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次の質問について選択方式の回答の場合は「レ」などのチェックをしてください。意見を

記入する方式の場合は直接ご記入ください。 

該当する回答が複数の場合はすべてチェックしてください。 

 

 

Ⅱ施設について 

 

1 施設概要 

 

DPC 導入： □(1)有 □(2)無 

 

 病院機能評価取得：□(1)有 □(2)無   

 

救急区分：   次救急 

 

2 病院機能分類について 

 

01：病床数分類        □(1)0～19 床 □(2)20～99 床 □(3)100～199 床  

□(4)200～499 床 □(5)500 床～ 

 

02：全麻手術件数   □(1)有 □(2)無 

有りの場合：   □(1)2 件未満/年・病床当 □(2)2 件以上/年・病床当 

 

03：心臓手術     □(1)有 □(2)無 

 

04：造血幹細胞移植  □(1)有 □(2)無 

 

05：血漿交換     □(1)有 □(2)無 

 

Ⅲ輸血の管理体制について 

01：輸血管理料の取得についてお答えください。 

 □(1)管理料Ⅰ □(2)管理料Ⅱ □(3)取得していない 

 

02：輸血用血液製剤をどの部門で保管管理していますか。 

□(1)輸血部 □(2)検査部 □(3)薬剤部  

□(4)(その他（               ） 
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03：アルブミンをどの部門で保管管理していますか。 

 □(1)輸血部 □(2)検査部 □(3)薬剤部  

□(4)その他（                 ） 

 

04：輸血用血液製剤に係る輸血業務(血液入出庫、輸血検査、台帳管理等)は 

一元管理していますか。 

□(1)はい  □(2)いいえ 

 

05：設問 04 にて『いいえ』の施設は一元管理していない理由をお答えください。 

 理由 

 

 

 

06：責任医師(病棟内における輸血業務全般について、実務上の監督及び責任を持つ医師は 

任命されていますか。 

 □(1)はい □(2)いいえ             

（はいの場合        科の医師／□(1)専任※□(2)兼任） 

 ※専任：勤務時間の半分以上を輸血部門業務に従事 

 

07：設問 06 にて『いいえ』の施設はその理由をお答えください。 

理由 

 

 

 

08：日本輸血細胞治療学会認定医はいますか 

 □(1)はい □(2)いいえ 

 

 

 

09：日本輸血細胞治療学会認定の輸血検査技師（輸血業務全般の経験豊富な検査技師を 

含む）が配置されていますか。 

□(1)はい(人数   名) □(2)いいえ 

□(3)認定技師はいるが配置されていない(人数   名) 

 

10：輸血業務担当検査技師の配置状況をお答えください。 

 □(1)専任(人数   名) □(2)兼任(人数   名) □(3)配置していない  

※専任：勤務時間の半分以上を輸血部門業務に従事 
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11：輸血検査(血液型・交差試験 等)をどの職種の方が行っていますか。 

 □(1)検査技師 □(2)医師 □(3)薬剤師 □(4)看護師 □(5)外部委託 

 

12：輸血検査業務は 24 時間体制をとっていますか。 

 □(1)はい □(2)いいえ □(3)その他（                    ） 

 

13：12 にて『いいえ』又は『その他』と回答された施設は理由をご記入ください。 

理由 

 

 

 

14：夜間・休日の輸血製剤の管理・検査はどの職種の方が何人で行っていますか。 

 □(1)輸血部の臨床検査技師による（夜間   名、休日   名)体制 

 □(2)検査部の臨床検査技師による（夜間   名、休日   名)体制 

 □(3)薬剤部の薬剤師による（夜間   名、休日   名)体制 

 □(4)輸血部と検査部合同の臨床検査技師による（夜間   名、休日   名)体制 

 □(5)臨床検査技師のオンコール検査体制 

 □(6)その他（                        ） 

 

15：夜間・休日の輸血製剤の管理・検査のバックアップ体制はありますか。 

□(1)はい  □(2)いいえ □(3)その他（                   ） 

 

16：輸血製剤の在庫状況をお答えください。 

（赤十字血液センターからの備蓄血液は除く） 

 赤血球製剤の在庫  □(1)有 □(2)無 

 新鮮凍結血漿の在庫 □(1)有 □(2)無 

 

17：血液センターからの所要時間     分（緊急の場合） 

   血液センターからの距離       ｋｍ 

18：16 で『有』の施設は在庫数をお答えください。 

 赤血球製剤  A 型(   )単位 B 型(   )単位 

        O 型(   )単位 AB 型(   )単位 

 新鮮凍結血漿 A 型(   )単位 B 型(   )単位 

        O 型(   )単位 AB 型(   )単位 
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19：緊急輸血で間に合わずＯ型赤血球製剤あるいは未交差同型赤血球製剤また異型適合血 

を使用されたことはありますか。 

Ｏ型赤血球製剤     □(1)ある  □(2)ない 

未交差同型赤血球製剤  □(1)ある  □(2)ない 

異型適合血       □(1)ある  □(2)ない 

 

20：院内に輸血療法マニュアル（輸血手順書、保管管理など輸血業務全般）が整備されて

いますか。 

  □(1)整備されている  □(2)整備されていない  □(3)一部整備されている 

 

21：院内で、厚労省作成の「血液製剤の使用指針」に沿った輸血用血液製剤（全血、 

  赤血球、血小板、血漿)の使用(輸血の必要性、輸血量設定)基準を定めていますか。 

  □(1)はい  □(2)いいえ  

□(3)その他（                      ） 

 

22：21 にて『いいえ』とお答えの施設は今後、輸血用血液製剤の使用基準を設定する 

予定はありますか。   

□(1)はい  □(2)いいえ 

 

23：輸血の実施にあたって使用指針に基づいて検査が行われていますか。 

   （Hb 値、PT/APTT/Fib 値、血小板数、アルブミン濃度など） 

  □(1)はい  □(2)いいえ  

□(3)その他（                      ） 

 

24：輸血を実施した後、輸血効果の評価を行っていますか。 

□(1)はい  □(2)いいえ  

□(3)その他（                      ） 

 

 

 

25：輸血製剤の適正使用に関する院内の取り組みはどのような状況ですか。 

□(1)輸血療法委員会で検討し、病院全体で取組んでいる 

  □(2)レセプト減点になるものについてのみ指導している 

  □(3)病院全体としての取り組みはなく、個々の医師に任されている 
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26：輸血製剤の適正使用を浸透させるために行った具体的な取り組みはありますか。 

  □(1)使用基準の配布   □(2)輸血前・後の評価システムの導入 

  □(3)アンケート実施   □(4)院内使用指針の改定 

  □(5)研修会の開催    □(6)その他（                 ） 

 

27：設問 26 にて(5)とお答えの施設は研修内容と講師をお答えください。 

内容 

□(1)血液製剤の使用指針 □(2)製剤（製剤変更）の紹介  □(3)副作用・Ｑ＆Ａ 

□(4)資格認定や院内手順 □(5)その他（                  ） 

講師 

□(1)学会認定医 □(2)認定検査技師  □(3)認定看護師  □(4)外部講師 

□(5)薬剤師 □(6)血液センター □(7)その他（                 ） 

 

28：主治医からの血液発注量が各種指針に準拠せず多い場合、「輸血責任医師」および 

「輸血療法委員会委員長」と協議し、その結果を踏まえ「輸血責任医師」等が主治医  

に対して使用量が多いことを指摘し、双方十分な協議のもと理解を得た上で改善を 

促す体制はありますか。 

 □(1)はい  □(2)いいえ □(3)その他（                ） 

 

29：貴施設における廃棄血が発生する主要因は何ですか。 

  □(1)在庫血の期限切れ □(2)過剰な発注による期限切れ □(3)患者様の病態の変化  

  □(4)血液製剤の保管方法  

□(5)その他（                                ） 

 

30：新鮮凍結血漿を使用する際、融解する部門はどこですか。 

 □(1)血液製剤保管部門 □(2)病棟、または使用部門 □(3)薬剤部 

 □(4)その他(                            ) 

 

31：新鮮凍結血漿を使用するにあたっての体制をお答えください。 

 □(1)融解装置を使用 □(2)30～37℃の湯温で融解  □(3)恒温槽（30～37℃）で融解  

 □(4)その他（                          ） 

 

 

32：合併症のない待機的手術症例で準備する輸血用赤血球について、輸血業務を 

効率化するため以下の方法を利用していますか。 

 □(1)タイプアンドスクリーン(T&S) □(2)最大手術血液準備量(MSBOS) 

 □(3)手術血液準備量計算法(SBOE)   □(4)特に利用していない 
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33：輸血実施前に血液製剤のバッグの血液型や製造番号などを 2 人で照合する体制が 

 ありますか。 

  □(1)ある(マニュアル有) □(2)ある(マニュアル無) □(3)ない 

  □(4)その他（                            ） 

 

34：輸血開始 5 分間や 15 分後の患者の観察体制はありますか。 

□(1)ある(マニュアル有) □(2)ある(マニュアル無 □なし 

□(3)その他(                            ) 

 

35：輸血血液による副作用の報告体制はどのようになっていますか。 

 □(1)独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告 □(2)輸血部に報告  

□(3)検査部に報告 □(4)薬剤部に報告 □(5)輸血療法委員会に報告  

□(6)カルテに記載するのみ □(7)副作用の報告体制はない 

 □(8)その他（                         ） 

 

36：輸血副作用の発生症例は赤十字血液センターに報告されていますか。 

 □(1)報告のあった症例は全て報告している □(2)重篤の症例のみ報告している 

 □(3)主治医が必要と判断したもののみ報告している □(4)通常は報告していない 

 □(5)報告基準などがない 

 □(6)その他（                            ） 

 

37：自己血輸血の採血は行われていますか。またどの部署で行われていますか。 

 □(1)はい（□①輸血部 □②検査部 □③病棟 □④外来 □⑤その他（      ） 

□(2)いいえ 

※設問 37 で『いいえ』を選択された施設はこのセクションの設問は終了ですので、 

次のⅣ輸血療法委員会について へお進みください。 

 

38：自己血輸血の採血担当者についてお答えください。 

 □(1)主治医 □(2)看護師 □(3)その他（                  ） 

 

39：自己血輸血における副作用(VVR など)の報告体制についてお答えください。 

 □(1)輸血部に報告 □(2)検査部に報告 □(3)薬剤部に報告 

 □(4)輸血療法委員会に報告 □(5)カルテに記載するのみ  

□(6)副作用の報告体制はない 

 □(7)その他（                         ） 
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40：採血された自己血の保管管理についてお答えください。 

 □(1)輸血用血液製剤と一緒に一元管理している □(2)病棟にて管理している 

□(3)その他（                ） 

 

41：自己血輸血推進の取り組みを行っていますか。 

 □(1)はい  □(2)いいえ □(3)その他（                ） 

 

42：設問 41 にて『はい』とお答えの施設は取り組み内容をお答えください。 

 内容（                               ） 

 

 

Ⅳ輸血療法委員会について 

 

01：院内に輸血療法委員会(またはそれに代わる委員会)は設置されていますか。 

 □(1)設置済み □(2)未設置 

 

02：01 にて『未設置』の施設はその理由をお答えください。 

理由 （                                   ） 

 

03：01 にて『未設置』の施設は、今後輸血療法委員会を設置する予定はありますか。 

□(1)はい  □(2)いいえ 

※設問 03 で『いいえ』を選択された方はこのセクションの設問は終了ですので、 

次のセクションのⅤ にお進みください。 

 

04：輸血療法委員会の開催回数は何回ですか。 

 □(1) 1 回 □(2) 2 回 □(3) 3 回 □(4) 4 回 □(5) 5 回 □(6) 6 回 

 

05：輸血療法委員会の委員長の役職をお答えください。 

 診療科               科 役職                     

 

 

06：輸血療法委員会組織構成についてお答ください。 

□医師   名 □薬剤師   名 □検査技師   名 □看護師   名 

□その他(職種：           )    名 
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07：委員の医師の診療科をお答えください。 

内科系：  名 □血液内科 □循環器 □消化器 □その他内科(             科) 

外科系：  名  □循環器科 □消化器 □整形外科 □産婦人科 □救急 □心臓血管 

 

08：輸血療法委員会には、使用量の多い診療科から参加されていますか。 

 □(1)はい □(2)いいえ □(3)状況に合わせて参加している 

 □(4)その他(      ) 

 

09：委員会で検討・検証した事項について院内にどのように周知していますか。 

 □(1)掲示 □(2)回覧 □(3)医局会にて説明 □(4)医薬品安全使用委員会にて説明  

□(5)医師への個別対応 □(5)その他(                      ) 

 

10：委員会ではどのようなことを議題にしていますか。 

 □(1)輸血用血液製剤の使用状況 □(2)血漿分画製剤の使用状況 □(3)廃棄状況 

 □(4)輸血療法における適応問題 □(5)不適切使用症例の検討  □(6)輸血管理料 

 □(7)副作用について □(8)保険査定について □(9)院内マニュアル  

□(10)自己血の推進 □(11)輸血前後の感染症検査 

 □(12)その他（                                ） 

 

11：委員会では、安全かつ適正な輸血療法（輸血業務全般）について院内監査を 

実施していますか。 

 □(1)はい  □(2)いいえ □(3)その他（                         ） 

 

12：設問 11 にて『はい』とお答えの施設は監査の内容をお答えください。 

  内容（                                          ） 

 

13：委員会で血漿分画製剤についての適正使用の管理・指導はできていますか。 

 □(1)できている □(2)できていない □(3)わからない 

 □(4)不適正使用があっても指導していない 

 □(5)その他（                             ） 

 

14：13 の設問で『できている』以外と回答された施設は理由をお答えください。 

理由 
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V 輸血ターゲット値について 

１：輸血をしなくてもよい値（ターゲット値）はどれくらいと思いますか。 

脳や心肺に異常の無い一般患者を想像し、印象や直感でお教えください。 

 

（i）慢性貧血に対して（主に内科）    （ii）急性出血に対して（主に外科） 

□(1) ヘモグロビン 12 g/dL 以上      □(1) ヘモグロビン 12 g/dL 以上 

□(2) ヘモグロビン 11 g/dL 以上      □(2) ヘモグロビン 11 g/dL 以上 

□(3) ヘモグロビン 10 g/dL 以上      □(3) ヘモグロビン 10 g/dL 以上 

□(4) ヘモグロビン 9 g/dL 以上       □(4) ヘモグロビン 9 g/dL 以上 

□(5) ヘモグロビン 8 g/dL 以上       □(5) ヘモグロビン 8 g/dL 以上 

□(6) ヘモグロビン（   ）g/dL 以上   □(6) ヘモグロビン（   ）g/dL 以上 

 

(iii)外科手術の術前状態          （iv）血液疾患 

□(1) 血小板 10 万/µL 以上         □(1) 血小板 10 万/µL 以上 

□(2) 血小板 9 万/µL 以上         □(2) 血小板 9 万/µL 以上 

□(3) 血小板 8 万/µL 以上         □(3) 血小板 8 万/µL 以上 

□(4) 血小板 7 万/µL 以上         □(4) 血小板 7 万/µL 以上 

□(5) 血小板 6 万/µL 以上         □(5) 血小板 6 万/µL 以上 

□(6) 血小板 5 万/µL 以上         □(6) 血小板 5 万/µL 以上 

□(7) 血小板 4 万/µL 以上         □(7) 血小板 4 万/µL 以上 

□(8) 血小板 3 万/µL 以上         □(8) 血小板 3 万/µL 以上 

□(9) 血小板（   ）/µL 以上      □(9) 血小板（   ）/µL 以上 

 

 

Ⅵ輸血前後の感染症検査について 

 

01：輸血前後に感染症検査を行っていますか。 

  □(1) 行っている（入院検査、術前検査併用も含む） 

□(2) 行っていない 

02：01 にて(1)を選択された施設は実施率をお答ください。              

□(1) 90%以上 □(2) 90～50 ％ □(3) 50%未満 □(4) 把握していない 
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03：輸血前に、輸血前後感染症検査等、行うことを説明し、同意を得ていますか 。 

□(1) 書面を用いて説明し、同意書を得ている  

□(2) 書面を用いて説明し、口頭による同意を得ている 

□(3) 口頭で説明し、同意書を得ている  

  □(4) 口頭で説明し、口頭による同意を得ている  

□(5) 説明や同意はとっていない  

  □(6) 輸血前後感染症検査を実施していない   

□(7) その他(                                      ) 

 

04：01 で(1)を選択された施設はお答えください。 

  貴施設で輸血前に実施している感染症検査の項目をお答下さい。 

  □(1) HBs 抗原 □(2) HBS 抗体 □(3) HBc 抗体 □(4) HBV-DNA 核酸増幅検査 

  □(5) HCV 抗体  □(6) HCV コア抗原 □(7) HIV 抗体 □(8) その他(      ) 

 

05：輸血前の患者検体の保管はどのようにしていますか。 

  □(1) 原則として凍結保存 □(2) 原則として冷蔵保存  

□(3) 特別な場合以外保存していない □(4) 保存していない 

 

06：05 で(1)または(2)を選択された施設は保存期間をお答えください。 

  □(1) 1～2 ヵ月 □(2) 2～6 ヶ月 □(3) 6～9 ヵ月 □(4) 9～12 ヵ月  

□(5)12～24 ヵ月  □(6) 24 ヵ月以上 

 

07：輸血後感染症検査を実施している施設は検査項目をお答えください。 

  □(1) HBs 抗原 □(2) HBS 抗体 □(3) HBc 抗体 □(4) HBV-DNA 核酸増幅検査 

  □(5) HCV 抗体 □(6) HCV コア抗原 □(7) HIV 抗体 □(8)その他(       ) 

 

08：輸血後感染症検査実施率の向上に向けての取り組み体制はありますか。 

  □(1)ある  □(2)なし 

 

09：08 の設問で『ある』と回答された施設は取り組み内容を簡単にお答え下さい。 

(           ) 
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Ⅶ保険査定について 

血液製剤(血漿分画製剤を含む)の使用にあたって保険査定について困っていることはあり

ますか。 

  ☐(1)特になし 

☐(2)査定の基準が明確でない 

→お選び下さい【RCC・FFP・PC・アルブミン】 

  ☐(3)院内での使用方法に問題がある 

    →お選び下さい【RCC・FFP・PC・アルブミン】 

その他・具体的にあればお書き下さい。 

(                  ) 
 

Ⅷその他 

01：輸血（輸血業務全体）に関して困っていることはありますか。 

  ☐(1)特になし 

  ☐(2)検査技術への不安 

  ☐(3)検査体制の不備（試薬の不足など） 

    ☐(4)医師、看護師への教育 

  ☐(5)当直技師・日常業務で輸血に携わってない技師への教育 

その他・具体的にあればお書き下さい。 

(                  ) 
 

 

02：血液センターへの要望はありますか。 

  ☐(1)特になし 

  ☐(2)供給体制について 

    →お選び下さい【定期便増便・当日注文の血小板・休日や夜間・遠隔地・その他】 

  ☐(3)検査体制について 

    →お選び下さい【血液型精査・不規則抗体精査・HLA＆HPA 検査・その他】 

その他・具体的にあればお書き下さい。 

(                  ) 
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03：石川県合同輸血療法委員会へのご意見・ご要望や、今後の講演会で取り上げてほしい

テーマがありましたら、ご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートにおける貴施設の問い合わせ窓口をご記入ください。 

施設名 ：                    

部署名 ：                    

役職名 ：                    

氏名  ：                    

電話番号：                    

e-mail ：                    
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  石川県合同輸血療法委員会アンケート作成実行委員会  

岡本 彩  （金沢医科大学病院）        

佐藤 英洋 （金沢大学附属病院）        

杉田 尚寛 （公立能登総合病院）        

田中 浩  （金沢西病院）           

谷口 容  （金沢医療センター）        

津田 まゆみ（石川県立中央病院）        

新田 誠  （東海北陸ブロック血液センター）  

二木 敏彦 （金沢赤十字病院）         

宮本 真紀子（石川県立中央病院）        

米田 真一郎（小松市民病院）          

 

50 音順 


