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患者間違い事例1 

 2007年6月一般撮影にて患者○○ ミチオ
さん73歳（主訴右肘関節痛）と○○ ミツオ
さん80歳（主訴右手関節痛）を取り違えて
撮影してしまった。 

 

 

ミチオさん ミツオさん 

右肘関節２方向 右手関節２方向 
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事例1原因 

外来 ：IDカード（診察券）を間違えて渡してし 

      まった 

 ｸﾗｰｸ：他人のIDにて受付してしまった 

技師 ：「～さんですね？」 患者さん：「はい。」 

      患者さんに名乗ってもらってはいない 

技師 ：撮影部位が本人訴える部位と異なるの 

      で外来に連絡したが・・・ 

外来 ：患者間違いに気づかず 
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事例１分析 

① IDカードは患者さんを証明する重要度認識低い 

   渡しミスは突発的なもので今後も起こりうる 

② 受付時、クラークは名前確認をしていない 

     受付は混雑している 

③ 撮影時、名前確認にて患者さんに名乗ってもらって 

  いない 

  同姓同名・似たような名前がリストにある場合は同様な事例が起こる   

④ 部位間違いに気づいたとき患者間違いを予知 

  できず 

  発見・指摘成功したにも関わらず修正失敗 
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Reasonのスイスチーズモデル 

① 
外来：IDカード渡しミス ② 

受付：気づかず（患者確認していない） 
③ 

技師：名前確認にて気づかず（名乗ってもらっていない） 

④ 

技師：撮影部位異なるが気づかず 

外来：撮影部位指摘されるが気づかず 

危険 

損失 
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マニュアルを作成するにあたって 

患者さんを守るもの 

医療者を守るもの 

守りやすいもの 

納得いくもの 

現段階でできるもの 

組織全員でつくる 

  全員が作成・検討に関わることにより職場全体に日常業
務における危険予知、患者安全に対する認識、事故を未
然に防ぐ意識を高める効果が生じる 

 宿島久志 提供 6 



事例1対応策 撮影時患者確認手順変更 

 
 氏名と生年月日を名乗ってもらうようにする 

  患者さんとIDカードの照合 

    「申し訳ございません、確認のためにお名前と生年月日を
おっしゃってください。」 

   生年月日も言ってもらうことにより同姓同名・似た氏名の 

  判別能が上がる 

    「ありがとうございます。」 感謝の意を表す 

 IDカードのID No．をRIS（放射線情報システム） 

  画面にて一致確認 

  患者さんとオーダーの照合 

 撮影部位の確認 

  異なる場合は履歴の確認・問い合わせ 
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名乗ってもらうこと
により患者間違いは
消滅！ ？？？ 
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事例２ 

 2009年12月健診センター胃透視検査にて健
診者を呼び入れる際○○ メグミさんを呼んだ
が×× メグミさんが入室してきた。氏名を名
乗ってもらったが間違いに気づかず検査実施
した。検査終了後、自分のバインダー・IDカー
ドでないことを本人が気づいた。 

検査後、画像情報を修正したが鎮痙剤投与
なしでの実施となった。 

○○メグミさん ××メグミさん 

○○メグミさん
～ 宿島久志 提供 9 



事例２原因・問題点 

誤認防止として氏名を名乗ってもらったが起
きてしまった 

放射線室マニュアルとして生年月日まで言っ
てもらうことが実行されていない 

 IDカードが健診者の手元にはない運用のた
め照合なし 

呼び入れ声が小さい 

年齢が57歳と41歳であり観察力低い 
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事例２対応策 

検査前投薬注射の際カードを健診
者に持たせる 

氏名・生年月日を名乗ってもらうこと
を徹底 

呼名は大きな声ではっきりと行う 

患者間違いの重大さを再認識 

個人の医療安全におけるモチベー
ションを向上させる 
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組織内での質のばらつき 

 質の許容水準      平均         
  

質の指標がよい 質の指標が悪い 

 赤点をとらない 

 

 ばらつきをなくす 

 

 平均点をあげる 
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事例３ 

 2010年5月CT検査のため病棟患者Aさんを
呼んだが病棟患者Bさんをストレッチャー搬送
して来た。クラークが受付の際、オーダーがな
い事・IDカードが異なることに気づく。技師は
病棟患者Bさんの当日検査を調べるとポータ
ブル股関節撮影が受付済みになっていること
を見てオペ室ポータブル撮影と勝手に思い込
み『今患者Bさんはオペ中である。』と決め付
けてしまい『患者Aさんが患者BさんのＩＤカー
ドを間違えて持ってきた。』と思い込んだ。放
射線科看護師も気づかず。 
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Aさん Bさん 

クラーク 

技師 看護師 

Aさんを降ろ
しください。 

IDカードが違う！ 

Aさんに間違
いない！ 

医療員 

Aさ
ん 

・・・。 

Bさんはオペ
中 

病棟医療員 

お願いします。 

CT室 
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事例３原因・問題点・対応策 

 ＩＤカードは本人の証明であるという基本を理
解していない 

複数の人間が関与していたにも関わらず修
正できなかった 

危険予知能力が低すぎる 

異なるＩＤカードの場合は必ず連絡して確認 

病棟の患者確認の手順見直し 
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エラーの回復過程とチームエラーの発生 

 ヒューマンエラー  

発見失敗 

指摘失敗 

修正失敗 

発見成功 

指摘成功 

修正成功 

    チームエラー      セーフ !!  

病棟：検査患者間違い 

クラーク：ＩＤ異なることを 

クラーク：技師に伝える 病棟に伝えれば・・・ 

技師：勝手な思い込み 技師以外：確認すれば・・・ 

患者間違いに・・・ 
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事例４ 

 2010年6月救急センターにおいて救急看護師より
「CTと一般撮影お願いします。」と連絡あり。救急看
護師がストレッチャーにて搬送してきたが、すぐにそ
の場を離れてしまった。IDカードはなく患者Aさんは
意思疎通が困難であった。技師が全オーダーから
検索すると『救急科 患者Bさん 腹部単純撮影 腹
部CT』のオーダーのみ表示された。救急処置室に
確認に行ったが多忙で声をかけられなかった。救急
科オーダーが１つしかないので間違いないと思い込
んでしまった。CT検査をしようとした時に、看護師に
間違いを指摘され、改めてオーダー検索すると『患
者Aさん 胸部撮影 頭部CT』のオーダーが表示さ
れた。 宿島久志 提供 17 



Aさん 

Bさん 

技師 看護師 

救急処置室 救急放射線室 

撮影お願い
します。 

名前は？ 

Bさんだよな。 

・・・。 

救急科 Bさん 

RIS画面 宿島久志 提供 18 



事例４原因・問題点・対応策 

患者さんにIDカードが付いていない 

救急業務にIDカードが1枚では足りない 

 オーダー送信が遅れた 

看護師の伝達不足 

技師の患者確認不十分 

患者確認を徹底する 

 コミュニケーションの向上に努める 

  放射線室と救急部で話し合い実施 
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組織横断的取り組み 

  組織間の立場や専門性の壁をなくす 

  組織同士の歩みよりが必要 

 
  トップマネージメントの強い意志表示 

  いかに賛同者を増やすか 

組織 組織 

守ってもらいたい 

守ってあげる 
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まとめ 

氏名・生年月日を名乗ってもらうことが当然の
行為になることを目指す 

患者さんに名乗る必要性を理解してもらう 

名乗れない患者さんの確認を徹底する 

 コンピュータ化により確認項目は増えている 

職員の危険予知能力の向上に努める 

医療安全を軸としたコミュニケーションの向上
に努める 
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医療安全の取り組みを継続 

医療安全に対して職員全員の意識改革 

安全文化の育成・開花・醸成 

 

 

 
 

病院は安全なところでなくてはいけない 

患者さんに選ばれ続けなくてはいけない 
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ご清聴を感謝します。 

宿島久志 提供 23 


