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『献血の現状』 
        福井県赤十字血液センター 

        業務課長   山川裕士様 

 

ご紹介いただきました赤十字血液センター山川と申します。

今日は本当に高島会長様並びに会員の皆様の貴重なお時間を

いただきまして、本当にありがとうございます。 

今日早速 12 時から下の方で献血のバスをご用意し皆さんの

お力をいただきまして献血の実施をさせていただきたいと思

います。まだ雪は降っていないですけれども、いつもこの時期

にしていただくのは、本当にありがたく思っております。この

時期風をひく方、逆に血液を使う患者さんが増えまして、毎年

血液不足なっております。先週やはり非常に県内で輸血を使う

患者さんが爆発し、1 週間で 1000 人分の血液を福井県内だけで使い、福井県内で約 300 人ほど血液が足り

なくなり、強化をしています。今日お力いただいて非常にありがたく思っております。今日は水曜日で、

今日献血していただいた血液は今週末から来週の月曜日に県内の医療機関で使う予定です。また今日お時

間ございますので是非献血にご協力いただき、また周りの方にお勧めいただければと思います。周りの方

に献血を勧めていただくというのも、ロータリーの皆様の大きなお力となっています。今日お話させてい

ただくなかで、「あ、なるほどこんなことあるんか」ということを毎年でお話させていただきます。 

福井の、日本の献血は 100％献血はボランティアで日本の場合は輸血血液 100％確保しています。会員の

皆様は海外にご出張とかご視察とかプライベートで行かれて海外の状況を見ていると思いますが、献血で

100％、無償の献血で 100％日本中どこへいっても輸血用の血液が確保できている国はそうありません。そ

して今 100％が非常に心配な時代に入っています。献血というのは本当に日赤がしていますが、歴史的には

昭和 39 年に閣議決定され、「日本は献血で血液を集めなければいけない」とされました。戦後まもなく献

血というのはスタートしていますが、全く根付なく、最終的には平成15年に血液法という法律が施行され、

現在に至っています。基本理念は血液の安全性、輸血への安全性を高める、それから 100％国内需給に対応

する。病院、お医者さんには適正な治療をしていただく。献血の血液の無駄遣いはしてはいけない。献血

の必要性は戦後から献血をしておりますが、この時代は売血という流れで日本の場合は進み、売血で十分

血液が確保されていましたが、売血と献血の大きな差は、売る血です。献血は「ありがとうございました」

というように日赤の者が頭を下げてボールペンとジュースをお渡しするだけです。売血はありがとうござ

いましたと言う代わりに現金がもらえるという時代が昭和 40 年ごろまで続いていました。売血の血液が集

まって輸血に使うというのは量的には問題なかったのですが、お金がもらえる行為ですので、自分の健康

を偽って売血に来る。たとえば自分がＢ型肝炎のウィルスがなっていることを黙って採血しお金を持って

帰る。という方々が非常にたくさんいました。これが一番の大きな原因です。売血時代に日本の場合の輸
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血の状況は 50.9％が輸血後の肝炎になっています。昭和 30 年代に何らかの形で手術をして輸血を受けた経

験の方のお二人に一人は肝炎になっていることになります。日本人にＢ型肝炎が多いというのは、もしか

するとこういうところがあるという風にも言われています。今頃になってからＢ型肝炎とかＣ型肝炎の訴

訟とかいろいろなことが言われていますが、もしかするとこういう事があるのではないかと考えられてい

ます。昭和 39 年の閣議決定以来献血を推し進め、現時点では献血から肝炎になるということはほぼなくな

りました。売血よりは献血のほうが安全だということを是非ご理解いただきたいと思います。 

血だけ集めればいいのかというと、また売血に戻ってしまいますので、日本の献血状況は世界でも例を見

ないスピードで売血から 100％献血に移行できた制度は今後も維持していきたいなと思っています。 

1985 年から 90 年代のＣ型肝炎とか、皆様ご存知のＨＩＶエイズウィルスがこの時点で世界中で騒がれて

おります。この時も日本も大きな失敗をしております。1980 年から 90 年の頭にエイズウィルスがわかりま

したが、外国からたくさんの血液を買い、その中に入っていた輸血用の血液を血友病という患者さんに輸

血をしていました。当時、日本人のエイズ患者さんの 1 号は全部血友病の患者さんからスタートしており

ます。外国へ行って楽しんできた方がエイズになったのではないのです。日本の場合は輸血から発症して

います。こういうことがないように健康な方に献血を継続的にお願い致したいと思います。 

4 年ほど前に広島と大阪の取材に、テレビ局の取材があり、放映されたビデオですが、お母さんのご好意

で、DVD 化して全国の皆さんに見ていただき、輸血を訴えております。彼も生きていれば高校 1 年生ぐらい

になっていると思います。小児の白血病の方もたくさんいます。輸血を現在ですね、去年のデーターです

が、日本人で輸血をしてる方はどれだけいると思います。会長どれくらいだと思いますか？ 

会長：「100 万人」 輸血を経験された方は日本中に 120 万人います。全国で血液が足りないところが無い

ように事業を展開して、基本的に必ず各県の血液センターにはその県で必要な血液が常に安定的にあるよ

うに毎日調整しております。採血基準が今年の 4 月から変わり、献血を受けようとする際は 400ml 献血を

お願いします。男性は満 17 歳から、女性は 18 歳です。体重は男女とも 50ｋg 以上の規制が、最低限の条

件です。16 歳の方に 400ml の献血をおねがいできません。女性の方は、見た目上非常に微妙な方がたくさ

んいらっしゃいます。お声をかけて頂く時にはトラブルが起きない程度に体重も聞いてください。見るか

らに 50ｋg 以上ある方に 50ｋg あるかと聞きますと、貴重な 400ml 献血者をその場で失うことになります

ので、くれぐれもご注意ください。輸血用の血液というのは献血すると 200ml と 400ml の輸血用のパック

になります。成分献血は別な献血の方法で行っています。赤血球製剤と血漿製剤がほとんど 100％使われ、

全血はここ数年 1 本も使われておりません。患者さんの症状に合った必要な成分だけを輸血するという成

分輸血というのが主流で、血液全部を入れると、量もたくさん入り、いらないものも血液から体に入って

きて、副作用を起こす原因になります。貧血傾向が高い方は、赤血球だけ輸血するとかいうような形で行

われています。 

何で、毎日献血をお願いしている理由は人間の血液というのは非常に寿命が短く、健康な方の赤血球は 120

日間しか体内で生きられません。よく「私は年取ってるから血古いやろう」とか言われますが、年取って

るから血古いとかい事はありません。健康な方であれば、120 日後には新しい赤血球を骨髄の中で作りかえ

ておりますので、年取ってるから血液が古くて、若い方の血液が新鮮だということは全くありせん。いろ

んな形で保存しますが、赤血球は 21 日間しかもちません。21 日もちますが、検査等で約 4 日前後かかり、

病院へお届けするまでには 3 日から 5 日間かかります。残り 2 週間の有効期限の中で病院へお持ちして輸

血をすることになります。明日までしか無い有効期限の血液を使いたくないということになりますと病院

をお届けするのは最低でも 1 週間くらいの期限があるものをお届けすると、毎日毎日血液が必要だという

形になりますので、献血をお願いしております。 

福井県では県内の約 120 の病院で血液が使われております。200ml 献血 1 本に換算すると、22 年度昨年で

126000 本以上の血液が使われています。この 12 万本というのは人口 80 万の県の割には多いほうです。人

口 100 万人の県と同じぐらいの血液を福井県は使っています。患者さんが多いのか、輸血を担当される血

液内科の先生の腕がいいのか、人口の割には、血液を使っている県の部類に入っております。福井県では

12 万本、平均しますと毎日 130 人分の赤血球を福井県では使われているという事です。毎日 130 人分の赤

血球の献血をお願いしないと福井県内では安心して輸血を受けられないということになります。 

福井市の某病院の心臓外科の手術のビデオです。今日の皆様の平均年齢が高く、65 歳以上の方がこの手術

が非常に増えておりますので、もし、自分でちょっとあたるなという方は真剣に見ていただければと思い

ます。 
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これだけ出血します。これ福井市内の某病院の実際のオペの写真でございます。 

これは心臓手術で、今心臓止めて手術しております。油とかこってりですね。もうあの血液のシャバシャ

バになってしまっておりますね。で、今あのもうこれを見るとビックリしたんですけど、スプーンで取る

んですね、あの、油、黄色い油。で、全部人工血管ですね、で心臓止めたやつを電気ショックで今動かし

てまた元に戻している。こういう心臓外科の手術が今非常にたくさん行われております。で、この手術を

される患者さんが非常にたくさんいて、実は非常に先生方の技術も高く、出血しないオペもありますが、

この手術でいったん出血が止まらなくなると、一人で 40 人分以上の血液を使ってしまいます。非常にリス

クの高い手術が増えており、2 年ほど前からこの症例が福井県でも非常に多くなっており、毎週 1 件必ず大

量に使用するのが福井市内の病院であり、朝血液センターへ行くと、昨日まであった血液が空っぽの状態

が 1 週間に１回はあります。先程 400ml 献血をお願いするというのは、患者さんのためにはいろんな方の

血液がたくさん混じるよりはできるだけ少ない方の血液が入ったほうが副作用が少なくなりますので、

400ml 献血をお願いしております。輸血を受ける患者さんの立場になった時のことを是非お考えいただき、

400 の推進をお願いします。 

会員の皆様のお話にもありましたように、青少年の方の育成、ロータリーとしても大きな力にならなく

てはいけない模範とならなくてはいけないというお話が先程はございました。献血も同じように今の状況

は 10 代 20 代が下がる一方です。先程 100％献血確保 OK となっていますが、15 年先、20 年先が非常に厳

しく思われ、今から手を打って彼らが社会で中心になったときに献血の必要性が少しでもわかっている方

が社会の中心になり「おう、協力してあげるよ」というふうな社会になる事を願っています。明日、福井

県の高等学校で同じような話を致しますが、非常に難しい時代に入ってきています。学校側は理解できる

が生徒には、理解できない。個人の管理とか非常にそこを強く言い、自分の個性を出し、自己責任イコー

ル自分さえよければいいということになりかねないという時代に入ってきていますので、そのへんのＰＲ

を今後やっていきたいと思っております。 

15 年先、現在と同じ献血率で同じ献血量を使うと想定すると、人口で割りで 15 年先 100 万人献血ぶんが

足りなくなると想定し非常に厳しい状態です。それをなくすように今、がんばっており、高等学校とか小

学校には出前講座をしています。夏休みには血液センターに来てもらい、小学生と親子に体験教室も開い

てます。会員の皆様もぜひ皆様の地区や子ども会とか、ＰＴＡでも結構で、子供たちにこんな話を聞かせ

たり、見学に行きたいということがありましたら、是非血液センターにお声掛け下さい。お時間とか曜日、

全く構いませんので、ご記憶いただければと思います。アンケート書いていただきますと非常に好意的な

ことを答えていただいております。皆さんが 40 分間で助かる命があるというＰＲをしていただき、人の命

を助ける献血にお力いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。今日は貴重なお時間長いこ

といただきましてありがとうございました。 

毎日日々を生きているときになかなか自分でのらないとき、精神的に気分的にちょっとのらない時って

結構あるかと思います。実は中日ドラゴンズのヨシミというピッチャーが私の甥っ子です。目標 2 億円は

行くと思うんですけども、まあ、おじさんには 1 銭も回ってきませが。彼とこの前もＣＳの時に試合見に

行きまして、試合終わったあとに食事しながら、なか 3 日でヤクルト戦に第 5 戦で投げて、日本シリーズ

に行けるという決定戦の時に前日に先発行けと言われたそうです。で、前日に私のところに電話がかかっ

てきて「おっちゃん、明日投げるけど来るか？」と言われたので、「おう、行く」と言って名古屋ドームま

で行ってきました。その時に彼に聞いたのは、体の手入れも大変やけど気持ちの持って行き方です。どう

いうふうに自分で精神的に一番大事なときに普通の人間だったら「いややなあ」って思う時、負けたら終

り、勝てば行けるけど、負けたら終りという状況の中でどういうふうに精神的なコントロールするのかと

聞いた時に、彼は落合監督とかに聞いた中では、彼の場合は自分で一番いいな自分で好きだなあと自分が

これをやったら気持ちいいなあということをイメージするそうです。先発の日の朝 10 時半ごろに起きて、

非常にナーバスになっていますが、そのときにそういうコントロールをしてお昼に球場に行き、夕方の試

合に臨むそうです。最近私も少しずつ心がけるようにしています。プロの世界で生きている人間の考え方

をちょっとご紹介させていただきました。それと、打たれた時に、マウンドで谷繁さんと落合監督に何て

言われるんやと言った時には、非常に冷たいことを言われるそうです。「調子が悪いんならはよ変われ」と。

「お前が打たれて負けると俺の給料が下がる」というふうに言われるそうです。 
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     坂井警察署 署長 山村秀樹様 

 

１．税の役割 

国税庁では、税の役割を「社会資本の整備と公共サービスの費用」

と位置付けております。私たちの身の回りには、私たちが健康で文化

的な生活を送るため、国や地方公共団体による多くの公共サービスが

存在しております。 

これからの日本社会と税を考えてみますと、少子高齢化社会の進展に

伴い、例えば、高齢者が増えることによる社会保障関係費が増える一

方で、その費用である社会保険料を負担する働き手が減り、国税等に

よる負担が増えるかもしれません。いずれにしましても、今後とも、豊かで安心して暮らせる未来のため

に、税負担と給付の関係について、私たち一人一人が考えることが必要となってきております。 

２．税務署の仕事 

国税庁の使命は、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」ことにあります。また、

わが国は、納税者自らが、税務署へ所得などの申告を行うことにより税額を確定させ、この確定した税額

を納税者が自ら納税する「申告納税制度」を採用しており、憲法 30 条では、「納税の義務」が定められて

いるところであります。この申告納税制度が適正に機能するためには、税務署は、税務行政について納税

者の皆様方の理解と信頼を得ることが何よりも重要であります。納税者の皆様方には、ひとりひとりが高

い納税意識を持って、憲法・法律に定められた納税義務を自発的かつ適正に履行していただくことが必要

となってまいります。 

３．租税教育 

また、国税庁では申告納税制度が適正に機能するためには、国の基本となる租税の意義や、役割を正し

く理解し、健全な納税者意識を養うことが重要と考え、租税教育にも取り組んでおります。 

三国税務署におきましても、国・県・市、更には小学校・中学校の先生方など、教育関係者等で構成さ

れた「租税教育推進協議会」を中心に活動しております。主な活動としましては、学校への租税教育用副

教材の配付、租税教室への講師派遣、税に関する作文・ポスターの募集等を行っております。 

税に関しましては、いろんなご意見もあろうかと思いますが、少なくとも税金は、私たちみんなが豊か

で安心して暮らせるための「社会の会費」とした面を有するものであり、私たちが、それぞれの納税の義

務を果たすことにより、この社会が成り立っております。 

この国の未来を担う生徒さんには、租税の意義や役割を正しく理解していただきたく、また、これを伝

えて行くのは、われわれ大人の責任でもあり、社会全体で取り組むべきものと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
１２月２１日（水）１６４２回 例 会  

シルクロードの旅 
             水崎亮博会員 

１０月 19 日から 27 日まで 林田恒正さんと一緒に四川省、雲南省

の西南シルクロードを旅してきました。福井県ウオーキング協会の行

事であるシルクロードの旅に 2001 年を皮切りに参加してきましたが、

今回で５回目の参加でした。 

昭和５５年の NHK 特別番組「シルクロード紀行」が大きな刺激となっ

ています。 

 シルクロードは中国の西安から敦煌を経て中央アジアを横切りロー

マに至る古い交易の道のことです。天山山脈の北側ルートの天山北路 

南側ルートの天山南路やタクラマカンの南側を通る西域南道などいく

つかのルートがあります。さらにパミール高原を超えて西トルキスタ

ンの道もほとんど砂漠地帯を通る道です。 

なぜシルクロードか  

 シルクロードにこだわって何回も訪れた理由をまとめると以下のようになります。 

① 未知の世界への興味 砂漠ってどんなところ？  

 最初に見たのは北京から乗った飛行機から見たゴ

ビ砂漠です。 

飛行機から見たゴビ砂漠は行けども行けども草１本

生えていない荒れ地でした。緑豊かな日本の山しか

知らない者にとって、岩山ばかりが延々と続く地形

はまったく異様でありました。さらに敦煌飛行場に

降りたときの砂漠は一面の砂の海でした。  乾燥

して、ほこりっぽい景色した。ところが敦煌の街へ

はいると道路脇の灌漑水路 にあふれるばかりの水

がとうとうと流れているのです。この水はどこから

来るのだろうと思いましたが、天山山脈からの雪解

け水であるとの説明を聞いてもにわかに信じられま

せんでした。山脈の裾に点々とオアシス都市が連な

っているのですが、砂漠の苛酷さに比べてオアシスの中は水、食糧、電気が自給できて豊かな人々の生活がある

ようでした。（オアシスといってもウルムチは人口１２０万、敦煌やカシュガルは３０万の大都会です） 

② 異なる文化への興味 

最も印象の強かったのは「莫高窟」とチムール王朝の遺跡でした。 

「莫高窟」は敦煌の近くにある千仏洞です。礫岩の土手に洞穴を穿って（4ｋｍにわたって４９２窟の洞くつ

がある）粘土で壁をつくり、仏画などを描き、粘土で固めた塑像が祀ってあります。インドで発祥した仏教がこ

の砂漠を通して伝えられたということがよく解る遺跡です。  

 シルクロードの沿線には莫高窟のほかにベゼクリク千仏洞（トルファン）キジル千仏洞（クチャ）などの仏教

遺跡が残されています。 

 チムールは（1336-1406）１３７０年は西トルキスタン（南はインド中央アジア南ロシア）を征服し、サマル

カンドに首都をおいた人物ですがこの王朝が残した壮大な宮殿、ミナレットと呼ばれる僧院の塔などのイスラム

文化もとても印象的でした。 

③ 民族の栄枯盛衰 砂漠ではオアシスごとに一つの国のようなものです。以前はオアシスの争奪をめぐって民

族の争いが絶えなかったと云われています。オアシスの興亡に負けて砂漠へ追い出されると死を意味する。

そうした民族の興亡の跡が旅をする中で覗うことができました。 

④ 意外に豊かな人々の生活 

旅行中はできるだけバザールへ出かけてそこに住む人々の生活をうかがうように努めました。また子供たちの

様子を写真にとらえるようにしました。バザールでは豊富な野菜や果物、日用雑貨が並べられ賑わっています。

自給できる食糧とエネルギーがあって、貧しくとも充足した生活を覗うことができました。とくに砂漠地帯では

果樹（ブドウ、リンゴ、スモモ、梅）、果菜（スイカ、ハミ瓜）が豊富なことに驚きました。 

⑤ 珍しい自然  

 カナス湖、アルタイ草原の遊牧民、パミール高原（標高 3000ｍ）青海湖など珍しい辺境の自然に遭遇するこ

とができました。  
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⑥ 西南シルクロード 

 今回はもう一つのシルクロードといわれる四川省、雲南省の茶馬古道へ行ってきました。四川省（成都）―雲

南省（昆明、大理、麗江）－（シャリクリラ）―チベット―イ

ンドのルートを西南シルクロード（茶馬古道）という。 
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西南シルクロードが脚光を浴びるようになったのは三星堆遺

跡が発見されてからです。この遺跡は１９８６年に発見され、

大量の青銅器、金、玉などが出土した。出土品から、高度の文

明があってインド、ヨーロッパとの交易があったことが判明さ

れました。成都に三星堆博物館があって出土品が展示されてあ

ります。特に巨大な目が飛び出て、耳がロバのように大きい、

黄金でめっきされている仮面。青銅器の4ｍ近くもある樹木（鳥、

龍、人物が止っている）などこれまでどこにも見たことのない

造形に驚かされました。 

⑦ 茶馬古道の村々 

魏山 沙渓鎮 麗江、束河古鎮などをまわりました。 

特に沙渓鎮は明時代の築造の建物がそのまま残っていて、古道の面影があった。土壁づくりの住居が碁盤目状

に整然と立っていて、今も周辺から農産物を運び込んでの市が立っており、交易の中心になっている。竹籠を背

負った女性、わら縄の束を運ぶ男性など昔の農村と似た風景が見られた。石のアーチ橋、道祖神を祀る祠などが

あって古道の面影も残っていた。また麗江の街は地震後、昔のままに復元されたそうだがやめの甍が美しいまち

であった。 

⑧ 少数民族 

雲南省は少数民族が最も多いところです。今回は白族、ナシ族、チベット族、回族などと接したが、西の方の

ウイグル族やキリギス族と違って顔かたちが我々には漢族と区別がつかなかった。又トンパ文字など固有の文化

を持っていることに興味を持った。 

⑨ 世界遺産の自然 

虎跨峡 ― メコン川、揚子江の世界を代表する川がごく近くを並んで流れる（三川併流） 

九塞溝 ― 九つのチベット集落があったパンダのふるさと（標高 2600ｍ） 

黄 龍 ― 標高 3000ｍの自然が造形した美しい溪谷   などを見て回りました。 

１0 年を振り返って 

わずかな旅行期間のかなりの一人よがりの観察であるが、何回か訪ねることによって見えたようなものを紹介

します。 

2001 年の旅のパミールのカラクリ湖の向こうはアフガニスタンであった。帰国するとすぐニューヨークでア

ルカイダによる 9.11 テロがあった。そういえば国境の警備が厳しかったなと思った程度。その後、世界はイス

ラム世界との亀裂が大きくなったようだ。 

中国とイスラム社会 

西へ行くほどイスラムの影響が強くなる。しかし、自治は認めているが漢民族の支配が強く、１０年間で穏や

かでない顔が多くなった。 

最初のころ、ウイグル人は彫が深く、特有のベレー帽を冠ってどんな年寄りも哲学的な穏やかな顔であったし

女性は赤・黄の原色の衣装でとても美しかった。しかしその後のウルムチの人たちの様子は険悪な顔つきの人に

出会いことが多くなった。 

 この 10 年間に中国は著しく経済発展した。 

反面 人々の公共道徳が次第に悪くなったように思える。交通事情、空港で、バスに乗るときの行儀の悪さは

眼にあまるものがあった。 

ソ連崩壊後の中央アジア（ウズベキスタンで感じたこと） 
ウズベキスタンはカリモフ大統領の独裁政権のもと安定している。ロシア人が多く住み、ロシアンに依存する度

合いは強いが一定の距離を置いている。ソ連時代はコムギの単作地帯で農地は荒れている。アムダリア川水を灌

漑に使ったがウラル海が干上がって公害がおきている。新しい国づくりに懸命であったが、国外への出稼ぎが多

くそれぞれに困難を抱えているようだった。 
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