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点滴注射のダブルチェック確認方法を導入して

発 表 者 楠瀬 恭 （香川県：三豊総合病院 医療安全管理室）

うに、ADLに介助を要する患者が多いため、自

力歩行による転倒は少なくなりました。今回の

調査では報告件数が少なかったため、グラフで

は時間帯による差はそれほどみられなかったの

だと思われます。

最後に、ベッド周囲での転倒は、一般病棟で

は夜間に多くみられますが、療養病棟では時間

帯に差はみられませんでした。療養病棟では、

日中に離床を積極的に促し、昼夜のリズム形成

を十分に行っています。しかし、一般病棟では、

おもにベッド上で過ごす患者が多く、昼夜のリ

ズム形成が不十分であるため、夜間の不穏につ

ながり、転倒件数が増加したと考えられます。
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最後に当院での今後の転倒対策について考え

ました。消灯前および転倒頻発時間帯の食前も

しくは食後に、積極的なトイレ誘導を行ってい

こうと考えました。夜間はスタッフ数が少なく

なりますが、眠前にしっかりとトイレ誘導が行

われると、夜間トイレに起きる回数も減るので

はないかと考えます。

次に、日中の離床を促し、昼夜のリズム形成

を行うとともに、離床中の患者の見守りを強化

したいと思います。

また、患者の情報をスタッフ間で共有しなが

ら、歩行可能かどうか適切にアセスメントする

必要があると考えます。

ベッド周囲での転倒対策のためにも、患者の

個別性に合わせた環境整備も必要であるといえ

ます。

認知症の症状、転棟の危険性について家族に

説明し、必要に応じて協力を依頼することも今

後検討していきたいと思います。

以上で「入院患者の転倒・転落についての検

討」の発表を終わります。ご清聴ありがとうご

ざいました。
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【目的】

当院において、平成２３年度のインシデント・

アクシデントレポートの報告は１，５１３件あった。

看護師の内服薬・注射薬に関するインシデント

報告は２５８件あり、その中でも、確認不足からの

溶解ミスが１５１件と多く占めていた。

間違った点滴を施注することは患者への影響

が大きいため、点滴・注射の溶解時の確認方法

として、ダブルチェックを取り入れるための経

過と課題をここに報告する。
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【方法】

点滴注射のダブルチェックでの確認方法を導

入するにあたって、看護師が問題と考えている

ことを記述式のアンケート調査を行った。その

結果をカテゴリー分類し、問題点に対する課題

を明らかにした。そして、点滴注射のダブルチ

ェックでの確認方法を導入するあたり対策を検

討した。

アンケート調査は、無記名方式で参加自由記

載とし個人の自己決定を尊重した。
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【結果】

外来・病棟看護師３５０名に配布し回収は３３７名

であった。回収率９６．６％。「問１あなたは、点

滴・注射薬溶解時に隣の人に聞こえるくらいの

声で、声を出し指をさして薬品・指示などを確

認していますか？」いつもしている・ほとんど

しているとの回答は４０％、半分程度している・

ほとんどしていない・全くしていないとの回答

は６０％と指さし呼称での確認が出来ていない事

が分かった。

「問２注射の量や薬品の間違いを防止するため

に、点滴・注射薬溶解時の確認方法はどれが一

番有効と思いますか？」他のスタッフとのダブ

ルチェックが４６％と最も多くの回答があった。

「問３注射の量や薬品の間違いを防止するため

に、役割分担型のダブルチェックは有効と思い

ますか？」の問いに、有効だと思うが６０％と最

も多くの回答があった。
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「点滴・注射溶解時にダブルチェックを取り入

れる際の問題点は何か」の質問に対し延べ３０７件

の回答があった。問題点として最も多く回答が

あったのが「人員の問題」１２５件、次いで「時間

がかかる事に対する問題」４３件、「業務量が増え

る事に対する問題」３９件、「ダブルチェックの

方法」２４件、「スペースの問題」２０件、「出勤時

間の問題」２０件、「その他」３６件であった。
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それらの対策として、「時間がかかる事に対

する問題」について申し送り時間の短縮を行い、

短縮された時間を点滴注射の溶解時間とした。

また、「人員・ダブルチェックの方法・出勤時

間の問題点」については、溶解時間を決めて溶

解を始める事とした。
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点滴注射の薬剤誤認の件数は、平成２３年度５５

件でしたが、平成２４年度では３０件と減少してい

る。

J�L
!�1ñ½�1â��>Ùn?��s]å¿0�-gPQ���]�©s²!P
uà�
s���*

%efA�T�]1�_���]1Ðµ��7+�²!
:��s£
���
_�
Pde��i�_K¯�d�]�e
��s%Ðµ��71]å¿0�-g�n
?1¹��_+�²!
:��sóÜ�_Pqr\]��iÐµ�>"�iç]
�e
�����]*
3�s5P½i�iCv~C�-¼~C�Aú�zo��PNS��()níPQ��
�sef78
�,�Ó]*

� ��e�ef78Pd����is!�1ñ½�óÜ��]å¿0�-g�d
�s"#sòõÙ�×A�RAv°ÍCv2S�552��302
WX���]*
]å¿0�-g�>Ùn?PQ����s%2Ôi�>Ù�uvl��]*+% ��
ñm��i��Ó*+���P��s�Û
��hi�ç�Ó]� ��]*�
s]å¿0�-g�n?�Á��P½iqr�¹Ñ�Ó�Ó�©s.P½�hèÏ
Ð´µ�mi½C¿¼°×PdÓsÝÚfgP³]¡���]*

R��efPQ���]�©
�szB-®��17��¡�i�]*@�Psz
B-®��17��ef78PdÓsj%hèÏÐ
Q�±B�Ó��]*

Ds��TÒ j%uÁ��E

部署によれば「２名での確認は安心感がある。」

「思ったほど煩雑ではない。」と言った意見も聞か

れている。しかし、全ての部署で同じ方法での

ダブルチェックが行えていないのが現状であ

り、その現状を解決するのが今後の課題である。
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【結論】

平成２４年５月より、点滴注射のダブルチェッ

ク確認方法を取り入れ、注射・点滴準備時の薬

剤誤認件数は５０件から３３件と減少した。１３部署

中、６部署が業務改善に繋げた。意識改革を図

り、今後も業務改善の必要がある。
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