


2	独立行政法人国立病院機構仙台医療センター　鈴木敬雄　提供	



「

単
純

	

安
全
管
理

	

れ

疑
問

」
	

　
　
　

薬
害
被
害
者
団
体

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
山

	

3	独立行政法人国立病院機構仙台医療センター　鈴木敬雄　提供	



改善のために良い方法はないだろうか・・・	
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☆原点に立ち返って投薬の安全を見直そう！	 
☆組織的に問題解決を進めよう！	 
☆事実・データに基づく改善を進めよう！	 

■病院全体の最重要課題として取り組む	 
■職種を越えての取り組み	 
■現状打破的なプロジェクトとする	 
■月１回の進捗管理を行う	 
■報告会の随時開催	 
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改善プロジェクトへの展開 
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２０１２年度～ 
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運用方法と注意を記載	 
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平成２４年６月現在の対象病棟・診療科 
　　西2階病棟（循環器科・心臓血管外科）、 
　　　　西3階病棟（眼科・耳鼻科・皮膚科）、消化器科（全病棟対象） 
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入院決定	 薬剤師が初回面談	 
（服用歴・中止薬等の確認）	 

外来から管理センターへ	 

入院当日	 

薬剤師が面談	 

持参薬	 
確認・鑑別	 

入院受付後、管理センターへ	 

病棟	 
持参薬	 

確認・オーダー	 
患者	 
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消化器内科
対象拡大	

西３病棟
対象拡大	

東日本大震災
にて集計不可	

（件数）	 

2010年度	 2011年度	
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禁忌薬品が
ある場合は、
用紙の突起
部をマジッ
クインクで
黒塗りする	 
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禁忌情報の明示 
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(Suzuki)

ユニットドーズ式与薬カート
の運用の再徹底
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番号	 プロセス内容	 	 前期	 	 

自己管理チェックシートでチェック	 	 4 	 
自己管理か看護師管理かを決め患者に説明	 	 48 	 
看護師管理の場合、最新の投薬管理表・指示表をコピー
してファイリング	 	 20 	 
与薬カート内に1週間分セット	 	 17 	 
カートから薬を出す時に最新の投薬管理表・指示表と確
認し、患者に薬を届ける	 	 86 	 

名前を名乗れるかを確認	 	 0 	 

ベッドサイドで名前を名乗ってもらい患者確認	 	 1 	 
看護師管理の薬を患者に渡す、あるいは服薬介助	 	 86 	 
看護師管理の患者の服薬を確認する（方法は病棟毎の判
断）	 	 95 	 
なくなりそうな薬があれば主治医に報告	 	 8 	 
名乗れない場合はベッドネームで患者確認	 	 0 	 
自己管理の場合、最新の投薬管理表・指示表をコピー、
患者の情報ファイルに挟むか、所定の場所に配置	 	 14 	 

自己管理の患者に薬の袋を渡し薬札通りの服用を説明	 66 	 
自己管理の患者の服薬を確認する（方法は病棟毎の判
断）	 102 	 

処方監査、調剤、最終監査をして払い出し	 3	 

番号	 プロセス内容	 	 前期	 	 

禁忌情報の有無とその内容の確認	 	 
持参薬の有無とその内容の確認	 	 18 	 

処方入力、計画的に必要な薬を一括入力	 	 11 	 
「処方入力の原則」にしたがって処方入力、必要時に薬
剤科に連絡	 0 	 

投薬管理表または投薬指示表に入力内容を記載、署名	 19 	 

画面の患者氏名・入力内容（薬剤名・規格）と投薬管理
表・指示書との一致を確認、オーダー発行	 12 	 

オーダー後、通常はオレンジの指示棒、緊急時はオレン
ジ+赤の指示棒で看護師に声がけ	 17 	 

中止・変更の必要性を判断	 12 	 

投薬管理表または投薬指示表に中止・変更の記載、署名	 11 	 

指示記載後、通常はオレンジの指示棒、緊急時はオレン
ジ+赤の指示棒で看護師に声がけ	 13 	 

病棟で定めた曜日までに、1週間分の薬剤を一括して計
画的に入力	 1 	 

投薬管理表または投薬指示表の指示受け、署名	 42 	 
払い出された薬剤と投薬管理表または投薬指示表の記載
の照合確認	 23 	 



インシデント報告総数に対するエラープロセス件数の比率　　（　）内はエラープロセス件数	

検定法　：　Fisher’s exact test	

プロセス	 前期	 中期	 後期	 

比率	 
(件数) 

比率	 
(件数) 

P値 
（対前期）	 

比率	 
(件数) 

P値 
（対前期）	 

P値 
（対中期）	 

カートから薬を出す時に最新の投薬管理
表・指示表と確認し、患者に薬を届ける	 

2.43%	 
(86) 

1.46% 
(20) 0.03880	 0.78% 

(22)	 ＜0.00000	 0.04026	 

看護師管理の薬を患者に渡す、あるいは
服薬介助	 

2.43% 
 (86) 

1.60% 
(22) 0.08189	 0.32% 

(9) ＜0.00000	 0.00001	 

看護師管理の患者の服薬を確認する（方
法は病棟毎の判断）	 

2.68% 
(95) 

1.60% 
(24) 0.06101	 1.94% 

(55) 0.05890	 0.66539	 

自己管理の患者に薬の袋を渡し薬札通り
の服用を説明	 

1.86% 
(66) 

1.46% 
(20)	 0.33559	 0.57% 

(16)	 0.00001	 0.00363	 

自己管理の患者の服薬を確認する（方法
は病棟毎の判断）	 

2.88% 
( 102)	 

4.30% 
(59)	 0.01588	 1.34% 

(38)	 0.00005	 <0.0000１	 

前期	 中期	 後期	 

インシデント総報告件数	 3539	 1373 2828	 

与薬エラーの比率 
( レベル1以上件数	 ）	 

20,6% 
（729）	 

17% 
(234)	 

7,8%  
(221)	 
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エラープロセス（上位項目）	 	 
エラーモード	 	 エラー要因	 	 

前期	 	 中期	 	 後期	 	 前期	 	 中期	 	 後期	 	 

　カートから薬を出す時に最 　	 
　新の投薬管理表・指示表と  
　確認をし、薬を患者に届け 
　る 	 

抜け 
見逃し 

認識間違い	 	 	 

抜け 
認識間違い	 

抜け	  
見逃し	 	 

逸脱の日常化 
見逃し 

付随的作業	  
知識・記憶のバイアス	 	 	 

逸脱の日常化 
記憶への依存 
付随的作業	 	 

記憶への依存	 	 

　看護師管理の薬を患者に渡 
　す。あるいは服薬介助	 

抜け	 	 	  
見逃し 

標準を知らない	 	 	 

抜け	  
見逃し	 	 

抜け 
見逃し	 	 

逸脱の日常化	  
作業の中断 
	 記憶への依存	 	 

逸脱の日常化	  
作業の中断	 	 

類似作業の繰り
返し	 	 

　看護師管理の患者の服薬を 
　確認する	 

抜け	 	 	  
見逃し 

標準を知らない	 	 	 
抜け	 	 

抜け 
見逃し	 	 

逸脱の日常化	  
付随的作業 
	 作業の中断	 	 

逸脱の日常化	  
作業の中断	 	 

逸脱の日常化	 	 

　自己管理の患者の薬の袋を 
　渡し、薬札通りの服用を説明	 

認識間違い	  
抜け 
見逃し	 	 

選び間違い 
抜け	  

認識間違い	 	 

抜け 
位置の間違い	 	 

逸脱の日常化 
知識・記憶のバイアス 
	 情報の表示方法	 	 

複数の選択肢 
逸脱の日常化 
	 情報の表示方法	 	 	 

記憶への依存	  
逸脱の日常化	 	 

　自己管理の患者の服薬を確 
　認する	 

抜け	 　　　　　　　　　
見逃し 

認識間違い	 	 

抜け 
回数の間違い	 

抜け	 	 
逸脱の日常化 
付随的作業	 	  
情報の表示方法	 	 

逸脱の日常化 
情報の表示方法 
記憶への依存	 	 	 	 

記憶への依存	 	 
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