
【別紙６】輸⾎管理システム要求事項
項番 大分類 中分類 小分類 要求仕様

1 輸⾎管理システム 輸⾎管理システムに関して以下の要件を満たすこと

1-1 共通機能 共通機能に関して以下の要件を満たすこと

1-1-1 共通機能 患者属性メンテナンス 患者属性情報メンテナンスに関して以下の要件を満たすこと

1-1-1-1 共通機能 患者属性メンテナンス 輸⾎管理システムの患者属性情報に対して、登録・更新・削除処理ができること。

1-1-1-2 共通機能 患者属性メンテナンス ⾎液型・保有抗体情報の詳細情報も対象であること。

1-1-2 共通機能 患者カナ氏名照会 患者カナ氏名照会に関して以下の要件を満たすこと

1-1-2-1 共通機能 患者カナ氏名照会 患者カナ氏名での輸⾎管理システムに登録されている患者基本情報の検索を⾏い、⼀覧形式で表
示できること。

1-1-2-2 共通機能 患者カナ氏名照会 この患者⼀覧画面から、指定した患者基本情報詳細が確認できること。

1-1-3 共通機能 患者属性情報受信 患者属性情報受信に関して以下の要件を満たすこと

1-1-3-1 共通機能 患者属性情報受信 検体検査システム(LIS)との接続がある場合、輸⾎管理システムから検体検査システム（LIS）へ患
者IDで問い合わせを⾏い、検体検査システム(LIS)より患者属性情報を受信し、輸⾎管理システム
の患者基本情報を登録・更新できること。

1-1-4 共通機能 輸⾎関連検査履歴照会 輸⾎関連検査履歴照会に関して以下の要件を満たすこと

1-1-4-1 共通機能 輸⾎関連検査履歴照会 指定した患者に対して輸⾎関連検査履歴を⼀覧形式で表示し、検査結果等の内容照会ができるこ
と。

1-1-5 共通機能 出庫中/使用製剤の照会 出庫中/使用製剤の照会に関して以下の要件を満たすこと

1-1-5-1 共通機能 出庫中/使用製剤の照会 指定した患者に対して出庫中製剤を⼀覧形式で表示し、出庫製剤の内容を照会できること。

1-1-5-2 共通機能 出庫中/使用製剤の照会 指定した患者に対して使用製剤を⼀覧形式で表示し、輸⾎日時や出庫日時などの内容を照会でき
ること。

1-1-6 共通機能 採⾎済自己⾎製剤照会 採⾎済自己⾎製剤の照会に関して以下の要件を満たすこと

1-1-6-1 共通機能 採⾎済自己⾎製剤照会 指定した患者に対して採⾎済の自己⾎製剤を⼀覧形式で表示し、自己⾎製剤の内容を照会できる
こと。

1-1-7 共通機能 生化学・⾎液、及び感染症
検査結果の照会

生化学・⾎液、および感染症検査結果の照会に関して以下の要件を満たすこと

1-1-7-1 共通機能 生化学・⾎液、及び感染症
検査結果の照会

指定した患者に対して生化学・⾎液、および感染症検査結果の内容を照会できること。

1-1-8 共通機能 マスター登録 マスター登録に関して以下の要件を満たすこと

1-1-8-1 共通機能 マスター登録 診療科・病棟・副作用・検査結果コメント・製剤廃棄理由・輸⾎実施場所・輸⾎使用⽬的・出庫時
製剤受領者・担当者名・医師名、等の各種マスターが設定できること。

1-1-8-2 共通機能 マスター登録 輸⾎管理システムで取り扱う製剤について、名称・単位数・日⾚コード等の各情報を設定できること。

1-1-9 共通機能 ログイン権限 システムログインと権限に関して以下の要件を満たすこと

1-1-9-1 共通機能 ログイン権限 輸⾎管理システムを起動時、担当者名やパスワードを⼊⼒してログインができること。

1-1-9-2 共通機能 ログイン権限 担当者単位でシステム設定やデータ修正に関するアクセス権限を設定できること。

1-2 輸⾎検査 輸⾎検査に関して以下の要件を満たすこと

1-2-1 輸⾎検査 検体到着確認 検体到着確認処理に関して以下の要件を満たすこと

1-2-1-1 輸⾎検査 検体到着確認 検体検査システム(LIS)との接続がある場合、検体の採取番号をバーコードスキャナで読み取ることで
検体検査システム(LIS)から患者の検査オーダーを取得し、検査依頼受付ができること。

1-2-1-2 輸⾎検査 検体到着確認 検査依頼内容・依頼医師・依頼コメント等が確認できること。

1-2-2 輸⾎検査 検査依頼修正・削除 検査依頼修正・削除に関して以下の要件を満たすこと

1-2-2-1 輸⾎検査 検査依頼修正・削除 検査オーダー取得後、依頼内容の修正が任意に⾏えること。

1-2-2-2 輸⾎検査 検査依頼修正・削除 検査オーダー取得後、検査オーダーの削除が任意に⾏えること。

1-2-3 輸⾎検査 検査受付内容照会 検査受付内容照会に関して以下の要件を満たすこと

1-2-3-1 輸⾎検査 検査受付内容照会 日付を指定することで、指定日で受付けされた検体の内容を⼀覧形式で表示し、依頼内容の詳細を
確認できること。

1-2-4 輸⾎検査 検査ワークシート出⼒ 検査ワークシート出⼒に関して以下の要件を満たすこと

1-2-4-1 輸⾎検査 検査ワークシート出⼒ 輸⾎関連検査を実施するに当たり、検体別の検査依頼内容・検査結果記⼊欄を⼀覧形式で印字
出⼒できること。

1-2-4-2 輸⾎検査 検査ワークシート出⼒ 検査施⾏後の患者別検査結果の転記・チェック用のワークシートとして使用できること。

1-2-5 輸⾎検査 検査結果個別⼊⼒・訂正 検査結果個別⼊⼒・訂正に関して以下の要件を満たすこと

1-2-5-1 輸⾎検査 検査結果個別⼊⼒・訂正 受付した検体毎に結果値を登録できること。
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項番 大分類 中分類 小分類 要求仕様
1-2-5-2 輸⾎検査 検査結果個別⼊⼒・訂正 システムマスタの設定により、結果⼊⼒時の結果値チェック等ができること。

1-2-5-3 輸⾎検査 検査結果個別⼊⼒・訂正 ⾎液型、不規則抗体検査、直接クームス、Rh表現型、抗体名の結果⼊⼒時は、輸⾎管理システム
に登録された患者基本情報の結果値と照合して、患者基本情報の結果値と異なる結果値⼊⼒が⾏
われた場合は、警告表示できること。

1-2-6 輸⾎検査 検査結果⼀括⼊⼒・訂正 検査結果⼀括⼊⼒・訂正に関して以下の要件を満たすこと

1-2-6-1 輸⾎検査 検査結果⼀括⼊⼒・訂正 複数検体に対して検査結果値を連続して登録できること。

1-2-6-2 輸⾎検査 検査結果⼀括⼊⼒・訂正 ⼊⼒時の結果値チェックは、個別⼊⼒時と同様に⾏えること。

1-2-7 輸⾎検査 検査結果報告書出⼒ 検査結果報告書出⼒に関して以下の要件を満たすこと

1-2-7-1 輸⾎検査 検査結果報告書出⼒ 結果値⼊⼒済の受付検体に対して輸⾎検査報告書を出⼒できること。

1-2-8 輸⾎検査 検査結果送信 検査結果送信に関して以下の要件を満たすこと

1-2-8-1 輸⾎検査 検査結果送信 検体検査システム(LIS)と接続がある場合、輸⾎管理システムで⼊⼒した検体検査結果内容を検体
検査システム(LIS)へ送信すること。

1-2-8-2 輸⾎検査 検査結果送信 検体検査システム(LIS)に検査結果の再送信ができること。

1-3 製剤管理 製剤管理に関して以下の要件を満たすこと

1-3-1 製剤管理 ⼊庫処理 ⼊庫処理に関して以下の要件を満たすこと

1-3-1-1 製剤管理 ⼊庫処理 製剤の⼊庫処理ができること。

1-3-1-2 製剤管理 ⼊庫処理 製剤バックに貼付けされているバーコード情報より連続して複数製剤の⼊⼒を⾏い、⼊庫登録ができる
こと。

1-3-1-3 製剤管理 ⼊庫処理 ⼊⼒時には、ロット単位に製剤因⼦情報や照射製剤における放射線照射日等の設定ができること。

1-3-2 製剤管理 製剤情報検索・変更 ⾎液製剤情報検索・製剤情報の変更に関して以下の要件を満たすこと

1-3-2-1 製剤管理 製剤情報検索・変更 輸⾎管理システムに登録されている製剤データを検索し、製剤データを参照できること。

1-3-2-2 製剤管理 製剤情報検索・変更 任意の製剤を選択することで、製剤情報の返品・廃棄等の状態変更も含めた変更機能を有している
こと。

1-3-3 製剤管理 在庫照会 在庫照会に関して以下の要件を満たすこと

1-3-3-1 製剤管理 在庫照会 ⼊庫済み製剤の在庫照会を⾏えること。

1-3-3-2 製剤管理 在庫照会 在庫照会画面では有効期限が切迫している製剤を抽出したり、フリー在庫のみ表示するといった参照
ができること。

1-3-4 製剤管理 製剤廃棄・日⾚返品・
放射線照射・製剤分割

製剤廃棄・日⾚返品・放射線照射・製剤分割処理に関して以下の要件を満たすこと

1-3-4-1 製剤管理 製剤廃棄・日⾚返品・
放射線照射・製剤分割

製剤の廃棄処理を⾏うことができ、理由の⼊⼒ができること。

1-3-4-2 製剤管理 製剤廃棄・日⾚返品・
放射線照射・製剤分割

製剤の日⾚返品処理を⾏うことができ、理由の⼊⼒ができること。

1-3-4-3 製剤管理 製剤廃棄・日⾚返品・
放射線照射・製剤分割

未照射製剤に対して放射線照射処理ができること。

1-3-4-4 製剤管理 製剤廃棄・日⾚返品・
放射線照射・製剤分割

製剤の分割処理ができること。

1-3-4-5 製剤管理 製剤廃棄・日⾚返品・
放射線照射・製剤分割

分割した製剤に対して製剤⾎液型、製剤名、製剤番号の各種バーコードが印字されたラベルを印刷
できること。

1-3-4-6 製剤管理 製剤廃棄・日⾚返品・
放射線照射・製剤分割

分割元製剤も分割した製剤と同じレイアウトでラベルを印刷できること。

1-3-5 製剤管理 製剤オーダー⼊⼒・訂正 製剤オーダー⼊⼒・訂正に関して以下の要件を満たすこと

1-3-5-1 製剤管理 製剤オーダー⼊⼒・訂正 輸⾎管理システムで製剤オーダーの登録・訂正ができること。

1-3-5-2 製剤管理 製剤オーダー⼊⼒・訂正 ⼊⼒は使用予定単位の依頼製剤別に⾏い、以下の項⽬が⼊⼒できること。
　◦ 依頼単位数　◦ T＆S依頼単位数　◦ 輸⾎予定日
　◦ 使用予定日　◦ 輸⾎実施場所　◦ 術式 ◦ 病名 ◦ コメント

1-3-5-3 製剤管理 製剤オーダー⼊⼒・訂正 オーダーリングシステム（電⼦カルテシステム）と接続している場合、オーダーリングシステム（電⼦カル
テシステム）で発⾏された製剤オーダー情報が輸⾎管理システムで受信できること。

1-3-6 製剤管理 製剤オーダー情報表示 製剤オーダー情報の表示に関して以下の要件を満たすこと

1-3-6-1 製剤管理 製剤オーダー情報表示 製剤オーダー情報を⼀覧画面で表示できること。

1-3-6-2 製剤管理 製剤オーダー情報表示 製剤オーダーの状態別あるいは製剤タイプ別に表示するなど、必要に応じて表示条件を設定できるこ
と。

1-3-6-3 製剤管理 製剤オーダー情報表示 製剤オーダーの並び順を変更できること。

1-3-6-4 製剤管理 製剤オーダー情報表示 製剤オーダーを⼀覧表示する画面から製剤オーダーを選択してオーダーの詳細画面を展開できること。

1-3-6-5 製剤管理 製剤オーダー情報表示 製剤オーダーを選択せずに、オーダー受信票などに印字されたオーダー番号のバーコードを読込むことで
オーダーの詳細画面を展開できること。
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項番 大分類 中分類 小分類 要求仕様
1-3-6-6 製剤管理 製剤オーダー情報表示 製剤オーダーの詳細画面では患者情報も表示され、患者情報の１つとして総⾚⾎球輸⾎量が表示

されていること。

1-3-7 製剤管理 予約製剤発注書出⼒ 予約製剤発注書出⼒に関して以下の要件を満たすこと

1-3-7-1 製剤管理 予約製剤発注書出⼒ ⾎小板製剤など、日本⾚十字⾎液センターに対して予約が必要な⾎液製剤を対象に、使用予定日
単位の製剤オーダー別に日本⾚十字⾎液センター向けの製剤発注書が印刷できること。

1-3-7-2 製剤管理 予約製剤発注書出⼒ 予約製剤であるかどうかの識別は、製剤マスターで設定できること。

1-3-8 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 製剤割当処理・交叉適合試験に関して以下の要件を満たすこと

1-3-8-1 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 製剤オーダー内容に従って、患者別に割当を⾏う⼊庫済製剤ロットの登録処理ができること。

1-3-8-2 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 製剤割当を⾏う画面から製剤の⼊庫処理を⾏い、そのまま割当処理を⾏える機能を有すること。

1-3-8-3 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 割当処理時には、以下のチェック機能を有すること。
　◦ 患者⾎液型チェック　◦ 有効期限チェック
　◦ 患者⾎液型検査回数のチェック　◦ 製剤型確認チェック
　◦ 不規則抗体に対する抗原陰性チェック　◦ 製剤タイプの不⼀致チェック

1-3-8-4 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 自動輸⾎検査装置と接続している場合、自動輸⾎検査装置に対して交叉適合試験のオーダー送信
が⾏え、自動輸⾎検査装置からの検査結果が反映されること。

1-3-8-5 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 自動輸⾎検査装置と接続している場合、交叉適合試験のオーダー送信時に交差用検体で⾏う⾎液
型検査や不規則抗体検査の依頼を付与することができること。

1-3-8-6 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 必要に応じて、ドナー製剤の製剤番号バーコードを印刷できること。

1-3-8-7 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 交叉適合試験の結果⼊⼒が必要な製剤に対して適合および不適合の結果⼊⼒が⾏えること。

1-3-8-8 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 複数の割当済製剤に対して⼀括で適合の結果⼊⼒を⾏えること。

1-3-8-9 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 予め交叉適合試験を実施後に割当を⾏う場合は、割当処理と同時に適合の結果⼊⼒がされている
こと。

1-3-8-10 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 条件が整っていれば、必要に応じてコンピュータ交叉適合試験適合の結果⼊⼒が⾏えること。

1-3-8-11 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 割当処理完了後、交叉適合試験ワークシートの印刷ができること。

1-3-8-12 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 交叉適合試験を必要としない製剤に対して割当ラベルの印刷ができること。

1-3-8-13 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 交叉適合試験適合の製剤に対して適合ラベルの印刷ができること。

1-3-8-14 製剤管理 製剤割当・交叉適合試験 ⾎液製剤に貼り付けた適合ラベルに貼り間違いがないかどうかを確認する機能を有していること。

1-3-9 製剤管理 製剤出庫処理 製剤出庫処理に関して以下の要件を満たすこと

1-3-9-1 製剤管理 製剤出庫処理 製剤オーダー内容に従って、患者別に出庫（払出し）を⾏う⼊庫済製剤ロットの登録処理ができるこ
と。

1-3-9-2 製剤管理 製剤出庫処理 製剤出庫処理時に製剤受取り者の情報を登録できること。

1-3-9-3 製剤管理 製剤出庫処理 製剤出庫を⾏う画面から製剤の⼊庫処理を⾏い、そのまま出庫処理を⾏える機能を有すること。

1-3-9-4 製剤管理 製剤出庫処理 出庫処理時には、以下のチェック機能を有すること。
　◦ 患者⾎液型チェック　◦ 有効期限チェック　◦ 交差適合チェック
　◦ 患者⾎液型検査回数のチェック　◦ 製剤型確認チェック
　◦ 不規則抗体に対する抗原陰性チェック　◦ 製剤タイプの不⼀致チェック

1-3-9-5 製剤管理 製剤出庫処理 システム設定の変更を⾏うことで上記チェックを⾏わない強制出庫指示もできること。（患者⾎液型と
のメジャーミスマッチは除く）また、出庫患者の保有抗体情報等の参照が同時にできること。

1-3-9-6 製剤管理 製剤出庫処理 製剤オーダーに対して割当を⾏った製剤のうち、⼀部の製剤を出庫後、残りの製剤を追加出庫した操
作が可能であること。

1-3-9-7 製剤管理 製剤出庫処理 出庫処理完了後、出庫伝票リストなど任意の帳票を印刷できること。

1-3-9-8 製剤管理 製剤出庫処理 出庫中の製剤に対して後追いで交叉適合試験を⾏った場合でも、交差適合の結果⼊⼒が⾏えるこ
と。

1-3-10 製剤管理 輸⾎実施･返品･副作用登録 輸⾎実施・返品・副作用登録に関して以下の要件を満たすこと

1-3-10-1 製剤管理 輸⾎実施･返品･副作用登録 出庫中の製剤を⼀覧で表示することができ、⼀覧からオーダーの詳細画面を展開できること。

1-3-10-2 製剤管理 輸⾎実施･返品･副作用登録 出庫中製剤に対して輸⾎実施処理を⾏い、副作用情報の登録が⾏えること。

1-3-10-3 製剤管理 輸⾎実施･返品･副作用登録 オーダーリングシステム（電⼦カルテシステム）と接続している場合、オーダーリングシステム（電⼦カル
テシステム）からの実施情報を受信し、出庫中製剤の状態を⼀覧で確認できること。

1-3-10-4 製剤管理 輸⾎実施･返品･副作用登録 オーダーリングシステム（電⼦カルテシステム）と接続している場合、オーダーリングシステム（電⼦カル
テシステム）で登録した副作用情報を取り込むことができること。

1-3-10-5 製剤管理 輸⾎実施･返品･副作用登録 輸⾎現場から返却された出庫製剤に対して返品処理ができること。

1-3-10-6 製剤管理 輸⾎実施･返品･副作用登録 返品処理後の製剤は再度出庫を⾏う、あるいは他の患者への割当および出庫ができること。

1-3-10-7 製剤管理 輸⾎実施･返品･副作用登録 遅発性副作用が報告され、どの製剤に対して副作用登録を⾏うべきか判断ができない場合は輸⾎歴
に対して遅発性副作用の登録が⾏えること。

1-3-11 製剤管理 ⾎漿分画製剤・細胞性医薬
品・移植用細胞管理

⾎漿分画製剤・細胞性医薬品・移植用細胞の管理に関して以下の要件を満たすこと
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項番 大分類 中分類 小分類 要求仕様
1-3-11-1 製剤管理 ⾎漿分画製剤・細胞性医薬

品・移植用細胞管理
⾎漿分画製剤および細胞性医薬品（テムセルなど）のロット管理を⾏うことができ、⾎液製剤と同様
に製剤オーダーに対して割当・出庫・輸⾎実施の処理が⾏えること。

1-3-11-2 製剤管理 ⾎漿分画製剤・細胞性医薬
品・移植用細胞管理

⾎漿分画製剤の定数配置管理が⾏えること。

1-3-11-3 製剤管理 ⾎漿分画製剤・細胞性医薬
品・移植用細胞管理

移植用細胞（末梢⾎幹細胞など）のロット管理を⾏うことができ、⾎液製剤と同様に製剤オーダーに
対して割当、出庫、輸⾎実施の⼊⼒処理が⾏えること。

1-3-11-4 製剤管理 ⾎漿分画製剤・細胞性医薬
品・移植用細胞管理

移植用細胞（末梢⾎幹細胞など）の種別毎に記録項⽬（採取量、パック容量、採取後細胞数、
保管場所など）を任意に作成でき、作成した記録項⽬の⼊⼒が⾏えること。

1-3-11-5 製剤管理 ⾎漿分画製剤・細胞性医薬
品・移植用細胞管理

⼊⼒した記録項⽬は、移植用細胞ラベルなどの帳票に印字できること。

1-4 自己⾎ 自己⾎に関して以下の要件を満たすこと

1-4-1 自己⾎ 自己⾎採⾎ 自己⾎採⾎業務に関して以下の要件を満たすこと

1-4-1-1 自己⾎ 自己⾎採⾎ 患者単位で自己⾎採⾎予定のオーダーを登録できること。

1-4-1-2 自己⾎ 自己⾎採⾎ オーダーリングシステム（電⼦カルテシステム）と接続している場合、オーダーリングシステム（電⼦カル
テシステム）で発⾏された自己⾎採⾎オーダー情報を輸⾎管理システムで受信できること。

1-4-1-3 自己⾎ 自己⾎採⾎ 自己⾎採⾎オーダーの⼀覧は製剤オーダーの⼀覧とは別に表示できること。

1-4-1-4 自己⾎ 自己⾎採⾎ 自己⾎採⾎オーダーの⼀覧は月間予定表で参照し、月間予定表から患者単位で採⾎予定画面を
展開できること。

1-4-1-5 自己⾎ 自己⾎採⾎ 採⾎対象となる自己⾎製剤の自己⾎ラベルを印刷できること。

1-4-1-6 自己⾎ 自己⾎採⾎ 採取済の自己⾎バッグに貼られた自己⾎ラベルに印字されている製剤番号バーコードを読込み、⼊庫
処理を⾏えること。

1-4-1-7 自己⾎ 自己⾎採⾎ オーダーリングシステム（電⼦カルテシステム）と接続している場合、⼊庫した自己⾎製剤の情報を
オーダーリングシステム（電⼦カルテシステム）へ送信できること。

1-5 全自動輸⾎検査装置 全自動輸⾎検査装置に関して以下の要件を満たすこと

1-5-1 全自動輸⾎検査装置 装置連携 全自動輸⾎検査装置との連携に関して以下の要件を満たすこと

1-5-1-1 全自動輸⾎検査装置 装置連携 ⾎液型、不規則抗体検査、直接クームス試験、間接クームス検査、Rh(その他の因⼦)⾎液型、⾎
液製剤型確認、交叉適合試験の依頼、結果の受信ができること。

1-5-1-2 全自動輸⾎検査装置 装置連携 不規則抗体検査結果が陽性の場合、同定検査の依頼ができ不規則抗体同定⽀援プログラムで結
果の受信ができること。

1-5-1-3 全自動輸⾎検査装置 装置連携 全自動輸⾎検査装置の精度管理データの受信ができ、データの印刷及び管理ができること。

1-5-1-4 全自動輸⾎検査装置 装置連携 全自動輸⾎検査装置の精度管理データはグラフによる画面表示や印刷が可能であること。

1-6 集計・その他 集計・その他に関して以下の要件を満たすこと

1-6-1 集計・その他 集計機能 集計機能に関して以下の要件を満たすこと

1-6-1-1 集計・その他 集計機能 診療科別の検査件数、および交差試験件数を抽出できること。

1-6-1-2 集計・その他 集計機能 月単位で繰り⼊れ在庫数、⼊庫数、使用数、廃棄数、日⾚返品数、繰越在庫数の抽出ができるこ
と。

1-6-1-3 集計・その他 集計機能 製剤別の購⼊⾦額を抽出できること。

1-6-1-4 集計・その他 集計機能 診療科、病棟、医師別に製剤の使用数/廃棄数/日⾚返品数の抽出ができること。

1-6-1-5 集計・その他 集計機能 各副作用項⽬毎の件数を製剤別に抽出できること。

1-6-1-6 集計・その他 集計機能 ⾚⾎球製剤使用量に対するFFP使用量の⽐率を算出できること。

1-6-1-7 集計・その他 集計機能 ⾚⾎球製剤使用量に対するアルブミン製剤使用量の⽐率を算出できること。

1-6-1-8 集計・その他 集計機能 科別CT⽐・MSBOSを出⼒できること。

1-6-1-9 集計・その他 集計機能 年代別及び男⼥別輸⾎状況を出⼒できること。

1-6-1-10 集計・その他 集計機能 診療科別自己⾎使用統計を出⼒できること。

1-6-1-11 集計・その他 集計機能 患者別で輸⾎効果の分析を⾏えること。

1-6-1-12 集計・その他 集計機能 輸⾎後感染症検査対象者の抽出が⾏えること。

1-6-1-13 集計・その他 集計機能 総⾚⾎球輸⾎量を指定し、該当する患者の検索が⾏えること。

1-6-1-14 集計・その他 集計機能 ⾎液製剤使用実態調査アンケートの集計に対応した集計プログラムを実装していること。

1-6-1-15 集計・その他 集計機能 使用製剤記録データを抽出し、Excelファイル、あるいはCSVファイル形式で出⼒できること。

1-6-1-16 集計・その他 集計機能 輸⾎歴データを抽出し、Excelファイル、あるいはCSVファイル形式で出⼒できること。

1-6-1-17 集計・その他 集計機能 検査記録データを抽出し、Excelファイル、あるいはCSVファイル形式で出⼒できること。

1-6-1-18 集計・その他 集計機能 交差試験記録データを抽出し、Excelファイル、あるいはCSVファイル形式で出⼒できること。

1-6-1-19 集計・その他 集計機能 廃棄製剤のデータを抽出し、Excelファイル形式で出⼒できること。
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項番 大分類 中分類 小分類 要求仕様
1-6-1-20 集計・その他 集計機能 返品製剤のデータを抽出し、Excelファイル形式で出⼒できること。

1-6-1-21 集計・その他 集計機能 副作用のデータを抽出し、Excelファイル形式で出⼒できること。

1-6-2 集計・その他 その他 上記以外のその他機能に関して以下の要件を満たすこと

1-6-2-1 集計・その他 その他 保管検体について検体毎にラックの位置を登録できること。

1-6-2-2 集計・その他 その他 輸⾎療法の実施に関する指針に、臨床的に問題となる不規則抗体を保有する患者には、その旨を記
載した情報カードを携帯させることが望ましいと記載され日本輸⾎･細胞治療学会が普及を推進してい
る、輸⾎関連情報カードを印刷する機能を有すること。

1-6-2-3 集計・その他 その他 ⼀般社団法⼈ 保健医療福祉情報システム⼯業会で制定した技術⽂書「JAHIS医療情報システム
の患者安全ガイド（輸⾎編）Ver.2.0」のシステム機能要件に準拠していること。
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