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平成１５年度茨城県骨髄バンクドナー登録会実績 
登録会での登録者数は３８２名、県内総登録者数は３，３７９名に 

NO 月 日 

曜

日 会  場  名 

担当  

保健所 
地区普及

広報委員 説明員および参加者 

登録

者数 

献血

者数 

登録

率％ 

1 4 21 月 下館合同庁舎 下館 山﨑 鈴木、萩原、川井、細谷夫妻 4 47 8.5% 

2   30 水 原子力研究所東海事業所 ひたちなか 中津川 江橋、青木、佐藤、川井、細谷夫妻、谷津、牛島 39 143 27.3% 

3 5 8 木 竜ケ崎市役所 竜ヶ崎 牛島 小菅、鈴木 10 86 11.6% 

4   27 火 常陸太田市役所 大宮 細谷 中津川、川井、佐藤（恵）、佐藤（朗）、海老沢 9 78 11.5% 

5 6 2 月 国土地理院 つくば 伊井 川井、山﨑（晃）、佐藤（恵）、細谷、小田倉、牛島 7 44 15.9% 

6   12 木 県立医療大学 土浦 細谷 道川、伊井、川井、小田倉 25 67 37.3% 

7 7 17 木 鉾田町役場 鉾田 山﨑 川井、細谷 6 96 6.3% 

8   31 木 神栖町保健センター 潮来 牛島 藤崎、伊井、安藤、宮内、新家 30 93 32.3% 

9 8 8 金 水戸市役所 水戸 山﨑 細谷夫妻、川井、佐藤(恵)、立原 14 37 37.8% 

10   11 月 日立市役所 日立 中津川 瀧、大屋、川井、細谷、佐藤（恵）、井手 10 41 24.4% 

11   26 火 ひたちなか市役所 ひたちなか 中津川 石川、青木、細谷、川井、佐藤（恵）、牛島 15 79 19.0% 

12 9 7 日 つくば献血ルーム（まつりつくば) つくば 伊井 
細谷夫妻、川井、佐藤 (恵)、鈴木、萩原、小田倉、

伊井Ｊｒ 23 78 29.5% 

13   16 火 ジョイフル本田 土浦 細谷 山﨑、伊井、川井、小田倉 24 64 37.5% 

14   18 木 ホームジョイ本田 潮来 牛島 山﨑(晃)、川井、安藤、宮内、新家 20 74 27.0% 

15 10 2 木 水海道市民センター 水海道 鈴木 細谷、萩原、川井 4 115 3.5% 

16   8 水 とりせん 古河 鈴木 細谷、萩原 4 49 8.2% 

17   19 日 茨城県庁(県民まつり) 水戸 山﨑 細谷、新家、福間夫妻、宮内、小田倉、山﨑、伊井 28 77 36.4% 

18 11 25 火 真壁町役場 下館 細谷 細谷（み）、萩原、川井、佐藤（恵）、福間夫妻 5 25 20.0% 

19 12 15 月 陸上自衛隊武器学校 土浦 山﨑 細谷夫妻、川井、佐藤(恵)、小田倉、福間夫妻 11 52 21.2% 

20   18 木 日立製作所日立事業所 日立 牛島 斎藤、瀧、川井、細谷、佐藤（恵）、 23 70 32.9% 

21   22 月 大洋村保健センター 鉾田 山﨑 牛島、福間夫妻 7 36 19.4% 

22 1 5 月 ジャスコ常陸大宮店 大宮 細谷 細谷（み）、川井、佐藤（恵） 9 70 12.9% 

23 1 7 水 国土技術政策総合研究所 つくば 伊井 牛島、福間夫妻、川井 15 57 26.3% 

24   19 月 岩井市児童福祉センター 水海道 鈴木 細谷、福間夫妻、 7 37 18.9% 

25   20 火 茨城町ゆうゆう館 水戸 山﨑 山﨑(晃)、川井、細谷、佐藤（恵） 4 84 4.8% 

26 2 2 月 境町役場 古河 鈴木 細谷 10 76 13.2% 

27   10 火 守谷市役所 竜ヶ崎 伊井 小菅、川井、福間夫妻 19 159 11.9% 

 382 1934 19.8% 合        計 

 今年度の骨髄バンクドナー登録会は２７回開催されました。登録会での登録者数は１４年度を若干下回る３８２

名でしたが、献血ルーム、保健所を含めた総登録者数は１４年度を大きく更新し、６６３名となりました。純増加

数は５５２名（全国１０位）、県内総登録者数は３，３７９名となっております。 
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骨髄バンクの仲介料に医療保険適用を!! 
請願＆署名 積極的な取組み 

 骨髄移植やさい帯血移植等には医療保険が適用されていますが、骨髄バンクを介した骨髄移植の場合、コーディ

ネート料等には保険が適用されていません。この結果発生する過重なまでの患者負担金の解消を願い、全国骨髄バ

ンク推進連絡協議会（全国協議会）では骨髄バンク仲介に関する費用への保険適用実現に向けて請願署名を開始し

ました。 

 当会においても、この趣旨に則り各地域での署名活動はもちろん、８月下旬より全国に先駆けて県内１９議会に

対し「骨髄バンク利用に関わる患者負担金への医療保険適用に関する意見書の提出を求める請願書」を提出するな

ど積極的に取り組み、１８議会で採択（１議会は継続審議）されました。署名数は衆議院4,854名、参議院4,888名

の計9,742名分を全国協議会へ送付しました。なお、全国の署名合計は１００万人を突破しています。 

（議会への請願書） 

    骨髄バンク利用に関わる患者負担金への医療保険 

    適用に関する意見書の提出を求める請願書 

【趣旨】 

 骨髄移植は、白血病などの難治性疾患に対する根治的治療法とし

て不可欠なものとなっています。骨髄バンク事業の進展に伴い、昨

年度は760例の非血縁者間骨髄移植が実施され、本年８月１日に

は、累計で5,000例に到達するなど着実な成果を挙げております。 

 茨城県ではこれまで約3,000名がドナーとして登録され、現在50

名の患者さんが骨髄移植を希望し、ドナーが現れるのを待っていま

す。また３病院が認定病院として骨髄バンクより認定され、これま

で90件の移植が行われてきました。（2003年６月末現在） 

 しかしながらこうした実績を重ねる一方で、骨髄バンクを介して

骨髄移植を受けるときに負担となる患者確認検査料、コーディネー

ト開始料、骨髄移植にとって不可欠なドナー候補者のドナー確認検

査料・検査手数料や最終同意等調整料、ドナーに対する骨髄採取後

の骨髄提供調整料は約60万円の患者負担金として発生し（海外から

の骨髄提供を得た場合は、骨髄採取料などが全額自己負担となるた

め300～500万円が必要）、患者とその家族は過重な経済的負担を負

わされております。 

 そこでこのような患者の経済的負担を解消し、患者ならびにご家

族が闘病に専念できる環境を整えるために、来春に行われる診療報

酬改定の見直し時期を迎え、私たちは国に対して下記事項の実現を

要望していますが、貴議会におかれましてはこの趣旨にご賛同いた

だき、国に意見書を提出していただきますよう請願いたします。 

【請願項目】 

 国に対し、以下の事項についての意見書を提出すること。 
 

 骨髄バンクを介して骨髄移植を受けるときに患者が負担している

患者確認検査料、コーディネート開始料、ドナー確認検査料、ドナー

確認検査手数料、最終同意等調整料、および骨髄提供調整料に医療保

険を適用してください。 
 

         茨城県鹿島郡旭村造谷６０５ くるみ屋内 

         骨髄バンクを支援するいばらきの会 
         会 長         牛 島 英 二 

（意見書案） 

     骨髄バンク利用に関わる患者負担金への 

     医療保険適用を求める意見書（案） 

 

 国の主導の下で公的な骨髄バンク（財団法人骨髄移植推進財

団）が発足してから１１年が経過し、非血縁者間の骨髄移植は一

般的、根治的な治療法として、白血病などの難治性疾患に対し不

可欠なものとなっています。骨髄バンク事業の進展に伴い、昨年

度は７６０例の非血縁者間骨髄移植が実施され、本年８月１日に

は累計で、５，０００例に到達するなど着実な成果を挙げており

ます。 

 しかしながらこうした実績を重ねる一方で、骨髄バンクを介し

て骨髄移植を受けるときに負担となる患者確認検査料、コーディ

ネート開始料、骨髄移植にとって不可欠なドナー候補者のドナー

確認検査料・検査手数料や最終同意等調整料、ドナーに対する骨

髄採取後の骨髄提供調整料は約６０万円の患者負担金として発生

し（海外からの骨髄提供を得た場合は、骨髄採取料などが全額自

己負担となるため300～500万円が必要）、患者とその家族は過重

な経済的負担を負わされております。 

 そこでこのような患者の経済的負担を解消し、患者ならびにご

家族が闘病に専念できる環境を整えるために、骨髄バンクを介し

て骨髄移植を受けるときに患者が負担している患者確認検査料、

コーディネート開始料、ドナー確認検査料、ドナー確認検査手数

料、最終同意等調整料、および骨髄提供調整料に医療保険を適用

くださいますよう要望いたします。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 

 

 平成１５年  月  日 

 

                      ○ ○ 議 会 

 

（提出先） 

    内閣総理大臣  小 泉 純一郎  様 

    厚生労働大臣  坂 口  力  様 

(全国協議会ニュースより抜粋) 

 平成16年度の診療報酬改定議論は2月13日、厚生労働省から中医協に諮問、即日中医協会長から厚労大臣宛に答

申されました。結果として保険適用運動は、同種骨髄移植の手技料に1万点（10万円）加算される形で決着しまし

た。（さい帯血移植術にも、同額手技料加算） 

県内の議会請願採択状況 

 （９月期）茨城県、日立市、水戸市、つくば市、取手市(12月採択)、下館市 

 （12月期）土浦市、結城市、水海道市、関城町、明野町、協和町、大和村、岩瀬町、谷和原村、藤代町、 

      波崎町、神栖町 (継続審議：真壁町) 
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NO 月 日 曜日 会   場   名 担当保健所 同担当者 地区普及広報委員 

1 5 6 木 イトーヨーカドー古河店 古河 堀米 鈴木 

2  9 日 つくば献血ルーム（つくばﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ) つくば 岩渕 伊井 

3 6 2 水 旭村役場 鉾田 大曽根 山﨑 

4  23 水 日本メクトロン つくば 岩渕 伊井 

5  24 木 波崎町役場 潮来 高城 牛島 

6 7 27 火 核燃料サイクル開発機構 水戸 悉知 伊井 

7  29 木 大子町役場 大宮 山田 細谷 

8 8 2 月 陸上自衛隊武器補給処 土浦 伊藤 小田倉 

9  19 木 山之内製薬 つくば 岩渕 伊井 

10  23 月 牛久市保健センター 竜ヶ崎 小菅 小田倉 

11  29 日 つくば献血ルーム（まつりつくば) つくば 岩渕 伊井 

12 9 9 木 サンユーストア中央店 日立 斎藤 牛島 

13  14 火 ジョイフル本田荒川沖店 土浦 伊藤 小田倉 

14  15 水 八千代町中央公民館 水海道 野口 細谷 

15 10 13 水 協和町民総合センター 下館 山内 鈴木 

16  14 木 日立ハイテクノロジーズ ひたちなか 石川 細谷 

17  24 日 茨城県庁(県民まつり) 水戸 悉知 伊井 

18 11 18 木 鹿嶋市役所 潮来 高城 牛島 

19  29 月 日立電線高砂工場 日立 斎藤 牛島 

20 12 22 水 原子力研究所東海研究所 ひたちなか 石川 細谷 

21 1 14 金 水戸市役所 水戸 悉知 伊井 

22  20 木 竜ケ崎保健所 竜ヶ崎 小菅 牛島 

23  31 月 結城市役所 下館 山内 細谷 

24 2 1 火 陸上自衛隊古河駐屯地 古河 堀米 鈴木 

25  18 金 原子力研究所那珂研究所 大宮 山田 細谷 

26 3 17 木 下妻市役所 水海道 野口 鈴木 

27  25 金 玉造町役場 鉾田 大曽根 山﨑 

県立こども病院 X’masプレゼント 

  Ｈ15. 12. 21実施（３年連続） 
 

 こども病院訪問の報告です。 

 参加者は、和田かず美さん (女の子サンタ)、瀧さん、

伊井さん (トナカイさん)、川井さん、新家さんご夫妻、

小田倉(サンタ)。 

 前日とは違い、よい天気に恵まれました。入院中の子

供たちも突然の着ぐるみ軍団に驚き、泣き出す子が続出

しておりましたが、非常に喜んでもらえたと思います。       

 特に印象に残ったのは、子供たち以上にお母さん方、

看護師さんの喜んでいる姿でした。日頃の看病の疲れに

対して多少は癒しの効果があったのでしょうか。写真を

一緒に撮って欲しいとのリクエストも多く、大変有意義

な一日となりました。        （小田倉孝夫） 

 

イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン 

  県内４店舗で骨髄バンクのＢＯＸを設置 
 

 イオングループでは毎月11日のイオン・デーに、地域

のボランティア団体へのサポートとして、投函BOXを置

いています。この日はレシートが黄色になっており、そ

れを応援したい団体のBOXに入れて頂くというもので、

その合計金額(６ヶ月毎)の1%が、団体の希望する品物と

して、その団体へ贈られる仕組みとなっています。 

 当会では、県内４店舗に申請・設置しており、昨年の

希望品はこども病院へのクリスマスプレゼントとしまし

た。今年度も継続してやっていますので、お買い物の際

は、ご協力よろしくお願いします。 

 （１６年２月期還元額） 

   ボンベルタ伊勢甚 日立店  ２６，６００円 

   ジャスコ     笠間店   ９，２９０円 

           つくば店   ８，４５０円 

            下妻店   ８，４２５円 

《主な活動報告》 

平成１６年度茨城県骨髄バンクドナー登録会予定 

総会のお知らせ 
 いばらきの会総会を、次のとおり予定しています。 

  日 時 ： ６月１３日（日）１４：００～ 

  場 所 ： くるみ屋（鹿島郡旭村造谷６０５） 

      皆様のご参加をお待ちしています。 



2004年4月 会報24号 Page 4 

 

ドナー登録者30万人をめざして！ 

骨髄バンクのボランティアを応援してください 
 骨髄バンクを支援するいばらきの会では、茨城県内で骨髄バンクの普及啓発をボランティアで行ってい

ます。 

 活動資金は皆さまの善意の寄付によってまかなわれています。ボランティア活動への応援をお待ちし

ております。なお、ご面倒でもご寄付と会費の納入は郵便振替でお願いします。 
 

郵便振替口座名義：00110-3-127575  

加入者名義：骨髄バンクを支援するいばらきの会 

  

 

事務局から御協力のお願い 
 平成１６年度も年間２７回の登録会が予定されており、登録会当日の説明員ならびにチラシ配布などの要員を

それぞれ確保する必要があります。 

 開催日はほとんど平日のため、本業をお持ちの方は個人休暇をお取りいただくなどが必要となりますが、それ

ぞれの登録会を有意義なものとするためには会員の皆さんのお力添えが不可欠です。皆さんのご参加・ご協力

をよろしくお願いいたします。 

 お住まいのお近くの会場への参加をご希望される方は、事務局までご連絡をお願いいたします。 

 また、皆様方のお住まいになっている各市町村や企業などでのイベントがありましたらお知らせください。骨髄

バンクのＰＲに役立てたいと考えております。ご協力お願い致します。 
 

１６年度年会費納入のお願い 
 皆様からの会費は大切な運動資金です。有効に活用致します。また善意のご寄付もよろしくお願い申し

上げます。    年会費 一口 ２，０００円 何口でも 
 

会費納入とご寄付をありがとうございました 
（2003年5月1日～2004年4月30日現在) (順不同、敬称は略させていただきます。） 

寄付：5/12佐藤朗3,000円 5/16佐藤ちい子3,000円 5/19横田喜吉2,000円 5/19牛島英二100,000円 5/24伊井義人3,000円 

 5/24萩原千春3,000円 佐藤恵子3,000円 瀧公恵8,500円 山﨑揚久3,000円 円 6/2花崎範子3,000円 6/4松園茂樹10,000円  

 6/4富田10,000円 8/5岡田芳郎2,785円 9/18安藤純子8,000円 10/20立原三郎4,230 1/29匿名20,000円  

お寄せいただいたご寄付のうち、会費未納の会員からは会費（年2,000円）を差し引いて掲載させていただきました。 

日本骨髄バンク骨髄提供希望者 (ドナー) 登録者数：186,153 人（県内 3,379 人） 

骨髄移植希望者（患者数）：2,470 人（県内 40 人） 

バンクを通じての移植例数：5,489 例（県内移植数 100 例、県内採取数 87 例） 

(2004 年３月末現在） 

編集後記 桜の花も散り、新緑がまぶしい季節になりました。うららかな春の陽気に誘われて、つい 

 つい愛犬との散歩も長くなりがちな今日この頃です。我が家の周りでは、田植えの準備が着々と進んで 

 いるようです。ドナー登録も目標に向かって着々と進んでいくことを望むばかりです。   （伊井） 

 （会報発行が大変遅れ、会員の皆様にご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。）   

特定非営利活動法人全国骨髄バンク推進連絡協議会   

骨髄バンクのお問い合わせは 0120-892-106、 office@marrow.or.jp、 http://www.marrow.or.jp  まで 

患者電話相談 白血病フリーダイヤル 0120-81-5929 
毎週土曜日 10:00～16:00 ＊毎月第2・第4土曜日は血液専門医もご相談をうかがいます 

 

（財）骨髄移植推進財団 ホームページ http://www.jmdp.or.jp 
ドナー登録についてのご質問・お問い合わせは 

財団フリーダイヤル 0120-445-445 または ドナーズネット http://donorsnet.net まで 

事務局より 


