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2. チェックリスト項目別 
項目 状況 改善案 

A  基本理念 

B  輸 血 管 理 体 制 と       

輸血部門 

 B1.000 輸血管理体制 

 

 B2.000 輸血療法委員会 

 （または同様の機能を 

        有する委員会） 

 B3.000 輸血部門 

 B4.000 院内監査、 

      記録の保管  

 B5.000 同意書・イン 

       フォームドコン 

               セント 

 輸血認定医を輸血療法委員会委員長とする。 
 療法委員会の開催回数は、平成 18 年度は１回

のみ。管理料を取得するため、年６回開催とし、

次回は、３月７日を予定している。平成 18 年度は

２回のみの開催であった。 

 輸血療法委員会の議事録を確認したところ、平
成 17 年度は年２回から３回の開催であり、開催

が少なく、不定期であった。問題がなければ開催

しない方針であった。今後は、奇数月の第一水

曜日とし、開催を計画している。 

 議事録は上位の会議にかかり、院内で周知され
ている。血液センターの職員は必要があれば招

請する。療法委員会規定を改訂中である。 

 輸血部門は、検査課内に設置されている。スタッ
フは、輸血と感染症、免疫血清で輸血部門として

いる。実質３名で業務を行っている。15 名で当直

体制をしいている。業務の都合で、２名での実施

の場合もある。輸血部門へは、経験豊富な技師

が配置され、輸血認定技師である。 

 輸血検査のトレーニングは、定期的には実施さ
れていない。不安な場合等で必要に応じて、随時

行われている。輸血の全体トレーニングは行わ

れている。 

 輸血検査のバックアップ体制は確率されている。 
 当直者で対応できない場合、夜間の当直者に引
継ぎ事項を伝達し、夜間等に相談に応じる体制

は構築されている。具体的な相談内容は、日曜

等で血小板製剤の単位数不一致、確保できなか

った場合の連絡がある。当直者の発注業務も実

施している。生理検査担当者は、輸血時は呼び

出し体制となっている。 

 輸血内容の業務内容の監査は実施されていな
い。 

 療法委員会での監査機能はないが、症例検討は
実施している。最近は、Ｏ型での緊急時の対応

が話題となっている。委員会の記録の保管は適

切に行われている。 

 製剤管理業務と輸血検査業務は検査科において
24 時間体制で一元化管理されている。但し、血

漿分画製剤は薬局管理である。 

 輸血同意書は輸血部門を経由し、システムへの
打ち込みが行われている。分画製剤と同一文書

ではない。被害者救済の文書が抜けている。 

 輸血に関したインシデント報告が医療安全委員
会には報告されているが輸血療法委員会へは報

告されていない。 

 監査委員会を組織しておらず、診療録への関連
事項の記載などのチェックが不充分である。 

重要事項はほぼ満たされている。 

輸血療法委員会の開催回数が不足してい

ることから、今後、計画に則して、定期開催

が望まれる。 

輸血療法委員会で、症例検討が実施されて

いるが、さらに詳細な症例の検討が望まれ

る。 

血漿分画製剤を含めた一元管理の検討が

望まれる。 

時間外でのバックアップ体制は確立されて

いるが、定期的な教育訓練体制が必要と考

える。 

院内監査が不足している。医療安全と輸血

療法委員会の連携が不明瞭なことから、輸

血療法委員会においても輸血関連のインシ

デントについて報告され、マニュアルの整備

等の必要な対策を考えるべきである。 

被害者救済制度について同意書に記載す

ることが望ましい。 

C  輸血用血液の搬入  

 C1.000 血液センター 

           からの搬入 

 担当者は血液の搬入に立ち会い、照合を行って
いる。 

 血液バッグの外観検査は行われているが統一し
たマニュアルがなく、記録もされていない。 

重要事項は満たされている。 

日当直時も含めて、統一された方法で搬入

される血液の照合と外観検査を実施するこ

と、およびその記録を残して欲しい。 
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D  輸血用血液の適正な 

             保管管理       

 D1.000 保管条件 

 D2.000 日常および定期 

         異常時の対応 

 同種血と自己血が同一の冷蔵庫に保管されてい
た。 

 血小板製剤の温度管理がされていなかった。 
 保冷庫の日常点検は実施され記録されている。
デジタル表示の最高最低温度計を用い、最終の

確認から翌朝の確認までの間は、最高・最低温

度の表示を確認することで、温度の逸脱が無か

ったことを確認している。 

 夜間、保管機器の温度異常があっても、機器自
体でアラームはなるが、当直者が察知できていな

い。 

重要事項は満たされている。 

保管機器自体の警報及び温度管理に工夫

がみられるが、夜間帯での宿直者への温度

警報がとどくシステムの検討が必要と考え

る。 

温度管理機能付のＰＣ振とう器の購入が望

ましい。 

 

E  輸血用血液の在庫・     

             返品管理        

 E1.000 製剤管理 

 E2.000 返品等の 

             取り扱い 

 E3.000 記録類の保管 

 一患者一カルテなので、患者住所はカルテで確
認できている。患者によっては、住所の記載は記

載ない場合も。 

 返品再出庫はない。 
 ＩＣＵに保管管理用の専用保冷庫がある。管理対
象外であるが、専用冷蔵庫として返品可能として

いる。但し、ＩＣＵの冷蔵庫は出庫扱いとされてい

る。ＩＣＵ使用した血液の使用伝票は、輸血部門

にもどってきていない。 

 ２単位（２本）の輸血の場合の片われの管理は、
同一の伝票であることから、最初の輸血は十分

な管理がされているが、２本目の輸血は再度、同

一の用紙を用いることから、取り違えが起こる可

能性が否定できない。 

 手術患者の血液の搬送者は、病棟の看護師が
搬送する。術中の追加発注は機械だしの助手が

行っている。血液の搬送者は看護師以外は認め

ていない。 

重要事項はほぼ満たされている。 

ＩＣＵに血液専用の冷蔵庫が設置されてお

り、返品可能としている。担当者が変更とな

ってから、定期点検が実施されていないこと

から、保守管理が十分に実施する必要があ

る。ＩＣＵでの輸血管理が、輸血部門で把握

されていないので、使用伝票を輸血部門に

戻すことを検討すること。 

 

F  輸血用血液の受け 

             払い管理 

 F1.000 輸血用血液の 

                 発注                 

 F2.000 輸血用血液の 

                 搬出  

 F3.000 搬出後の血液の 

             取り扱い   

 輸血依頼書に診断名、術式は記載項目がない。 
 輸血用血液の発注は２日間（有効期間）のみより
認めていない。 

 副作用歴は輸血依頼書に記載項目がない。 
 血液型と不規則抗体がオーダリングだが、交差
等は手書きとなっている。ＩＤは手書き。取り違え

の不安はあるとの病棟看護師長の話があった。

採血者名は不明。看護支援での病棟記録で特定

できるとしている。持ち出し者の看護師のサイン

はない。 

 受け払いの際には看護師と検査技師で交互に読
み合わせ確認していたが、受領印がなかった。 

重要事項はほぼ満たされている。 

輸血伝票の改訂が必要である。輸血依頼

書には、診断名、術式、使用有無等の記載

欄を設け、適正使用に供するデータとするこ

とが望ましい。輸血依頼書の伝票の改定が

必須である。交差依頼をオーダリングにでき

るか、検討すること。検体採血者を特定でき

る方策を検討すること。また、血液を受領し

た際の臨床側の受領印（サイン）がないの

で、追加すること。 

G  適合検査 

 G1.000 目的 

 G2.000 検査室・採血室 

               の整備 

 G3.000 検査用試薬の 

             精度管理 

 G4.000 機器の精度管理 

 G5.000 血液型検査、 

        不規則抗体スク 

            リーニング 

 G6.000 交差適合試験 

 G7.000 緊急時検査 

 G8.000 大量輸血時の 

               適合血 

 G9.000 乳児の検査 

 G10.000 手術時の血液準備

量 

 検査機器の業者による定期点検が実施されてい
ない。 

 精度管理は実施されている。複数の技師での確
認は実施していないが、オートビューをひとりの

技師として考えている。 

 検体を別時期に採取している。 
 主試験しかやっていない。血液型の確認も実施し
ていない。血液センターの検査を信頼している。 

 コンピュータクロスで輸血することはない。生食法
で実施する。 

 ＳＢＯＥは輸血療法委員会での説明がまだできて
いない。 

 輸血用血液の選択基準を文書化していない。 
 ＭＳＢＯＳは病棟で管理されているが、適正使用
のための統計解析等に利用できていない。 

重要事項は満たされている。 

払い出し時に血液の有効期限を記載するこ

と。 

緊急対応のマニュアルを作成すること。 

ＭＳＢＯＳの輸血部門での把握が必要。 

取り違えの防止のために、ダブルチェックが

必要。 
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 G11.000 夜間，休日の 

  （輸血検査管理）対応 

  

H  輸血実施 

 H1.000 輸血用血液 

             使用準備 

 H2.000 実施手順書 

 H3.000 輸血前の管理 

 H4.000 輸血中の管理 

 H5.000 輸 血 終 了 後 の                 

管理 

 ＩＣＵに保管されている。 
 手術室、ＩＣＵは別管理表となっている。自己血は
手術室のみで管理。 

 副作用を含めた輸血のチェック表がよく工夫され
ている。 

重要事項は満たされている。 

輸血のチェック表がよく工夫されているが、Ｉ

ＣＵでチェック表が取り入れられていない。

院内統一のチェック表の活用を検討するこ

と。 

I  副作用の管理・対策 

 I1.000 副作用の 

           管理・対策 

 I2.000 輸血過誤防止、 

           再発予防策 

 I3.000 副作用モニター 

 I4.000 副作用予防対策 

 検体は１年、赤血球は１ヶ月、血漿とＰＣは１ヶ
月。 

 輸血後のバッグの回収はしていない。 
 患者検体は交差試験に残った検体を利用してい
る。別採血をしていない。 

 マニュアル化されている。 
 副作用発生時は病棟から電話連絡で、軽度なも
のは報告しない。軽度な副作用であっても、記録

が必要となる。看護記録には残るが、輸血部門

での管理ができる体性が必要となる。 

 輸血後検査の指示が徹底しきれていない。 
 核酸増幅検査までは実施されていない。実施率
が問題である。 

 

重要事項はほぼ満たされている。 

遡及調査ガイドラインにそったバッグの保管

が必要である。 

副作用報告が口頭では無理があることか

ら、記録に残し、輸血部門まで周知される工

夫が必要である。輸血チェックシートを複写

にする等で副作用の管理、輸血実施済みの

確認も可能である。 

J  自己血輸血 

 J1.000 理念 

 J2.000 採血前準備 

 J3.000 採血 

 J4.000 保管管理 

 J5.000 実施と記録 

 自己血採血は病棟で採血している。外来は内科
外来で実施。輸血部門に、自己血採血キットを借

用しにくる。 

 採血後は、自己血採血バッグは鉗子にてクレンメ
し、輸血部門へ持参する。採血直後に持参する

が、凝固する場合も否定できない。クランプはオ

ープンとなっており、コンタミの可能性も否定でき

ない。 

 消毒等も教育されている。同種血と同様の扱い
だが、自己血の保管を同種血と同居している。 

重要事項はほぼ満たされている。 

採血された自己血は、輸血部門で保管され

ているが、同種血と同居となっている。明確

に区分保管するか、自己血専用の保冷庫を

検討すること。自己血採血時の手順を再確

認することが必要である。 

K  院内同種血採血 

 K1.000 院内血の管理 

 K2.000 受血者及び 

      供血者の安全確保 

 K3.000 採血 

 実施していないが、手順書が作成されている。  
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3. 改善すべき事項の要約（箇条書きで具体的に） 
輸血療法委員会において、以下の項目を検討し、より安全な輸血医療を実施していただきたい。 

 被害者救済制度について同意書に記載することが望まれる。 
 輸血用検体の採血者氏名を記録として残すことが望まれる。 
 同種血と自己血は別々に専用保冷庫で保管しなければならない。 
 輸血伝票を用いて、術式等を把握し、手術であればMSBOSと連動させることで、適正使用に供す
るデータとすること。 

 保管機器の警報が、適正に機能すること。 
 

4. 改善が望ましい事項要約（箇条書きで具体的に）    

 輸血療法委員会の開催を定期開催とすること。 
 輸血療法委員会で、症例の検討を行うこと。 
 保管機器の保守点検を適正に実施すること。 
 血小板製剤の温度管理がされていない。 
 院内の輸血が輸血部門で把握できるようにすること。 
 輸血伝票を改訂し、副作用、術式、使用有無の確認ができるものとすること。 
 緊急対応のマニュアルを早急に整備すること。 
 適正輸血実施にあたり、ＭＳＢＯＳを輸血部門で把握できるようにすること。 
 ＩＣＵにおいても輸血管理表の活用を検討してもらいたい。 
 遡及調査ガイドラインにそったバッグの保管を実施すること。 
 軽微であっても、副作用報告を記録に残す方策を検討すること。 
 輸血チェックシートを複写にする等で副作用の管理、輸血実施済みの確認が可能となるので、院
内で統一して使用する等の検討を行うこと。 

 

                                         以上 

   
                                                                     



-1- 

秋田県合同輸血療法委員会 

インスペクション報告書 
 

報告日： 平成 19 年 4 月 18 日 

 

視察委員長 渡邊  新（中通総合病院） 

視 察 員 山内 史朗（中通総合病院） 

金田 深樹（市立秋田総合病院） 

   木内 優子（由利組合総合病院） 

   阿部  真（秋田県赤十字血液センター） 

   吉田  斉（秋田県赤十字血液センター） 

   藤村 高広（秋田県健康福祉部医務薬事課） 

 

施  設： ＯＯ病院  

視察日時： 平成 19 年 3 月 7 日 10:00-16:00 

 

1. 概要 
11. 診療内容 

○○地区の中核的な医療機関として平成１７年８月１日に新築移転 

病床数一般 376 床感染症４床 合計 380 床 

心臓血管外科、脳神経外科を含む１８診療科目  
但し、血液内科は標榜していない。 

救急告示病院指定病院 災害拠点病院指定病院 

12. 輸血量 
年間使用量 

赤血球製剤    1556 単位 

血漿製剤      325 単位 

血小板製剤     520 単位 

アルブミン製剤  3367 単位 

13. 輸血部門 
検査科技師数 18 名 日当直者 15 名 

検査科内に設置、独立した部門ではない。 

3 名の臨床検査技師が担当（専任１名 兼任２名 内 1 名は認定輸血技師） 

輸血責任医師は輸血療法委員長（外科部長）である。 

 

2. チェックリスト項目別 
項目 状況 改善案 

A  基本理念 

B  輸 血 管 理 体 制 と       

輸血部門 

 B1.000 輸血管理体制 

 

 B2.000 輸血療法委員会 

 （または同様の機能を 

        有する委員会） 

 B3.000 輸血部門 

 B4.000 院内監査、 

      記録の保管  

 B5.000 同意書・イン 

*外科部長を委員長とする、外科医、麻酔科医、臨

床検査技師、看護師、薬剤師、事務員で構成され、

年６回不定期で開催している。*委員会への出席は

委員数の半数程度である。 

*委員会の記録の保管は適切に行われている。 

*製剤管理業務と輸血検査業務は検査科において

24時間体制で一元化管理されている。但し、血漿分

画製剤は薬剤部管理である。 

*輸血部門へは経験豊富な技師が配置され、日当

直者へも定期的なﾄﾚｰﾆﾝｸﾞが行われている。 

*輸血に関したインシデント報告が医療安全委員会

には報告されているが輸血療法委員会へは報告さ

重要事項はほぼ満たされている。 

*内科医が委員に入っておらず、内科的な

視点からの意見も必要と考えられる。委員

に内科医を加えることが望ましい。 

*委員会の開催は定例化されるのが望まし

い。 

*出席率を上げられるような日程調整が望

まれる。 

*輸血療法委員会で定期的な監査を実施し

てほしい。 

 

*血漿分画製剤を含めた一元管理の検討が
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       フォームドコン 

               セント 

れていない。 

*監査委員会を組織しておらず、診療録への関連事

項の記載などのﾁｪｯｸが不充分である。 

*院内で統一された複写式の同意書を使用している

が、取得状況が輸血部門で把握できていない。 

*同種血の同意書に輸血後の感染症の発生頻度、

被害者救済制度についての記載がない。 

望まれる。 

*輸血療法委員会においても輸血関連のイ

ンシデントについて報告され、マニュアルの

整備等の必要な対策を考えるべきである。 

*同意書取得の有無は輸血部門でも把握

し、取得もれのﾁｪｯｸできるのが望ましい。 

*同種血輸血後の感染症の発生頻度につい

ての情報を記載することが望まれる。 

*被害者救済制度について同意書に記載す

ることが望ましい。 

C  輸血用血液の搬入  

 C1.000 血液センター 

           からの搬入 

*担当者は血液の搬入に立ち会い、照合を行い、記

録している。 

*血液バッグの外観検査は行われているが統一した

マニュアルがなく、記録もされていない。また、日当

直時は外観検査を行っていない。 

重要事項は満たされていない。 

*日当直時も含めて、統一された方法で搬

入される血液の照合と外観検査を実施する

こと、およびその記録を残して欲しい。 

D  輸血用血液の適正な 

             保管管理       

 D1.000 保管条件 

 D2.000 日常および定期 

         異常時の対応 

*輸血用血液は輸血部門および手術室の必須条件

を満たした保存庫のみで保管されている。 

*保冷庫の日常点検は実施され記録されている。 

*同種血、自己血が同じ保冷庫で保存されている。

保冷庫の容量が保存血液量に比べ少ない。 

*ＰＣ振とう器が設置されていない。 

 

重要事項は満たされていない。 

*もう少し容量の大きい同種血保冷庫の購

入を検討していただきたい。 

*温度管理機能付のＰＣ振とう器の購入が

望ましい。 

 

E  輸血用血液の在庫・     

             返品管理        

 E1.000 製剤管理 

 E2.000 返品等の 

             取り扱い 

 E3.000 記録類の保管 

*在庫管理は 24 時間体制で輸血部門にて一括して

行われている。 

*病棟在庫は輸血部門で保管し必要時に払い出さ

れている。 

*未出庫の製剤の返却の扱いが明確に決められて

いる。 

*在庫数は各血液型４単位と１日使用相当量よりも

多めに設定している。 

*記録は適切に管理されている。 

 

重要事項はほぼ満たされている。 

 

F  輸血用血液の受け 

             払い管理 

 F1.000 輸血用血液の 

                 発注                 

 F2.000 輸血用血液の 

                 搬出  

 F3.000 搬出後の血液の 

             取り扱い   

*受け払いの際には看護師と検査技師で交互に読

み合わせ確認している。 

*払い出しにより在庫分が不足した状態で放置され

ていた。 

*入庫、払い出しの際に外観チェックが徹底されてい

なかった。 

重要事項はほぼ満たされている。 

*照合時、同時に声を出さずに照合して欲し

い。 

*院内在庫が不足した際の補充について、

取り決めが必要である。 

*外観チェックをマニュアルに明記して、記録

として残すことが望ましい。 

G  適合検査 

 G1.000 目的 

 G2.000 検査室・採血室 

               の整備 

 G3.000 検査用試薬の 

             精度管理 

 G4.000 機器の精度管理 

 G5.000 血液型検査、 

        不規則抗体スク 

            リーニング 

 G6.000 交差適合試験 

 G7.000 緊急時検査 

 G8.000 大量輸血時の 

               適合血 

 G9.000 乳児の検査 

 G10.000 手術時の血液準備

*検査スペースは十分とは言えないが整理して業務

が行われている。 

*24 時間同一場所で検査は行われている。 

*試薬・機器管理は適切に行われている。 

*精度管理は適切に行われている。 

*検査はマニュアルに沿って適切に行われている。 

*検体には必要事項が記載されたラベルが貼られて

いる。 

*輸血用検体の採血者が記載されていない。 

*緊急時の応援体制について確立されている。 

*検査方法は平日日中はカラム法、休日夜間は試

験管法で実施されている。 

*T&S は実施していない。 

*MSBOS は診療科で決定して運用し公開していな

い。 

*輸血用血液の選択基準が文書化されていない。 

重要事項は満たされていない。 

*輸血用検体の採血者氏名を記録として残

すようにして欲しい。 

*T&S を実施し、速やかな血液準備と返却

血液の減少に努めて欲しい。 

*T＆S は臨床側と輸血部門の認識に隔たり

があり。マニュアル化されていない。特に下

記の内容について検討されたい。 

1. 適用術式 

2. 申し込み方法 

3. 輸血必要時の連絡 

4. 準備可能な単位数と時間 

5. 血液の搬送方法 

*緊急大量輸血時の、O 型赤血球製剤使用

についてマニュアルに記載して欲しい。 

*MSBOS に関して、各診療科に任せるので
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量 

            

 G11.000 夜間，休日の 

  （輸血検査管理）対応 

  

*時間外担当者が対応困難な場合の呼び出し体制

が決められている。 

はなく術式、血液準備量を輸血療法委員会

で承認し、輸血部門はもとより院内全体で

情報を共有できるようにする必要がある。 

*T&S、MSBOS については新任の医師へ周

知できるような方法を検討していただきた

い。 

*厚労省から出されている、血液製剤の使

用指針に準拠した院内の血液製剤の選択

基準を文書化し、マニュアルに記載して欲し

い。 

H  輸血実施 

 H1.000 輸血用血液 

             使用準備 

 H2.000 実施手順書 

 H3.000 輸血前の管理 

 H4.000 輸血中の管理 

 H5.000 輸血終了後の 

                 管理 

*カルテへ血液型を転記している。 

*一部の病棟では輸血確認時、赤いリストバンドを

使用して他の業務と区別し、集中できるように配慮

されていた。 

 

*実施手順書は作成され、輸血部門に常備されてい

る。 

 

*重要事項はほぼ満たされている。 

*カルテへの血液型転記ミスを防ぐためカル

テ前面へ血液型報告書を貼り付け等の方

法を検討して欲しい。 

*輸血確認時の赤いリストバンドの使用につ

いて院内で統一してほしい。 

 

カルテへ輸血の必要性の根拠、評価を記載

して欲しい。 

 

I  副作用の管理・対策 

 I1.000 副作用の 

           管理・対策 

 I2.000 輸血過誤防止、 

           再発予防策 

 I3.000 副作用モニター 

 I4.000 副作用予防対策 

*輸血前後の感染症検査について輸血部門が関与

して検査ｼｽﾃﾑが構築され、実施率が高い。 

*副作用発生後のマニュアルが整備されていない。 

*輸血実施記録は副作用報告書と兼ねて作成され

ており輸血部門へも報告されている。 

 

重要事項はほぼ満たされている。 

*副作用は発生後のマニュアルを医療安全

委員会と協議の上、作成して欲しい。 

*輸血実施記録、副作用記録への医師のサ

インが必要である。 

J  自己血輸血 

 J1.000 理念 

 J2.000 採血前準備 

 J3.000 採血 

 J4.000 保管管理 

 J5.000 実施と記録 

*自己血は産婦人科、整形外科で実施 

*自己血の廃棄が無い。 

*自己血スケジュールが輸血部門に伝票で伝達さ

れ、把握できている。 

*自己血の採血は各診療科、病棟で行われ、輸血

担当者の立会いのもとに主に看護師が採血して

いる。 

*採血量は 400ml 

*保管管理は輸血部門 

重要事項はほぼ満たされている。 

 

*泌尿器科手術での自己血実施について検

討していただきたい。 

*自己血といえども必要性を検討し、不要で

あれば積極的に廃棄することが望まし

い。 

*同種血と自己血は別々に専用保冷庫で保

管しなければならない。可能であれば感

染性、非感染性の自己血も分けて保存す

ることが望ましい。 

*必要に応じて800ml以上の採血も検討して

欲しい。 

K  院内同種血採血 

 K1.000 院内血の管理 

 K2.000 受血者及び 

      供血者の安全確保 

 K3.000 採血 

実施していない。  

 

3. 改善すべき事項の要約（箇条書きで具体的に） 
*輸血療法委員会においても輸血関連のインシデントについて報告され、マニュアルの整備等の必要な

対策を考えるべきである。 

 輸血療法委員会においても輸血関連のインシデントについて報告することが望ましい。 
 被害者救済制度について同意書に記載することが望まれる。 
 輸血用検体の採血者氏名を記録として残すことが望まれる。 
 同種血と自己血は別々に専用保冷庫で保管しなければならない。 
 T&S を実施し、速やかな血液準備と返却血液の減少に努めて欲しい。 
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4. 改善が望ましい事項要約（箇条書きで具体的に）    

 内科医が委員に入っておらず、内科的な視点からの意見も必要と考えられる。委員に内科医を
加えることが望ましい。 

 同意書取得の有無は輸血部門でも把握し、取得もれをﾁｪｯｸできるのが望ましい。 
 日当直時も含めて、統一された方法で搬入される血液の照合と外観検査を実施すること、およ
びその記録を残すことが望ましい。 

 緊急大量輸血時の、O 型赤血球製剤使用についてマニュアルに記載して欲しい。 
 外観チェックをマニュアルに明記して、記録として残すことが望ましい。 

 

                                         以上 

   
                                                                     


