
 

 

１　basic policy regarding refusal of blood transfusions　　　輸血拒否の基本方針

At this hospital, in regard to patients who refuse blood transfusions on religious grounds,

 we have a conditional acceptance of life-saving blood transfusion policy based on the decision

 of the ethics committee. 

当院では、宗教上の理由により輸血を拒否する患者さんに対して、倫理委員会の決定に則り、以下のように相対的無輸血の

方針により対応いたします。

① We will strive to provide treatment without blood transfusions where possible.

治療にあたり、できる限り輸血を行わないための努力をいたします。

② In addition to providing a detailed explanation before treatment in which blood transfusion

may be necessary, we will strive to gain consent for blood transfusion.

輸血をする可能性がある治療の前には、できる限り十分な説明をした上で、輸血の同意をいただく努力をいたします。

③ In cases where it becomes difficult to maintain life without blood transfusion, we will place priority

on the stance of respecting life and perform blood transfusion.

輸血なしでは生命の維持が困難になった場合には、生命尊重の立場を優先し、輸血を行います。

④ If the above conditional acceptance of life-saving blood transfusion policy cannot be followed,

our hospital will explain the difficulty in providing treatment and support the patient in

changing hospital.

上記の相対的無輸血の方針に従っていただけない場合には、当院における治療は困難であることを説明し、転院支援を

行います。

⑤ We will not sign disclaimer forms consenting to absolute non-blood transfusions.

絶対的無輸血を誓約する免責証明書には署名・捺印はいたしません。

【 Conditional acceptance of life-saving blood transfusion 】　　　相対的無輸血

Stance of respecting the patient’s wishes and provide treatment without blood transfusion, however,

blood transfusion will be performed if there is no other method available other than blood transfusion

in order to save the patient’s life

患者さんの意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がない事態に至った時には、輸血をする

という立場・考え方

【 Absolute non-blood transfusion 】　　　絶対的無輸血

Stance of respecting the patient’s wishes and not performing blood transfusion under any 

circumstance

患者さんの意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方

２　Halal food　　　ハラール食への対応

This hospital does not provide halal food. Patients who desire halal food cannot be admitted and

treated at this hospital. We will introduce you to another medical institution.

However, we cannot guarantee whether the medical institution we introduce you to will provide

halal food. The patient will need to confirm this themselves.

当院では、ハラール食への対応は行っておりません。ハラール食を希望される方は、当院で入院診療を受けることが出来ません

ので、他の医療機関をご紹介いたします。

ただし、紹介先医療機関のハラール食対応可否については当院ではご案内出来ませんので、患者さんご自身でご確認ください。
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We will take the following action when requested to restrict medical treatment for religious reasons.

宗教上の理由により医療行為が制限される要望があった場合、以下のとおり対応します。

宗教倫理によって医療行為が制限される要望への対応指針

Our policy toward requests for restricted medical treatment on religious grounds


