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令和４年度 大阪府献血推進審議会 

日 時：令和５年２月９日（木）       

午後２時から午後３時３０分     

場 所：大阪府赤十字会館 ４階 ４０１号室 

 

【事務局（山﨑）】 お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまより大阪

府献血推進審議会を開催いたします。私は、本日司会を務めさせていただきます大阪府健

康医療部保健医療室医療対策課の山﨑でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、府が開催する会議につきましては、原則、大阪府情報公開条例により公開

で開催することとなっておりますので、本日の会議も公開とさせていただきます。ご了承

のほど、よろしくお願いします。 

 それでは、開催に当たりまして、健康医療部保健医療室医療対策課長の奥野よりご挨拶

申し上げます。 

【事務局（奥野）】 皆様、こんにちは。大阪府健康医療部保健医療室医療対策課長の奥

野と申します。 

 大阪府献血推進審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、日頃より本府の献血推進にご理解、ご協力いただき、誠

にありがとうございます。 

 新型コロナウイルス感染症ですけれども、第８波もピークを過ぎて、今、感染者数が減

少傾向です。大阪モデルも、先月３１日に開催しました対策本部会議で、信号が赤から黄

色に変わりました。国においても、５月８日から新型コロナウイルス感染症について５類

感染症に位置づけを変更するという方針が示されております。コロナ対応は、まさに転換

期を迎えているということで、本日の審議会も３年ぶりに実地開催させていただく形にな

りました。 

 献血の実施状況ですが、後ほどまた詳しくご説明がありますが、関係機関が連携するこ

とで献血の安定確保に努めた結果、府内では血液の必要量をおおむね確保できている状態

でございます。昨年度も約４０万人の方々から献血をしていただいて、ご協力いただきま

した。 

 しかしながら、従前から課題となっておりますけれども、将来の献血を支える若年層の

献血というのが減少傾向にありまして、将来にわたり安定的に血液を確保するために、若
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年層への献血推進活動というものが重要となっております。 

 大阪府といたしましても、市町村、あるいは赤十字血液センター様と連携しながら、ポ

スター原画募集、あるいは献血セミナーの実施など、若者が献血に触れる機会の提供に積

極的に取り組んでまいりました。 

 引き続き、安定した血液製剤の供給を行うために、献血の役割、あるいは重要性といっ

たものを積極的に広報して、若年層を含むより多くの方に献血にご理解、ご協力いただく

ということが大事となってまいります。本会議における皆様の活発なご議論をお願いいた

します。 

 簡単でございますが、私の挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたしま

す。 

【事務局（山﨑）】 次に、本日配付しております資料の確認をさせていただきます。 

 委員の皆様には、「次第」、「令和４年度大阪府献血推進審議会委員名簿」、「大阪府

における血液事業の現況」、「大阪府献血推進審議会会議資料」、「大阪府学生献血推進

協議会の活動」を事前に送付しております。本日お持ちでない委員がおられましたら、挙

手をお願いします。よろしいでしょうか。 

 次に、本日配付の資料についてですが、上から、「次第」、「令和４年度大阪府献血推

進審議会出席者名簿」、「配席図」、最後に、本日の資料ではございませんが、参考とし

て「血液事業の現状」という冊子、以上を配付しております。配付漏れ等ございませんで

しょうか。 

 委員の皆様方のご紹介につきましては、お手元の名簿をもって代えさせていただきます。

左端に星印をつけている委員の方々は、今年度新たに任命された委員になります。 

 なお、大阪府町村長会杉原委員、大阪私立学校保健会平岡委員、一般社団法人大阪府薬

剤師会伊藤委員、情報産業労働組合連合会大阪地区協議会河合委員につきましては、本日

所用のため欠席でございます。 

 また、事務局職員ですが、ご用意させていただいた配席図のとおりですので、紹介につ

いては省略させていただきます。 

 本審議会規則第５条第２項に基づき、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが

できませんが、本日は、委員２１名のうち１７名にご出席いただいており、過半数のご出

席となっておりますので、本審議会が有効に成立しておりますことをご報告させていただ

きます。 
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 それでは、議事に入らせていただく前に、本日は昨年１１月の委員改選後初めての審議

会でございますので、まず、会長の選出をお願いしたいと存じます。 

 会長の選出につきましては、本審議会規則第４条第１項の規定により、会長は委員のう

ちから互選により定めることとなっております。委員の方々のご推薦等があればお伺いし

ます。谷委員お願いします。 

【谷委員】 住友病院の金倉先生に、また引き受けていただけたらありがたいと思います

けれども、いかがでしょうか。 

【事務局（山﨑）】 ただいま谷委員から、会長には金倉委員が適任ではないかと推薦が

ありましたが、ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

（拍手、異議なしの声） 

【事務局（山﨑）】 ありがとうございます。 

 それでは、金倉委員に会長をお願いしたいと思います。恐れ入りますが、会長席へお移

りいただきたいと存じます。 

 それでは、この後の議事進行は会長にお願いしたいと思います。金倉会長、よろしくお

願いいたします。 

【金倉会長】 金倉でございます。引き続き会長を務めさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。会議の円滑な進行に皆様方のご協力をよろしくお願いい

たします。 

 それでは、議事を進めさせていただきます。 

 議題の１、「血液事業の現状について」、まず、大阪府における血液事業の現状につい

て、大阪府赤十字血液センターの谷所長から説明をお願いしたいと思います。よろしくお

願いします。 

【谷委員】 大阪府赤十字血液センターの谷です。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、大阪府における血液事業の現状ということでお話しさせていただきます。 

 まず、供給についてですけれども、ここ何年かは横ばいで大体落ち着いている。平成２

５年には過去最高の１６１万４３５２単位の供給がありましたけれども、ここのとこは大

体百四、五十万単位で落ち着いています。 

 内訳ですけれども、赤血球製剤がやはり毎年ちょっとずつ増えています。その一方で、

血漿、新鮮凍結血漿の製剤については、ここのところちょっと減少しており、血小板製剤

についても、増えたり減ったりということで難しいところがあるかと思います。 
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 このような現状を踏まえまして、令和５年度は計画させてもらっています。令和４年も、

今、計画を参考までにつけていますけれども、供給計画、本数で言いますと大体４３万本、

今年度が４２万８０００本ですので、来年度は増えて４３万本超となっています。といい

ますのも、やはりここのところ需要の増えている赤血球製剤を考慮しましてこのような計

画を立てさせていただいています。血小板製剤につきましては、今、新しく抗体医薬とか、

ＣＡＲ－Ｔ療法とか、免疫賦活療法、そういったお薬が出てきて輸血の必要性が若干減っ

てきており、血小板の必要量は減ってきているのではないかということで少なめに計画さ

せていただいています。血漿製剤についても、主に血漿交換という治療法で使われていた

んですけれども、それ以外に有望な薬剤が保険認可されましたので、それを使った治療と

いうのもできるようになってきましたので、血漿製剤についても供給計画を少なめにさせ

ていただいております。 

 一方、献血者数ですけれども、ここにありますように、平成３年度には５６万人、昨年

度は、先ほど奥野課長のほうから紹介ありましたように大体４０万人弱というところまで

減ってきています。といいますのも、昭和６１年に一応４００ｍＬ献血、あるいは成分献

血が始まりまして、その後２００ｍＬ献血が減り、４００ｍＬ献血が増えることで倍取れ

るようになりますから、献血者の不足をこれで補っているという形になるかと思います。

さらに、医療機関におかれても、４００ｍＬの輸血が必要な場合に２００ｍＬ、２本を入

れるよりか、４００ｍＬ、１人の献血者から１本入れたほうが、副作用とかいろんな問題

で好ましいということで、４００ｍＬのオーダーが多いですので、もう９５％以上が医療

機関から４００ｍＬの製剤でということになって、２００ｍＬの需要が減ってきていると

いうこともありまして、こういう流れになっています。 

 これは、その内訳ですけれども、２００ｍＬ献血を減らしてしまったら、若年層の確保、

高校生とか１６歳は２００ｍＬしかできませんので、若年層を確保していくためにも、ま

た１回経験してもらうというためにも２００ｍＬの献血はある程度必要ですので、来年度

は１万本あたり、４００ｍＬはちょっと増えるぐらいの献血者の計画を立てています。血

漿につきましても、原料血漿についてはここ数年、必要量が多くなっていたんですけれど

も、国からの要請で原料血漿の確保量も減りましたので、血漿献血についても少し減らさ

せていただいています。血小板献血についても、先ほど言いましたように、抗がん剤を含

めた治療が新しい治療に変わりつつありますので、少なめの計画とさせていただいていま

す。 
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 これが原料血漿ですけれども、ここ最近グロブリン製剤が神経疾患、あるいは骨髄移植

とか造血細胞移植に伴います続発性の免疫不全に必要になってきましたので、右肩上がり

に原料血漿が必要になっていたということもありましたけれども、来年度は必要量が減り

ましたので、確保量は少し減らさせていただいているところです。 

 献血方法別の割合ですが、約３分の２が全血献血、３分の１が成分献血、血小板・血漿

献血と考えていただいたらいいかと思います。 

 年代別献血者数の推移ですが、今問題になっています若年層の献血ですけれども、確か

に若年層、ピークから比べたら減ってきているんですけれども、そういうことで若年層対

策をしていますので、１０代についてはここのところちょっと横ばいかなと見ています。

２０代も横ばいか、まだ減少している。それよりも減少が目立つのが、この３０代の献血

者数です。これは、２０年以上前から若年層の献血者減ってきていますから、１回も１０

代・２０代で献血しなかった人が、２０年後、３０代になればその後も献血しないという

ことが起因しているのではないかと思います。そういう目で見ますと、ここのところ、３

０代のみならず４０歳代も献血者が減ってきているということで、今は１０代・２０代だ

けではなく、３０代も含めて確保対策が必要だと考えております。 

 一方で、若いときに献血してくれていた人は、５０代６０代になっても献血してくれる

ということで、５０代・６０代の献血者数は右肩上がりに増えているというのが現状にな

ります。 

 若年層の確保のために、今までは１０代・２０代がターゲットでしたけれども、最近で

はもう３０代もひっくるめて若年層と考えるようにして、１０代・２０代・３０代の若年

層の献血者をいかに増やすかというのが課題になってきています。これが、参考までに令

和３年度の実績で、１０代が３．７％、２０代１５．４％、３０代１４．９％ということ

で、３４．１％。大体１０代・２０代・３０代で３分の１ぐらい増えています。令和５年

度、来年度は、それを少しずつ増やしまして３８．８％を目標に、献血者確保していきた

いと考えております。 

 このスライドは、男性・女性における献血者の推移ですけれども、やはり４００ｍＬ献

血が主流になってきたこともありまして、女性の献血者数が減っている。５０キロ以上な

いと４００ｍＬの献血できませんので、減ってきている。むしろ、こういった人たちは成

分献血に協力をいただいているというところです。男性のほうは、大体横ばいで落ち着い

てきています。 
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 初回の献血者について見てみますと、右肩下がりでどんどん減ってきています。平成１

７年に５万５０００人ほどありましたけれども、昨年度は２万３０００人ということで、

実に５７％ほど減ってきているということで、いかに献血したことのない人に興味を持っ

ていただいて、数を増やすかということが課題になってくるかと思います。その内訳を見

てみますと、昨年度４０万人弱あると言いましたけれども、実人数で見れば２０万人とい

うことですので、１人大体平均２回してくれているというふうに考えていただいたらいい

かと思います。一方で、２回以上やってくれた献血者というのは７万９０００人というこ

とで約８万人。その残りの約１２万４０００人は年間１回しか献血してくれていないとい

うことになりますので、いかにこの１回しかしてくれていない人に、もう１回していただ

く、そうすることで、献血者の確保も容易になるのではないかと思いますので、プラスワ

ン献血という考えで、もう１回という形で、キャンペーンを実施して、献血者確保に努め

ております。 

 若年層に関しましては、今年度より「めぐる献血プロジェクト」ということで、新しい

ワークスタイルや学習スタイルに対応した献血方策をこれで促進していこうということで、

高杉真宙さんと今田美桜さんを起用して若年層にアピールしていただくというプロジェク

トを組んで、推進しております。 

 先ほど少しありましたけれども、コロナ禍によりまして、今まで例年夏休みに小学生を

対象に「献血おもしろゼミナール」というのをしていましたけれども、ここ２年はコロナ

のためにできずに、動画配信という形でおもしろゼミナールをさせていただいています。

また、セミナーについても、大阪府と協力して年間１００回以上献血セミナー、コロナ禍

の前はしていましたけれども、コロナ禍になりまして、その半分ぐらい、５０回ぐらい前

後ぐらいしかできていないというのが現状ですので、ウェブを利用したセミナーを開けな

いかということで、高校生、中学生対象に、そういうことも考えております。若い世代、

特に学生の人にも興味を持っていただくということで、施設見学していただいたり、献血

の啓発活動に参加していただいたりして、若年層の興味をつなぐという形にしております。 

 これは、実際コロナが流行っていますので、献血バス、あるいは献血ルームにおける

我々のコロナ対策について示したスライドですけれども、献血バスの場合は車内換気は十

分行っていますし、ご入場に関してはマスク着用、体温測定、そして手指消毒、そういう

ことをお願いしております。また、事前予約を推進する形で、なるべく献血会場で待って

いただく時間を減らす、あるいはいっときに混むのを防ぐということで、予約献血の推進
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にも努めております。 

 これは受入れですけれども、コロナに感染した人は、症状消失後４週間以内は遠慮くだ

さい等を掲示していますし、ワクチンに関しましても、メッセンジャーＲＮＡのワクチン

に関しましては２日空けてください。従来の組換えたんぱくとかであれば、インフルエン

ザのように２４時間空ければ十分だったんですけれども、ウイルスの種類によって間隔も

違いますということで周知徹底するようにしています。 

 先ほどの複数回献血に関しましてですけれども、平成３０年より複数回献血クラブが名

前をラブラッドに変えました。ラブ、愛するというのと、ブラッド、血液の意味で、ラブ

ラッド会員。さらに昨年１０月から、スマホのアプリを発行して、スマホに取り入れてい

ただいて、スマホで献血予約もできる、あるいはできるだけ献血会場に滞在していただく

時間を短くするために、スマホで問診も全部回答していただいて、現場での問診回答、タ

ッチパネルを使った時間、そういったものを減らすというふうなこともできるようにして

います。血液検査についても、今までははがきで希望する人には通知していたんですけれ

ども、すぐ結果が出て、献血して二、三日後には血液検査の結果、生化学のサービス、あ

るいは赤血球、ヘモグロビンの値が分かるようにしていますので、ぜひともこれを活用し

て、献血に来られるようにしていただけたらいいかと思います。 

 従来は、さらに複数回献血ということで、献血に来られた方が対象になっていましたけ

れども、献血に来られないプレ会員ということも、１回もしたことのない人も、このアプ

リを使って献血予約も可能にしていますので、より幅広く献血者を募集していこうという

取組をしているところです。 

 以上が今の大阪府の現状になります。 

【金倉会長】 谷先生、どうもありがとうございました。 

 続きまして、献血推進に関わる大阪府の取組につきまして、事務局からご説明をお願い

します。 

【事務局（山﨑）】 事務局の医療対策課、山﨑と申します。では、着座にて失礼します。 

 それでは、血液事業の現状についてご説明させていただきます。 

 資料の３ページをご覧いただけますでしょうか。 

 こちらは、今年度の献血目標になります。円グラフの真ん中の数値目標をご覧ください。

大阪府における血液製剤の需給状況については、先ほど赤十字血液センターの谷委員から

もご説明があったとおりですが、今年度、大阪府では総献血者数３９万４０９人、献血血
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液確保目標量１７万４４９９Ｌを目標として事業を展開しております。昨年度の令和３年

度は、総献血者数３９万３９６７人、献血確保目標量１７万３９５０Ｌとほぼ同様の目標

設定となっており、総数では目標はおおむね達成できておりましたが、今年度、全血献血

がおおむね計画以上と血液センター様から伺っておるんですけれども、成分献血は少し厳

しい状況で、ちょっとぎりぎりの状況だと聞いております。 

 次のページには、参考として大阪府における今年度の事業計画をお示ししておりますの

で、またご確認いただけたらと思います。 

 それでは、５ページをご覧ください。 

 こちらは、献血推進に係る大阪府の取組をまとめたものです。「１．会議の開催」につ

きましては、市町村献血推進担当者会議、こちらはコロナ禍以降書面開催で行っていたと

ころ、今年度は実地とウェブ両方を用いてハイブリッド開催を行いました。「２．献血推

進功労者等の顕彰」につきましては、長年、献血の推進活動にご協力いただいた個人及び

団体への大阪府知事感謝状贈呈式と厚生労働大臣表彰状・感謝状の伝達式を例年開催して

いたものの、これもコロナ禍以降中止が続いていました。今年度も開催に向け動いていた

のですが、式直前にコロナの大阪モデル赤信号が点灯しまして、高齢者に対し不要不急の

外出を控えるよう要請が行われたことなどにより、引き続き中止といたしました。令和５

年度こそは開催したいと考えております。「３．献血推進月間・キャンペーン」につきま

しては、各市町村献血推進協議会、各種ボランティア団体にご協力いただき、各地で街頭

キャンペーン等を実施していただきました。６ページ、７ページは、令和４年７月の愛の

血液助け合い運動月間における各市町村献血推進協議会の活動をまとめたものです。コロ

ナで様々な制限がある中、各団体それぞれ感染防止対策を講じるなどにより、可能な範囲

で実施いただいております。また、現在取りまとめ中につき資料にはございませんが、１

２月の大阪府献血推進月間にも、活発に街頭キャンペーンなどにご協力をいただいており

ます。 

 ５ページに戻りまして、続きまして広報活動についてですが、こちら、府のホームペー

ジや府政だよりのほか、フェイスブックやツイッターなどのＳＮＳ、またデジタルサイネ

ージによる啓発を行いました。活動内容の詳細を、また後ほどご説明いたします。 

 最後の若年層の献血推進ですが、少子化で献血可能人口が減少している中、将来にわた

り安定的に血液を確保するためには、若年層に対する献血啓発が課題です。 

 本府では、ポスター等の啓発資材や先ほどお話ししたＳＮＳのほか、ポスター原画募集
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事業や高校生による街頭キャンペーンにより、若年層に対する献血啓発を行っています。

これらについても、また後ほどご説明させていただきます。 

 それでは、８ページになるんですけれども、まずはＳＮＳによる啓発活動についてです。 

 これは１２月の大阪府献血推進月間に大阪府のフェイスブックにて啓発を行ったもので

す。 

 次の９ページをご覧ください。 

 こちら、ＳＮＳによる啓発活動というところで、１０月、１１月、血液センターからの

要請を受け、大阪府のツイッターで献血への協力を呼びかけたものをお示ししています。

ほかにも１２月、また２月、昨日になりますが、ツイッターで献血の呼びかけを行ってお

ります。 

 次の１０ページになりますが、デジタルサイネージによる啓発活動についてご説明いた

します。今までは、情報誌やそのウェブ版に啓発記事やバナー掲載をいただきまして啓発

を行っていましたが、広告代理店に相談させていただいて、駅などのデジタルサイネージ

にて啓発したほうが広く人々の目につき、周知ができるとアドバイスを受けまして、今年

度の献血推進月間は大阪駅南口にてデジタルサイネージを実施したほか、大阪府と包括連

携協定を締結する日本生命、大阪信用金庫、ほっかほっか亭の会社ハークスレイにもご協

力いただきまして、各社所有のデジタルサイネージにて啓発を行いました。日本生命のデ

ジタルサイネージは淀屋橋駅になります。年末のクリスマスシーズンということもあり、

待ち合わせなどで駅を利用する方は大勢いらっしゃいましたので、多くの方の目に入った

のではと思います。 

 では、続きまして、１１ページをご覧ください。 

 若年層の献血推進についてご説明いたします。 

 皆様ご存じのとおり、全国的に若年層の献血者数は減少傾向にあります。１０代から３

０代の全国における献血者数は、令和３年度で１７１万人であり、１３年前の平成２０年

度の２８５万人から大きく減少しています。大阪府も全国と同様の傾向となっており、平

成２０年度の約２０万人から、令和３年度では約１３．５万人と約７割に減少しています。 

 なお、大阪府では、１０代につきましては、少しずつですが増加傾向にありましたが、

令和２年度以降は、コロナ禍における休校やリモート授業の影響もあり、減少に転じてい

ます。 

 １２ページになるんですけれども、国は総献血者数に占める年代別の構成比率をなるべ
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く均一にし、将来にわたり安定的に献血者を確保するため、平成２９年度より都道府県ご

とに年代別の目標献血者数を示しています。この１２ページの事務連絡が令和４年度の目

標を定めた事務連絡になりまして、次の１３ページに記載されているこれが全国の目標の

献血者数になるんですが、こちらに記載のある大阪府の項目が本府の献血推進計画にも反

映されております。 

 では、１１ページに戻っていただきまして、大阪府における若年層の年代別献血者数は

このページの下の表のとおりになっております。献血者数の右の献血率は、府内の年代別

人口に占める献血者数の割合、その下の括弧の中身は、４月から１２月末までの９か月間

の状況です。令和４年度の現状も過去２年と大きな変化はない数値となっております。今

年度も目標の達成に向けて、血液センターが主体となって活動していただいている状況で

す。 

 来年度の目標数につきましては、来年度の献血推進計画案に載せておりますので、また

後ほどご審議いただきたいと思います。 

 では、続きまして、１４ページをご覧ください。 

 若年層の献血推進の取組として、本府では、献血啓発作品ポスター原画募集事業を実施

しています。この事業は今年度で１３回目に当たり、府内の１５から２８歳の若年層を対

象として、同年代の若者に向けて献血の重要性、献血によって救われる命の大切さを訴え

てもらうポスター原画を募集するものです。今年度は１５９作品の応募がありまして、選

考の結果、こちらの１４ページから１６ページに掲載しましたように、最優秀作品が１作

品、優秀賞が５作品、入賞が９作品も選ばれております。また、これらの作品につきまし

ては、１７ページに記載させていただきますように、昨年１２月に大阪府庁の本館の正面

玄関にて展示を行っております。また、大阪府の公館にて表彰式を実施しました。 

 では、１８ページをご覧ください。 

 こちらは、令和３年度に作成したものになりますが、優秀作品を利用して、今後カレン

ダーやしおりといった啓発物品を作成予定です。カレンダーは、府内の高校・大学等に配

布する予定です。また、しおりは全ての入賞作品を用いて作成し、新高校１年生に配布す

る予定をしております。また、今後は、３月頃に受賞作品を用いて、大阪難波駅のデジタ

ルサイネージの広報を予定しております。 

 では、１９ページをご覧ください。 

 高校生街頭献血キャンペーンの実施についてです。コロナ禍の過去２年は実施できてお
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りませんでしたが、今年度は例年に比べ規模は小さいながらも、１２月献血推進月間にお

いて２年ぶりに高校生による街頭キャンペーンを実施しました。コロナがまだ終息してい

ない状況には変わりないので、高校生には、マスク、手袋着用、消毒など、感染防止対策

を実施していただき、南海なんば駅前、地下鉄なんば駅改札前にてティッシュ配布や呼び

かけを行いました。呼びかけに応じていただき、なんば献血ルームに献血に案内されたと

いう事例もありまして、効果はあったかと考えております。また、キャンペーン実施前に

は、献血センターの職員の方からセミナーを実施いただけたのですが、キャンペーン終了

後に３名の生徒さんが献血を希望され、全員が献血できたわけではなかったのですが、若

年層啓発としても有意義なキャンペーンでありました。また、キャンペーン翌日には、毎

日新聞に記事の掲載をいただくこともあり、１２月献血推進月間としてもアピールができ

たのではと考えております。 

 では、続きまして、２０ページをご覧ください。 

 献血セミナーについてご説明をさせていただきます。 

 献血セミナーは、学校に血液センターの職員の方が訪問し、献血や輸血について分かり

やすく説明し、生徒さんにその意義や理解を深めてもらう出前講座です。目的としまして

は、生徒さんに日赤の活動、献血・輸血の現状等を紹介し、自分たちも献血することを通

じて人の命を救うことに参加できるということに気づき、献血にご協力をいただくきっか

けとすることです。献血セミナーの内容は、スライドによる説明や映像の鑑賞が中心で、

時間はその学校のスケジュールに合わせて調整できる形となっています。 

 それでは、本府における高校生を対象とした献血セミナーの実施状況をご説明いたしま

す。 

 本府では、教育庁と連携しながら、府立学校校長連絡会において、校長先生方に献血セ

ミナーの周知を行い、公立と私立の各高校に献血セミナーに関する資料の送付を行ってお

ります。献血セミナーの実施回数につきましては、この２０ページの一番下の表をご覧く

ださい。平成３０年度が２３回、令和元年度が４０回、令和２年度が１８回、令和３年度

が２０回、令和４年度は１２月末現在で２３回となっております。１件予定があることか

ら、実施予定を含むと２４件となります。また、現在、そのほかにも１校がご検討いただ

いているという状況になっております。 

 令和元年度の４０回、こちらは、学校の協力もありまして実施回数が飛躍的に伸びまし

たが、こちらに関してもコロナ禍が大きく影響しており、実施しにくい状況が続いており
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ます。しかし、学校関係者や市町村献血推進協議会、血液センター様との連携の下、実施

回数は回復傾向にあります。地道な働きかけになりますが、令和５年度も引き続き高校で

の献血セミナーの実施回数の増加に向けて学校へのアプローチを行い、先生やＰＴＡの理

解を得ることができるよう取り組んでいきたいと考えております。 

 では、２１ページをご覧ください。 

 若年層の献血推進について今後の方針ですが、引き続き血液センターや市町村献血推進

協議会等と連携し、こちらの１から５に記載しましたような啓発を継続して行ってまいり

ます。 

 以上、簡単ではございますが、私の説明を終わらせていただきます。 

【金倉会長】 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、学生による献血推進についてお伺いしたいと思います。 

 それでは、中原委員、大阪府学生献血推進協議会ではどのような活動を行っているのか、

ご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【中原委員】 大阪府学生献血推進協議会の活動報告をさせていただきます。 

 大阪府学生献血推進協議会、通称大阪学推は、年々若年層の献血者数が減少傾向にある

中、献血者数を増加させることを目的に活動しています。３つの大学の奉仕団、近畿大学

赤十字奉仕団、大阪産業大学赤十字奉仕団、玉手山学生赤十字奉仕団と１大学のボランテ

ィア部、大阪経済大学に加えて、個人加盟のメンバーが参加しており、約３００人となっ

ております。 

 主な活動としては、役員会、献血キャンペーン、ＳＮＳの更新などです。 

 では、具体的な今年度の活動内容をご紹介します。 

 まず、役員会です。役員会では、活動の方針について話し合います。例としては、キャ

ンペーンや、ＳＮＳの内容や、新しい企画などです。 

 次は、献血キャンペーンです。役員会で話し合ったことを基にキャンペーンを実施して

います。献血キャンペーンは、町に出て献血の呼びかけをする活動です。京橋駅前広場、

アリオ八尾、阪急三番街などで行いました。本年度は４回実施し、３月にも５回目を実施

する予定をしております。キャンペーン実施前には、森ノ宮わくわくタイムという準備会

を行っております。キャンペーン当日に使うものを作成することや、メンバー同士の交流

の場でもあります。そして、作った製作物などを持ってＳＮＳにアップする写真の撮影も

この場で行います。キャンペーン当日は、献血の呼びかけを行います。献血参加者数に合
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わせて、木の幹に葉っぱを貼っていくなどをして、献血の輪の広がりをアートで表現した

りしました。 

 次に、ＳＮＳの更新についてです。大阪学推では、広報の一端としてツイッターとイン

スタグラムを使っています。内容としては、ホームページより引用させていただいて、土

日の献血バスの運行予定のお知らせ、役員会やキャンペーンなどの活動報告、献血キャン

ペーンのカウントダウン、学推メンバーが献血に行ったときの献血の報告、短い動画など

を投稿しています。また、血液センターやほかの都道府県の学推の投稿にいいねやリツイ

ートも積極的に行いました。 

 最後に、ラジオ出演です。ラジオに出演させていただき、学推の紹介や献血キャンペー

ンの情報を発信させていただきました。 

 以上で、学推の活動報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。 

【金倉会長】 ありがとうございました。 

 若年層への献血啓発には、学生さんによる活発な活動が非常に重要であると思います。

今後ともよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、議題１「血液事業の現状について」につきまして、ご意見、ご質問等ござい

ませんでしょうか。いかがでしょうか。 

 これは大阪府の方に聞いたほうがいいのかも分かりませんが、ＳＮＳとかの効果という

のは、何かこう実感するものはございますでしょうか。 

【事務局（山﨑）】 例えば、ツイッターなんかですと、昨日上げさせていただいたのは

もずやんツイッターになるんですが、そのツイッターでいろんな反応、お返事をいただく

ようなこともありまして、実際にその数値の確認までは取れてはいないんですけれども

「いろんな人に知らせるね」とか、そういう返事がありますので、効果はあると考えてお

ります。 

【金倉会長】 ありがとうございます。 

 それでは、若年ということで、中原委員からも、献血に関することであれば何でも構い

ませんので、活動を通じて感じていること、若い方から見た献血に関するご意見とか、あ

るいはこうしたらいいとか、何かご質問等ございましたらお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

【中原委員】 自分個人になるんですけれども、献血って最初は誰かのためというほかの

人のためだったんですけれども、実際に献血をすると、自分の心も満たされるというか、
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自分のためにもなるというのを実感しています。これを何かほかの人のために献血をして

くださいではなく、自分のために、何かうまく言えないんですけれども、そういうことを

もっと何か伝えたらいいんじゃないかなと思うんですけれども、それをうまくまだできて

いないのであれなんですけれども、そういう感じに思っています。 

【金倉会長】 大変貴重なご意見いただきました。そういうのをツイッターとかに上げて

いただいたりはされていますか。 

【中原委員】 そういうことはまだ、何か、広報という立場でＳＮＳを使う上で、そうい

う発信をうまいことどうしたらいいのかが分からないので、すみません。 

【金倉会長】 ああ、そうですか。皆さんで集まった中で、何かいろんなアイデアが出る

と思うのですけれども、何か、その中でこれはというのをご紹介いただければありがたい

ですけれども、何かございますか。こういうことしたらいいとか、何かいろいろ献血のこ

ういう活動している中で。 

【中原委員】 すみません、またちょっと話が変わってしまうかも分からないんですけれ

ども、ＳＮＳに上げた中では、やっぱり自分たちが実際に献血をしていっている様子を投

稿したものに反応が一番多かったので、それを取り入れて、今後は自分たちの献血の様子

の報告とそういった感想を投稿していったら、反応もありましたし、そういうのは続けて

いきたいかなと思っています。 

【金倉会長】 ありがとうございます。やっぱり同世代からのそういう行動が、若い方の

献血の意欲を高めると思いますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

【中原委員】 はい。 

【金倉会長】 ほかには何かございますでしょうか。はい、どうぞ。 

【野田委員】 大阪府市長会会長、東大阪市長の野田でございます。 

 教えていただきたいんですが、まず、供給数で全体の数字があるんですが、供給者の、

言わばどこにお住まいの方か、いわゆる、もちろん他府県からも大阪府内の献血場所でさ

れる方いらっしゃると思うんですが、住所・氏名の確認があると思うんですが、例えば府

内４３市町村の供給者数のデータはあるのかないのか。もう一点は、いわゆる年間の献血

場所でのデータ、どの場所は、非常に多いとか少ないとかあると思うんですが、地域別の

データってあるんでしょうか。これ、市町村で広報活動をやっているんですが、当然そこ

も考えてやらないと、ただ頑張りましょう頑張りましょうというんじゃ、なかなか戦略と

してはよくないと思うんですが。まずそのデータがあるのかないのか、それが１点です。 
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 ２点目、学校現場で動画配信ということがあるんですが、総合教育だとか、各学校いろ

んな、教科以外に総合学習だとか名前変えてありますが、具体的に、例えば小学校の何学

年だとか、中学の何学年で献血ということに対して、大阪府の教育長のほうから市町村教

委のほうに学習課題として取り上げるようにというそういった要請というのか、あるいは

指導というのか分かりませんが、あるのかないのか。 

 ３点目、学生の皆さんがこういう活動していただいて本当にすばらしいことだと思いま

す。私は感動ものだと思うんです。ちょっと学校の大学名を少し最初挙げられたと思うん

ですが、ちょっと私聞き逃したか分からないんですが、国公立が少なかった、なかった気

がするので。どうなんでしょう、大学の活動、学校のちょっと偏りがあるのかないのか、

そんなところも、もし何かあれば教えていただければと。ちょっと３点についてお願いし

ます。 

【谷委員】 他府県から献血者数に関しましては、データ持っています。例えば、何年か

前、厚労省のほうの班会議で、このルームにはどこからどういう人が来ているかとか、そ

ういう流れを示したデータも持ち合わせていますし、実際そういったデータ、例えば大阪

の場合、奈良からの人が多いということで、献血者の割当てについても、例えば昼間の人

口で、今の普通の人口ではなく、昼間の人口も考慮して採血確保人数を計画する必要があ

るのではないかとかということで、そういったデータは、運用されているというのが現状

になるかと思います。 

 ただ、大阪は、出て行くほうが少ないので、昼間の人数で言うと、今の人数以上に献血

者を確保しないといけない。献血率といって、人口のうち何人が献血してくれているかの

指標となるものがありますが、欧米なんかは５％以上なんですけれども、今の大阪、先ほ

どスライドで示したもので８８０万人大阪の人口ありますけれども、４０万人ぐらいとい

うことで、４．５％ということでちょっと少なめかなと思います。 

 １番目の質問に関しては、以上、回答になっているでしょうか。 

【事務局（山﨑）】 谷委員のご発言に付け加えまして、本日参考にお配りしております

血液事業の現状というものなんですけれども、そちらの３１ページをご覧ください。 

 こちら、各市町村別の献血者数になっておりまして、こちらの右の欄、一番右の欄が献

血場所別献血者数という形になっております。献血のどのルームかというところになると、

それはちょっとこちらでは記載はないんですけれども、一番下の欄に血液センターや献血

ルームでの献血者数というのも載せております。 
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 ８ページなんですけれども、８ページの下の表、受入れ施設別献血者年度推移というと

ころのグラフをご覧いただきますと、こちらは献血センターや献血ルーム、移動採血車、

あとオープン献血、こちらもどこの血液センターか、どこの献血ルームかというところま

ではないんですけれども、推移を記載させていただいております。 

【事務局（木場）】 失礼いたします。教育庁保健体育課の木場と申します。 

 ２つ目の質問で、学習課題の要請等をしているかというご質問がございました。それに

ついてお答えさせていただきます。 

 啓発資料等は、健康医療部のほうから提供いただいておりまして、そういった資料につ

いて、府立学校であったり市町村教育委員会に情報提供させていただいているところです。

各学校においては、そういった資料を状況に応じて活用いただいているという状況かと考

えております。 

【角田委員】 よろしいですか。 

【金倉会長】 ３つ目の回答までいってから。 

【角田委員】 次の段階も、結構ですか。 

【金倉会長】 その次に。 

【角田委員】 次のところもいいですか。 

【金倉会長】 ああ、どうぞ。関係することでございましたら。 

【角田委員】 先ほどお話しいただきました谷先生、非常に分かりやすくお話をいただい

たんですが、初回の献血者が少ないということで、これは悩みの種だな、かなりこれから

の啓発、そういうところが必要になってくるのではないかなというふうな感じを受けまし

た。 

 それから、大阪府のほうからも、各方面で若年層の献血、これにも大変力を入れていた

だいておりますんですが、やはりすぐに血が欲しい、すぐに献血してほしいということで

あろうと思うんですが、高校生、それから大学生という形になっていますが、本当はその

予備軍の小学校、中学校からの献血への教育というのが必要じゃないか。そのためには、

先ほど教育委員会ということをおっしゃったんですが、確かに市町村教育委員会からのそ

ういうご支援があれば非常に進みやすいんです。私たちは八尾市でございますが、非常に

小さいときからの献血ということで、血液センターへ、子供たち、親子の血液センターへ

見学会に行かしていただいております。言わば、献血の予備軍でございます。そういうと

ころから献血がかなりスムーズに、八尾市の場合にはなっておりますのと同時に、やっぱ
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り事業者の皆さんが非常に力を入れまして、リノアス会場に、電気代も要らないからとい

うことで開放していただいて、そこで献血をさせていただいて非常にうまくいっておりま

す。ですから、若年層の関係の血液教育ということをお願いできたらな。私たちはそれを

やっております。 

【金倉会長】 角田委員、ありがとうございます。 

 谷委員、何かございますか。 

【谷委員】 若年層に関しては、おっしゃるとおりで、我々も夏休みに小学生を対象に献

血おもしろゼミナールをしていますけれども、コロナ禍でこの二、三年できていないのが

現状になるかと思います。 

 どうも貴重なご意見ありがとうございます。普段からご協力ありがとうございます。 

【金倉会長】 ありがとうございます。 

 野田委員からの３つ目のご質問、大学に関してですが、中原委員よろしいですか。 

【中原委員】 そうですね。公立大学については、個人加盟という形で加盟の形になるの

で、赤十字奉仕団を持っている３つの大学と１つの大学のボランティア部は全て私学なん

ですけれども、それは学校加盟という形でなっていて、公立大学のメンバーも、個人加盟

として、個人個人で大阪学推に加盟するという形で、大阪学推には参加してもらっている

という形になります。 

【金倉会長】 ありがとうございます。はい、どうぞ。 

【野田委員】 ありがとうございます。１番目の数字については、ちょっとこういう資料

があるということ、私自身、不明をおわびしたいと思うんですが、やっぱり広報するとき

って、これは本音で、自分の自治体ってどうなのというのがどうしても関心が行きます。

少なければちょっと広報工夫しようねとかありますので、これはテクニックとして、この

献血事業はもちろんのこと、このデータって非常に重要だと思うので、国からもよく、必

ず首長に直接見せなさいと、見てくださいという実はただし書きのある資料というのは結

構来まして、これきちっと我々も目にします。そういった意味で、やっぱりこういう部分

の、ちょっとこの市町村にとって必要な数字みたいなところについては、首長に必ず見せ

なさいみたいなかがみをつけていただければ、恐らくそれぞれの首長も、よし頑張ろうと

か、そういうふうにはなると思いますので。ただ、広報もマンネリ化しちゃうと、なかな

か、やっぱり住民の皆様に伝わらないところもあると思うので、ちょっとその辺の工夫を

いただければ、こういう数字が、ほぼ読める数字が出ているわけなので、ぜひともここの
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認識を持っていきたいと思います。 

 教育現場のほうは、また教育委員会ともいろいろと相談もしていきたいと思います。 

 大学生の皆さん、本当にいい活動なので、ぜひとも、それぞれの自治体にも大学がある

ので、機会があるときにもこんな活動をされているよというのは、我々が、自治体側から

もしっかりと発出していきたいと思います。頑張ってください。非常に今日はすごい成果

がありました。ありがとうございます。 

【金倉会長】 野田委員、ありがとうございました。 

 それでは、大阪府のほうからも、大阪府市長会のほうにもう少し要約したデータをお送

りしていただいて、ぜひとも市長会のほうでも、また普及活動に応援していただければあ

りがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 それでは、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして議題の２、「令和５年度大阪府献血推進計画（案）」について、

事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局（山﨑）】 それでは、令和５年度大阪府献血推進計画（案）についてご説明い

たします。 

 資料は、先ほど私がご説明させていただきました大阪府献血推進審議会会議資料２５ペ

ージからになりますので、ご覧をお願いします。 

 この計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第１０条第５項により都

道府県が毎年度作成することとされており、知事が本日付でこの大阪府献血推進審議会に

諮問するものであります。 

 大阪府の献血推進計画につきましては、厚生労働省の令和５年度の献血の推進に関する

計画（案）を基に策定をさせていただいており、国の計画案で追加・修正等をされた箇所

を中心に変更をしております。 

 では、少しページが飛んで３５ページをご覧ください。 

 次年度の献血推進計画と今年度の献血推進計画の新旧対照表をお示ししております。左

の欄が今回ご審議いただく令和５年度の計画案、右の欄が現行の令和４年度の計画となっ

ております。修正箇所には下線を引いております。 

 それでは、これからこの新旧対照を用いて主な変更点の説明をさせていただきます。 

 まずは、この３５ページの「第２計画目標」の献血者数、献血血液量につきましてご説
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明をさせていただきますが、こちらは、例年同様になりますが、日赤様の試算した需要見

込みからの必要量を本府と協議・調整を行い定めております。「①献血者数、献血血液確

保目標量」に記載をしておりますとおり、令和５年度の目標としましては、献血者数は合

計３８万７４２４人、献血血液確保目標量は合計１７万２６１７Ｌで、それぞれ前年度目

標に比べて２９８５人、１８８２Ｌの減少となっております。「②採血場所別献血者数」

につきましては、①の献血者数を血液センター様により直近の実績割合を基に各施設に按

分した値です。③をご覧ください。原料血漿確保目標量は９万４９５Ｌ、輸血用血液確保

目標量は８万２１２２Ｌで、それぞれ前年度目標に比べて減少となっております。これら

献血目標の詳細につきましては、資料の３４ページ、１つ前のこの円グラフの表に整理し

ておりますので、また参考にしていただきたいと思います。 

 では、３６ページをご覧ください。 

 ３６ページの２、年代別献血者数につきましても、本府と血液センター様で協議調整し

た数値を入れております。 

 そして、続きまして、その下、第３の３「（１）普及啓発」という項目をご覧ください。 

 若年層献血の推進の項目の中で、この下線を引いております「“献血セミナー”等をき

っかけとして献血に関心を持った献血未経験者等への献血Ｗｅｂ会員サービス「ラブラッ

ド」の登録の働きかけ」という一文を追加しています。これは、国の推進計画案の若年層

を対象とした普及啓発の項目の中に、ラブラッドに関する同様の文言が追加されたため、

府の計画にも追加したものになります。 

 では、次の３７ページをご覧ください。 

 こちらの「２）複数回献血の推進」になるんですけれども、こちらも文言の修正をして

おります。先ほどの部分で、ラブラッドに関する説明を追加しておりましたので、ここで

の詳細の記載は不要と考え、記載をシンプルにしました。 

 簡単ではございますが、計画（案）の主な変更点について説明をさせていただきました。 

 以上でございます。 

【金倉会長】 ありがとうございます。 

 ただいま事務局より、法律に基づきまして、都道府県として毎年度作成します献血推進

計画、この案についての説明がございました。ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。

いかがでしょうか。 

 谷所長にお伺いしたほうがいいかと思うんですけれども、若年層献血の推進ということ
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で、ラブラッドの登録の働きかけに関する記載が追加されているということでございます

けれども、既に、一部取組が行われているかも分からないんですけれども、新しいこの記

載に沿った取組で、実施しているもの、あるいは今後予定されているものなどがあればご

紹介いただければと思います。 

【谷委員】 先ほどのスライド最後のほう２枚使って一部紹介させていただきましたけれ

ども、皆さん、スライドの資料はお持ちですか。大阪府の現状。１７枚目、１８枚目のと

ころを見ていただいたら分かるかと思うんですけれども、文言追加されたのは、献血未経

験者もプレ会員として登録していただいて、このアプリに参加できますよということです。 

 ここにありますように、複数回献血クラブからウェブ会員ということでラブラッドとい

うのをつくりましたけれども、昨年１０月からはスマートフォンのアプリでも献血予約を

していただけます。ここにありますように事前に問診に回答していただいていたら現場で

は待ち時間が少なくなるかと思います。さらには、そのスマートフォンで検査結果や検査

サービスが見れるという機能を追加しております。 

 最終的にはまだどうなるか分かりませんけれども、事前問診回答で、例えば薬とか既往

歴、そんなので引っかかるものがあれば献血できませんというのがもうその時点で分かっ

ているのであれば、献血会場に来ていただかなくても、献血者が便利になるのではないか

と思うんですけれども、今のところは、最終の献血の適否判断は検診医が行いますので、

どうしても献血現場に事前に問診回答を送っていただいても、総合的に検診医が判断しま

すので、献血現場に来ていただくというのは必要ですけれども、来ていただいても、お薬

で引っかかる、既往歴で引っかかる、そういったものを事前に通知することができたら、

献血しようとしている人にもちょっと便利になるのではないかと思いますけれども、将来

的にはそういった機能も追加できればいいかなと、個人的な考えですけれども、思ってい

ます。 

【金倉会長】 ありがとうございます。 

 大変、有用になるということでございますが、いかがでしょうか、ほかの委員の方、何

か。よろしいでしょうか。 

 それでは、令和５年度大阪府献血推進計画を原案のとおりご承認いただけますでしょう

か。 

（異議なしの声） 

【金倉会長】 ありがとうございます。それでは、ただいまご承認いただきました献血推
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進計画により答申することといたします。 

 事務局から何かございますでしょうか。 

【事務局（山﨑）】 大阪府は、本計画を献血事業の指針とし、目標の献血者数の安定確

保、また安全な血液の確保ができるよう関係機関と連携し、努力してまいりたいと存じま

す。委員の皆様方におかれましても、引き続き献血事業にご協力いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

 また、この計画につきましては、本年の３月に公表させていただく予定です。 

【金倉会長】 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、議題の３、その他になりますが、本日の審議会全体についてご

意見、ご質問等ございませんでしょうか。どうぞ。 

【河合委員】 大阪病院協会の河合と申しますが、血液製剤をどっちかというと使う側の

立場ではございますが、ちょっと質問といいますか、献血計画の供給に関する、この項目

でですね、３２ページの７番の在庫状況の把握、不足時の対応というところで、このよう

なこれまでの実績で、在庫が不足とか、不足すると予測された事態というのはあったんで

しょうか。また、それについてどういう対策されたのか、ちょっと教えていただけると、

というところです。 

【谷委員】 血液センターのほうからお答えさせてもらいます。 

 ごく直近では、先月末寒波襲来で大雪になりましたよね。それで、近畿管内では血小板、

血小板有効期限４日しかありませんので、血小板については少し不足、医療機関の要望に

近畿管内で応えるには厳しいかなということで、関東のほうは寒波来てなくって晴れだっ

たので、関東ブロックのほうから、血液、血小板融通していただいたこともございまして、

ある地域だけちょっと不足した、そういった、夏であれば台風で沖縄のほうとか、いろい

ろそういった気象状況によって不足するということが考えられますので、そういうところ

は、日本全体いうか、ちょっと多めに持っているところが融通し合うということで、ほぼ

医療機関には滞りなく供給できているというのが現状ですけれども、狭い範囲で見たら不

足するということはあります。 

 今も、先月末の寒波から献血者減っておりますので、赤血球製剤の在庫、とても厳しい

状況になっていますので、ぜひとも皆さんご協力していただけるように働きかけていただ

けたらありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

【河合委員】 ありがとうございます。厳しい状況のときもあるんだろうというのはよく
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分かりました。使う側のほうは、今までそれで不足で血液ありませんなんて断られたこと

はれたことはまずないんですけれども、厳しい状況もあるということで、ぜひともそうい

うときは大々的なキャンペーンとかでしてもいいのかなとは、ちょっと思いますね、病院

の危機というか。 

【谷委員】 毎年、冬場、この時期、インフルエンザとかいろんなことが重なりまして、

冬場は献血者不足になりますので、そういった時期に献血にご協力していただける人、来

ていただけたらありがたいし、職場の都合で、４月とかだったら新しく異動とかもひっく

るめて、会社とかそういうところへバス出しにくいとかいうこともございまして、そうい

った時期も献血者不足の時期がありますので、大体年間通じていつ頃がおおむね不足する

ということは分かっておりますので、あらかじめ対策立てて確保していきたいと思います。 

 そういう意味で、予約制というのはすごく大事で、コンスタントに確保できるんじゃな

いかと思いますので、予約率をもう少し上げてということで、今、取り組んでいるような

次第です。こういったラブラッドのシステムを使ってになります。よろしくお願いします。 

【河合委員】 分かりました。使う側も適切に使いたいと思いますので、そこ、そういっ

た病院側のほうにもいろんなアピールしたいとは思いますが、こういうこれほど不足する

時期もあるんだと分かるとそういうのも言いやすいので、またデータなりいただけるとあ

りがたいです。 

【金倉会長】 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、以上で議題についての審議は全て終了いたしました。本日はありがとうござ

いました。事務局へお返しいたします。 

【事務局（山﨑）】 ありがとうございました。 

 これをもちまして、大阪府献血推進審議会を終了させていただきます。本日はご多忙に

もかかわらずご出席いただきまして、誠にありがとうございました。 

 本日の議事録は、後日事務局で案を作成し、メール送付になろうかと思いますが、委員

の皆様にご確認をいただきます。なお、議事録は、府の情報公開条例の規定により、全て

ホームページにより公開させていただきますので、ご了承願います。本日はありがとうご

ざいました。 

― 了 ― 


