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各都道府県薬務主管課 御中 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課 

 

 

輸血用血液製剤及び関連業務等に関するアンケート調査について 

（協力依頼） 

 

 

血液事業の推進につきましては、日頃より格別の御配慮を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

 このたび、輸血用血液製剤の有効利用と輸血医療の安全性向上を目的と

して、日本赤十字社が輸血用血液製剤及び関連業務について、問題点、課

題等を明らかにする調査を別添のとおり行うこととなりました。 

対象医療機関につきましては別表のとおりとなりますので、貴課におか

れましては、医療機関の皆様から本調査に対してより一層の御協力を得ら

れるよう、特段の御配慮をお願いします。 

また、本調査においては、前回調査の内容に加え、昨年度の新型コロナ

ウイルス感染症蔓延に伴う輸血用血液の供給増減と院内状況との関連性に

ついても調査し、新たな新興再興感染症への備えに繋がるものでもあるこ

とから、調査の趣旨を御理解いただき、御協力を賜りますようよろしくお

願いします。 

  

 なお、別表の対象医療機関については非公表資料となりますので、この

まま医療機関等へ転送することのないようお願いします。 

   



令和３年５月11日更新

都道府県 供給先コード 医療機関名称

【北海道】 0120002 北海道大学病院

0120001 札幌医科大学

0160001 市立函館病院

0130010 旭川医科大学病院

0120700 札幌北楡病院

0120003 市立札幌病院

0120042 札幌東徳洲会病院

0142001 帯広厚生病院

0120606 手稲渓仁会病院

0130030 旭川赤十字病院

0140001 市立釧路総合病院

0150022 製鉄記念室蘭病院

0150402 王子総合病院

0160002 五稜郭病院

0120890 北海道医療センター

0130090 市立旭川病院

0120020 ＫＫＲ　札幌医療センター

0120052 小樽市立病院

0120011 勤医協中央病院

0130020 旭川厚生病院

0120877 札幌心臓血管クリニック

0120019 札幌厚生病院

0140002 釧路労災病院

0140162 釧路孝仁会記念病院

0150031 日鋼記念病院

0133000 北見赤十字病院

0120005 愛育病院

0132100 名寄市立総合病院

0120031 ＮＴＴ東日本札幌病院

0120039 札幌徳洲会病院

0142003 国立病院機構帯広病院

0120593 北海道大野記念病院

0124318 恵庭第一病院

0160003 函館中央病院

0120021 札幌中央病院

0160009 函館赤十字病院
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0120035 斗南病院

0120004 国立病院機構北海道がんセンタ－

0120033 天使病院

0120603 医療法人　札幌清田病院

【青森】 0200001 青森県立中央病院

0205001 八戸市立市民病院

0202001 弘前大学医学部付属病院

0205003 八戸赤十字病院

0202002 独立法人　国立弘前病院

0201001 つがる総合病院

0200002 青森市民病院

0204001 むつ総合病院

0205002 独法　労健安全機構青森労災病院

0203001 十和田市立中央病院

0202005 津軽保健生活協組健生病院

0202004 弘前市立病院

0203004 三沢市立三沢病院

【岩手】 0320104 岩手医科大学付属病院

0320102 岩手県立中央病院

0320601 岩手県立中部病院

0320122 盛岡赤十字病院

0320301 岩手県立大船渡病院

0320401 岩手県立胆沢病院

0320902 岩手県立磐井病院

0320201 岩手県立宮古病院

0320701 岩手県立久慈病院

0321301 岩手県立二戸病院

0320602 恩賜財 北上済生会病院

0320903 盛岡市立病院

【宮城】 0410001 国立大学法人 東北大学病院

0420001 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター

0485001 石巻赤十字病院

0470001 大崎市民病院

0410005 財団法人厚生会 仙台厚生病院

0425001 仙台市立病院

0455001 地方独立行政法人 宮城県立病院機構 宮城県立がんセンター

0420010 公益財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院

0410009 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院

0490001 気仙沼市立病院



0440010 特定医療法人徳洲会 仙台徳洲会病院

0415006 地方独立行政法人 宮城県立こども病院

0450052 みやぎ県南中核病院

0465001 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院

【秋田】 0510001 秋田大学医学部附属病院

0512001 平鹿総合病院

0510005 秋田厚生医療センター

0510004 秋田赤十字病院

0514001 由利組合総合病院

0517001 大曲厚生医療センター

0511001 能代厚生医療センター

0510003 明和会　中通総合病院

0513001 大館市立総合病院

0510002 市立秋田総合病院

0512002 市立横手病院

0518001 かづの厚生病院

0514002 本荘第一病院

0511003 能代山本医師会病院

0521001 北秋田市民病院

0515001 男鹿みなと市民病院

0510007 秋田県立脳血管研究センター

0518003 恵愛会　鹿角中央病院

0514003 医療法人　佐藤病院

0516001 雄勝中央病院

【山形】 0601001 山形大学医学部附属病院

0601002 山形県立中央病院

0608001 日本海総合病院

0601003 山形市立病院済生館

0607001 鶴岡市立荘内病院

0605000 公立置賜総合病院

0601065 山形徳洲会病院

0604001 山形県立新庄病院

0601006 済生会山形済生病院

0605001 米沢市立病院

0608013 庄内余目病院

【福島】 0700001 福島県立医科大学

0701067 北福島医療センター

0702007 福島南循環器科病院

0705001 太田西の内病院



0705002 星総合病院

0705004 総合南東北病院

0707001 竹田綜合病院

0707002 会津中央病院

0707033 福島県立医科大学 会津医療センター

0709001 総合磐城共立病院

【茨城】 0807090 筑波大学附属病院

0806014 土浦協同病院

0802825 日立総合病院

0800150 水戸済生会総合病院

0807009 筑波記念病院

0800890 茨城県立中央病院

0800192 国立病院機構 水戸医療センター

0807011 筑波メディカルセンター病院

0806102 東京医科大学茨城医療センター

0805107 ＪＡとりで総合医療センター

0801210 日立製作所ひたちなか総合病院

0800190 茨城県立こども病院

0800148 水府病院

【栃木】 0900401 獨協医科大学病院

0900351 自治医科大学付属病院

0900018 済生会宇都宮病院

0901102 足利赤十字病院

0900801 那須赤十字病院

0900027 栃木県立がんセンター

0900852 国際医療福祉大学病院

0901002 佐野厚生総合病院

0900603 新小山市民病院

0900902 菅間記念病院

0900017 国立病院機構栃木医療センター

0901401 芳賀赤十字病院

0900502 とちぎメディカルセンターしもつが

【群馬】 1000102 群馬大学医学部附属病院

1000101 前橋赤十字病院

1000502 太田記念病院

1000103 済生会前橋病院

1001001 公立藤岡総合病院

1000501 群馬県立がんセンター

1000200 高崎総合医療センター



1000204 日高病院

1000401 伊勢崎市民病院

1000105 群馬県立心臓血管センター

1000704 沼田脳神経外科循環器科病院

1000402 伊勢崎佐波医師会病院

1000278 医療法人千栄会　高瀬クリニック

1000600 国立病院機構渋川医療センター

1001101 公立碓氷病院

1000503 本島総合病院

1001901 群馬県立小児医療センター

【埼玉】 1103509 埼玉医科大学　国際医療センター

1102101 埼玉医科大学総合医療センター

1108401 獨協医科大学越谷病院

1100701 自治医科大学附属さいたま医療センター

1100201 さいたま赤十字病院

1100503 川口市立医療センター

1102701 埼玉医科大学病院

1103001 防衛医科大学校病院

1100801 上尾中央総合病院

1106501 深谷赤十字病院

1100401 戸田中央総合病院

1107410 新久喜総合病院

1100901 埼玉県立がんセンター

【千葉】 1210110 千葉大学医学部附属病院

1250921 誠馨会　新東京病院

1250410 東京慈恵会医科大学附属柏病院

1211333 鉄蕉会　亀田総合病院

1250310 順天堂大学医学部附属　順天堂浦安病院

1211020 総合病院国保　旭中央病院

1212220 成田赤十字病院

1216910 日本医科大学千葉北総病院

1250925 木下会　千葉西総合病院

1211420 国保直営総合病院　君津中央病院

1250300 東京ﾍﾞｲ･浦安市川医療ｾﾝﾀｰ

1210121 千葉市立青葉病院

1250923 明理会　新松戸中央総合病院

1250730 恩賜財団済生会　千葉県済生会習志野病院

1250035 社会保険　船橋中央病院

【東京】 1304406 東京女子医科大学病院



1309405 帝京大学医学部附属病院

1311401 日本医科大学付属病院

1303405 虎の門病院

1311304 東京大学医学部附属病院

1304204 慶應義塾大学病院

1309508 日本大学医学部附属板橋病院

1304405 東京医科大学病院

1311202 順天堂大学医学部附属病院

1311301 東京医科歯科大学医学部附属病院

1305503 日本赤十字社医療センター

1304205 国立国際医療研究センター病院

1311306 東京都立駒込病院

1302205 国立がん研究センター中央病院

1303404 東京慈恵会医科大学附属病院

【神奈川】 1400961 東海大学付属病院

1410150 横浜市立大学付属
市民総合医療センター

1410651 湘南鎌倉総合病院

1421501 聖マリアンナ医科大学
病院

1400701 北里大学病院

1421201 川崎幸病院

1410405 横浜市立大学付属病院

1414001 横須賀共済病院

1420147 済生会横浜市東部病院

1400201 藤沢市民病院

1400357 小澤病院

1421301 関東労災病院

1421403 虎の門病院 分院

1420501 昭和大学藤が丘病院

【新潟】 1510106 新潟大学医歯学総合病院

1515121 新潟市民病院

1570111 新潟県立中央病院

1545101 長岡赤十字病院

1545126 立川綜合病院

1525111 新潟県立新発田病院

1540728 済生会新潟第二病院

1510111 新潟県立がんセンター新潟病院

1545116 厚生連長岡中央綜合病院

1555130 魚沼基幹病院

1530126 下越病院



1515144 新潟南病院

【山梨】 1900102 山梨県立中央病院

1900101 山梨大学医学部附属病院

1900103 甲府共立病院

1900105 富士吉田市立病院

1900111 山梨厚生病院

1900104 市立甲府病院

1900110 地域医療機構山梨病院

1900107 加納岩総合病院

1900121 山梨赤十字病院

1900132 白根徳洲会病院

【長野】 2020001 信州大学附属病院

2010001 長野赤十字病院

2060100 諏訪赤十字病院

2030353 佐久医療センター

2020003 まつもと医療センター松本病院

2010108 篠ノ井総合病院

2060300 飯田市立病院

2010068 長野市民病院

2020006 相澤病院

2060201 伊那中央病院

2020160 長野県立こども病院

2010151 北信総合病院

2020027 松本協立病院

2010130 長野県立信州医療センター

2060200 昭和伊南総合病院

【富山】 1601102 富山県立中央病院

1601101 国立大学法人富山大学附属病院

1602103 厚生連高岡病院

1601104 富山赤十字病院

1601103 富山市民病院

1608101 市立砺波総合病院

1605101 金沢医科大学氷見市民病院

1607101 黒部市民病院

1602101 高岡市民病院

1601105 済生会富山病院

【石川】 1701205 金沢大学附属病院

1701403 石川県立中央病院

1700214 金沢医科大学病院



1701502 金沢医療センター

1704502 公立能登総合病院

1701407 社会医療法人財団董仙会　恵寿金沢病院

1701404 恵寿総合病院

1706111 公立松任石川中央病院

1701509 小松市民病院

1702204 心臓血管センター金沢循環器病院

【福井】 1832101 福井大学医学部附属病院

1820102 福井県立病院

1820103 福井県済生会病院

1820104 福井心臓血圧センター 福井循環器病院

1820101 福井赤十字病院

1820202 市立敦賀病院

1820401 公立小浜病院

1820105 福井総合病院

1820301 中村病院

1820611 福井勝山総合病院

【岐阜】 2100202 大垣市民病院

2100102 岐阜市民病院

2100105 岐阜県総合医療センター

2115020 一宮市立市民病院

2112620 江南厚生病院

2100101 岐阜大学医学部附属病院

2112760 一宮西病院

2100604 松波総合病院

2115040 大雄会病院

2100401 中濃厚生病院

2100319 木沢記念病院

2100396 岐阜ハートセンター

【静岡】 2247000 順天堂大学医学部附属静岡病院

2211020 静岡市立静岡病院

2211030 静岡県立総合病院

2274201 総合病院　聖隷浜松病院

2274202 総合病院　聖隷三方原病院

2274102 浜松医科大学医学部付属病院

2274104 浜松医療センター

2211010 静岡赤十字病院

2241800 静岡医療センター

2244000 富士市立中央病院



2211040 静岡済生会総合病院

2241950 静岡県立静岡がんセンター

2211070 静岡県立こども病院

2271104 中東遠総合医療センター

【愛知】 2302240 国立大学法人　名古屋大学病院

2305850 藤田保健衛生大学病院

2301480 名古屋第一赤十字病院

2302250 名古屋第二赤十字病院

2308600 安城更生病院

2370010 豊橋市民病院

2302520 名古屋市立大学病院

2301820 名古屋医療センター

2306010 愛知医科大学病院

2307530 厚生連　海南病院

2306290 半田市立半田病院

2307940 刈谷豊田総合病院

2309160 小牧市民病院

【三重】 2404300 三重大学医学部附属病院

2407650 伊勢赤十字病院

2402100 市立四日市病院

2406500 松阪中央総合病院

2403200 鈴鹿中央総合病院

2405400 三重中央医療センター

2402101 三重県立総合医療センター

2406501 済生会松阪総合病院

2403208 鈴鹿回生病院

2409801 岡波総合病院

2406513 松阪市民病院

2407600 市立伊勢総合病院

2411970 紀南病院

2404316 武内病院

2401033 
桑名市総合医療センター

2404323 永井病院

2401050 いなべ総合病院

2401020 もりえい病院

2409800 上野総合市民病院

2409865 名張市立病院

2406593 三重ハートセンター

2402111 小山田記念温泉病院



【滋賀】 2501001 滋賀医大附属病院

2501002 大津赤十字病院

2502002 済生会滋賀県病院

2505001 近江八幡市立総合医療センター

2506001 彦根市立病院

2502001 滋賀県立成人病センター

2507002 市立長浜病院

2502003 草津総合病院

2501003 大津市民病院

2507001 長浜赤十字病院

2504001 東近江総合医療センター

2503001 公立甲賀病院

【京都】 2600003 京都大学医学部附属病院

2600005 京都府立医科大学附属病院

2600001 京都第一赤十字病院

2600002 京都第二赤十字病院

2600304 宇治徳州会病院

2600009 京都桂病院

2603903 洛和会音羽病院

2601602 京都岡本記念病院

2600007 京都市立病院

2600201 医仁会武田総合病院

2605030 市立福知山市民病院

2605015 京都中部総合医療センター

2601606 康生会武田病院

2605004 舞鶴共済病院

2600800 京都鞍馬口医療センター

【大阪】 2700030 大阪大学医学部附属病院

2700010 国立循環器病研究センター

2700051 大阪市立総合医療センター

2700035 近畿大学医学部附属病院

2700725 岸和田徳洲会病院

2700034 大阪市立大学医学部附属病院

2700040 関西医科大学附属病院

2700001 大阪赤十字病院

2700036 大阪医科大学附属病院

2700016 大阪府立急性期・総合医療センター

2700074 りんくう総合医療センター

2703163 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院



2700069 堺市立総合医療センター

2701207 四天王寺病院

2700605 関西電力病院

2701300 一般財団法人住友病院

2700015 大阪国際がんセンター

【兵庫】 2890201 神戸大学医学部附属病院

2802001 兵庫医科大学病院

2801166 兵庫県立尼崎総合医療センター

2890202 医療センター　中央市民病院

2801003 関西労災病院

2830042 兵庫県立姫路循環器病センター

2839101 公立　豊岡病院

2815001 兵庫県立淡路医療センター

2890830 西神戸医療センター

2830131 姫路赤十字病院

2890203 神戸赤十字病院

2808071 社会医療法人　明石医療センター

2890225 神鋼記念病院

2808056 兵庫県立がんセンター

2890602 兵庫県立こども病院

【奈良】 2900002 天理よろづ相談所病院

2900001 奈良県立医科大学附属病院

2900017 近畿大学医学部奈良病院

2906006 高井病院

2900003 奈良県総合医療センター

2903005 高の原中央病院

2900005 奈良県西和医療センター

2900018 市立奈良病院

2900011 済生会中和病院

2903039 西の京病院

【和歌山】 3001002 和歌山県立医科大学附属病院

3001001 日本赤十字社和歌山医療センター

3007705 紀南病院

3001007 和歌山労災病院

3009916 新宮市立医療センター

3007731 南和歌山医療センター

3004421 橋本市民病院

3003313 公立那賀病院

3006605 国保日高総合病院



3002203 海南医療センター

【鳥取】 3126101 鳥取大学医学部附属病院

3101301 鳥取県立中央病院

3126301 独立行政法人労働者健康福祉機構　山陰労災病院

3126102 独立行政法人国立病院機構　米子医療センター

3116301 鳥取県立厚生病院

3101201 鳥取赤十字病院

3101302 鳥取市立病院

3116302 医療法人十字会　野島病院

3101303 鳥取生協病院

3127301 鳥取県済生会　境港総合病院

3126303 医療法人育生会　高島病院

3126302 博愛病院

【島根】 3200130 島根大学医学部附属病院

3200010 松江赤十字病院

3200140 島根県立中央病院　

3200220 国立病院機構浜田医療センター

3200200 益田赤十字病院

3200240 松江市立病院

3200020 隠岐広域連合立隠岐病院

3200170 大田市立病院

3200040 松江生協病院

3200100 雲南市立病院

3201380 町立奥出雲病院

3200190 安来市立病院

【岡山】 3303002 倉敷中央病院

3301001 岡山大学病院

3303001 川崎医科大学
附属病院

3301006 国立病院機構
岡山医療センター

3363001 津山中央病院

3301004 岡山赤十字病院

3301005 岡山市民病院

3301009 心臓病センター
榊原病院

3301002 岡山済生会
総合病院

3301003 川崎医科大学
総合医療センター

【広島】 3400003 広島赤十字・原爆病院

3400001 広島大学病院

3400002 広島市立広島市民病院

3400717 呉医療センター



3400859 福山市民病院

3400007 広島市立安佐市民病院

3400005 県立広島病院

3400866 公立学校共済組合　中国中央病院

3400201 土谷総合病院

3400015 厚生連広島総合病院

3400711 呉共済病院

3400854 尾道総合病院

3400512 福山循環器病院

3400019 広島西医療センター

3400392 五日市記念病院

【山口】 3520001 徳山中央病院

3513001 山口大学医学部付属病院

3503001 山口県立総合医療センター

3501002 山口県済生会山口総合病院

3527001 国立病院機構　岩国医療センター

3517003 国立病院機構　関門医療センター

3517004 済生会下関総合病院

3517001 下関市立市民病院

3517002 下関医療センター

3524001 厚生連　周東総合病院

3510001 長門総合病院

3518013 山口県済生会豊浦病院

3514001 山口労災病院

【徳島】 3601324 徳島大学病院

3601315 徳島県立中央病院

3602001 徳島赤十字病院

3602401 吉野川医療センター

3601306 徳島市民病院

3602101 徳島県鳴門病院

3602801 徳島県立三好病院

3602201 阿南医療センター

3601302 田岡病院

3601108 川島病院

3602505 浦田病院

3601205 鈴江病院

3601114 亀井病院

【香川】 3703020 香川県立中央病院

3703000 高松赤十字病院



3703710 香川大学医学部附属病院

3705050 香川労災病院

3707530 三豊総合病院

3706013 四国こどもとおとなの医療センター

3704030 坂出市立病院

3704050 回生病院

3703030 高松市民病院

3703040 屋島総合病院

【愛媛】 3827042 愛媛県立中央病院長

3829001 愛媛大学医学部附属病院

3827119 松山赤十字病院

3859017 市立宇和島病院

3827116 松山市民病院

3811016 済生会今治病院

3827044 国立病院機構四国がんセンター

3806007 愛媛県立新居浜病院

3806014 住友別子病院

3827050 済生会松山病院

3859042 宇和島徳洲会病院

3811019 今治第一病院

【高知】 3901001 高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター

3901801 社会医療法人近森会　近森病院

3901000 高知大学医学部附属病院

3900920 高知赤十字病院

3901150 高知県立幡多けんみん病院

3900930 独立行政法人　国立病院機構高知病院

3901010 高知県立あき総合病院

3900400 医療法人岡村会　岡村病院

3901450 (医)五月会　須崎くろしお病院

3900190 医療法人聖真会　渭南病院

3901020 ＪＡ高知病院

3902150 土佐市立土佐市民病院

3903100 特定医療法人仁生会　細木病院

3903995 依光内科クリニック

3901030 佐川町立高北国民健康保険病院

3900480 医療法人高幡会　大西病院

【福岡】 4000100 国立大学法人　九州大学病院

4000600 久留米大学病院

4000103 国立病院機構　九州医療センター



4000601 聖マリア病院

4000101 福岡大学病院

4000105 福岡県済生会福岡総合病院

4000113 福岡赤十字病院

4000102 浜の町病院

4000007 福岡徳洲会病院

4000656 天神会新古賀病院

4000112 福岡市立こども病院

4000107 福岡和白病院

4000106 原三信病院

4000005 九州がんセンター

【北九州】 4001000 飯塚病院

4070028 小倉記念病院

4070040 産業医科大学病院

4070039 地域医療機能推進機構　九州病院

4070027 北九州市立医療センター

4070031 九州労災病院

4070017 健和会大手町病院

4071004 池友会　福岡新水巻病院

4070038 製鉄記念八幡病院

4070034 北九州総合病院

4070036 北九州市立八幡病院

4070030 国立病院機構　小倉医療センター

【佐賀】 4162101 佐賀大学医学部附属病院

4162104 佐賀県医療センター　好生館

4168106 （独）嬉野医療センター

4163116 唐津赤十字病院

4000606 高木病院

4163124 恩賜財団　済生会　唐津病院

4000714 福田病院

4167182 （一社）巨樹の会　新武雄病院

4003014 柳川病院

4168107 医療法人　祐愛会　織田病院

4162121 （独）国立病院機構　佐賀病院

4166168 伊万里有田共立病院

【長崎】 4201401 長崎大学病院

4262002 国立病院機構長崎医療センター

4201403 日本赤十字社長崎原爆病院

4211403 長崎みなとメディカルセンター



4210103 光晴会病院

4245141 島原病院

4234103 諫早総合病院

4262003 大村市民病院

4257113 五島中央病院

4258311 対馬病院

4210403 虹が丘病院

4221203 聖フランシスコ病院

4220101 国立病院機構長崎病院

4211402 済生会長崎病院

【佐世保】 4261002 佐世保市総合医療センター

4261005 佐世保中央病院

4261003 長崎労災病院

4261004 佐世保共済病院

4266502 長崎県上五島病院

4261030 杏林病院

4263003 青洲会病院

4267001 長崎県壱岐病院

4262401 長崎川棚医療センター

4262501 北松中央病院

4263001 柿添病院

4261008 俵町浜野病院

【熊本】 4325001 国立病院機構　熊本医療センタ─

4331001 済生会熊本病院

4323001 熊本大学医学部附属病院

4323003 熊本赤十字病院

4323076 熊本総合病院

4323022 熊本労災病院

4362005 人吉医療センター

4323004 熊本中央病院

4311016 荒尾市民病院

4325026 公立玉名中央病院

4323075 くまもと森都総合病院

4323002 熊本市民病院

4323030 特別医療法人　萬生会 熊本第一病院

4311013 天草地域医療センタ-

【大分】 4400560 大分大学医学部附属病院

4400336 大分県立病院

4400308 大分市医師会立アルメイダ病院



4400242 大分県厚生連鶴見病院

4400348 大分岡病院

4400225 別府医療センター

4400891 中津市立中津市民病院

4400338 大分赤十字病院

4400661 南海医療センター

4400234 新別府病院

4400369 大分医療センター

4400332 大分記念病院

4400243 西別府病院

【宮崎】 4500012 宮崎大学医学部附属病院

4500011 宮崎県立宮崎病院

4502011 宮崎県立延岡病院

4500020 宮崎市郡医師会病院

4505011 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター

4500187 古賀総合病院

4505020 都城市郡医師会病院

4505064 藤元総合病院

4507011 宮崎県立日南病院

4507046 社会福祉法人愛泉会 日南病院

4505104 メディカルシティー東部病院

4503516 日向病院

4500026 潤和会記念病院

4500025 宮崎医療センター病院

4506020 池井病院

【鹿児島】 4600001 鹿児島大学病院

4600004 国立病院機構鹿児島医療センター

4600002 鹿児島市立病院

4600005 公益財団法人慈愛会　今村総合病院

4670002 鹿児島愛心会　大隅鹿屋病院

4600016 社会医療法人天陽会　中央病院

4600006 社団法人鹿児島共済会南風病院

4600007 財団法人昭和会　今給黎総合病院

4600008 公益財団法人慈愛会　いづろ今村病院

4650065 霧島市立医師会医療センター

4650002 鹿児島生協組合　国分生協病院

4600011 医療法人徳洲会鹿児島徳洲会病院

4685001 鹿児島県立大島病院

4670001 県民健康プラザ鹿屋医療センター



4670007 医療法人青仁会　池田病院

【沖縄】 4700010 琉球大学医学部附属病院

4700020 沖縄県立中部病院

4700030 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

4700080 那覇市立病院

4700090 社会医療法人敬愛会 中頭病院

4700100 医療法人　沖縄徳洲会　中部徳洲会病院

4700110 社会医療法人 仁愛会 浦添総合病院

4700160 医療法人　沖縄徳洲会　南部徳洲会病院

4700200 社会医療法人 友愛会　豊見城中央病院

4701440 社会医療法人 かりゆし会　ハートライフ病院
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「2021（令和３）年 医療機関意識調査」を実施します 

 

 

日本赤十字社血液事業本部は、全国 671医療機関を対象とした 2021（令

和３）年医療機関意識調査」を実施します。 

「医療機関意識調査」は、日本赤十字社が製造販売する輸血用血液製剤及

びその供給・情報提供等の関連業務について、医療機関の視点から問題点、

課題等を明らかにし、日本赤十字社が行う血液事業の運営に反映させ、輸血

用血液製剤の有効活用と輸血医療の安全性の向上を図ることを目的として

実施するものです。 

特に、コロナ禍の中、それらの影響についてもお伺いし、新たな新興再興

感染症にも備えることとしております。 

本調査は、2008（平成 20）年から 5年毎に満足度調査として実施して

きましたが、2017（平成 29）年に「需給予測調査」として実施した 671

施設を対象に意識調査として内容を改め、2018（平成 30）年から 3年毎

に実施することとしました。 

本年度はその実施年にあたりますことからご協力をお願い致します。 

 

なお、本調査は回答していただいた調査票（Microsoft Excel ファイル）

を電子メールにより送受する形で実施させていただきます。 

 

ご不明な点につきましては本調査の事務局又は最寄りの血液センターの

医薬情報担当者（MR）にお問い合わせください。 

   

 

 

  



 

 

 

 

 

血液事業に関する医療機関意識調査の設問 

（2021年） 

別紙１ 



 

【問い合わせ窓口】

　日本赤十字社　血液事業本部　学術情報課

　電話番号：03-5733-8226　　Ｅメール：ishikichousa2021＠jrc.or.jp

  受付時間：平日　9:00～12:00　13:00～17:00

土、日、祝祭日は受付を休止いたします。
（または、最寄りの赤十字血液センターの医薬情報担当者（MR）までご連絡ください）

〇調査事務局

⾎液事業に関する医療機関意識調査

（輸⾎⽤⾎液製剤及び関連業務に関するアンケート調査）

【調査結果の報告】

  平素より日本赤十字社の血液事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
  この度、輸血用血液製剤及び関連業務についての問題点、課題等を明らかにし、今後の血液事業の運営に
反映させ、輸血用血液製剤の有効利用と輸血医療の安全性向上を目的として調査を実施することといたしま
した。
  お忙しいところお手数をおかけいたしますが、趣旨をご理解のうえご協力いただきますようお願いいたし
ます。

　ご不明な点がございましたら、以下の窓口にお問い合わせください。

【アンケート入力方法】

【調査票の提出方法】

ishikichousa2021＠jrc.or.jpまで、調査票ファイルにパスワードをかけて添付送信ください。

報告期限：2021年6月30日（水）

※調査内容の確認のため、担当者あてに調査事務局（血液事業本部学術情報課）又は最寄りの血液セ
ンターから電話又はメール等により連絡させていただく場合があります。

 調査結果が纏まりましたら、Ｅメールにより登録メールアドレスあてに調査結果報告書を送付させて
いただきます。

　入力シートは「基本属性シート」を含め全部で８つの設問シートがあります。入力漏れがないよう
にお願いします。

　入力形式は、設問内容に応じて「リスト選択入力」「チェック入力」「フリー入力（自由記載）」
のいずれかで回答いただきます。

なおメールの件名は「意識調査（医療機関コード）」としてください。



リスト選択 リスト選択

※二次製剤を含む

血漿製剤

血漿製剤

令和２年度供給量（単位換算）

　単位

　単位

　

　

　単位

コロナ病床受入有の場合 ※無の場合は入力不要です。

リスト選択８　輸血管理料の取得状況

９　新型コロナウイルス患者の受け入れ状況 リスト選択

貴院の輸血用血液製剤の供給量を以下にお示しします。アンケート回答の参考にしてください。

赤血球製剤 　

年間
供給量

リスト選択

リスト選択

リスト選択

リスト選択

リスト選択

６　産科の有無

７　造血幹細胞移植医療の有無

２　救急体制

３　年間手術件数（全麻、局麻）

４　心臓血管外科の有無

５　血液内科の有無

施設名

高度急性期 急性期

アンケート分析のために参考データとさせていただきます。令和２年度における貴施設の状況についてお聞かせください。

１病床数について

床

地域医療構想による機能別病床数（令和２年10月に都道府県へ申請した病床数）

一般病床数

床
慢性期

床床

協力医療機関・基本情報

医療機関コード 調査コード

アンケート調査の実施にあたり、回答者情報等をお聞かせください。

貴院の医療機関コード（７桁）及び調査コードを入力してください。

　
※施設名が正しく表示されていることを
　確認してください。

回復期

※その他の職種

自由記載

職種

床

回答者

院内の状況をとりまとめてご報告いただきます。ご回答いただく方の所属、職種、お名前をお知らせください。

所属

合計（全製剤） 　 　単位

基本属性



  【増減率の入力例】

【回答選択肢】

【回答選択肢】

【回答選択肢】

【回答選択肢】

  【増減率の入力例】

Ⅰ コロナ禍における血液需要動向

１ 昨年（令和２年）4～５月における緊急事態宣言下での貴院の状況について伺います。

① 患者数の変化についてお聞かせください。

入院患者数

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、輸血用血液製剤の供給量に影響がありました。本調査では、輸血用血液製剤の供給量が増
減した背景に、医療機関ではどのような状況があったのかを、３つの期間に分けてお伺いします。各項目において、平時と比較
してお答えください。

増減率

①から④の設問に対して、当該時期の状況を平時と比較してお答えください。回答は選択肢からの入力となります。
なお、「増加」「減少」を選択した場合は、具体的な増減率をお聞かせください。

   10%減少の場合、「90」を入力、10%増加の場合は「110」と直接回答欄に入力してください。

 (  増加 ・減少 ・変わらない  ）

うち
救急患者

増減率

② 手術件数の変化についてお聞かせください。

　     (  増加 ・減少 ・変わらない ・該当なし ）

増減率外来患者

２ 昨年（令和２年）６～12月における貴院の状況について伺います。

①から④の設問に対して、当該時期の状況を平時と比較してお答えください。回答は選択肢からの入力となります。
なお、「増加」「減少」を選択した場合は、具体的な増減率をお聞かせください。

   10%減少の場合、「90」を入力、10%増加の場合は「110」と直接回答欄に入力してください。

増減率

増減率造血幹細胞移植

待機可能手術

臓器移植 増減率

緊急手術 増減率

③ 輸血用血液製剤の使用量についてお聞かせください。

  (  増加 ・減少 ・変わらない ）

赤血球製剤 増減率

④ 一般病床稼働率の変化についてお聞かせください。

  (  増加 ・減少 ・変わらない ）

稼働率 増減率

血漿製剤 増減率

血小板製剤 増減率

Ⅰコロナ禍の需要動向



【回答選択肢】

【回答選択肢】

【回答選択肢】

【回答選択肢】

  【増減率の入力例】

【回答選択肢】

緊急手術 増減率

③ 輸血用血液製剤の使用量についてお聞かせください。

　     (  増加 ・減少 ・変わらない ・該当なし ）

① 患者数の変化についてお聞かせください。

 (  増加 ・減少 ・変わらない  ）

入院患者数 増減率

待機可能手術 増減率

造血幹細胞移植 増減率

臓器移植 増減率

３ 本年（令和３年）１～３月における貴院の状況について伺います。

①から④の設問に対して、当該時期の状況を平時と比較してお答えください。回答は選択肢からの入力となります。
なお、「増加」「減少」を選択した場合は、具体的な増減率をお聞かせください。

   10%減少の場合、「90」を入力、10%増加の場合は「110」と直接回答欄に入力してください。

① 患者数の変化についてお聞かせください。

 (  増加 ・減少 ・変わらない  ）

入院患者数 増減率

外来患者 増減率

うち
救急患者

増減率

② 手術件数の変化についてお聞かせください。

  (  増加 ・減少 ・変わらない ）

④ 一般病床稼働率の変化についてお聞かせください。

  (  増加 ・減少 ・変わらない ）

稼働率 増減率

赤血球製剤 増減率

血漿製剤 増減率

血小板製剤 増減率

外来患者 増減率

うち
救急患者

増減率

Ⅰコロナ禍の需要動向



【回答選択肢】

【回答選択肢】

【回答選択肢】

　     (  増加 ・減少 ・変わらない ・該当なし ）

待機可能手術 増減率

② 手術件数の変化についてお聞かせください。

造血幹細胞移植 増減率

臓器移植 増減率

緊急手術 増減率

③ 輸血用血液製剤の使用量についてお聞かせください。

  (  増加 ・減少 ・変わらない ）

④ 一般病床稼働率の変化についてお聞かせください。

  (  増加 ・減少 ・変わらない ）

稼働率 増減率

赤血球製剤 増減率

血漿製剤 増減率

血小板製剤 増減率

③ 　令和３年１～３月と同様の対応

④ 　まだわからない

４ 今後、新型コロナウイルスを含む新興感染症が流行した際の対応についてお伺いします。

　病院として、どのような対応をとられる予定かお聞かせください。該当する内容を以下の①～④の中から選んでください。

【回答選択肢】

① 　令和２年４～５月（緊急事態宣言）と同様の対応 選択番号

② 　令和２年６～12月と同様の対応

Ⅰコロナ禍の需要動向



Web発注システムについての評価（満足度）を選択してください。

5-２ 「使用していない」とお答えになった場合、その理由をお聞かせください。

【回答選択肢】

① 　インターネット環境がない

②

昨年（令和２年）これまでのシステムを一新した「Web発注システム」を導入しました。また、血液製剤の納品については定時
配送による納品と血小板製剤の予約発注の徹底をお願いしているところです。以下の項目にお答えください。

⑥その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

①

②

【回答選択肢】

　院内システムと連動していない

　発注が変更された場合の承認が面倒

　その他

③ 　発注が変更された内容がわかりにくい

④ 　発注一覧が検索しにくい（フィルタ・ソート機能は必要）

⑤

⑥

5-1

　発注までの入力が多い

Ⅱ-A 供給に関すること

５ Web発注システムについて伺います。

「不満」「どちらともいえない」とお答えになった場合、その理由をお聞かせください。

③ 　セキュリティ上の問題がある

④

【回答選択肢】

システムの評価

(　満足　・　不満　　・どちらともいえない　・使用していない　)

　パソコンを新たに購入する必要がある

６ 現行の定時配送（便数・締切時間・到着時間）について伺います。

【回答選択肢】

(　満足　・　不満　　・どちらともいえない　　)

定時配送の評価

　院内のシステムと連動していない

⑤ 　Web発注システム自体を知らない

⑥

⑥その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

該当する内容を以下の①～⑥の中から選んでください。（複数回答可）

現行の定時配送の評価（満足度）を選択してください。

該当する内容を以下の①～⑥の中から選んでください。（複数回答可）

　その他

Ⅱ-A供給に関すること



【回答選択肢】

⑤ 　院内の体制によるもの

④

　その他⑥

【回答選択肢】

① 　手術時の出血

② 　救急外来

８ 貴院の緊急時の発注理由について伺います。

③ 　血小板製剤が予約発注との認識がない

④ 　その他

7-1 「不満」「どちらともいえない」とお答えになった場合、その理由をお聞かせください。

【回答選択肢】

① 　検査値の測定が当日であるため難しい

② 　患者のスケジュールに左右されるため難しい

　その他

⑥その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

④その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

⑤その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

(　満足　・　不満　　・どちらともいえない　　)

血小板製剤の予約発注

⑤

6-1 「不満」「どちらともいえない」とお答えになった場合、その理由をお聞かせください。

【回答選択肢】

７ 血小板製剤の予約発注について伺います。

該当する内容を以下の①～⑤の中から選んでください。（複数回答可）

血小板製剤の予約発注の評価（満足度）を選択してください。

該当する内容を以下の①～④の中から選んでください。（複数回答可）

貴院の緊急時の発注理由で多いものをお聞かせください。

該当する内容を以下の①～⑥の中から選んでください。（複数回答可）

③ 　到着時間が遅い

④ 　定時配送を知らなかった

① 　便数が少ない

② 　締め切り時間が早い

　血液センターとの距離

③ 　外来輸血（救急を除く）

Ⅱ-A供給に関すること



依頼検査についての評価（満足度）を選択してください。

該当する内容を以下の①～⑤の中から選んでください。（複数回答可）

依頼検査の結果報告書についての評価（満足度）を選択してください。

該当する内容を以下の①～③の中から選んでください。（複数回答可）

③ 　その他

10 依頼検査の結果報告書について伺います。

【回答選択肢】

① 　検査結果だけでなく解釈を詳細に説明してほしい

② 　不明なら不明なりの説明がほしい

(　満足　・　不満　　・どちらともいえない　　)

結果報告書の評価

10-1 「不満」「どちらともいえない」とお答えになった場合、その理由または要望をお聞かせください。

【回答選択肢】

② 　新しい検査方法を確立してほしい

⑤ 　その他

依頼検査の評価

⑤その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

③その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

③ 　医療機関側の事情を考慮してもらえない

④ 　時間がかかる場合、途中経過を連絡してほしい

9-1 「不満」「どちらともいえない」とお答えになった場合、その理由または要望をお聞かせください。

【回答選択肢】

① 　検査センターで受けてもらえない検査を全て対応してほしい

Ⅱ-Ｂ 輸血検査に関すること

医療機関や衛生検査所で実施困難な輸血検査（赤血球、白血球関連検査）について、依頼検査として技術協力を行っています。

９ 依頼検査の対応について伺います。

【回答選択肢】

(　満足　・　不満　　・どちらともいえない　・依頼したことがない　)

ⅡｰB輸血検査に関すること



二次元バーコードの読み取りについての評価（満足度）を選択してください。

該当する内容を以下の①～③の中から選んでください。（複数回答可）

新鮮凍結血漿-LR『日赤』480の破損状況の変化について教えてください。

該当する内容を以下の①～③の中から選んでください。（複数回答可）

二次元バーコードの評価

Ⅱ-Ｃ 製剤に関すること

輸血用血液製剤については、バーコード読み取り不具合軽減を目的とした自動化設備の導入による軽減、また「新鮮凍結血漿-
LR『日赤』480」破損防止のための包装箱改良を令和元年より実施してきました。

11 製剤ラベルに印字された二次元バーコードの読み取りについて伺います。

【回答選択肢】

(　満足　・　不満　　・どちらともいえない　・使用していない　)

③その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

③ 　その他

11-1 「不満」「どちらともいえない」とお答えになった場合、その理由をお聞かせください。

【回答選択肢】

① 　誤読が起きることがある

② 　低温で霜や水滴により読みにくいことがある

添付文書変更の準備

13-1

12 破損防止の工夫を施す前と比較して当該製剤（新鮮凍結血漿-LR『日赤』480）の破損は減少しましたか。

【回答選択肢】

（　減少した　・　増加した　　・　どちらともいえない　)

FFP480破損状況

「準備している」とお答えになった場合、その内容をお伺いします。

【回答選択肢】

(　準備している　・　知っているが準備していない　　・廃止情報を知らなかった　)

13 　国の定める「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の一部改正により、今年
　　（令和３年）８月から順次これまで医薬品などの製品と一緒に同梱されていた紙の添付文書は原則として廃止され、
　　電子的な方法で閲覧することが基本となります。
　　　輸血用血液製剤についても紙の添付文書を廃止する予定で検討を始めていますが、輸血用血液製剤の添付文書情報
　　伝達に対しての院内準備の状況をお聞かせください。

【回答選択肢】

① 　その他薬剤と同じ（薬剤部対応）

② 　輸血管理部門での個別対応

③ 　その他

③その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

Ⅱ-C製剤に関すること



苦情品対応についての評価（満足度）を選択してください。

該当する内容を以下の①～④の中から選んでください。（複数回答可）

【回答選択肢】

①

【回答選択肢】

苦情品対応の評価

14-1 「不満」「どちらともいえない」とお答えになった場合、その理由または要望をお聞かせください。

② 　報告書に結果や理由を詳細に記述してほしい

③ 　報告に時間がかかりすぎる

④ 　その他

④その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

　苦情に対する対策をとってほしい

(　満足　・　不満　　・どちらともいえない　・これまで経験がなかった　)

14 輸血用血液製剤の苦情品への対応（方法・報告書等）について伺います。

Ⅱ-C製剤に関すること



該当する内容を以下の①～⑤の中から選んでください。（複数回答可）

(　知っている　・　知らない　　)

(　説明している　・　説明していない　　)

　有害事象が輸血によるものなのか、原疾患や手術によるもの
　なのか判断が難しい

15-1 「難しいと感じる点がある」とお答えになった場合、その理由をお聞かせください。

【回答選択肢】

③ 　輸血用副作用について相談する人が院内にいない

②   1本ごとに異なる献血者の血液から製造される製剤のため

①

　重症度によっての報告判断が難しい

Ⅱ-Ｄ 副作用に関すること

　医療機関にて輸血による副作用・感染症が発生した際には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律」に従い、重篤な副作用や感染症等は直接厚生労働大臣に報告するとともに、血液センターには軽微な副作用等も含めご
報告いただいております。
　輸血用血液製剤は1本ごとに異なる献血者の血液から製造される製剤であるという特徴があります。

【回答選択肢】

(　難しいと感じる点がある　・　難しいと感じる点はない　　)

副作用の判断の難しさ

15 輸血用血液製剤の投与による有害事象や副作用等が発生した場合に、輸血との因果関係や重篤度、厚生労働大臣や日本

　　赤十字社へ報告するかどうかについて、判断が難しいと感じている点がありますか。

⑤ 　その他

④

救済制度について

16-1 上記の救済制度は、健康被害を生じた患者様ご自身で給付申請を行う制度で、厚生労働省が定めた「輸血療法の実施に関
する指針」において、輸血実施に際しての説明と同意（インフォームド・コンセント ）の必要な項目として定められてい
ますが、救済制度について患者様への説明を行っていますか。

⑤その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

【回答選択肢】

患者への説明

16　輸血用血液による有害事象や副作用および感染症に対しては、入院相当程度の重篤な健康被害が生じた場合に、患者様

　　に医療費や年金などが給付される公的な制度「医薬品副作用救済制度」や「生物由来製品感染等被害救済
　  制度」 がありますが、これらの制度をご存知ですか。

【回答選択肢】

Ⅱ-D副作用に関すること



該当する内容を以下の①～④の中から選んでください。（複数回答可）

該当する内容を以下の①～④の中から選んでください。（複数回答可）

④ 　その他

「説明していない」と回答された場合、その理由についてお聞かせください。

【回答選択肢】

② 　健康被害の治療費がかかっていない

① 　この制度を知らなかった

②

　輸血のインフォームド・コンセントで説明している

　すべての副作用発生時に説明している

④その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

③ 　医療機関に依頼される資料作成に手間がかかるため

16-2 「説明している」と回答された場合、その説明の方法についてお聞かせください。

【回答選択肢】

①

16-３

③

④ 　その他

④その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

　重篤な副作用発生時に説明している

Ⅱ-D副作用に関すること



該当する内容を以下の①～⑥の中から選んでください。（複数回答可）

Ⅱ-Ｅ 情報提供に関すること

安全な輸血医療を行っていただくために、「輸血情報」、「お知らせ」及び「輸血用血液製剤取り扱いマニュアル」等を発行
し、これらは日本赤十字社医薬品情報ウェブサイトでの閲覧も可能となっています。また医療機関からの要望により輸血用血液
製剤に関する説明会や勉強会を血液センター主催で行っております。

17 お届けしている各種の情報媒体の内容について伺います。

【回答選択肢】

(　満足　・　不満　　・　どちらともいえない　)

情報媒体の評価

18 情報媒体でご希望の内容・テーマがありましたら、お聞かせください。

情報媒体についての評価（満足度）を選択してください。

【回答選択肢】

17-1 「不満」「どちらともいえない」とお答えになった場合、その理由をお聞かせください。

【回答選択肢】

① 　ユーザーの目線に立っていない

② 　説明が不足している

③

④

⑤

　知りたい情報がない

　紙面に対して情報量が多い

　色が多すぎる

⑥ 　その他

⑥その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

「ある」場合は、こちらに希望する内容またはテーマを入力ください。

19 お届けしている各種の情報媒体は、院内の関係部署まで周知できていますか。

【回答選択肢】

(　周知できている　・　できているとはいえない　　・　どちらともいえない　)

院内周知状況

（　ある　・　ない　)

希望内容・テーマの有無

Ⅱ-E情報提供に関すること



該当する内容を以下の①～⑥の中から選んでください。（複数回答可）

説明会や勉強会についての評価（満足度）を選択してください。

該当する内容を以下の①～⑤の中から選んでください。（複数回答可）

オンライン開催についての評価（満足度）を選択してください。

② 　電子メール配信

19-1 「周知できている」とお答えになった場合、その周知方法についてお聞かせください。

④ 　院内業務の改善につながる内容や説明がほしい

(　満足　・　不満　・　どちらともいえない　・　開催していることを知らなかった　)

説明会・勉強会の評価

20-1 「不満」「どちらともいえない」とお答えになった場合、その理由または要望をお聞かせください。

【回答選択肢】

⑥ 　その他

20 血液センター主催の説明会や勉強会の開催について伺います。

【回答選択肢】

① 　期待した内容に合っていない

　イントラネットへの掲載

④ 　委員会等での説明

② 　説明内容がわかりにくい

③ 　希望通りの日時や回数で開催してもらえない

⑥その他を選択した場合は、こちらにその他の方法を入力ください。

① 　印刷物の配布または回覧

③

⑤ 　輸血を実施する医師への伝達

【回答選択肢】

⑤ 　その他

21 血液センター主催のオンラインによる説明会や勉強会の開催について伺います。

【回答選択肢】

(　満足　・　不満　・　どちらともいえない　・　開催していることを知らなかった　)

オンライン開催の評価

⑤その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

Ⅱ-E情報提供に関すること



該当する内容を以下の①～⑥の中から選んでください。（複数回答可）

ご希望のテーマがありましたら以下の①～⑤の中から選んでください。（複数回答可）

ウェブサイトついての評価（満足度）を選択してください。

該当する内容を以下の①～⑤の中から選んでください。（複数回答可）

⑤その他を選択した場合は、こちらにその他の内容を入力ください。

【回答選択肢】

① 　日本赤十字社が行っている安全対策

② 　輸血のリスク

③ 　輸血に関する過誤

⑤ 　その他

④ 　健康被害救済制度

③ 　参集型がよい

④ 　実施したが研修効果が低い

⑥ 　その他

　実施したことがない

② 　院内の体制が整っていない

21-1 「不満」「どちらともいえない」とお答えになった場合、その理由についてお聞かせください。

【回答選択肢】

① 　必要な情報がどこに載っているのかわかりにくい

② 　欲しい情報が載っていない

23 「日本赤十字社医薬品情報ウェブサイト」について伺います。

【回答選択肢】

(　満足　・　不満　・　どちらともいえない　・　使用したことがない　)

ウェブサイトの評価

23-1 「不満」「どちらともいえない」とお答えになった場合、その理由をお聞かせください。

③ 　日本赤十字社のトップページから入りにくい

④ 　デザインが古い

⑤ 　その他

22 説明会や勉強会でのご希望のテーマについて伺います。

⑥その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

⑤ 　説明がわかりにくい

【回答選択肢】

①

⑤その他を選択した場合は、こちらにその他の理由を入力ください。

Ⅱ-E情報提供に関すること



献血者のより一層の協力を得るためにどのような方策が必要か、ご意見をお聞かせください。

特にご意見がない場合は、こちらにチェックを入れてください。

血液事業全般についての評価（満足度）を選択してください。

血液事業全般についてのご意見・ご要望についてお聞かせください。

特にご意見がない場合は、こちらにチェックを入れてください。

(　満足　・　不満　・　どちらともいえない　　)

Ⅱ-Ｆ 全般的なこと・その他

全体の評価

造血幹細胞提供支援事業
について

28　最後に、日本赤十字社が行っている血液事業全般についての総合的な評価、またご意見ご要望がありましたら
　  　その内容についてお聞かせください。

日本赤十字社の血液事業全般について伺います。

25  日本赤十字社では、厚生労働省及び各都道府県の協力のもと、献血者確保に努めております。

　　今後の安定供給確保のため、より一層献血者の協力を得るためにどのような方策が必要か、輸血医療を実施する
     目線からのご意見をお伺いします。

ご意見（自由記載）

特になし

26  献血によって得られた献血血液の約半分は血漿分画製剤（アルブミン製剤・グロブリン製剤・凝固因子製剤等）の原料
　　 血漿として利用されていることをご存知ですか。

特になし

設問は以上です。調査にご協力いただきありがとうございました。

【回答選択肢】

(　知っている　・　知らなかった　)

血漿分画製剤の原料について

27  日本赤十字社では造血幹細胞提供支援機関として骨髄バンクドナー登録・ドナー管理、また臍帯血供給事業者として、
　　医療機関で採取された臍帯血の調製・保管、医療機関への提供業務を行っていますが、これら事業を行っていること
　　をご存知ですか。

【回答選択肢】

(　知っている　・　知らなかった　)

ご意見・ご要望（自由記載）

【回答選択肢】

Ⅱ-F全般的なこと



アンケート調査の手引き 

 

１ 調査登録 

   以下の調査登録 URL（Microsoft Forms）にアクセスしていただき、調査票（Microsoft 

Excelファイル）を送付させていただく貴施設の電子メールアドレス及び基本情報等を

入力のうえ送信ください。 

   

  【調査登録URL】https://forms.office.com/r/FHz0i2WiuG 

   

   

 

入力いただく情報は以下の７つです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

※なお、Microsoft Formsは InternetExplorer11、Edge、Chrome（最新バージョン）、 

    Firefox（最新バージョン）で最適化されています。アクセスができない場合は 

ご利用いただくブラウザをご確認ください。 

 

・貴施設が所在する都道府県名を入力してください。 

・施設名を入力してください（例：○○市立病院） 

・貴施設の医療機関コード（７桁）を入力してください。 

 ※別紙３「医療機関意識調査・調査登録情報」をご参照ください。 

・ご担当者さまの氏名をフルネームで入力してください 

・ご担当者さまの所属先を入力してください（例：輸血部、検査科） 

・調査票送受用（登録）のメールアドレスを入力してください。 

※お間違いのないようにお願いします。 

・貴施設の連絡先の電話番号を市外局番から入力してください。 

別紙２ 

https://forms.office.com/r/FHz0i2WiuG


２ 調査票の受け取り 

   登録後、ご報告いただいた電子メールアドレスにあてに調査票（Microsoft Excel フ

ァイル）を添付した登録完了メールが届きます（自動返信）。 

   登録完了メールが届かない場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。 

   なお、調査票（Microsoft Excelファイル）を開くためには解凍パスワードが必要にな

ります。解凍パスワードは別紙３「医療機関意識調査・調査登録情報」を参照願います。 

 

３ 回答・入力方法 

   調査票にある「はじめにお読みください」をご確認のうえ、ご回答ください。 

 

４ 調査票の送信 

   ご回答いただいた調査票のファイル名を「意識調査（医療機関コード７桁）」とし、

暗号化（圧縮・パスワード付与）して電子メールにより送付してください。 

なお、付与していただくパスワードは調査登録コード（５桁）としてください。 

   また電子メールの件名はファイル名と同様に「意識調査（医療機関コード７桁）」と

してください。 

    送信先アドレス ： ishikichousa2021@jrc.or.jp 

    報告期限    ： 令和３年６月 30日（水）    

    

５ 回答（入力）内容の確認 

   ご回答いただいた内容を確認させていただくため、担当者あてに調査事務局（血液事

業本部学術情報課）又は最寄りの血液センターから電話又はメール等により連絡させ

ていただく場合がありますので、ご承知おき願います。 

 

６ 調査結果の報告 

   電子メールにより登録メールアドレスあてに調査結果報告書を送付する予定として

おります。 

   送付時期等については、追って連絡させていただきます。 

 

７ 回答データ及び個人情報の取り扱いについて 

   ご回答いただいた内容及び個人情報については、本調査の目的にかかる業務のみに

使用するものとし、日本赤十字社のプライバシーポリシーに則り厳重に取り扱います。 

   プライバシーポリシーはこちらからご覧いただけます。 

   https://www.jrc.or.jp/privacy/ 

 

８ 問い合わせ先 

  【調査事務局】 

   日本赤十字社 血液事業本部 学術情報課  

TEL：03-5733-8226  電子メール：ishikichousa2021@jrc.or.jp 

mailto:ishikichousa2021@jrc.or.jp
https://www.jrc.or.jp/privacy/
mailto:ishikichousa2021@jrc.or.jp


 〇〇〇〇病院 御中 

 

 

医療機関意識調査・調査登録情報 
 

調査にご協力いただくにあたっての貴院の登録情報をお伝えします。 

 回答の際に必要な情報ですので、調査結果の報告が完了するまで大事に保管をお願い

します。 

 

記 

 

  １ 調査登録情報 

  

医療機関名称 〇〇〇〇 病院 

医療機関コード ７桁コード 

調査登録コード ５桁コード       

 ２ 調査票パスワード 

  （１）調査事務局より送付する調査票ファイルの解凍パスワード 

     パスワード：jrcs-2021 

  （２）入力済みの調査票ファイルに付与するパスワード 

     パスワード：上記の調査登録コード（5桁） 

 

 ３ 調査票ファイルの送付 

  （１）送付先（電子メールアドレス） 

      Email：ishikichousa2021@jrc.or.jp 

  （２）電子メールの件名 

      意識調査（医療機関コード）  

 

【調査事務局】 

日本赤十字社  

血液事業本部 学術情報課 

                        TEL ：03-5733-8226（直通） 

                         Email：ishikichousa2021@jrc.or.jp 

別紙３ 
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