
検査物を返送する7

使い終わった器具は
「キット袋」に入れてください

検査物を採血キットの袋に入れ
返信用封筒でご返送ください

※袋に入れた状態で、返送してください。

使用後の採血器具は、未使用のものを含めて
採血用ろ紙と一緒に返送してください。
使用・未使用にかかわらず回収し、弊社にて
医療廃棄物として処分します。
使用済の絆創膏や消毒綿は、ご自宅のゴミ箱
に破棄できます。

採血器具2個

採血用ろ紙

使用上のご注意
●以下に該当する場合はこの採血器具を使用しないでください。
　• 出血性の疾患などで止血機能が低下している方
　• 薬剤を服用中で止血機能が低下している方
　• ショックアレルギーのある方や、出血した場合に血の止まりにくい方
●採血器具は、採血目的以外には使用しないでください。（指先から採血用の器具です）
●傷のある部分には使用しないでください。
●使用期限を過ぎた採血器具は使用しないでください。
●採血器具に破損や汚染、キャップが外れているなどの異常が認められる場合は使用しないでください。
●採血器具に過剰な力を加えないでください。破損のおそれがあります。
●キャップが外れにくい場合は、無理に使用しないでください。
●キャップを外した後は誤作動を防ぐため、すぐに使用してください。
●採血器具は1回用の使い捨て器具です。繰り返しての使用はできません。
●使用後はキャップをしない（キャップを本体に戻さない）でください。
●採血後は、止血用に絆創膏（ばんそうこう）を貼ってください。
●採血の傷口が治りにくいときは、医師にご相談ください。
●採血器具はお子様の手の届かない場所に保管してください。
●検査物の採取は自己責任において実施してください。説明書に記載の方法以外で採血された場合は検査
結果データの保証はいたしかねます。
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採血用ろ紙の準備 採血の準備

説明書キット袋

採血器具 採血用ろ紙

消毒綿 絆創膏

※返信用で使用しますので
　捨てないでください。

採血キットの内容物を
確認しましょう

採血の流れ

必ず手を温めてから
採血を行ってください

採血しやすいように
血行を良くしましょう！
採血量が少ないと

検査できない場合があります。

石鹸とお湯で手を温めながら
良く洗いましょう。

※匿名でも受付が可能です。

採血する指先でやわらかい部分を
探しましょう。
（かたい部分からでは必要な量が
取れないことがあります。）

※消毒した指は採血が終了するまで
　さわらないようにしてください。

採血する指全体を、同封されている
消毒綿で拭き、30秒程度乾燥させて
ください。

温かいお湯の中でマッサージ
すると採血しやすくなります。

採血用ろ紙を開き、必要採血量などの
注意事項を確認してください。

必要採血量の赤い線で折り曲げてから
採血してください。

※採血するのは
　どの指でもかまいません

Blood Sampling Kit

採血用ろ紙に必ずカタカナで
お名前をご記入してください

消毒綿採血用ろ紙

1111111111111 222222222222222

（チャック付き）

（ばんそうこう）
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採血器具を使って採血 採血用ろ紙に血液をつける

指の腹に採血器具の先端部分を
しっかりとあててください。

できるだけ多くの量をためてください。
※指先にためる量が少ないまま採血用
ろ紙にしみこませると、血がすぐに止
まってしまいます。

採血用ろ紙に赤い線まで血液がしみこむ
まで採血をくり返してください。

※白いボタンをつまみ
　キャップをクルクルとまわしてから
　引きぬいてください

C：採血器具を指先に
    押し付ける

D：採血器具の白いボタンを押す

この採血器具は1回用の使い捨て器具です（くり返し使えません）

A：キャップをはずしてください B：指は必ずテーブルなどに置いて
    固定してください

指先に血をためる

採血後は裏面を
ご確認お願いいたします。

※1回きりの操作です

パチッ

血液量が足りない場合には
血液を出しやすいマッサージ

立ち上がり、腕を心臓より下げ
手のひらから指先に向かって
マッサージしてください。
（採血した指先には触れないで
ください。）

採血器具

白いボタン

キャップ

※予備のために採血器具がもう一つ同封されています。

※一度使用すると、二度と針は使用できませんのでご注意ください

パチンと音がすると、針が一瞬だけ出ます。

333333333333333 4444444444444

採血用ろ紙

採血用ろ紙につける

2枚のろ紙に採血してください

良い例のろ紙が2枚必要です。
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採血後の処理5 採血用ろ紙を乾燥させる6

止血をする 採血用ろ紙を
1時間乾燥させた後

採血後の指は、止血してから絆創膏を
貼ってください。

元の状態に戻してください。

採血用ろ紙の乾燥について
衛生上の問題や二次感染の可能性を
考慮し、ろ紙の乾燥をお願いしています。
※ドライヤーの使用など、熱を加えての乾燥は
行わないでください。

予防会

月曜日～土曜日　9：00～17：00
（日曜・祝日・年末年始は除く）

URL https://www.yoboukai.co.jp

0120-940-827

絆創膏 採血用ろ紙
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使い終わった器具は
「キット袋」に入れてください

検査物を採血キットの袋に入れ
返信用封筒でご返送ください

※袋に入れた状態で、返送してください。
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●採血器具に破損や汚染、キャップが外れているなどの異常が認められる場合は使用しないでください。
●採血器具に過剰な力を加えないでください。破損のおそれがあります。
●キャップが外れにくい場合は、無理に使用しないでください。
●キャップを外した後は誤作動を防ぐため、すぐに使用してください。
●採血器具は1回用の使い捨て器具です。繰り返しての使用はできません。
●使用後はキャップをしない（キャップを本体に戻さない）でください。
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使い終わった器具は
「キット袋」に入れてください

検査物を採血キットの袋に入れ
返信用封筒でご返送ください

※袋に入れた状態で、返送してください。

使用後の採血器具は、未使用のものを含めて
採血用ろ紙と一緒に返送してください。
使用・未使用にかかわらず回収し、弊社にて
医療廃棄物として処分します。
使用済の絆創膏や消毒綿は、ご自宅のゴミ箱
に破棄できます。
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使用上のご注意
●以下に該当する場合はこの採血器具を使用しないでください。
　• 出血性の疾患などで止血機能が低下している方
　• 薬剤を服用中で止血機能が低下している方
　• ショックアレルギーのある方や、出血した場合に血の止まりにくい方
●採血器具は、採血目的以外には使用しないでください。（指先から採血用の器具です）
●傷のある部分には使用しないでください。
●使用期限を過ぎた採血器具は使用しないでください。
●採血器具に破損や汚染、キャップが外れているなどの異常が認められる場合は使用しないでください。
●採血器具に過剰な力を加えないでください。破損のおそれがあります。
●キャップが外れにくい場合は、無理に使用しないでください。
●キャップを外した後は誤作動を防ぐため、すぐに使用してください。
●採血器具は1回用の使い捨て器具です。繰り返しての使用はできません。
●使用後はキャップをしない（キャップを本体に戻さない）でください。
●採血後は、止血用に絆創膏（ばんそうこう）を貼ってください。
●採血の傷口が治りにくいときは、医師にご相談ください。
●採血器具はお子様の手の届かない場所に保管してください。
●検査物の採取は自己責任において実施してください。説明書に記載の方法以外で採血された場合は検査
結果データの保証はいたしかねます。
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採血後の処理5 採血用ろ紙を乾燥させる6

止血をする 採血用ろ紙を
1時間乾燥させた後

採血後の指は、止血してから絆創膏を
貼ってください。

元の状態に戻してください。

採血用ろ紙の乾燥について
衛生上の問題や二次感染の可能性を
考慮し、ろ紙の乾燥をお願いしています。
※ドライヤーの使用など、熱を加えての乾燥は
行わないでください。

予防会

月曜日～土曜日　9：00～17：00
（日曜・祝日・年末年始は除く）

URL https://www.yoboukai.co.jp

0120-940-827

絆創膏 採血用ろ紙


