 9/14 

10/8(日) 相模大野駅前/相模原市 10/15 

10/8(日) 横須賀中央駅前/横須賀市 18/20 

10/10(火) 神奈川工科大学/神奈川県 16/17 

10/12(木) 神奈川大学（横浜）/神奈川県 8/10 

10/15(日) 伊勢原道灌まつり/神奈川県 14/19 

10/15(日) 逗子市民まつり/骨髄バンク 3/4 

10/15(日) 小田原ダイナシティ/骨髄バンク 6/9 

10/18(水) 本厚木駅前/骨髄バンク 4/6 

10/19(木) 青山学院大学（相模原）/神奈川県 5/15 

10/20(金) 文教大学（湘南）/神奈川県 17/19 

10/21(土) イトーヨーカ堂大船店/骨髄バンク 4/6 

10/23(月) 東海大学（湘南）/神奈川県 11/15 

10/28(土) 北綱島小学校/骨髄バンク 2/2 

11/4(土) 北里大学（相模原）/神奈川県 15/19 

11/5(日) 立場駅前/横浜市 6/9 

11/6(月) 神奈川大学（横浜）/神奈川県 12/23 

11/7(火) 東京工芸大学/神奈川県 9/13 

11/8(水) 県立保健福祉大学/神奈川県 17/22 

11/11(土) 
11/12(日) 

東京雪祭（代々木公園） 
/一般社団法人 SNOW BANK  

(104/146) 

11/13(月) 慶応大学（湘南藤沢）/神奈川県 17/19 

11/15(水) 本厚木駅前/骨髄バンク 11/13 

11/18(土) 横須賀中央駅前/骨髄バンク 10/14 

11/24(金) 洗足学園音楽大学/骨髄バンク 15/22 

11/27(月) 神奈川工科大学/神奈川県 10/12 

11/27(月) 日本体育大学(健志台)/神奈川県 10/15 

 川崎（第２土） 横浜（第 4 土） 

毎月１回 説明 登録 説明 登録 

8 回合計 41 32 60  40 

累計(27/5～）   286 218 367  242 

骨髄バンクデータ集より 全国 神奈川県 

ドナー登録者数 479,966 20,506 

患者登録者数  3,721  83 

移植実施数  21,307 1,162 


