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要約 

 「若者の献血離れ」が進む中、厚生労働省の将来推計から、2027 年には 85 万人分の献

血者不足が生じると打算された。将来推計によると 2027 年には輸血用血液製剤の供給本

数が最も多くなると予想されており、厚生労働省は全体献血率を 7.2%まで引き上げる必要

性を強調している。我が国の 10 代・20 代の献血率は低下の一途を辿っており、全体献血

率は平成 25 年度においては 6.0%となっている。これを受けて日本赤十字社は将来的な血

液確保のため、10 代・20 代の若年層に焦点を当てた献血推進活動として普及・啓発を行

ってきたが、目標とする数値には達しておらず、このままでは将来的な血液需給に大きな

ギャップが生じてしまうおそれがある。われわれは、この現状を日本社会の危機として捉

え、若年層の献血率を向上させるための考察を行った。 

 本稿では献血事業の現状を踏まえ、日本赤十字社が若年層を対象とした献血普及活動が

若年層の献血率向上と結びついていないことを問題意識とし、47 都道府県の若年層の献血

率に影響を与える要因を明らかにするためにパネルデータ分析を行った。その結果、献血

セミナーと献血バスが若年層の献血率に有意であることが判明した。高校生を対象にした

献血セミナーが献血意思に影響を与えることは先行研究からも確認されている。しかし、

献血推進計画によると献血普及活動は各都道府県によって施策が違うため、献血率向上の

寄与にバラつきがあることがわかった。また岡山県の意識調査から、初めて献血するきっ

かけとして献血バスが約 7 割であるという結果から、献血バスの適正配置が献血率向上に

寄与すると考えた。これを受けてわれわれは献血セミナーを行った地域におけるセミナー

後 1 週間の献血バスの常駐義務化を政策として提言する。この政策によって献血セミナー

を受講した若年層が献血を行うことができるようになるため、将来的な血液需給ギャップ

を回避することができると考える。 

 

キーワード 献血 若年層 推進活動 日本赤十字社  
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はじめに 

 手術時に用いられる血液は医療現場には必要不可欠なものとして認知されている。現在、

我々が住む日本社会では高齢化が進行しており、医療機関にかかる患者が増えると予測さ

れることから、今後血液の需要が増加していくと考えられている。現在、血液需給の均衡は

国民の善意に依存した状態となっている。なぜなら、善意によって献血された血液は安全で

あるとの思想に基づいているからである。過去、日本では売血によって血液が集められてい

たが、売血方式は品質低下と固定供血者層からの頻回採血を引き起こす原因になるとされ、

廃止された。そのため、安全性を十分に考慮した上で、現在日本赤十字社では献血方式のみ

によって人々から血液を集め、血液需給の均衡を維持しているのである。 

献血された血液は、精密な検査や血液成分ごとに分離され、赤血球製剤、血漿製剤などの

輸血用血液製剤となり血液センターに保管される。また、保管期間も各血液製剤によって異

なり、最も多く使用される血小板製剤は、採血後 4日間しか持たない。そのため血液は長期

的な保存ができず、持続的な献血が必要とされる。 

 また、献血率は若年齢層を中心に年々減少傾向にある。さらに少子高齢化により、輸血を

必要とする患者が増えると予測されている現在、このままでは将来的な献血不足が生じ現

在の医療に必要不可欠な輸血を受けられなくなる患者が生まれると予測される。また、献血

事業を行う日本赤十字社の血液事業は 11年間の赤字続きであり、日本赤十字社の事業の困

難さがうかがえる。我々の研究目的は、若年層の献血率を向上させる要因を明らかにし、政

策を提言することで、将来の血液需給の安定化に貢献することにある。 
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第１章 現状分析 

第 1節 献血事業の歴史 

かつて日本では、輸血療法として、輸血を必要とする患者のベッドの隣に血液の提供者

を寝かせ、提供者から注射器などに採取した血液を直接に輸血するなど、血液を採取して

そのまま輸血する方法が主流であった。しかしながら、この輸血法は血液の安全性に問題

があり、感染症を引き起こす事故が多発していたため、日本政府は本格的に血液事業に取

り組むことに決めた。これをきっかけに、1952年には健康的な人に無償で血液を提供して

もらえる献血事業を目的とする日本赤十字社血液銀行東京業務所が開設され、新たな血液

供給の体制が確立された。 

その後、日本赤十字社とは別に商業的な血液銀行が設立された。この商業的血液銀行

は、1963年時点で全国に 55行あった血液銀行のうちの 39行あり、日本赤十字社が占める

血液銀行はわずか 16行であった。また、当時採取した血液量のうち約 98.1％を商業的血

液銀行が提供した血液で占められていた。商業血液銀行は次々と設立され、日本赤十字社

による献血事業は衰退の一途をたどった。このようにして、日本における血液事業は商業

的血液銀行の台頭により売血が主流となった。 

 しかしながら、商業的血液銀行による売血行為によって提供された血液製剤は、安全面

や衛生面の観点からも危険性が高く、営利目的で頻繁に売血に参加する血液提供者の血液

に「黄色い血」と呼ばれる血中色素が極端に減少する事例が多数みられる事例も発生し

た。「黄色い血」は、輸血効果が低いことや、輸血後も輸血を受けた患者に肝炎などの副

作用を引き起こす可能性があるため、現代の基準では適切な血液製剤とはいえない。1964

年には、来日していたアメリカのライシャワー駐日大使が暴漢に襲われ手術を受けた際、

売血による安全性の低い血液製剤が使用されたことで肝炎を発症する事件が起こった。政

府はこの事件を機に、これまでの売血制度が改めて見直し、輸血用血液は売血ではなく、

国民の善意からなる献血により確保する体制を確立するよう閣議決定された。それに加

え、4年後の 1969年には売血による輸血用血液の供給を中止され、その 5年後には血液銀
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行に自分の血を預ける預血制度が廃止されたことにより、輸血を完全に献血によってまか

なう献血体制が確立した。 

  以上の献血に関する歴史の流れから、現在の日本では、献血は国民の善意によってま

かなわれているということがわかる。現在の日本の献血システムにおいて、安全性の確保

は極めて厳しく取り締まられている。完全な献血体制が日本で確立されてからも輸血によ

る感染症の事故は多々報告されたものの、その数値は過去 40年間で大幅に減少した。厚

生労働省の調査によると、日本における輸血後肝炎発症率の推移は、売血が行われていた

1960年では 50.9％あったのに対し、2000年時点ではわずか 0.001％であった。これは、

献血体制を確立した他にも、その後に B型・C型肝炎ウイルス検査の導入や 400mL 献血・

成分献血の促進、献血者に対する詳しい問診の実施などの、輸血を受ける人々に安全な血

液を供給するための対策がなされたことが起因していると言える。 

また日本赤十字社は、仮にウィンドウ・ピリオド（ウイルスに感染してから検査で検出

できるようになるまでの期間）に献血された血液によって輸血を受けた患者に感染症が生

じた場合を踏まえ、輸血副作用における原因、またその感染拡大を防止する対策が調査で

きるよう、全献血者の輸血用血液の一部を全国の各血液センターで冷凍保管するという安

全対策をとっている。さらに 2012年 4月、日本赤十字社はより安全で高い品質の血液を

確保するため、全国に 7つのブロックセンターを設置する広域事業体制を導入した。これ

により、全国に均質的かつ安全な血液が製造され、医療機関の需要に対応できるようにな

り、県境を超えた血液の供給も可能となった。このような政策からも、日本の血液事業は

安全面の確保が極めて重要視されていることがわかる。 

 

第 2節 少子高齢化による構造的な問題と厚生労働省のシミュ

レーション 

 前章でも述べたように、現代の医療において輸血療法で使用される輸血用血液製剤は、

国民の善意に依存した献血方式によって賄われている。日本赤十字社によると、１日平均

約 3000人もの人々が輸血を受けており、この輸血医療を支えている献血の重要性は明ら

かである。しかし、国立社会保障・人口問題研究所が行った出生率、死亡率中位仮定の推

計結果によると、年少（0歳から 14歳まで）人口は、2010年では 1684万人（全人口の約
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13％）であり、2030年時点では 1204万人（全人口の約 10％）に減少すると予測されてい

る。また、生産年齢（15歳から 64歳まで）人口は、2010年時点では 8173万人（全人口

の約 64％）であり、2030年時点では 6773万人（全人口の約 58％）に減少すると予測され

ている。しかし、同調査で、老年（65歳以上）人口は、2010年時点では 2,948 万人（全

人口の約 23％）であるが、2030年時点では 3,685万人（全人口の約 32％）に増加すると

予測されている。（表 1参照）したがって、少子高齢化により、年少人口、生産年齢人口

が減少し、老年人口が増加することがわかる。この少子高齢化による人口変動が、日本の

血液事業に構造的な問題を引き起こしている。 

少子高齢化による人口変動が引き起こす構造的な問題は主に 2つある。1つ目は、輸血

用血液製剤の需要本数が増加することである。都内にある病床数 20床以上の医療機関 638

箇所を対象として行われた輸血状況調査によると、年齢別輸血状況は 50代以上の患者へ

の輸血が全体の 85.1％を占めている。（表 2参照）また、医療機関での輸血用血液製剤の

使用は、悪性新生物、血液及び造血器、循環器系、消化器系などの治療に用いられてい

る。（表 3参照）東京都福祉保健局によると、悪性新生物の治療に使用される輸血用血液

製剤は全体の 36.3％を占めており、前年の 29.7％より増加していることが示されてい

る。年齢が上がるにつれてガンの発症率は増加するため、高齢化によりガン患者が増えて

いくことが予測される。以上の理由から、高齢化が進む日本において、輸血を必要とする

50 代以上の人口が増加するため、輸血用血液製剤の需要本数が増加することが予測され

る。2つ目は、少子高齢化に伴う献血可能人口の減少である。健康的な若い世代の献血が

高齢者医療を支えているのが現状であり、献血者の約 80％が 50歳未満（その内の約 25％

が 16～29歳）である。（表 4参照）厚生労働省の調査によると、16歳～69歳までの献血

可能人口は、2015年時点で 8536万人であるのに対し、2027年には 7586万人までに減少

すると予測されている。したがって、献血可能人口の減少により、2027年において、2015

年と同じ血液量を確保するためにはより高い献血率を保つ必要性がある。 

 日本赤十字社は 2010年、将来推計人口に基づき、輸血用血液製剤の供給本数と必要

な献血者数を予測した血液需給将来推計シミュレーションを行った。（表 5参照）当時の

予測では、2027年には約 101万人の献血者が不足すると推測されていたが、その後、医療

技術の進歩により、医療機関では輸血に必要な血液量を減らすことが出来るようになった
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ため、その環境の変化に対応して、厚生労働省は新たに 2014年試算のシミュレーション

を行った。このシミュレーションでは、2013年度の年代別献血率である 6.4％（16-19

歳）、7.4％（20代）、6.9％（30代）、8.1％（40代）、6.2％（50代）、2％（60代）

を維持した場合、年代別の人口変動によって、2015年から 2037年までの血液受給推計が

どのように変化していくのかが示されている。2027年での推計献血者は 455.1万人と予想

され、当時の厚生労働省のシミュレーションにこれまで行ってきた献血事業の実績と、新

たな日本の人口推計データが当てはめられており、2027 年には約 85万人分の献血者不足

が起こるという結果が出た。また、厚生労働省は輸血用血液製剤の需要に対応させた必要

献血者数を予測しており、必要献血者数は、2015年時点で 519.9万人であるのに対し、

2027年には 544.5万人と最大となることが示唆されている。それに対応して厚生労働省

は、全体の献血率を 7.2％まで引き上げるという目標値を定めており、2027年に懸念され

ている献血者不足に備える姿勢を見せている。 

 

表 1 ２０３０年の将来推計人口 

出典：国立社会保障・人口問題研究所（2012）「日本の将来推計人口」より筆者作成 
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表 2 輸血を受ける人の年代別割合 

出典：東京都福祉保健局「平成 25年輸血状況調査結果」より筆者作成 

 

表 3 疾患別輸血状況 

出典：東京都福祉保健局「平成 25年輸血状況調査結果」により筆者作成 
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表 4 献血を受ける人の年代別割合 

出典：日本赤十字社 HPより筆者作成 

 

 

表 5 血液需給将来推計シミュレーション 

出典：厚生労働省「献血推進 2014年」 
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第 2 節 献血の現状 

 

第１項  これまでの献血率の推移 

2000年から 2013年にかけて、我が国の献血率は横ばい傾向にある。（表 6参照）年代

別に献血率を見ると、10代、20代、30代の献血率は減少し、40代、50代の献血率は増大

し、60代の献血率は横ばい傾向にあることがわかる。結果として、我が国の献血率は横ば

い傾向であるが、献血者数の推移を見てみると、1994 年には 661万人だった献血者数が

2013年には 525万人にまで減少している。（表７参照）このことは、少子高齢化によっ

て、献血可能人口が減少していることを示している。2027年には、さらに少子高齢化が進

行し、生産年齢人口は減少し、高齢者人口は増加していくことが予測される。その結果と

して、献血可能人口は減少し、輸血用血液製剤の需要も増加していくと考えられるため、

それに対応した献血率を増大させるための政策が必要である。 

とりわけ、若年層（10代、20代）の献血率の低下は著しく、2008年の WHOの調査によ

ると、諸外国と比較して、日本の 25歳以下の献血率は低い水準であることがわかる。(表

8 参照)また、厚生労働省が平成 23年 10月に調査した“若年層献血意識調査”によると，

献血未経験者のうち“献血に関心なし”とする人が 56.3％を占めているなど，若年層の献

血に関心のない状況が数多く報告されている。そのため、今後献血率を増大させていくた

めには、積極的な献血推進活動を行い、献血に関心をもってもらう必要性がある。 

岡山県では、平成 21年に 1万 330人を対象にした献血に対する意識調査が行われた。

その意識調査によると、献血に関心がある人は全体の 66.6％であるが、実際に献血を行っ

た人は全体の 44.4％という結果となった。また、同調査によると、政府が行っている献血

推進活動の認知度は、「愛の血液助け合い運動」が 18.5％、「はたちの献血キャンペー

ン」が 31.7％、「ももたろう献血キャンペーン」が 14.6％となっている。このことか

ら、献血への関心があっても実際の献血行動につながっておらず、また政府が行っている

献血推進活動の認知度は低い現状にあることがわかる。さらに、4546人の献血者を対象に

した同調査によると、69.9％の人が初回献血の場所を献血バスと回答をしている。その献

血バスの利用場所としては、高校、大学・専門学校、勤務先、ショッピングモールなどが

挙げられている。したがって、初回献血者において献血バスは選択されやすく、重要な役

割を担っており、そのため現在政府はさまざまな場所で献血バスの配置を行っていること

がわかった。 
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 第２項 献血率減少の要因 

 献血率が減少した社会的要因として松坂（2013）は、7点述べている。1点目は、400mL

特化による対象者の減少である。一度に採血できる献血の量は基本的には全血献血の場

合、400mLと 200mLの二つがあるが、以前は 400mL、200mL問わず採血していた。しかしな

がら、近年輸血を受ける患者は、なるべく少ない人数の血液からなる血液製剤で輸血を受

ける方が副作用発生のリスクが低く、安全性が高いことから、1986年より、400mL 献血へ

の参加を強く推奨されることになった。400mL献血は 200mL献血の半数の人数で量がまか

なえるというメリットがあるが、200mLの献血よりも 400mLの献血は、年齢制限（男性 17

歳以上、女性 18歳以上）、体重制限（50㎏以上）、採血間隔、ヘモグロビン値基準（男

性 13.0以上、女性 12.5以上）などの献血基準が厳しくなるため、400mL献血者の絶対数

は増えていないのが現状である。 

 2点目は、ヘモグロビン低値を理由とする採血不適合者の増加である。ヘモグロビンと

は、赤血球中の大部分を占めている血色素のことである。400mLの基準であるヘモグロビ

ン値 12.5ｇ/ｄL以上は、女性献血者にとって 200mL の基準である 12g/dLよりもやや厳し

く、献血の意思があったとしても、不適者になる人が多い。仮に女性の軽度貧血者のヘモ

グロビン濃度が上がれば今後の血液不足はほぼ解決する可能性があるが、簡単に解決でき

る問題ではない。 

 3点目は、生活習慣病や慢性疾患と服用者の増加である。生活習慣病に罹患すると、血

中コレステロール値が高くなり献血基準を満たすことができない。また慢性疾患により医

者から処方された薬を服用している場合においても、献血基準により献血に参加できなく

なる。加えて近年では中高年者の生活習慣病が増加し続けているため、中高年者を献血に

誘導することは難しい。 

 4点目は、企業活力低下による献血減少である。経済不況により、工場の閉鎖・移転や

合理化により企業労働者が減少、献血意欲の減退が起こっているとしている。 

 5点目は、地域の人口減少と高齢化および行政の合併による献血推進力の低下である。

人口減少に伴い公判に行われた市町村合併は、役場の職員の減少によって献血者の減少と

役場の献血推進力が著しく減少した。また、人口の流出や過疎化、行政の物品調達の減少

などが地域全体の献血意欲の減退を招いている。 

 6点目は、学校における献血教育と献血協力の少なさである。献血教育は献血推進とし

て非常に有効であるが、実際の教育現場に出張して献血の意義を講義する出前講座の内容
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の壁や、新教育課程の授業時間数が増加したことによる、講座開講時間確保の難化、学校

側の理解や保護者の理解が得られにくいことから、学校における献血教育は依然として少

ない。 

 7点目は、一部の献血基準の厳格化や問診事項の強化である。感染症予防のために、献

血する前の問診事項や、採取された血液の検査項目がより厳格化されたため、献血できな

い人が多くなり、さらに献血できたとしても実際に輸血用血液製剤として使える量が減少

した。 

 

 

表 6 2007年から 2014年までの年代別献血率の推移 

出典：日本赤十字社 HP「数値で見る血液事業」より筆者作成 
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表 7 献血者数の推移 

出典：厚生労働省 H「献血者数の推移」 
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表 8 諸外国における 25歳以下の献血率 

出典： 「Data reported by countries to WHO Global Database on Blood Safety, 

2008」より筆者作成  
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第 3 節 これまでの政策 

  近年の献血推進の取り組みとして、政府は 2005 年と 2010年の二度にわたり、5ヵ年

の献血推進目標を策定し、献血者確保の取り組みを行ってきた。これらは今後の少子高齢

化による献血可能人口の減少及び高齢化に伴った輸血医療の増加を見越し、安定的かつ持

続的な血液の需給を行うための取り組みである。 

その中で、政府は近年若年層の献血率の減少が著しいため、若年層への対策を強化して

いる。以下では、政府が具体的に二度の献血推進活動を通して献血者にどのような取り組

みを行ってきたのかについて言及する。 

 2005年度より 5年間実施された「献血構造改革」とは、「若年層の献血者対策」・「企

業献血及び企業との連携」・ 「複数回献血対策」・「キャンペーン」・「献血者の健康

被害に対する救済」の主に 5つの取り組みで構成される。 

 「若年層の献血者対策」とは、若年齢層の献血者数減少の対策として実施された推進活

動で、主な活動内容としては大きく三点、全国の若年者献血ボランティア組織、青少年の

ボランティア組織等との組織的な連携を構築し、献血の推進及び将来の献血者に対する普

及啓発を積極的に行う、若年者に受け入れられる献血キャラクターの開発及び媒体を活用

した普及を図る、若年者の献血体験の推進（動機付け）があげられる。 

 「企業献血及び企業との連携」とは、企業のような組織構造の中に献血が入り込むこと

で、より安定的な血液供給を目指して行われた取り組みである。具体的には、献血協賛企

業の検討、 企業の集団献血の推進の二点を軸に行われたものである。 

 「複数回献血対策」とは、過去に一度でも献血したことのある人を対象とした推進活動

のことである。この取り組みでは、献血クラブに献血経験者を任意で登録し、登録献血者

の血液不足時の組織的呼びかけ体制の構築や、複数回献血者向け健康管理に係る付加価値

情報の提供を行っていた。 

 「キャンペーン」では、血液の不足する秋口、年末から新年、新旧年度の変わり目等に

定期的な献血推進キャンペーンを実施した。 
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  「献血者の健康被害に対する救済」では、国の適正な管理のもと「献血者等の健康被

害の補償に関するガイドライン」を策定し、献血によって健康被害を負うことに対して一

定額の補償を行う献血者健康被害救済制度を充実させ、国の関与により公平性、透明性お

よび迅速性に配慮した救済の体制が導入され、献血者がより安心して献血に参加できる環

境作りを目指した。 

 上記を軸とした献血構造改革の目標は、若年層の献血者数の増加、安定的な集団献血の

確保、複数回献血の増加の三点に対して立てられたものである。しかしながら、目標値は

すべての項目で達成することができなかった。若年齢層の献血率は 40%まで上昇させると

いう目標であったが、目標に 13.2%足りず、また集団献血等との連携企業・団体を倍増さ

せる目標については、5247 社の不足。さらに 複数回献血者の 35%増加目標は、4%の不足

がみられた。献血構造改革の数値的目標はすべて失敗に終わったといえる。 

 2010年度より 5年間実施された「献血推進 2014」は三つの理念、献血可能な人に対し

て献血の意義を明確に理解していただく、安定供給に繋がる若年層への対策に力を入れ

る、献血することにより心の充足感が得られる環境を整えることを達成すべく行った推進

活動である。具体的な目標としては、 ①若年層（10 代から 20代）の献血者を献血者全体

の 35％から 40％に増加させること。②安定的な集団献血の確保として、集団献血等に協

力いただける企業・団体を 50,000社まで増加させること。③複数回献血を年間 120 万人

まで増加させるという目標であったが、いずれも前回の献血構造改革同様、これらの目標

値企業との連携の目標値以外は達成されなかった。 

 日本赤十字社は、献血構造改革で述べた失敗から、献血推進 2014ではより効果的な献

血推進活動を行った。しかしながら最も重要視していた献血人数増大の目標は達成してい

ない。また、厚生労働省は 2014年 12月、2015年から 20年までの 6年間を中期目標とし

て、新たに「献血推進 2020」を打ち出した。献血推進 2020の政策内容は、「献血の普及

啓発」、「若年層対策の強化」、「安心・安全で心の充足感が得られる環境の整備」の三

点を軸としており、特に若年層対策の強化については、10代・20代に向けた以前までの

推進活動よりもさらに拡大し、10代から 30代までをターゲットに置いた推進活動に変更

されている。 
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 「献血の普及啓発」とは、広く国民に献血の意義を理解してもらい、献血を行えるよう

効果的な普及啓発を促進することである。また「若年層対策の強化」では、10代に向け

て、献血への理解を深めてもらうことにより、初めての献血を安心して行えるよう、日本

赤十字社が実施する「献血セミナー」などの積極的な活用を推進する。20 代・30 代へむ

けては、複数回献血者にならずドロップアウトする人が多いことから、献血を体験した人

が、長期にわたり複数回献血してもらえるように普及啓発、環境整備に取り組むことであ

る。さらに、「安心・安全で心の充足感が得られる環境の整備」については、献血は相互

扶助と博愛精神による自発的な行為であり、献血者一人一人の心の充足感が活動の大きな

柱となっていることから、献血する人がより安心・安全に献血できるとともに、心の充足

感を得られ継続して献血できる環境整備を図ることを目的としている。 

 献血推進 2020の具体的な数値目標としては、①若年層の増加について、10代、20代、

30 代の献血率をそれぞれ 7.0%、8.1%、7.6%まで増加させる。②連携企業を 60,000 社まで

増加させる。③複数回献血者を 1,200,000人まで増加させる。④献血セミナーの実施回数

を年間 1,600回まで増加させる。の４つとしている。しかしながら、これらの数値目標は

これまでの献血推進活動で成果が表れていなかった若年齢層の献血率増加や、複数回献血

者の増加について、これまでより高い目標、または同様の目標を掲げている。 
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目標 H17年

度 

H18年

度 

H19 年

度 

H20年

度 

H21年

度 

結果 

10 代、20代を献血者全体の

40%まで上昇させる 

33.4% 31.4% 29.2% 28.3% 26.8% 13.2%不足 

集団献血等に協力する企業

を倍増 

24,220

社 

30,835

社 

34,059

社 

38,399

社 

43,193

社 

5247社不

足 

複数回献血者を献血者全体

の 35%まで上昇する 

27.50% 28.10% 29.50% 30.30% 31.10% 4%不足 

表 9 「献血構造改革」の結果について 

出典：「献血構造改革」の結果についてより筆者作成 

 

表 10 「献血推進２０１４」の進捗状況について 

出典： 「献血推進２０１４」の進捗状況についてより筆者作成 
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若年層の献血者数

の増加 

10代の献血率を 7.0%まで増加させる 

20代の献血率を 8.1%まで増加させる 

30代の献血率を 7.6%まで増加させる 

安定的な集団献血

の確保 

集団献血等に協力いただける企業・団体を 60,000 社ま

で増加させる。 

複数回献血の増加 複数回献血者（年間）を 1,200,000人まで増加させる。 

献血の周知度の上

昇 

献血セミナーの実施回数（年間）を 1,600回まで増加さ

せる。 

表 11 献血推進に係る新たな中期目標 ～献血推進２０２０～  

出典： 献血推進に係る新たな中期目標 ～献血推進２０２０～より筆者作成 

 

第 4節 日本赤十字社の具体的な取り組み 

 献血推進 2020 の目標値を達成するための平成 26 年度の日本赤十字社の重点的な取り組

みとして、主に 5つの取り組みが打ち出されている。 

1つ目の取り組みは、各年齢に応じた広報活動である。献血をする意義や献血血液の医療

機関における使用状況を国民に理解出来るように進めていくことが、献血意識を高めてい

くことにつながっている。そのため、パンフレットの「愛のかたち献血（小・中学生用及び

一般用）」の制作、若年層全体（10代から 20代）を対象にした「LOVE in Actionプロジェ

クト」・「はたちの献血キャンペーン」、高校生・大学生を対象とした学生献血広報「TEAM 

GAKUKEN（ガクケン）」などの各年齢別に対応した献血推進活動が展開されており、広報誌

（献血 Walkerなど）の制作・配布などを行うことにより、受血者の顔が見える取り組みを

推進している。また、企業や団体が行う献血推進活動を社会貢献活動の一環として広く一般
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社会で認知されるような「献血サポーター」のロゴマークを配布し、団体での献血推進活動

の普及・拡大を図っている。 

 2つ目の取り組みは、安定供給につながる若年層（小・中学生及び高校生）への対策であ

る。「高等学校学習指導要領解説 保健体育編」に「献血制度について適宜触れること」が

盛り込まれており、また、平成 24年から厚生労働省から文部科学省へ協力依頼通知（学校

における献血に触れ合う機会に関して）が発出された。このことから、平成 26年度におい

ても、高校生はもとより将来献血可能人口に含まれる小・中学生等を対象にした献血セミナ

ーを積極的に行っていく方針が示されている。さらに、文部科学省や厚生労働省の協力を得

て、学校や家庭において命の尊さ、献血の大切さについて考える機会を創るため、「赤十字

社・いのちと献血俳句コンテスト」が実施される予定である。 

 3 つ目の取り組みは、安心して献血ができる環境の整備である。環境の整備に関しては、

平成 22年 9月に「献血ルーム施設整備ガイドライン」が策定されている。このガイドライ

ンに基づいて、献血者が安心して献血が出来る環境の整備が進められている。 

 4つ目の取り組みは、献血者の安全対策である。献血者に対する安全対策としては、採血

時または採血後の副作用発生状況を把握し、献血に関する必要な情報について初回献血者

を始めとした献血者への周知を図り、採血後の休憩をしっかりと取るなどの未然の対応策

を検討していくことが示されている。 

 5つ目は複数回献血クラブ会員の普及拡大である。複数回献血クラブとは、複数回献血者

の増加を図るために、複数回献血クラブ会員を対象に、現行の献血カードに加え、新たなデ

ザインの献血カードを提供している制度のことである。平成 26年度においては、年度内に

再献血を行ってもらうべく複数回献血クラブの会員への取り組みの強化が示されている。 

 

第 5節 日本赤十字社の現状と重要性 

  日本赤十字社は 1952年 4月から日本で血液事業を開始し、これまで献血の周知・普及

など、積極的に促進事業を行っている民間企業である。輸血に用いられる血液は献血を通

して集められ、その献血に関わる事業は日本赤十字社によって独占的に行われている。近

年では、安全で均質な血液製剤を安定的に医療機関へ供給するために全国に 7つの本社直
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轄施設（ブロック血液センター）を設置し、事業を実施する広域事業運営体制を整備し

た。平成 26年 4月 1日の時点で、日本赤十字社は全国 54の血液センターと 190 もの付

属施設を運営し、365日 24時間体制で全国の医療機関へ血液を提供する役割を果たしてい

る。  

 

第 1項 日本赤十字社の財政の現状 

 現在、日本赤十字社の収入のうち約 9割は、血液製剤（献血用血液製剤、分画製剤）を

医療機関に届けることにより得られている。そして、支出のうち約 50％は、献血の推進・

献血者受け入れのための費用および献血をしてもらう際に使用する器具や献血ルーム等に

かかる費用であり、その他として血液検査や血液製剤の製造、調査・研究のための費用、

血液を医療機関へ届けるための費用などがある。 
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表 12 血液事業の収入（平成 26年）、献血事業の支出（平成 26年） 

出典：日本赤十字社 HP「血液事業の財政基盤」より筆者作成 

 2000年代の初期までは、日本の献血事業は黒字で行われており、日本赤十字社は 2003

年度末において約 146億円もの剰余金を保有していた。しかし、献血された血液の安全性

の問題からこの剰余金は底を尽くことになり、さらには日本赤十字社の血液事業における

赤字を引き起こす原因になった。清水ら（2004）によると、献血者へ行われる献血前の問

診において HIV 検査陽性者が問診を潜り抜けてしまうという問題が生じ、その人数は

2002年に 82人（1.42/10万人）にものぼったことが指摘されていた。加えて 2003 年にお

ける輸血用血液の検査において肝炎ウィルス、HIVウィルスが検査をすり抜けて輸血者に

感染する事象も発生。これを受けて、当時の坂口厚生労働大臣が輸血用血液の安全性をよ

り高めるために対策を打つように指示を出し、日本赤十字社は血液検査における核酸増幅

検査の精度 2.5倍に上げる措置を取った。しかし、この検査精度を向上させた代わりに毎
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年数十億円の追加費用が必要となり、結果的に 2004 年度から 50億円の赤字が生じてい

る。次いで 2005年には 67 億円、2006年には 31億円の赤字を記録したことにより、3年

間で剰余金の 146億円を上回る 148億円の赤字を記録（人民網 2007年 10月 8日）。収支

がマイナスで推移し始めることになってしまった。この事態を考慮した上で、医療機関で

取引される血液製剤の公定価格は 2006年度に引き上げられるが、感染が出たことによ

り、日本赤十字社と厚生労働省が血液製剤の使用を控えるよう呼びかけたため、供給量

（取引量）が減少。その結果、血液製剤の金額が引き上げられても赤字問題の解消には至

らなかった。この赤字問題は現在も続いており、平成 24年度には 77億円の赤字、平成 25

年度には 91億円、平成 26 年には 155億円の赤字を記録。このように日本赤十字社の財政

の実態を通して献血事業の問題として取り上げられているのは将来的な献血供給量の不足

だけではなく、事業赤字の問題も抱えていることがわかる。 

 このような現状を解決するための策として、日本赤十字社は職員 115人の削減、予算の

削減を計画してはいるが、赤字額に対して削減できる額が少ないため、根本的な赤字解決

にはつなげることは難しいと見える。日本赤十字社の平成 26年度決済報告よりこのよう

に赤字の状態が長く続いている現状から、日本赤十字社は経費削減に取り組んでいる。し

かし、献血における啓蒙活動費用は増加傾向にあり（グラフ 1参照）、特に平成 23年か

ら 24年にかけては約 90億円もの増加が見られる。啓蒙活動費用の増加にも関わらず、全

体献血率の変化は見られないので（グラフ 2参照）献血推進活動が効率的に作用していな

いことがうかがえる。 
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表 13 平成 27年度の主な経営改善項目について 

出典：平成 26年度日本赤十字社の決算報告により筆者作成 
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表 14 献血の推進・献血者受入のための費用 

出典：日本赤十字社 HPより筆者作成 

 

表 15 献血推進費用と献血率の推移 

出典：日本赤十字社 HP「数値で見る血液事業」より筆者作成 
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第 2項 日本赤十字社の課題 

 現在、行われている取り組みとして、2014年に策定された「献血推進に係る新たな中期

目標～献血推進 2020～」が打ち出されている。これは、日本赤十字社の血液需給将来推

計シミュレーションの結果である血液需要がピークになる 2027年に向けた中期的な取り

組みである。主に「献血推進に係る新たな中期目標～献血推進 2020～」で改定された内

容としては、若年層の項目に 30代が加えられたことである。その達成目標としては、10

代の献血率を 7％、20代の献血率を 8.1％、30代の献血率を 7.6％に上昇させることが掲

げられている。しかし、10代の献血率に焦点を当てると、10代の献血率は減少傾向であ

るのにも関わらず、10代の献血率の目標値は 6.4％（「献血推進 2014」の目標値）から

7％に引き上げられている。したがって、政府が明記した目標値を達成することは困難で

あると予測ができる。さらに財政の赤字の問題も抱えている中で、限られた財政をいかに

効率的かつ効果的に推進活動に活かし、目標の献血率を達成するかが求められている。 
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第 2章 問題意識 

 少子高齢化に伴い献血可能人口が減少するため将来的に血液の需給均衡を保つことが困

難な状況が予想されている日本社会において、日本赤十字社は献血率向上に向けての推進

活動を効率的かつ効果的に行っていく必要がある。現在、献血推進計画の実施は厚生労働省

の政策をもとに日本赤十字社が中心となって都道府県ごとに取り組んでいる。しかし、日本

赤十字社が取り組んでいる献血を普及させるための啓蒙活動はいまのところ目標とする献

血率に達成してはおらず、また日本赤十字社の血液事業は赤字経営が続いているのが現状

である。 

 日本赤十字社の主な推進活動として若年層を対象にした献血セミナーの実施やメディア

を通じての広範的な普及啓発に取り組んでいる。献血者数が不足するのであれば 40代や 50

代の血液を集めるべきではあるが、2027 年時には血液を需要する側へと変遷することが明

らかである。だからこそ若年層の血液を必要とするので、厚生労働省及び日本赤十字社は若

年層に向けた政策を打ち出してきた。しかし、若年層の献血率は依然として減少傾向にある。 

 われわれは、この日本赤十字社が若年層に向けた啓発活動を行っているにもかかわらず、

若年層の献血率が向上していないことを問題意識とする。 
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第 3章 先行研究及び本稿の位置づけ 

第 1節 先行研究 

本章では、献血推進に関する先行研究を取り上げる。献血行動における経済分析を行った駒

村（1997）は、献血された血液は個人の意思によって提供される「ボランティア財」であるとし、供

給される血液の安全性、市場と政府との関連について述べている。この論文の中で氏は「献血に

関する世論調査」を利用して国民の献血に対する意識を考察し、人々の献血行動に対する傾向

をまとめている。分析項目として①所得階層別の献血行動、②学歴別献血行動、③年齢別・性別

行動に分類をし、それらから把握できた傾向をもとに献血事業に必要な改革の考察を行っている。

氏はこれらの観点より、献血に比較的積極性をもって行動を起こす主体は高所得者、高学歴、若

年者、男性といったグループが献血率の高い集団であり、献血確保のためにはこうしたグループ

をターゲットにした政策が有効であると述べている。しかしながらこの論文では定量的な分析がな

されておらず、いくつかの現在の血液事業の問題点を明らかにしたのみで、具体的に献血参加者

の増加を促す手段等を述べていない。 

 次に献血出前講座の有用性について述べられた２つの先行研究を紹介する。松坂（2013）は、

愛媛県内の中学校 140校、高等学校 64校において 2009年から 2012年の間に献血出前講座

を行い、2012 年には献血意識に関するアンケート調査を 4200 人に行ったところ、献血出前講座

の前後では献血意思表明が 40%から 78%まで増大したことを確認した。このことから献血セミナ

ーは献血普及において効果的であることがいえる。同じく溝口（2011）は、埼玉県の高校生を対象

にした献血出前講座が有効で、献血の意義の理解を助ける点で献血推進に役立つと述べている。

また、日本赤十字社による 2012 年度の資料では高等学校における献血セミナーの実施状況を

述べており、献血者数が年々上昇傾向にあることを報告している。井上（2013）によると、平成 23

年度の高等学校での献血セミナーの参加人数が 14,577人から平成 24年度では 68,484人に増

加したことが一因となり、高校生の献血者数が 125,887 人から 136,203 人へと増加したことを述

べている。 
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 しかし、これらの論文で述べられていることは、献血セミナー等の献血に関する知識を得る機会

に参加することによって、若年齢層に向けての献血に対する意識づけを行うことができたという点

のみである。この問題点を補足するものとして、平成 22年 3月に岡山県が公表した「献血に関す

る県民意識調査 報告書」における内容を紹介したい。これは、近年における少子高齢化の傾向

によって献血者の確保が困難になっている現状において、今後の献血推進政策等の基礎資料と

することを目的としたアンケート調査である。平成 21年の 8月から翌平成 22年の 3月末にかけ

て、対象を岡山県在住の 16 歳以上の若年層を中心として行われ、合計 10,366 人からの回答を

得ている。このアンケート項目の中で注目したい点が、献血に対する関心をもっている若年層の

割合と、実際にその意識を献血行動に移している若年層の割合の差である。この調査における問

３では「献血に関心はありますか。」という設問が用意されており、献血に対して「非常に関心があ

る」と回答したのは全体の 11.2％、「関心がある」と回答したのは全体の 55.4％、合計すると約 7

割にあたる 66.6％もの人が献血に関心をもっていることがわかっている。しかしながら問 1 で「今

までに献血を経験したことがありますか。」という問いに対して経験したことがあると回答したのは

全体の 44.4％であった。このことから推測すると、日本赤十字社が中心となって行っている献血

セミナー等の啓発活動において、人々は献血に対して意識を持つことはできるが、その意識を持

った人々が必ずしも献血に参加するというわけではないと考えることができる。 

第 2節 本稿の位置づけ 

以上の先行研究と献血に関する取り組みの結果、そしてアンケート調査により得られた事実を

もとに、我々は実際に行われている献血推進事業に関わる変数を用いて献血率向上の要因分析

を行う。 

 分析では、国や都道府県が実施している献血普及活動を説明変数に導入し、「それぞれの献血

普及政策が献血率にどのような影響を与えているのか」について、 47 都道府県を対象としたパ

ネルデータ分析を行う。分析に用いる説明変数であるが、国内では献血に関係した定量分析を行

っている先行研究がほとんどないため、献血率向上に影響を及ぼしていると考えられる要素を日

本赤十字社が各年度ごとに公表している「献血事業年報」、また国内で行われている「献血セミナ

ー回数」のデータを用いて独自に選択し、分析に用いることとした。これらの分析結果を考慮した

上で、我々はより効率的で実態に即した、献血率を向上させる政策を提言していきたいと考える。 
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第 4章 実証分析 

本章では、平成 19年度から平成 23年度にかけての 47都道府県の若年層の献血率と、

献血率の向上に影響を与えると考えられる変数を用いて、何が献血率の変化に影響を及ぼ

すかを検証していく。我々の研究では、日本赤十字社が毎年発行している血液事業年報に

記載されている 16歳～19 歳の献血率と 20～29歳の献血率のそれぞれ 2種類を被説明変数

として用い、その他日本赤十字社が提供している献血推進活動における数値データ等を用

いて、平成 19年から平成 23年にかけての都道府県別のクロスセクションデータを作成。

これをもとにパネルデータ分析を行い、献血率の変化の要因分析を行う。  

 

第１節 分析モデル 

 ◆モデル式 ①Ｙ1it=α+β1X1it+β2X2it+β3X3it+β4X4it+β5X5it+β6X6it+εit  

                                                   （i=1〜47,t=2007〜2011）  

            ②Ｙ2it=α+β1X1it+β2X2it+β3X3it+β4X4it+β5X5it+εit  

                                                    （i=1〜47,t=2007〜2011）  

 

 

◆ 変数  

モデル式 ① 

Y1it :都道府県別 16〜19歳の献血率  

α :定数項  

εit:誤差項  

 

β1; X1の係数 

β2: X2の係数 

β3; X3の係数 

β4: X4の係数 

β5; X5の係数 
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β6: X6の係数 

 

X1 :都道府県別 献血ルーム数 

X2 :都道府県別 献血バス台数 

X3 :都道府県別 セミナー回数 

X4 :都道府県別 大学生セミナー参加人数 

X5 :都道府県別 高校生セミナー参加人数 

X6 :都道府県別 他学生セミナー参加人数 

 

モデル式 ② 

Y2it :都道府県別 20〜29歳の献血率  

α :定数項  

εit:誤差項  

 

β1; X1の係数 

β2: X2の係数 

β3; X3の係数 

β4: X4の係数 

β5; X5の係数 

 

X1 :都道府県別 献血ルーム数 

X2 :都道府県別 献血バス台数 

X3 :都道府県別 セミナー回数 

X4 :都道府県別 大学生セミナー参加人数 

X5 :都道府県別 他学生セミナー参加人数 

 

本稿のパネルデータ分析では以上のモデル式を用い、2007 年から 2011 年までの 5 年間

の パネルデータを利用したプーリング推計モデルを採用する。 
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第 2節 変数選択 

 

モデル式① 

被説明変数：平成 19年から平成 23年までの 16歳～19歳の献血率 

(日本赤十字社 血液事業年報) 

説明変数： 

1. 献血に参加した 16～19歳 1人当たりの献血ルーム数 

（日本赤十字社 血液事業年報から算出） 

献血ルーム数が増加することによって、人々は献血に参加する機会を得ることができ

るため、献血ルーム数は献血率に対して影響を及ぼすと考えられる。 

 

2. 献血に参加した 16～19歳 1人当たりの献血バス台 

（日本赤十字社 血液事業年報から算出） 

先述の通り、初回献血の機会、また献血に関する情報を知る機会として最も多く挙げ

られたのが献血バスであった。そのため、献血バスも献血率の変化に影響を与えてい

ると考え、説明変数として用いる。 

 

3． 都道府県ごとの献血セミナー回数  

(献血者確保対策について 平成 24年度 日本赤十字社の取り組み) 

先行研究でもあった通り、啓発活動の一部である献血セミナーが行われると、若年層

に献血に対する意識づけを行うことができる。しかしそれらが実際に献血につながっ

ているかは把握できていないため、セミナー回数も献血率向上に影響をおよぼすので

はいかという仮説の元、データを検証する。 

 

4． 献血セミナーに参加した高校生の人数 

 (献血者確保対策について 平成 24年度 日本赤十字社の取り組み) 

献血セミナーに参加した高校性が増えれば増えるほど献血率向上するのではないかと

いう仮説のもと、説明変数に加えた。 
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5． 献血セミナーに参加した大学生の人数  

(献血者確保対策について 平成 24年度 日本赤十字社の取り組み) 

   高校生同様、献血に対する意識づけがなされれば、献血行動につながるのではない

かと考え、説明変数に加えた。 

6． 献血セミナーに参加した他学生（専門など） (献血者確保対策について 平成 24

年度 日本赤十字社の取り組み) 

   4．５の理由と同じ 

 

モデル式② 

被説明変数：平成 19年から平成 23年までの 20歳～29歳の献血率 

(日本赤十字社 血液事業年報) 

説明変数 

1. 献血に参加した 20～29歳 1人当たりの献血ルーム数 

（日本赤十字社 血液事業年報から算出） 

2. 献血に参加した 20～29歳 1人当たりの献血バス台数 

（日本赤十字社 血液事業年報から算出） 

3． 都道府県ごとの献血セミナー回数  

(献血者確保対策について 平成 24年度 日本赤十字社の取り組み) 

4． 献血セミナーに参加した大学生の人数 

 (献血者確保対策について 平成 24年度 日本赤十字社の取り組み) 

5． 献血セミナーに参加した他学生（専門など）  

(献血者確保対策について 平成 24年度 日本赤十字社の取り組み) 

※データ２に用いた仮説もデータ 1のものと同様である。 
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第 3節 分析結果 

 モデル式① 

説明変数 係数 標準誤差 t値 p値   

献血ルーム数 1.25E-01 1.21E+00 0.1032 0.91788   

献血バス台数 -1.54E+01 1.43E+00 -10.8201 2.20E-16 *** 

セミナー回数 -2.25E-04 1.21E-04 -1.8689 0.062924 . 

大学生セミナー参加人数 3.30E-06 3.11E-06 1.0579 0.291239   

高校生セミナー参加人数 -3.25E-06 1.26E-06 -2.5867 0.010311 * 

他学生セミナー参加人数 1.29E-05 3.98E-06 3.2417 0.001366 ** 

決定係数      0.51569  

※ ***1%水準で有意 **5%水準で有意 *10%水準で有意           (筆者作成) 

モデル式② 

説明変数 係数 標準誤差 t値 p値   

献血ルーム数 -1.01E+01 4.76E+00 -2.1208 0.03502 * 

献血バス台数 -1.14E+01 7.17E+00 -1.5902 0.11316   

セミナー回数 -2.36E-04 1.01E-04 -2.341 0.02009 * 

大学生セミナー参加人数 -3.40E-06 2.85E-06 -1.194 0.2337   

他学生セミナー参加人数 2.62E-06 3.58E-06 0.7331 0.46425   

決定係数      0.066311  

※ ***1%水準で有意 **5%水準で有意 *10%水準で有意           (筆者作成) 

 

  



ISFJ2015 最終論文 

 

36 

 

第 4節 推定結果 

 結果として、モデル式①から「献血バス台数」が有意水準 1%で負に有意であることがわ

かった。このことから、献血バスが配置されている地域で、効率的に献血が行われていな

いと考えられる。また、モデル式②では、決定係数が低く回帰式の当てはまりがよくなか

ったため、有意な結果は得られなかった。 

 したがって、モデル式①の結果をふまえ、次章では政策を提言する。 
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第 5章 政策提言 

 

第1節 提言内容 

 分析の結果と日本における献血事情を考慮した上で、我々は「献血セミナーを行った地

域において、セミナー後 1週間の間、献血バスを常駐させる」ことを義務化することを厚

生労働省に対して提言する。今回の一連の現状分析、定量分析を通して我々が問題意識を

持ったのは、献血セミナーを行うことによって、献血に対する意識が高まっているにも関

わらず、その意識を行動に移すまでに時間差が生じてしまい、セミナーを行う効果が下が

ってしまうという点である。データにもあるように、現在日本では将来的に高齢化社会と

なってしまうことによって医療機関に関わる高齢者が増加していくと予測されることか

ら、輸血用血液製剤の需要が高まっている状態にある。この問題を解決に導くためには、

今後も継続して献血に参加することができると見込まれる若年層に対して献血に対する意

識を高めていく必要性があるということが厚生労働省からも指摘されている。これらの現

状を踏まえた上で、我々は現在の献血事業で取り組まれている献血セミナーの効果をより

価値的なものとしていくために、献血バスによる身近な献血機会の提供促していきたいと

考えている。 

第2節 政策の実現可能性について 

 ここでは我々の提案する政策がどのような根拠を元にしているかを明らかにしていきた

い。この政策が有効性を持つとして用いた点は、厚生労働省が行った若年層献血意識調査

と、先に述べた岡山県における献血に関する県民の意識調査での回答における事実による

裏付けである。 

 前者の厚生労働省による若年層献血意識調査では、平成 23年度に全国の 16～29歳の献

血経験者（過去に一度でも献血をしたことがある人）と献血未経験者（過去に一度も献血

を経験したことがない人・採血前の血液検査において基準をクリアすることができず、献
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血に参加することができなかった人）それぞれ 5000 人ずつの計 10000人に対して、イン

ターネットを通じて調査票を送り、回答を集めたものである。この調査の目的は、近年減

少傾向にある若年層の人口と、同年代の献血離れを考慮した上で若年層の献血に対する意

識がどのように変化しているのかを検証、そしてその後の若年層に対する献血を促す取り

組みへの参考資料として用いるという点にある。この調査は平成 23年度に行われる以前

に、平成 17年と平成 20年の 2度にわたり行われており、過去のデータと比較することも

目的となっている。この意識調査における【献血の広報・キャンペーンへの認知接触状

況】を検証する設問において、献血に関する広報接触媒体は何か、というものがあった。

その解答として、献血未なると考えられるため、献血バス 1台当たりの経験者全体のうち

の 53.4％が「献血バス」と答えており、献血を知るために最も接触するものが献血バスで

あるという結果が出ている。また、職業別に細分化して得られたデータにおいても、調査

に参加した大学生・専門学校生のうち、59.6％が献血バスを接触媒体として選択してい

る。岡山県の調査では、献血をしたことがあると回答した人のうち、69.9％もの人が初回

献血を献血バスで行ったと回答している。これらの結果を踏まえると、若年層と最も接触

率が高く、献血参加を促しやすい媒体は献血バスであるということがわかる。 

 また、日本赤十字社が発行する「血液事業年報」における受け入れ施設別献血者数を見

ると、データが存在する平成 19年から平成 26年にかけて 246万人いた献血バスによる献

血参加者は 221万人にまで減少している。この 7年間の間に献血バスは 291台から 286台

へと減少してはいるが、これは日本赤十字社が費用削減のために献血バス 1台の稼働率の

向上を目指したことが影響していると考えられる。しかし献血バスの減少数と献血者の減

少数の規模が異なっているため、人々の献血への関心が薄れてきているという点も考慮し

なければならないであろう。だが、今回我々が提案する政策であれば、セミナーに参加を

して献血への意欲や関心が高まった若年層が献血バスを利用することに稼働率も向上させ

ることができると見込んでいる。 

第3節 初回献血者からリピーターへ 

前項までで述べてきたのは、どのようにして献血に対して意識を持つことができた若年

層に対して献血参加を促すことができるかどうかという点であった。しかし我々の政策の
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目的は献血に参加した若年層が初回献血者の状態で献血から遠ざかるのではなく、リピー

ターとして今後も献血に関わっていくことのできる仕組みを作ることにある。この目的を

達成するために、我々は現在行われている複数回献血協力者を増やす目的で行われている

複数回献血クラブと連携したシステムを作ることでさらなる献血率向上を目指していきた

いと考える。具体的な内容としては、献血に参加した若年層に複数回献血クラブ会員にと

して今後も献血に参加を促す仕組みを作る、というものである。ただしかし現状の複数回

献血クラブのシステムでは、献血に参加することによって記念品を受け取ることができる

という点でしか献血参加者に利得を与えることができないものとなっている。そこで我々

は、現在日本赤十字社が主催して行っている「Love in Action」のうちの「Love in 

Action Meeting」と呼ばれる、著名人が加わり、献血活動を訴えかけていくイベントへの

参加権を、複数回献血者クラブに所属する者に限定することも加えて提言の一部とした

い。現在このイベントへの参加は特別な制限はなく、チケットの購入をすることによって

参加することができるようになっている。しかしながら今回の政策によってこのイベント

への参加条件を複数回献血クラブ会員であることを加えることによって、献血参加へのイ

ンセンティブを付与すること、またその後のイベントに参加をすることによってさらなる

献血への関心を高めていくことができるのではないかと考えている。また、現在日本では

各都道府県が独自の献血促進運動を行っており、献血セミナーのみならず様々な取り組み

が行われている。その中でも秋田県では若年層の献血率が全体の献血者の約 10％を占めて

おり、独自に若年層の既献血者に対し、クリスマスやバレンタイン等の時期にダイレクト

メールで献血参加を促すという活動を実践している。我々はその取り組みを秋田県のみな

らず全国的な取り組みとして普及し、初回献血のみで終わらないよう、先に述べた複数回

献血クラブにおけるインセンティブの付与を通じてリピーターを増やしていきたいと考え

る。 
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おわりに 

 本稿では、日本赤十字社が若年層に向けた献血推進活動を行っているにもかかわらず、

若年層の献血率が減少していることを問題意識において、将来の血液需給の安定化に貢献

することを研究目的とし、若年層の献血率を向上させる要因を考察した。先行研究を元に

パネルデータ分析を用いて 10代・20代の献血率に影響を及ぼす要因を実証分析した。こ

こから献血セミナーと献血バスが 10代・20代の献血率に有意であることを検証した。そ

の結果に基づいて、若年層の献血率を効率的に増加させる政策として、献血セミナーの実

施に伴う献血バス常駐義務化を提言した。 

 しかしながら本研究では、より精密な分析を行うために、より適切な説明変数を選択す

る必要があったが、データ入手が非常に困難であったため精密な分析を行うことができな

かった。また、政策においてわれわれは献血セミナーが行われることを前提としている

が、特に 10代に対しての献血セミナーを開催するためには様々な課題があり、本稿では

それらの課題については触れていない。さらに献血バスの稼働数には限りがあるため、セ

ミナー開催後に献血バスを設置するためには、より効率的なセミナー開催数および献血バ

スの配置を検討する必要があり、今後の研究課題としたい。 

 本稿において焦点を当てた若年層の献血率減少への対策は、少子高齢化が急速に進行す

る我が国において喫緊の課題である。今後、我々の研究が若年層の献血率の増大への働き

の一助となれば幸いである。 
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・日本赤十字社 HP「血液事業年度報 平成 19年度統計表」 

(http://www.jrc.or.jp/activity/blood/pdf/ketsueki081003-2.pdf) 

（URLはすべて 2015年 10月 30日アクセス） 
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