
病院情報及び輸血管理情報-1

総病床数 有無 今後の予定 決定の有無 職種 決定の有無 職種

1 特定できない形 設置済み 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

2 大館市立総合病院 実名で公開 493 設置済み 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

3 大館市立扇田病院 実名で公開 136 設置済み 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

4 特定できない形 設置済み 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

5 大湯リハビリ温泉病院 実名で公開 151 未設置 ない 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

6 その他 未設置 ない 決定済み 薬剤師、検査技師 決定済み 薬剤師、検査技師

7 大里病院 実名で公開 42 未設置 ない 決定済み 薬剤師 決定済み 薬剤師

8 北秋田市立阿仁病院 実名で公開 60 未設置 ない 決定済み 薬剤師 未決定

9 公立米内沢総合病院 実名で公開 252 未設置 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

10 その他 設置済み 決定済み 検査技師 未決定

11 山本組合総合病院 実名で公開 534 設置済み 決定済み 医師、検査技師 決定済み 医師、検査技師

12 その他 未設置 ない 決定済み 決定済み

13 特定できない形 未設置 ない 決定済み 医師 決定済み 医師

14 特定できない形 未設置 ない 未決定 未決定

15 男鹿みなと市民病院 実名で公開 145 未設置 ない 決定済み 薬剤師 決定済み 薬剤師

16 特定できない形 未設置 ない 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

17 特定できない形 未設置 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

18 秋田大学医学部附属病院 実名で公開 610 設置済み 決定済み 医師、検査技師 決定済み 検査技師

19 特定できない形 未設置 ない 決定済み 医師、薬剤師 決定済み 医師、薬剤師

20 市立秋田総合病院 実名で公開 458 設置済み 決定済み 医師 決定済み 医師

21 秋田組合総合病院 実名で公開 479 未設置 ない 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

22 秋田県成人病医療センター 実名で公開 127 未設置 ない 決定済み 医師 決定済み 医師

23 秋田赤十字病院 実名で公開 496 設置済み 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

24 中通総合病院 実名で公開 539 設置済み 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

25 特定できない形 未設置 ない 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

26 特定できない形 未設置 ない 決定済み 薬剤師 決定済み 医師

27 特定できない形 未設置 ない 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

28 特定できない形 未設置 ない 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

29 特定できない形 未設置 検査は外注 決定済み 薬剤師 決定済み 薬剤師

30 特定できない形 設置済み 決定済み 薬剤師 決定済み 医師

31 特定できない形 未設置 ない 未決定 未決定

32 特定できない形 未設置 ない 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

33 その他 未設置 ない 未決定 未決定

34 由利組合総合病院 実名で公開 724 設置済み 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

35 本荘第一病院 実名で公開 160 未設置 ない 決定済み 医師 決定済み 薬剤師

36 特定できない形 未設置 ない 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

37 特定できない形 設置済み 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

38 特定できない形 未設置 ない 未決定 未決定

39 市立角館総合病院 実名で公開 300 設置済み 決定済み 決定済み 検査技師

40 特定できない形 未設置 ない 未決定 未決定

41 仙北組合総合病院 実名で公開 568 設置済み 決定済み 医師 決定済み 医師

42 特定できない形 未設置 ない 決定済み 薬剤師 未決定

43 医療法人あけぼの会花園病院 実名で公開 50 設置済み 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

44 その他 設置済み 決定済み 医師、検査技師 決定済み 医師、検査技師

45 市立大森病院 実名で公開 150 未設置 ない 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

46 特定できない形 設置済み 決定済み 薬剤師、検査技師 決定済み 薬剤師、検査技師

47 町立羽後病院 実名で公開 168 設置済み 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

48 雄勝中央病院 実名で公開 285 設置済み 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師

49 特定できない形 未設置 ない 決定済み 検査技師 決定済み 検査技師
50 二慈会�東台病院 実名で公開 150 未設置 ない 決定済み 医師 決定済み 医師

2008年調査 実名で公開 23 設置済み 20 ある��    0 決定済み 45 決定済み 42
50施設 特定できない形 22 未設置�   30 ない�   27 未決定 5 未決定 8
2007年調査 実名で公開 22 設置済み 17 ある��    0 決定済み 44 決定済み 38
50施設 特定できない形 27 未設置�   33 ない�   30 未決定 6 未決定 12
2006年調査 実名で公開 22 設置済み 16 ある��    2 決定済み 49 決定済み 40
52施設 特定できない形 26 未設置�   36 ない�   32 未決定 3 未決定 12

2005年調査 実名で公開 18 設置済み 20 ある��    1 決定済み 45 決定済み 37
49施設 特定できない形 28 未設置�   29 ない�   26 未決定 4 未決定 11
2004年調査 実名で公開 17 設置済み 15 ある��    1 決定済み 42 決定済み 32
48施設 特定できない形 30 未設置�   33 ない�   29 未決定 6 未決定 16

2003年調査 実名で公開 13 設置済み 12 ある��    1 決定済み 41 決定済み 29
48施設 特定できない形 31 未設置�   36 ない�   30 未決定 7 未決定 19
2002年調査 実名で公開 10 設置済み 10 ある��    1 決定済み 44 決定済み 34
48施設 特定できない形 36 未設置�   38 ない�   33 未決定 4 未決定 14
2001年調査 実名で公開 12 設置済み�  8 ある��    4 決定済み 38 決定済み 27
46施設 特定できない形 34 未設置�   38 ない�   29 未決定 7 未決定 17

時間外輸血責任者、担当者

病院名

集計資料、病院
名の公開

輸血部門設置 時間内輸血責任者
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病院情報及び輸血管理情報-2

病院名 保管部署 保管期間 血液製剤 アルブミン製剤
血漿分画製剤（ア
ルブミン以外）

設置の有無 設置予定 開催頻度 委員の名称 委員数

1 検査室 20 輸血部（科・室） 薬剤部 薬剤部 設置済み 年数回 輸血療法委員会 8

2 輸血部（科・室） 20 輸血部（科・室） 薬剤部 薬剤部 設置済み 年数回 輸血療法委員会 20

3 検査室 20 輸血部（科・室） 輸血部（科・室）、薬剤部薬剤部 設置済み 年数回 輸血療法委員会 8

4 検査室 20 検査室 資材課� 資材課 設置済み 年数回 輸血療法委員会 21

5 検査室 20 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 年数回 輸血検討委員会 10

6 薬剤部、検査室 検査室 未使用 未使用 未設置

7 薬剤部 11 薬剤部 薬剤部 薬剤部 未設置 ない

8 薬剤部 20 その他 薬剤部 薬剤部 未設置 ない

9 薬剤部、検査室 20 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 必要時 輸血療法委員会 9

10 検査室 20 検査室 検査室 検査室 設置済み 不定期 輸血療法委員会 7

11 検査室 20 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 年数回 輸血療法委員会

12 検査室 20 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 年一回 輸血療法委員会 13

13 検査室 8 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 月一回以上 輸血療法委員会 11

14 病棟 20 病棟 薬剤部 薬剤部 未設置 ない

15 薬剤部 20 薬剤部 薬剤部 薬剤部 設置済み 必要に応じて 輸血療法委員会 11

16 検査室 20 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 年数回 輸血療法委員会 15

17 検査室 20 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 月一回以上 輸血療法委員会 9

18 輸血部（科・室） 20 輸血部（科・室） 薬剤部 薬剤部 設置済み 年数回 輸血療法委員会 24

19 薬剤部 20 薬剤部 薬剤部 薬剤部 設置済み 年数回 輸血療法委員会 15

20 検査室 20 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 月一回以上 輸血療法管理委員会 21

21 検査室 20 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 年数回 輸血療法委員会 15

22 薬剤部 20 薬剤部 薬剤部 薬剤部 設置済み 年6回（隔月） 輸血療法委員会 8

23 検査室 7 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 年数回 輸血療法委員会 12

24 検査室 20 検査室 薬剤部、検査室 薬剤部 設置済み 年数回 輸血療法委員会 13

25 検査室 20 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 年数回 輸血療法委員会 7

26 検査室 5 薬剤部 薬剤部 薬剤部 設置済み 随時 輸血療法委員会 11

27 検査室 10 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 年数回 輸血療法委員会 6

28 検査室 20 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 輸血があった翌月 輸血療法委員会 18

29 輸血部（科・室） 20 輸血部（科・室） 輸血部（科・室） 輸血部（科・室） 設置済み 輸血施行月 輸血療法委員会 8

30 薬剤部 20 薬剤部 薬剤部 薬剤部 設置済み その他 輸血療法委員会 5

31 看護部 5 その他 その他 その他

32 検査室 20 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 月一回以上 輸血療法委員会 7

33 薬剤部 20 薬剤部 薬剤部 薬剤部 未設置 ない

34 薬剤部、検査室 11 検査室 検査室 薬剤部 設置済み 年6回 輸血療法委員会 15

35 薬剤部 20 薬剤部 薬剤部 薬剤部 設置済み 年一回 輸血療法委員会 14

36 20 検査室 薬剤部 薬剤部 未設置 ある

37 検査室 11 検査室 未設置 ない

38 薬剤部 20 薬剤部 薬剤部 薬剤部 未設置 ない

39 検査室 検査室 検査室 薬剤部 設置済み 年6回� 輸血療法委員会 8

40 薬剤部 20 薬剤部 薬剤部 薬剤部 未設置 ない

41 検査室、資材課 20 検査室 資材課 資材課 設置済み 年6回 輸血療法委員会 11

42 薬剤部 20 薬剤部 薬剤部 薬剤部 設置済み 年数回 輸血療法委員会 5

43 検査室 20 検査室 検査室 検査室 設置済み 年数回 輸血療法委員会 12

44 システム 20 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 年数回

45 検査室 20 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 年6回 輸血委員会 8

46 薬剤部、検査室 2 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み その他 輸血療法委員会 7

47 検査室 20 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 年数回 輸血療法委員会 12

48 検査室 11 検査室 薬剤部 薬剤部 設置済み 年6回 輸血療法委員会 11

49 検査室 10 検査室 未使用 未使用 未設置 ない
50 カルテ、事務室 5 検査室 検査室 検査室 未設置 ない

2008年調査輸血部（科・室） 3 5 2 1 設置済み 38 ある�� 1
検査室 27 31 5 3 未設置�   11 ない� �9

50施設 薬剤部 15 11 37 40
病棟、看護部 2 1
資材課、事務室 2 2 2

2007年調査輸血部（科・室） 3 3 1 設置済み 36 ある��  2
検査室 23 27 3 2 未設置�   14 ない� 12

50施設 薬剤部 18 16 37 39
病棟、看護部 3 4 4 4
資材課、事務室 2 2 2

2006年調査輸血部（科・室） 3 3 1 1 設置済み 39 ある��  1
検査室 27 31 3 2 未設置�   13 ない� 12

52施設 薬剤部 17 13 41 40
病棟、看護部 2 3 2 2
資材課、事務室 3 3

2005年調査輸血部（科・室） 3 3 1 設置済み 37 ある�  �0

検査室 27 27 2 未設置�   12 ない� 11
49施設 薬剤部 16 16 41

病棟、看護部 1 2 1
資材課、事務室 1 0 3

2005年以前は
全ての血漿分画
製剤の管理部門
として調査

血液製剤管理簿 管理部署 輸血療法委員会
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病院情報及び輸血管理情報-3

病院名
輸血療法委員会

設置
輸血の適用 血液製剤の選択 輸血検査項目

輸血実施時の
手続き

血液製剤の保
管管理

院内での血液製
剤使用状況

適正使用の徹
底

輸血事故
副作用・合併
症対策

1 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

2 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

3 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

4 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

5 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

6 未設置

7 未設置

8 未設置

9 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

10 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

11 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

12 設置済み はい はい はい はい はい はい 医師の判断 医師の判断 各部門の連携

13 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

14 未設置

15 設置済み はい はい はい はい はい はい いいえ はい はい

16 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

17 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

18 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

19 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

20 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

21 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

22 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

23 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

24 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

25 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

26 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

27 設置済み いいえ いいえ はい はい はい はい はい はい はい

28 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

29 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

30 設置済み いいえ いいえ はい はい はい はい いいえ いいえ はい

31

32 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

33 未設置 はい はい はい はい はい はい はい はい はい

34 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

35 設置済み 推進のみ 推進のみ はい はい はい はい 推進のみ はい はい

36 未設置

37 未設置

38 未設置

39 設置済み はい 分画製剤は別 はい はい はい はい はい はい はい

40 未設置

41 設置済み 不十分 医師の判断 はい はい はい はい はい はい はい

42 設置済み いいえ いいえ はい はい はい はい いいえ はい はい

43 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

44 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

45 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

46 設置済み いいえ いいえ はい はい はい はい いいえ はい はい

47 設置済み はい はい はい はい はい はい 担当医 はい はい

48 設置済み はい はい はい はい はい はい はい はい はい

49 未設置
50 未設置

2008年調査 設置済み 38 はい�          33 はい�         32 はい�        39 はい�        39 はい�        39 はい�   ��36 はい�����   32 はい�  �� 37 はい �� �38
50施設 未設置�   11 いいえ          4 いいえ        4 いいえ        0 いいえ       0 いいえ       0 いいえ     0 いいえ   �   4 いいえ     1 いいえ �   0

その他          2 その他        3 その他        0 その他       0 その他      0 その他     0 その他    ��3 その他     1 その他     1
2007年調査 設置済み 36 はい�         34 はい�         30 はい�       36 はい�   �35 はい�   ��36 はい�   ��36 はい�����   34 はい�  �� 36 はい �� �36
50施設 未設置�   14 いいえ          0 いいえ        3 いいえ        0 いいえ     1 いいえ     0 いいえ     0 いいえ   �   0 いいえ     0 いいえ �   0

その他          2 その他        2 その他        0 その他     0 その他     0 その他     0 その他    ��2 その他     0 その他     0

2006年調査 設置済み 39 はい�         36 はい�         34 はい�       39 はい�   �39 はい�   ��39 はい�   ��39 はい�����   35 はい�  �� 37 はい �� �38
52施設 未設置�   13 いいえ          3 いいえ        4 いいえ        0 いいえ     0 いいえ     0 いいえ     0 いいえ   �   3 いいえ     1 いいえ �   1

その他          1 その他        1 その他        0 その他     0 その他     0 その他     0 その他    ��1 その他     1 その他     0
2005年調査 設置済み 37 はい�         28 はい�         29 はい�       33 はい�   �36 はい�   ��37 はい�   ��37 はい�����   31 はい�  �� 34 はい �� �35

49施設 未設置�   12 いいえ          8 いいえ        6 いいえ        4 いいえ     1 いいえ     0 いいえ     0 いいえ   �   5 いいえ     2 いいえ �   2
その他          1 その他        2 その他        0 その他     0 その他     0 その他     0 その他    ��1 その他     1 その他     0

2004年調査 設置済み 34 はい�         28 はい�         26 はい�       31 はい�   33 はい�   34 はい�   34 はい���   30 はい�   34 はい  � 33
48施設 未設置�   14 いいえ          6 いいえ          7 いいえ         2 いいえ     0 いいえ     0 いいえ     0 いいえ   �    3 いいえ     0 いいえ �   0

その他          0 その他         1 その他        1 その他     1 その他     0 その他     0 その他    ��1 その他     0 その他     1
2003年調査 設置済み 32 はい�         27 はい�         24 はい�       30 はい�   28 はい�   31 はい�   31 はい���  24 はい  � 28 はい  � 30

48施設 未設置�   16 いいえ           2 いいえ           4 いいえ         0 いいえ     0 いいえ     0 いいえ     0 いいえ   �    3 いいえ � 2 いいえ � 1
その他           1 その他           1 その他         0 その他     1 その他     0 その他     0 その他    ��1 その他     0 その他     0

2002年調査 設置済み 31 はい�         25 はい�         23 はい�       28 はい�   28 はい�   31 はい�   30 はい���  24 はい  � 26 はい  � 27
48施設 未設置�   17 いいえ           4 いいえ           5 いいえ         2 いいえ     0 いいえ     0 いいえ     0 いいえ   �    2 いいえ � 2 いいえ � 2

その他           2 その他           3 その他         1 その他     3 その他     0 その他     1 その他    ��5 その他     3 その他     2

輸血療法委員会の業務内容
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病院情報及び輸血管理情報-4

病院名
血液製剤の受
け払い

血液製剤の適
正な保管管理

血液製剤の在
庫管理

血液製剤の使
用状況把握

輸血に関する諸検査 輸血事故防止対策 情報提供と適正輸血推進

1 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

2 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

3 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

4 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

5 未設置 はい はい はい はい はい はい はい

6 未設置 はい 在庫なし はい はい

7 未設置

8 未設置 はい はい はい はい いいえ いいえ いいえ

9 未設置 はい はい はい はい はい はい はい

10 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

11 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

12 未設置 はい はい はい はい はい はい はい

13 未設置

14 未設置

15 未設置 はい

16 未設置 はい はい はい はい はい はい はい

17 未設置 はい はい はい はい はい はい はい

18 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

19 未設置

20 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

21 未設置 はい はい はい はい はい はい はい

22 未設置 はい はい はい はい 検査科 はい はい

23 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

24 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

25 未設置 はい はい 在庫なし はい 外注検査 はい はい

26 未設置

27 未設置

28 未設置 はい はい はい はい 外注委託 はい はい

29 未設置 はい はい はい はい いいえ はい はい

30 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

31 未設置 はい はい はい はい はい はい はい

32 未設置 はい はい はい はい はい はい はい

33 未設置

34 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

35 未設置 はい はい はい はい 検査科 はい はい

36 未設置

37 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

38 未設置 はい はい はい はい はい はい はい

39 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

40 未設置

41 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

42 未設置

43 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

44 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

45 未設置

46 設置済み はい はい はい はい はい はい いいえ

47 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

48 設置済み はい はい はい はい はい はい はい

49 未設置
50 未設置

2008年調査 設置済み 20 はい�   ��37 はい�   ��35 はい�   ��34 はい�   ��36 はい� �  �29 はい�   ��34 はい�   ��34
50施設 未設置�   30 いいえ     �0 いいえ     �0 いいえ     �0 いいえ     �0 いいえ     2 いいえ     �1 いいえ     �2

その他     0 その他     0 その他     2 その他     0 その他     4 その他     0 その他     0
2007年調査 設置済み 17 はい�   ��35 はい�   ��35 はい�   ��32 はい�   ��35 はい� �  �29 はい�   ��35 はい�   ��35
50施設 未設置�   33 いいえ     �0 いいえ     �0 いいえ     �0 いいえ     �0 いいえ     1 いいえ     �0 いいえ     �0

その他     1 その他     1 その他     3 その他     1 その他     6 その他     1 その他     1

2006年調査 設置済み 16 はい�   ��38 はい�   ��37 はい�   ��37 はい�   ��39 はい� �  �34 はい�     � 38 はい�     �37
52施設 未設置�   36 いいえ     �0 いいえ     �0 いいえ     �0 いいえ     �0 いいえ     1 いいえ       0 いいえ      0

その他     0 その他     0 その他     1 その他     0 その他     4 その他       0 その他      0
2005年調査 設置済み 20 はい�   ��34 はい�   ��33 はい�   ��34 はい�   ��34 はい� �  28 はい�     � 32 はい�     �30

49施設 未設置�   29 いいえ     �1 いいえ     �1 いいえ     �1 いいえ     �1 いいえ     2 いいえ       1 いいえ      2
その他     1 その他     1 その他     1 その他     1 その他     5 その他       2 その他      2

2004年調査 設置済み 15 はい�   32 はい�   33 はい�   32 はい�   33 はい�   28 はい�      31 はい�     32
48施設 未設置�   33 いいえ     0 いいえ     0 いいえ     1 いいえ     0 いいえ     2 いいえ        0 いいえ       0

その他     3 その他     2 その他     2 その他     2 その他     5 その他       4 その他       2
2003年調査 設置済み 12 はい�   30 はい�   30 はい�   30 はい�   30 はい�   25 はい�      27 はい�     25

48施設 未設置�   36 いいえ     0 いいえ     0 いいえ     0 いいえ     0 いいえ     2 いいえ        3 いいえ       4
その他     3 その他     3 その他     3 その他     3 その他     6 その他        3 その他       2

2002年調査 設置済み 10 はい�   30 はい�   30 はい�   29 はい�   30 はい�   25 はい�      29 はい�     27
48施設 未設置�   38 いいえ     0 いいえ     0 いいえ     0 いいえ     0 いいえ     1 いいえ        1 いいえ       2

その他     0 その他     0 その他     1 その他     0 その他     4 その他        0 その他       1

一元化輸血部門の業務内容輸血部門の有
無
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