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【　宮城県における血液製剤の適正使用推進に向けた調査票　】【　宮城県における血液製剤の適正使用推進に向けた調査票　】【　宮城県における血液製剤の適正使用推進に向けた調査票　】【　宮城県における血液製剤の適正使用推進に向けた調査票　】

記入日 ： 年 月 日 (2008年度版)(2008年度版)(2008年度版)(2008年度版)

施設名 ：　 所在地 ：　　　　　　　　　　　

主要診療科目 ：　　 病床数 ：　　　　　　　　　　床 連絡先 ：

回答者 ： 回答者職種 ：　　医師　　　薬剤師　　　検査技師　　　事務　　　その他（　　　　　　　）

【病院別、機能別分類について】 分類の番号(①～⑬）を貴施設該当欄に記入して下さい。

貴施設該当

⑤：なし

⑧：なし ⑨：有

⑩：なし ⑪：有

⑫：なし ⑬：有

※　宮城県が開催予定の使用適正化説明会にて、本調査の分析結果を報告させていただく予定です。※　宮城県が開催予定の使用適正化説明会にて、本調査の分析結果を報告させていただく予定です。※　宮城県が開催予定の使用適正化説明会にて、本調査の分析結果を報告させていただく予定です。※　宮城県が開催予定の使用適正化説明会にて、本調査の分析結果を報告させていただく予定です。

　　その際、必要に応じて施設名を公表してもよろしいでしょうか？　　その際、必要に応じて施設名を公表してもよろしいでしょうか？　　その際、必要に応じて施設名を公表してもよろしいでしょうか？　　その際、必要に応じて施設名を公表してもよろしいでしょうか？

a：はいa：はいa：はいa：はい ｂ：いいえｂ：いいえｂ：いいえｂ：いいえ

　以下の設問について、ご回答・ご記入をお願い致します＜期間は平成19年度（H19.4からH20.3)として　以下の設問について、ご回答・ご記入をお願い致します＜期間は平成19年度（H19.4からH20.3)として　以下の設問について、ご回答・ご記入をお願い致します＜期間は平成19年度（H19.4からH20.3)として　以下の設問について、ご回答・ご記入をお願い致します＜期間は平成19年度（H19.4からH20.3)として

ご回答願います＞。ご回答願います＞。ご回答願います＞。ご回答願います＞。

血漿交換

分　　類

全麻手術件数

心臓手術

造血幹細胞移植

⑥少：2．00件未満／年・病床当り

病院機能

一般病床規模 ④大：500床以上

⑦多：2．00件以上／年・病床当り

①医院：19床以下 ②小：20－199床 ③中：200-499床

ご回答願います＞。ご回答願います＞。ご回答願います＞。ご回答願います＞。

◎輸血医療の管理体制について◎輸血医療の管理体制について◎輸血医療の管理体制について◎輸血医療の管理体制について
【輸血療法委員会】【輸血療法委員会】【輸血療法委員会】【輸血療法委員会】

① 輸血療法委員会が院内に設置されていますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

①で『はい』の施設はお答え下さい。

①-1　委員会の開催回数は？

回／年

①-2　委員会の構成メンバーについて伺います。（複数選択可）

a：医師   （　　　　名） ｂ：検査技師（　　　　　名） ｃ：薬剤師（　     　　　名）

ｄ：看護師（　　　　名） e：事務       （　　　　　名） ｆ：その他 （　　　　　　　　　；　　　　　　名）

①-3　委員会の規約、細則等が文書で整備されていますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

①-4　委員会の主な活動内容、又は議題は何ですか？　(複数回答可)

a：輸血療法の適応の問題 ｂ：輸血実施時の手続き ｃ：診療科毎の使用量・廃棄量

ｄ：輸血事故や副作用・合併症対策 e：その他

①-5　委員会では、輸血を実施するにあたって使用指針に基づく検査を行なうよう指導していますか？

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

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）
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①-6　輸血業務に伴うニアミス・事故・過誤が発生した場合、院内で事例報告書式を定めていますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

①-6で『はい』の施設はお答え下さい。

①-6-1　発生事例は、どこまで報告されますか(部署、責任者、役職等)？

①-7　輸血療法委員会等での報告・改善措置は、院内で管理者のみならず関連部門の職員に十分周知され

　　　　再発防止につなげられますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

①-8　輸血療法委員会等で平成19年度実施の宮城県合同輸血療法委員会活動報告書、あるいは、宮城県

　　　　が1月に開催した使用適正化説明会の内容を報告し、院内に周知しましたか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

①-8で『いいえ』の施設はお答え下さい。

①-8-1　内容を報告、周知しなかった理由は何ですか？

【輸血管理部門の一元化】【輸血管理部門の一元化】【輸血管理部門の一元化】【輸血管理部門の一元化】

② 院内に輸血業務を一括して行える独立した輸血管理部門が設置されていますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

②で『いいえ』の施設はお答え下さい。②で『いいえ』の施設はお答え下さい。

②-1　院内で一括管理体制が取れない理由は何ですか？ 　　(複数回答可)

a：現在の体制で十分 ｂ：血液は医薬品につき薬剤部で保管しているため

ｃ：検査部は業務多忙で管理できない ｄ：その他

③ 輸血管理部門の輸血責任医師が任命されていますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

③で『はい』の施設はお答え下さい。

③-1輸血責任医師は専任ですか？（専任:勤務時間の半分以上を輸血部門業務に従事）

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

④ 輸血専任の検査技師が配置されていますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

⑤ 輸血検査業務は24時間体制をとっていますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

⑤で『はい』の施設はお答え下さい。

⑤-1　どのようなシステムで行っていますか？

a：当直 ｂ：呼出 ｃ：その他（ ）

⑤で『いいえ』の施設はお答え下さい。

⑤-2　体制を取れない理由は何ですか？⑤-2　体制を取れない理由は何ですか？
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⑥ 輸血管理に携わる担当者（責任医師、検査技師等）は、院内の使用状況、廃棄状況を把握していますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

⑧ 輸血管理に携わる担当者（責任医師、検査技師等）は、院内に輸血関連情報の伝達活動をしていますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

⑨ 貴施設では、輸血管理料を取得していますか？(平成19年度末現在)

a：はい (　管理料Ⅰ　　管理料Ⅱ　） ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

⑨で『いいえ』の施設はお答え下さい。

⑨-1　その要因についてご回答下さい。

◎血液製剤の使用適正等について◎血液製剤の使用適正等について◎血液製剤の使用適正等について◎血液製剤の使用適正等について

① 血液製剤の使用適正化についてどのように推進していますか？ (複数回答可)

a：輸血管理部門窓口にて血液の注文に際し、担当医師と協議する。 ｂ：廃棄血が出ないよう必要量を小出しする。

ｃ：資料(院内のマニュアル、輸血部門作成資料、日赤情報誌等）を配布する。

ｄ：問題と思われる例に対し、輸血療法委員会で討議し改善要望する。

e：その他

② 院内で整備されているマニュアルは何ですか？ 　　(複数回答可)② 院内で整備されているマニュアルは何ですか？ 　　(複数回答可)

a：輸血申込みに関するマニュアル ｂ：緊急・危機的出血時の対応、検査・バックアップ体制・連絡網等のマニュアル

ｃ：輸血検査に関するマニュアル ｄ：輸血実施手順に関するマニュアル ｅ：輸血拒否対応マニュアル

ｆ：血液製剤の保管管理に関するマニュアルｇ：その他

③ 「血液製剤の使用指針・輸血療法の実施に関する指針」は貴院の医師に浸透していると思われますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

④④④④ 院内での血液製剤使用実績及び廃棄量についてお伺いします。回答は別紙にご記入願います。院内での血液製剤使用実績及び廃棄量についてお伺いします。回答は別紙にご記入願います。院内での血液製剤使用実績及び廃棄量についてお伺いします。回答は別紙にご記入願います。院内での血液製剤使用実績及び廃棄量についてお伺いします。回答は別紙にご記入願います。

⑤ 血液製剤の廃棄理由は何ですか？ (複数回答可)

a：有効期限切れ ｂ：患者死亡により ｃ：輸血中止により ｄ：その他（ ）

⑥ 血液製剤使用量は前年度と比較して変動しましたか？

a：はい(増加） ｂ：はい(減少) ｃ：いいえ ｄ：その他（ ）

⑥で『はい』の施設はお答え下さい。

⑥-1　変動した理由・実践した方策を教えて下さい。

⑦ 貴施設において、平成19年度血液センターに返品した未照射赤血球製剤はありますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

⑦で『はい』の施設はお答え下さい。

⑦-1　平成19年度の返品数はどれほどですか？

200ｍL換算で ( 　　）本 不明
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⑦-2　品質保証の考え方より返品された血液製剤は再出荷せずに血液センターで廃棄されています。

　　　　よろしければ貴施設で返品している主な理由をお聞かせ下さい。

⑧ 貴施設で赤血球製剤を輸血する際は、全て照射血液製剤としていますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

⑧で『いいえ』の施設はお答え下さい。

⑧-1　照射血液製剤を使用しない理由は何ですか？

⑨ 院内で自己血輸血を実施していますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

⑨で『はい』の施設はお答え下さい。

⑨-1　平成19年度の実施本数はどれほどですか？

200ｍL換算で ( 　　）本 不明

⑩ 平成19年度に使用されずに廃棄処分した自己血はありますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

⑩で『はい』の施設はお答え下さい。⑩で『はい』の施設はお答え下さい。

⑩-1　平成19年度の自己血の廃棄本数はどれほどですか？

200ｍL換算で ( 　　）本 不明

⑪ 院内で同種血の採血を行い、輸血に使用していますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

⑪で『はい』の施設はお答え下さい。

⑪-1　院内同種血採血の理由は何ですか？

⑪-2　院内採血をする場合、その実施基準は文書化されていますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

◎輸血業務実施体制について◎輸血業務実施体制について◎輸血業務実施体制について◎輸血業務実施体制について

【輸血前】

① 輸血用血液は、自記温度記録計と警報装置がついた輸血用血液専用の保冷庫中で保存していますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

② 各製剤の保管庫の管理温度、及び、保管条件を教えて下さい。

使用 未使用 　　　℃から　　　　℃赤血球製剤

管理温度H19年度使用の有無 保管条件(振とう、またその条件など)

使用 未使用

使用 未使用 　　　℃から　　　　℃血小板製剤

　　　　　℃以下血漿製剤

13



③ 病棟や手術室等への払い出し方法や、再使用するための返却条件を教えてください。

④ 輸血前のチェック項目として規定されている項目は何ですか？（複数回答可）

ａ：患者氏名の確認 ｂ：血液型の確認 ｃ：血液製造番号の確認 ｄ：有効期限の確認

e：交差適合試験の検査結果の確認 ｆ：放射線照射の確認 ｇ：血液の外観検査

ｈ：その他（ ）

⑤ 輸血前のチェック項目を照合するものを教えてください（血液バッグ本体の記載内容、適合票記載内容等）。

⑥ 意識のない患者に輸血する場合の輸血時の確認方法を教えてください。

⑦ 輸血時に患者・血液等の照合・確認を電子機器により行っていますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

⑦で『はい』の施設はお答え下さい。

⑦-1　具体的にその手順を教えてください。

⑧ その他に規定している輸血前の確認項目は、何ですか？

⑨ 危機的出血ガイドライン等を基に、緊急時または危機的出血時の体制、異型適合血液使用の院内規定はありますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

⑩ 輸血拒否対応患者に対する院内規定はありますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

【輸血中】

⑪ 輸血中患者の観察時期は規定していますか？

a：はい ｂ：いいえ ｃ：その他（ ）

⑪で『はい』の施設はお答え下さい。

⑪-1　それはいつですか？

⑫ その他に規定している輸血中の確認項目は、何ですか？

【輸血後】

⑬ 輸血後の確認事項は何ですか？
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⑭ 輸血前後の患者検体の保管は行っていますか？

ａ：行っている ｂ：輸血前の検体のみ保管している ｃ：輸血後の検体のみ保管している

ｄ：行っていない e：その他（ ）

⑭で『ａまたはｂまたはｃ』と回答した施設はお答え下さい。

⑭-1　患者検体の保管期間はどれくらいですか？

⑮ 輸血後のバッグの保管を行っていますか？

ａ：行っている ｂ：行っていない ｃ：その他（ ）

⑮でａと回答した施設はお答え下さい。

⑮-1　回収バッグの保管方法と保管期間を教えて下さい。

⑯ 輸血前後の感染症検査を実施していますか？

ａ：行っている ｂ：輸血後のみ行っている ｃ：行っていない ｄ：その他（ ）

⑰ 感染症の検査項目を教えてください（実施項目に丸をつけてください）。

ＨＢｓ抗原 ＨＢｓ抗原

ＨＢｃ抗体 ＨＢｃ抗体

ＨＢｓ抗体 ＨＢｓ抗体

その他 核酸増幅検査

その他

ＨＣＶ抗体 ＨＣＶ抗体

輸血前

ＨＢＶ

輸血後 輸血後検査の実施時期

ＨＣＶ抗体 ＨＣＶ抗体

ＨＣＶコア抗原 ＨＣＶコア抗原

その他 核酸増幅検査

その他

ＨＩＶ抗体 ＨＩＶ抗体

その他 ＷＢ法

核酸増幅検査

その他

⑱ 輸血前後の感染症検査で、保険査定を受けたことがありますか？

a：ある ｂ：ない ｃ：その他（ ）

⑲ 保険査定を受けた後の対応を教えてください。

⑳ 宮城県合同輸血療法委員会として今後取り組んでほしいと思われる方策や事業がありましたら、お聞かせください。

ＨＣＶ

ＨＩＶ

その他の感染症
(　　　　　）
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＊ 血液製剤の使用適正化、輸血療法の向上について問題と考えること、県・血液センター・宮城県合同輸血療法委員会

などに対してご意見がありましたら記載してください。

お忙しいところご協力いただき、大変ありがとうございました。ご面倒でも、同封の返信用封筒に

本調査票を入れ、返送してください。

担当： 宮城県合同輸血療法委員会事務局
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