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社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院 
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患者・市民の医療参加を 

          目指して 
 



医療安全全国共同行動 

登録行動目標 

有害事象対策 
◆危険薬の誤投与防止 

◆危険手技の安全な実施 

 

組織基盤の強化 
◆患者・市民の医療参加 
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危険薬の誤投与防止 
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危険薬誤投与防止BEST PRACTICE１６ 
 

 
● 危険薬の啓発と危険薬リストの作成・周知 

● 高濃度カリウム塩注射剤、高張塩化ナトリウム注射剤の病棟管理 

● 採用薬品の見直し、同成分複数規格の制限と紛らわしい製品の削除 

● 類似薬の警告と区分保管 

● 救急カートの整備 

● 注射指示の標準化 

× インシュリン・スライデング・スケールの標準化 

▲ 散剤および水剤のコンピューテッド調剤監査システムの導入 

● 払い出しと与薬のユニット・ドース化 

● 投薬に関する患者取り違え防止策の徹底 

● 輸液ポンプ、シリンジポンプの操作・運用・管理方法の標準化と教育 

● 入院時持込薬の安全管理 

● アレルギーおよび禁忌情報の明示と確認方法の標準化 

● 経口用液剤の計量シリンジの使用方法の標準化と周知 

▲ 抗がん剤治療プロトコールの院内登録制度 

▲ 薬剤部での注射剤ミキシング 

● 実施 

▲ 一部実施 

× 未実施 
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入院時持参薬の安全管理 
～システムの変更と電子カルテに表示～ 

・薬剤師が持参薬を鑑別する。 
・鑑別内容を電子カルテに入力。 
・入力内容は下記のとおり。 
 薬品名，規格，用量，用法，院内に同成分が 
 無い場合は薬効を記入する。 

・持参薬があることを電子カルテで表示 
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危険手技の安全な実施 
 

～ 経鼻栄養チューブの挿入 ～ 

宮森弘年 提供 6 



経鼻栄養チューブ挿入時の 

安全対策 

◆ 経鼻栄養チューブ誤挿入のハイリスク患者へ   

  の対応基準の作成 

 

◆ 全ケースでのPH測定と、必要時X-Pによる位 

  置確認の基準の採用 

 

◆ 看護スタッフのスキルチェックの継続 
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経鼻栄養チューブ誤挿入の 

ハイリスク患者への対応 

  １． 次の患者については、医師が経鼻栄養チューブを挿入
するものとする。 

   １）解剖学的に挿入が困難な患者（と予測される患者） 
   ２）狭窄があり挿入が困難な患者（と予測される患者） 
   ３）反射が強くて挿入が困難な患者（と予測される患者） 
   ４）鼻腔から胃にかけて出血しやすい病変のある患者（と予測  
     される患者） 
   ５）初めて経鼻栄養チューブを挿入する患者 
   ６）その他、医師が自ら行うべきと判断される患者 
 

  ２． 看護師が挿入する場合は、挿入の長さを医師に確認す
る。明確な指示がない場合は、第２線（55cm）を基準とす
る。また、必要に応じ医師より胸部レントゲン写真による
確認が指示される。 
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総合病院看護職員を対象に実施した 

スキルチェック結果の分析 

－経鼻栄養チューブトラブル防止を目的とした 

 教育的対策検討の視点から － 

 
keyword： 

 医療安全、 

 チューブトラブル 

 看護技術 

 スキルチェック 

 院内教育  
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   知識チェック結果 （％） 
チェック内容 正答率 

注入後のチューブの洗浄や後処理法 94.0 

テープによる基本的な固定法 86.8 

胃腔内に正しく挿入されていると確信できない場合の対処法 84.9 

経管栄養の対象と目的 80.3 

留置中のチューブが正しく挿入されているかの判断方法 77.6 

注入後の体位 67.1 

注入中、後の異常を発見するための観察視点 62.1 

挿入時の苦痛を軽減するための配慮点 61.1 

胃内腔に正しく挿入されているかの確認方法 60.7 

栄養物の注入速度と、注入速度が速い場合の患者の反応 53.9 

胃管チューブを挿入しやすい体位・姿勢 50.2 

門歯から胃底部の距離と挿入の長さを知るためのチューブのラインの長さ 47.9 

胃液のｐＨとリトマス紙の反応 36.9 

気管に誤挿入された場合の患者の反応 36.9 

知  識  平  均 58.1 

宮森弘年 提供 10 



実技チェック結果 （％） 

患者本人かを確認している。 45.2 

必要物品を準備し使いやすく配置する。 93.6 

食事に適した環境を整えている。 50.1 

目的や方法を患者・家族に説明している。 74.4 

チュ－ブを挿入しやすい姿勢（体位）をとらせている。 83.1 

患者の苦痛の軽減を考慮しながらチューブを挿入している。 89.9 

胃内腔に正しく挿入されているか、適切な方法で気泡音を確認している。 87.2 

胃液を吸引しリトマス紙を用い確認している。 69.9 

適切に挿入された場合は、チューブにマーキングし適切な方法で固定している。 68.5 

体位を適切に調整している。 80.4 

注入速度を適切に調節している。 74.9 

栄養物の温度を確認、冷凍保存の物は室温で加温してから注入している。 78.1 

注入中の状態を適切に観察している。 76.3 

チューブ内を適切に洗浄し処理している。 89.9 

注入後、消化吸収状態を観察している。 73.5 

実  技  平  均 75.7 
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研究の結論 

総合病院看護職員の経鼻栄養チューブ管理の 

スキルチェックの結果、以下のことが明らかになった。 

 

１．実技の正答率が知識を上回った。 

２．経験年数では、3年未満の知識面の正答率が低かっ 

  た。 

３．必ずしも正答率は経験年数や日頃の体験度とは比 

  例しない。  

 以上より、手技を優先せず、理論的学習をあわせた 

効果的な安全教育が必要である。 
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患者・市民の医療参加 
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患者・市民の医療参加の活動 

◆ 転倒・転落防止 
     転倒・転落予防 

◆ 地域の医療安全管理連絡協議会の設立 

◆ 患者参加型の公開セミナーの開催 

◆ 誤認防止 
     患者（家族）と医療者の協同によるフルネーム確認 

◆ 院内図書室の活用 
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転倒・転落防止への 

患者・市民の参加 
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活動の実際 

◆当院の転倒・転落の発生状況や要因の把握  

◆転倒転落リスクアセスメントスケールの作成   
 ・当院医師が作成したフォール・リスクスケール（Fall Risk 

Scale）を基に、転倒・転落リスクアセスメントシートを作成。 

 ・ 看護部や理学療法課とも協議し、このシートと連動した標準
ケア計画書を作成。 

 ・ 電子カルテにも連動させ、それに基づき患者や家族へ説明を
行う手順も標準化。 

◆リスクを把握するアイコンの作成 

◆システム導入の効果の確認 

 

Keiju Healthcare System 
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具体的なシステム運用の手順 

入院・転入時 
（全患者に必頇） 

状態や状況が変化し、
転倒・転落の危険性

が変化した患者 

状態や状況に変化 
がないが、1ヶ月を

経過した段階 

Fall Risk Scaleによるアセスメントの実施 

０点以外はカンファレンスを行いケア計画の変更について協議 

０点の場合
は対象外 

リスクレベル小は転
倒・転落予防説明書
の提示 

※リスクレベル小の
場合は、初回のみ
転倒転落のリスクと
予防対策を患者家
族に提示する 

リスクレベル中以上はカンファレンスを
行い、予防策を立案 

リスクと対策の説明 
患者及び家族に転倒･転落の危険性と立案した
予防対策を直接口頭で説明し協力を求める。ケ

ア計画用紙は患者・家族に提示する 
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転倒・転落予防説明書と予防対策シート 
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アイコンの活用 

Keiju Healthcare System 
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効果の確認 発生件数調査 

  
 
レベル4以上の割合 

 1.2％⇒0.1％ 
 
レベル3以上の割合

17.8％⇒7.2％ 
 

実施前 
6ヶ月間 

実施後 
12ヶ月間 

レベル5 2  (1.2) 0  (0.0) 

レベル4 0  (0.0) 1  (0.1) 

レベル3 27 (16.6) 22  (7.1) 

レベル2 53 (32.5) 62 (20.1) 

レベル1 78 (47.9) 211(68.3) 

レベル0 3  (1.8) 13  (4.2) 

合 計 163(100.0) 309(100.0) 

Keiju Healthcare System 
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地域病院との連携による 

医療安全管理連絡協議会の設立 

 
～地域全体の医療の質の向上～ 
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能登地区医療安全連絡協議会設立 

発  足：平成20年7月 
 

目  的：医療安全管理に関わる実務者のネットワー  

     クを構築し、情報交換や知識技術の共有と 

     向上を図る。 

 
参加施設：14病院 
       ※ 呼びかけたのは15施設、実に93.3％の参加率だった 
             恵寿総合病院・円山病院・佐原病院・町立富来病院 
          公立能登総合病院・公立宇出津総合病院 
          市立輪島病院・公立羽咋病院・恵寿鳩ケ丘病院 
          珠洲市総合病院・向病院・浜野西病院 
          国立病院機構七尾病院・国民健康保険志雄病院   
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協議会の活動内容 

活動報告 
 ◆ 職員への暴力に対する対応マニュアル作成の経緯と効果                     

（公立能登総合病院） 
 ◆ KYTを用いた職員への医療安全教育の実際                            

（公立羽咋病院） 
 ◆ パートナーシップを活用した転倒･転落予防の試み                       

（恵寿総合病院） 
 ◆ 職員への医療安全教育の実際  
                    (円山病院) 
 ◆ 事故発生時の医療安全管理者の対応                                                             

(恵寿総合病院) 
 

協議事項 
  1)  転倒・転落アセスメントツール等の提示 
  2)  患者・家族からのクレーム対応について 
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グループワークをするメンバー 

安全管理者＆リスクママネジャー研修 
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医療安全公開セミナー 
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第１回「医療事故が発生した 

   病院の看護管理者として・・・」 

    伊藤 恒子 氏 （元砺波総合病院副院長） 

第２回「医療訴訟事例から見る 

      リスクマネジメント」  

 蒲池 康浩 氏（インターリスク総研 東京都）                    

第３回  

 「医療コンフリクト・マネジメント」  

  林 里都子 氏（福井総合病院 医療安全管理部長） 
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09恵寿総合病院 医療安全公開セミナー 

 

講 師：菅 俣 弘 道 氏   

     （Sugamata  Hiromichi） 

（すがまた接骨院院長：神奈川県平塚市） 

 

Keiju Healthcare System 

 東海大学付属病院で内服薬を誤って
点滴チューブに注入され愛娘が死亡 
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