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ＶＯＬ．１４５ 
2016 年 9 月 1 日発行 

 

６月１８日 （土）、平成２８年度神奈川骨髄移植を

考える会総会が横浜市中区の波止場会館で開催

され、１８名が出席しました。  

議事に先立ち、新会員、若い人たちの加入促進

で会の活性化を図るとともに、会員相互の交流と親

睦を図り楽しくかつ充実した活動を目指すと挨拶が

あり、議事に入りました。  

事業報告では、ドナー登録会の他、「迷宮カフェ」

の上映会、全国協議会 25 周年事業「横浜医療講

演＆患者相談会」、県との共催「骨髄ドナー登録説

明員養成講座」等の新規事業、また収支決算報告

では、寄付金、事業収入等が順調で、チャリティーコ

ンサートの収益金から、全国協議会の佐藤きち子

基金に 10 万円の寄付をしたとの報告がありました。   

事業計画は、大学等若年層への普及啓発と献

血併行ドナー登録会の実施、県と共催で「骨髄ドナ

ー登録説明員養成講座」実施などが加わりました。  

平成 27 年度事業、収支決算、監査報告、28 年

度役員、事業計画、予算案はすべて承認されまし

た。  

総会後研修として、東海大学医学部付属病院  

血液腫瘍内科  町田真一郎先生に講師をお願い

し、テーマ「骨髄移植と骨髄バンク」とし、骨髄移植

の最新情報、移植医療側から見た骨髄バンクにつ  

いてわかりやすくお話しいただき、質疑も活発に行  

 

 

 

われ有意義な時間を過ごすことが出来ました。町田

先生に心よりお礼申し上げます。  

村上忠雄  

 

▼平成 28 年度役員  

会長    村上忠雄  

副会長   渡辺孝一、黒部光司、岩崎眞一郎、  

  髙橋真知子、関つたえ  

事務局長   水嶋健  

会計    小沢やす子  

監事    山田晶久、齋藤宗憲  

ドナーリクルート部会長   黒部光司  

財務部会長（兼広報）    岩崎眞一郎  

患者・家族サポート部会長    齋藤敏雄  

広報部       中島惠子  小坂泉  芳崎栄津子  

        ＨＰ担当   篠原淳二  

厚木支部長   角田勇  

川崎支部長   髙橋真知子  

▼顧問  

加藤俊一先生  （元東海大学医学部付属病院）  

矢部普正先生  （東海大学医学部付属病院）  

松崎道男先生  （松崎内科クリニック）  

藤澤信先生   （横浜市立大学付属病院）  

和氣敦先生    

（国家公務員共済組合連合会虎ノ門病院分院）  

金森平和先生  （神奈川県立がんセンター）  

 

 平成 28 年度ＢＭＴ神奈川総会開催   
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◆収入の部               単位：円  

項  目  H27 年度決算  H27 年度予算  

会費   278,000 170,000 

寄付金  1,300,000 910,000 

募金  132,785 100,000  

事業収入  862,560  850,000  

販売収入  9,000  10,000  

雑収入  264  881 

小  計  2,582,609  2,040,881 

前年度繰越金  1,827,119  1,827,119 

合  計  4,409,728 3,868,000 

 

 

 

アリオ橋本ドナー登録会  
4 月 24 日（日）、相模原市緑区のアリオ橋本で

献血併行型ドナー登録会を行いました。  

外はときおり小雨が降る天候でしたが、献血が 2

階ホール、登録会がそのほぼ真下のアクアガーデン

と屋内で開催することができたため、多くの方々に登

録していただけました。とてもありがたく思います。  

パンフレット等の配布はガーデン内のスペースに

限られていたため積極的に行えなかったものの、こ

の登録会でドナー登録をするためだけにアリオへ来

られた方もいらっしゃいました。ご自身の経験から登

録したいと強く望まれて、登録会の前日に来てみた

ものの翌日であることを知り、当日再度足を運んで

下さったとのことでした。  

相模原市には市内に献血ルームがなく、ドナー登

録ができる公的機関もありません。登録のためには

市外まで赴く必要があります。そうした状況の中で、       

 

 

◆支出の部              単位：円  

 

 

 

交通の便も良く老若男女を問わず多くの方々が

立ち寄れるアリオ橋本で登録会を開催する意義を

強く実感しました。当日の登録者は 12 名、説明は

16 名でした。  

桑原晴湖  

 

項  目  H27 年度決算  H27 年度予算  

事業費  619,827 900,000 

会議費  39,984 50,000 

全国協関連  278,081 200,000 

通信費  98,735 150,000 

広報・印刷費  324,713 270,000 

物品購入費  8,152 200,000 

事務用品費  58,830 70,000 

事務局費  100,000  100,000 

交際・雑費  30,830 48,000 

寄付金  130,216 100,000 

予備費  0 1,780,000 

小  計  1,689,368 3,868,000 

次年度繰越金  2,720,360  

合  計  4,409,728 3,868,000 

 平成 2７年度収支決算報告 （平成 27 年 6 月 1 日～平成 28 年 5 月 3１日）   
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横須賀市保健所では、毎年 2 回、骨髄バンク事

業の普及啓発および造血幹細胞提供希望者（ドナ

ー）登録拡大のため、一般市民を対象とした「骨髄

バンクドナー登録会」を行っています。  

私が疾病担当に異動になって初めての登録会

が、7 月 3 日、横須賀中央駅前および横須賀市児

童図書館にて行われました。当日は神奈川骨髄移

植を考える会会員 12 名、保健所職員 8 名が参加

し、8 名の方にドナー登録していただくことができまし

た。  

私は横須賀市保健所へ赴任する前、血液内科医

として、25 年間臨床・研究に従事してきました。私

が横浜市大第一内科に入局した当時（1987 年～）  

4 月 9 日 (土 )第 24 回骨髄バンクチャリティコン

サートが円覚寺で行われました。よいお天気に恵ま

れ、早めに咲き始めた桜が残っているかと心配され

ましたが、きれいな桜を見ることができ、最近では一

番のコンサート日和でした。  

 コンサートは三戸さんのヴァイオリン、小澤さんのチ

ェロ、ピアノが高田さんと今年は久しぶりに日本人の

方で、いつものように素晴らしい演奏でした。たくさん

のお客さまの中には高田さんの若い教え子の方もい

らしたようでコンサートが盛り上がりました。明日にか

ける橋のアンコールの頃には外でカエルも  "よかっ

たよ～♪" とケロケロ鳴いていました。  

私の友だちは毎年北鎌倉の自然を楽しみながら

方丈に来て、コンサートを聴きその雰囲気を満喫

し、また同級生にも声をかけて年一回の同窓会のよ

うになって、何倍も楽しんでいると聞きとてもうれしく

なりました。  

は血液内科医も少なく、骨髄バンクも立ち上がる前

で、造血幹細胞移植は国内の限られた施設で行わ

れているのみでした。  

 しかし現在、多くの関係者のご助力のおかげで骨

髄バンクの登録者数は４６万人を超え、年間約

1300 例の非血縁間造血幹細胞移植が全国で行

われており、隔世の感があります。  

いまだに造血幹細胞移植でしか直せない病気があ

り、多くの患者さんが適合ドナーを待っています。こ

れからもご助力のほど、よろしくお願いいたします。  

 

 

今年も素敵なコンサートでお客さまにも喜んで頂

きよかったなぁと思います。けれども最近はイス席を

希望される方が増えてきたので、これからは限られた

イス席へのご案内に工夫が必要になると思いまし

た。  

 来年は 25 周年です。皆さまにより楽しんで頂ける

コンサートにしたいと思います。  

三田村  知子  

 

 

今年も厚木支部では、５月１４日 （土 ）厚木看護

専門学校たまご祭に参加し、骨髄バンクのＰＲを行

いました。「私たちにできることは何ですか？」と質問

してきた元気な学生グループがいて、骨髄バンクの

理解とドナー登録をお願いしました。  近日中の登

録を期待したいと思います。   

        小坂  泉  

  「平成 28 年度第 1 回横須賀市骨髄バンクドナー登録会」を終えて  

横須賀市保健所健康づくり課  疾病担当課長   村田  興  

  ♬ 円覚寺コンサート報告  ♬   

  厚木支部からの報告     

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・  
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３月にドナー登録説明員養

成講座を受けてから、初めて

の登録会。  

 ４月 30 日の咸臨丸フェステ

ィバルに参加してきました。私

は 2012 年に急性骨髄性白血病を患い、化学治療

だけでは二度再発、その後、臍帯血移植をした経

験があります  

骨髄移植の必要性、重要性を身にしみて感じて

いるので、一人でも多くの方が移植を受けられ、私

のように元気になって欲しいと思った事が説明員に

なったきっかけです。  

フェスティバルでは、大勢の方が我々のブースに

立ち寄って献血してくださり、また貴重な時間をさい

て説明を聞き、顔も知らない誰かの為に力になろう、  

 

 

６月４日東海以南に梅雨入りが発表されました。

その翌日５日に横浜の山下公園で献血併行型ドナ

ー登録会が行われました。  

予報通り会場に向かう朝には小降りの雨模様で

あまり芳しくないコンディションでした。午後からは本

降りの雨になりましたが、１４時３０分頃から雨も上が

り陽も射してきて、暑くなってきました。  

山下公園は「横浜ドラゴンボートレース」のお祭り

会場です。そんな会場で弊会の参加者９名が「GIFT 

OF ＬＩＦＥ」を配りながら声掛けをしました。  

結果は説明者９名、登録者６名でした。  

私はイベント会場での登録会は初めての参加でし

たが、献血ルームと異なり声をかけてもなかなか振り

返ってくれません。今後の対応として、献血の受付

の際に骨髄バンクのドナー登録のお願いを今以上

に声掛けして頂ければもっと成果も上がるのではな

いかと思いました。  

 佐藤  寛  

 

と快くドナー登録をしてくださった方の善意には  

胸が熱くなりました。社会との繋がりが暫く途絶えて

いた私にとっては新しい活動、発見、そして何より新

たな仲間との出会いがとても新鮮で、前向きな気持

ちになれた事は大きな一

歩です。そんな一歩を温

かく見守ってくれていたＢ

ＭＴの皆さん、ありがとうご

ざいました。今後もいろい

ろなイベントや登録会に参加したいです。  

当日の登録は18名・説明は21名でした。  

星野智子   

   

5月 28日（土）、東京港区の日本赤十字社本

社大会議室にて「2016全国骨髄バンクボランテ

ィアの集い in東京」が、開催され参加してきまし

た。 

シンポジウムでは「造

血細胞バンク事業・法

制化 3年目」～現状と課

題～をテーマにパネリス

トから様々な提言があり

ました。  

中でも印象に残ったのが、コーディネートに対

する考え方を根本的に見直し、抜本的なマニュ

アル改定で150日かかっているコーディネート期

間を大幅に短縮するというもので、兼ねてから

我々が希望していたものでした。  

改善対策の一例としては血縁者間移植では

すでに行われている、末梢血幹細胞の凍結保

存を骨髄バンクに導入すること、ドナーの都合

の良い日に採取・保存して、患者の最適な時に

移植できるようなシステムにすることなどでした。   

一刻も早い実現を望みます。  

また骨髄バンクの財政の悪化の解決策として

患者負担金の値上げが取りざたされていますが

断固反対し、国の財政支援を強く訴えたいと思

います。                 小坂  泉  

  横須賀咸臨丸ドナー登録会     

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 

 

 

 

全国骨髄バンクボランティアの集い in 東京    

 

 

 

 山下公園ドナー登録会          

や  
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５月２１日 (土 )に JR 武蔵小杉駅 (北口ロータリ

ー)にて、献血併行型ドナー登録会が行われまし

た。  

 JR 武蔵小杉駅は東急線との乗換駅であり、南武

線では１日平均乗車人数は川崎・立川に次ぎ第３

位の大きな駅です。近年オフィスビルやショッピング

センター、マンションが次々と新築され注目の街であ

ります。   

 北口は目前にバスターミナルがあり、周辺住民の

方や、職場や学校、スポーツ施設への往来と思わ

れる方の通行地点となっています。  

当日は  少し汗ばむ陽気でしたが日陰は涼しく晴

天に恵まれました。30-40 代の年齢層と、小さな子

供連れの家族が多かった様に思います。  

 武蔵小杉駅前献血車にドナー登録が併行したの

は今回が初めてでした。  

川崎北ライオンズクラブの皆さんと日赤の方々か

らのご協力も頂きながら、説明員 7 名で呼び掛けを

行い当日のドナー登録は 8 名、説明は 10 名とな

り、通行量はさほど多くない中、予想以上の数となり

ました。  

松本優子  

6 月 4 日（日）、横浜市社会福祉センターにて第

5 回「白血病は治ったけれど」患者サロンが、虎ノ門

病院分院、血液内科部長  和氣敦先生をお招きし

て開催されました。  

 

最初に和氣先生に「移植後のＱＯＬ向上を目指し

たフォローアップ」について、最近の話題を織り交ぜ  

 

 

 

て講演していただきました。  

次に座談会形式で、参加者の皆様からＧＶＨＤや

移植後のケアなどの質問について、虎の門病院で

の取り組みを交えて丁寧に答えていただきました。  

当日は、皆様の活発な意見をいただき、大変有

意義な会となりました。  

今後の取り組みや、ご要望やご意見などありまし

たら、ご連絡をいただければありがたいです。  

患者サロンは、患者や家族に寄り添ったお話の場に  

したいと思っております。  

齋藤敏雄  

 武蔵小杉駅前ドナー登録会   

 第 5 回「白血病は治ったけれど」患者サロン  
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７月９日イオン相模原店にて、神奈川県主催で

「相模原中央ライオンズクラブ」と「神奈川骨髄移植

を考える会」共催の献血並行ドナー登録会が行わ

れました。この会場では初めての登録会となりまし

た。  

雨天でも買い物客は多く１４名の登録数となりま

した。登録者の中で３名はご家族や友人が血液の

病気に罹っていることを理由に登録をしてくださいま

した。イオン相模原店の次長の小関様の気配りがあ

って、店内放送を繰り返ししてくださいましたので、

私達のビラ配り場所も制限がなく、店内を自由に

PR させてもらいました。  

 毎月１１日のイエローレシートの日は、会員の藤

村氏が悪天候でも９年間欠かさず店内に行って骨

髄バンクの顔として、次長様やお客様との接点を作

ってくださったことが今日の登録数に結びついたので

はないでしょうか。この日は藤村氏もドナー登録の増

員に尽力されました。相模原中央ライオンズクラブ

の皆様、ご協力有難うございました。  

八谷  時子  

日本骨髄バンクの現況（2016 年 6 月末現在）  

骨髄バンクデータより  

💛  💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛  

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  

💛  💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛  

ご寄付をありがとうございました 

（２０１６年３月～７月）  
小宮  喜江  様  4,000 円    

円覚寺  横田  南嶺  管長  様  30,000 円    

円覚寺  寿徳庵  齋藤  宗憲・雅美  様  30,000 円    

横浜みなとみらいライオンズクラブ  様  10,000 円   

青山  尚史  様  10 ,000 円    

剣持  栄  様  10,000 円    

小原流  鎌倉支部  様  10,000 円   

三枝  完二  様  10 ,000 円         

鈴木  里江  様  2,000 円    

伊勢  徹  様  4 ,000 円    

國部  徹  様  4 ,000 円    

境野  日二  様  3,000 円    

佐藤  寛  様  3 ,000 円    

匿名  3,000 円   

林  慶子  様  10,000 円    

コットンキャップの会  様  10,000 円      

髙橋  道子  様  10 ,000 円  

円覚寺チャリティコンサート募金   59,132 円   

匿名  1,000 円    

虎ノ門病院分院血液内科  和氣敦  様 10,000 円    

増田  明雄  様  50,000 円    

天法楽  宮良  貴俊  様  56,000 円    

白雲庵  宗雄会  様  20,000 円   

匿名  248,216 円    

相模原中央ライオンズクラブ  様  150,000 円    

伊藤  慎吾  様  10,000 円  

◇◇◇活  動  予  定◇◇◇ 

8/29 舞台「友情」講演会  横浜市教育会館  

9/2  横浜市栄区役所登録会  

9/14  本厚木駅登録会  （厚木もみじＬＣ共催）  

9/17 日本骨髄バンク全国大会慶応大学日吉校舎  

10/2  小田原ダイナシティ登録会  

伊勢原道灌祭登録会  

10/9  横須賀登録会  （市立児童図書館）  

10/16 逗子市民祭り登録会  

10/28 北里大学登録会（相模原中央ＬＣ共催）  

🍉🍉編集後記🍉🍉  

▼日本骨髄バンクは本年１２月に設立２５周年を迎

えます。繋いだ２万人の命がますますお元気である

ことを願いながら・・・、編集を終えます。   ✍  （こ）  

 毎月１回  川崎  横浜  

 説明  登録  説明  登録  

10 回合計    48  36 65 32 

累計 （H27/5～）    130   92 156   88 

献血ルーム登録数集計 (28/3～28/6 のべ 10 回 )  

  全国  神奈川県  

ドナー登録者数  462,068 19,882 

患者登録者数  3,338 86 

移植実施数  19,629 1,263 

 イオン相模原店でドナー登録会      

ル 

 

 

 


