
• とにかく元気に仕事ができる。

【結語】家庭血液透析の導入は医療者サイドの利点
だけでなくへき地の患者サイドにも大きなメリット

を含むと考えられる。更なる家庭血液透析の普及が
望まれる。

家庭血液透析の利点 
• 時間設定を自由にアレンジできる。 
• 短時間頻回透析により週３回４時間透析のお
おむね２倍の透析量を期待できる。 

• 食事制限がほとんど無くなる。透析時間さえ
稼げれば飲水量の制限も小さくなる 

• 使用薬剤、特に降圧剤の使用量は家庭透析
により激減する。現在便秘薬、カルシウム剤
、ホスレノールのみ服用している。 

• とにかく元気に仕事ができる。 

毎日一時間ノルディックウォーキングで 
裏山を小走りに歩く！ 

家庭血液透析で私たち医療者だけでなく 
患者さんにも大きな可能性が開けると考えられた。 
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当院における処方薬のヒヤリハット分析

発　表　者 宮本　彩菜 山口県　周防大島町立東和病院

共同研究者 浅野　倫加、藤田　千鶴

【Ⅰ．はじめに】当院の過去3年分のヒヤリハットを
分類すると、処方薬のヒヤリハットが最も多くみられ
た。なぜ当院では処方薬が最も多かったのか、どの過
程でミスが生じたのか原因を明らかにすることで、類
似のヒヤリハットを未然に防ぐことができるのでは
ないかと考えた。今回のアンケートや行動調査を用い
分析した結果と改善点が抽出できたので報告する。
用語の定義
処方薬：臨時及び定期で処方された内服・貼付薬
配薬準備：処方された薬を個別のトレーに入れる事

 
 
 
 
 

総ヒヤリハット件数  １３７件 

処方薬に関して  ３８件（２８％） 

点滴に関して  ２５件（１８％） 

当院における処方薬の          
ヒヤリハット分析 

周防大島町立東和病院  
○宮本彩菜 
  浅野倫加 
  藤田千鶴 

用語の定義１ 

  
 

 臨時・定期処方
された内服薬・
貼付薬のことを
いう。 

 処方薬とは 
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【Ⅱ．研究方法】当院の H21年～ H23年の3年分
の処方薬に関するヒヤリハットレポートについて、
エラー発生要因マップに基づいて分類を行った。薬
剤内容エラーと薬剤量エラーが多く、その中でも与
薬準備でのヒヤリハットが14件（36%）と多くみら
れた。

当病棟看護師18名に配薬準備時の行動調査を試み
たが、完全な行動調査は出来なかったため、次のよ
うな仮説を立て、アンケート調査を行った。
仮説　
1：作業スペースが狭い（数名が配薬準備している

事もある）
2：作業の中断がある
3：準備手順に問題があるのではないか

【Ⅲ．倫理配慮】　アンケートは自由意志であり、
回答は研究目的以外に使用しないこと。また、記入
の有無に関わらず不利益を被らないことを明記し署
名にて同意を得た。

【Ⅳ．結果と分析】

1．結果
1）行動調査

行動調査では配薬準備者が複数名おり、配薬ス
ペースが狭く、手元が煩雑になりやすい環境で
あることがわかる。

2）アンケート調査　18名中14名が回答（回答率　
77.7%）

用語の定義２ 

   

 薬袋に入ってい
る薬包を配薬ト
レイにセットする
こと。 

 配薬準備とは 

仮説 

１．作業スペースが狭い。（数名が配薬準備して 
  いることがある。） 
 
２．作業の中断がある。 
 
３．準備手順に問題があるのではないか。 

倫理配慮 
 
○アンケートは自由意志であり、回答は研   
  究目的以外に使用しないこと。 
 
○また、記入の有無に関わらず不利益を 
  被らないことを明記し署名にて同意を  
  得た。 

準備段階での分類 
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与薬準備での
ヒヤリハット件
数が最も多い (件) 
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①配薬準備時間
配薬時間の記入は無記入が9名と多く、次に朝の申
し送り前が4名、申し送り後が1名であった。タイ
ムプレッシャーのかかる時間帯に配薬準備をしてい
ることが分る。
②配薬準備作業の中断
配薬準備時での中断をしたことのある人は12名で、
ないと答えたのは2名であった。
中断の理由（複数回答可）として一番多かったのが
朝の申し送りが9名、次いで話しかけられたが6人、
ナースコール5人と電話対応5人で同数であった。

③配薬準備後の確認（図1参照）

④その他
配薬準備手順については、特徴的な傾向は見られな
かった。
ミスを未然に防ぐ為にはどうしたら良いと思います
か ? という問いに関して、殆どの人が確認や注意、
認識することが必要と答えている。

2．分析
以上の結果より、次の点が問題としてあげられる。
1）作業するスペースが狭い
2）配薬準備作業の負担（作業量の多さ、タイムプ

レッシャー）
3）配薬準備作業の中断

③配薬準備後の確認 
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２）看護師へのアンケート調査 

①配薬準備時間 
 
朝の申し送り前が多い  
   タイムプレッシャーがかかる時間帯である。       

②配薬準備作業の中断 
 
原因    申し送り・電話対応・ナースコール 

④その他 
 
配薬準備手順は特徴的な傾向はみら
れなかった。 
 
ミスを未然に防ぐ為には、確認や注意、
認識することが必要である。 
 
 
 
 

結果と分析 

１．結果  
 
１）行動調査 
 
 配薬準備スペースが狭い。 
 手元が煩雑になりやすい環境である。 
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【Ⅴ．対策と効果】

1．作業スペースが狭い
作業スペースが狭く煩雑としていたため必要物品等
を移動させ、独立した配薬準備スペースを確保した。

さらに、今まで患者に薬袋が一つにまとまっておら
ず、他患者の薬袋も入り混じった状態で配薬 BOX
の中に入っていた。しかし、患者一人分の薬袋をビ
ニール袋にいれ一つにまとめることで患者の内服薬
が明瞭となり、配薬ケースにセットし忘れることを
予防した。

2．配薬準備作業の負担
今までは、各チームの中で手の空いた看護師がチー
ム全員の患者の配薬準備をしていた。受け持ち患者
分の配薬をするようにしたことによって、看護師一
人分の作業量が減少した。さらに、配薬準備から配
薬を一連の業務と考え、患者の情報が明瞭に把握し、
自分の業務のペース準備できるようになり、タイム
プレッシャーの軽減に繋がった。

3．配薬準備作業の中断
看護師一人一人の作業量が減り、作業時間も短縮さ
れ、配役準備作業の中断は減少した。チーム内の業
務分担を整理することで、ナースコールや電話対応
での配薬準備作業の中断も減少した。

【Ⅵ．終わりに】平成24年4月以降のヒヤリハット
総数67件。処方薬のヒヤリハット件数15件（22%）
でそのうち与薬準備でのヒヤリハットは3件（4%）
である。

２．分析 

 問題点 
 
１）作業するスペースが狭い。 
 
２）配薬準備作業の負担（作業量の多さ、タ
イムプレッシャー） 

 
３）配薬準備作業の中断 
 

対策と効果 
１．作業スペースが狭い。 
≪改善前≫ ≪改善後≫ 

同一患者の薬袋をビニール袋に入れ一つにまとめる。 

２．配薬準備作業の負担 

以前； 手の空いた看護師がチーム全員の患者       
      の配薬準備。 
 
現在； 受け持ち患者分の配薬準備をする。 
 
看護師１人分の作業量の減少。 
患者の情報が明瞭に把握できる。 
自分の業務のペースで配薬準備が出来る。 
タイムプレッシャーの軽減。 

３．配薬準備作業の中断 
 
     作業量の減少。 
 
     作業時間の短縮。 
 
 
     
    配薬準備作業の中断も減少。 
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当院で類似したヒヤリハットを防ぐ為に効果があっ
たのは以下の点であると考える。
1．環境を整え、作業スペースを確保する
2．配薬準備作業の中断を出来るだけ起きさせない

よう業務分担と整理を行う

川村治子氏は、「現実的には中断をなくすことは困
難なことが多い。したがって、各自が中断後にはエ
ラーが発生しやすいことを認識し、再確認を行うこ
とを習慣化していくことが重要である。」（1）と述
べている。アンケート調査からも確認や注意、認識
をすることの重要性は理解しているも、習慣づける
ことは困難である。
ヒヤリハットをなくそうと、次々に確認作業を増や
していくと、かえって手順が複雑になってしまう。
責任の所在を明確にし、シンプルな作業手順を考え
ることも有効ではないかと思う。
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終わりに 

当院で類似したヒヤリハットを防ぐために効 
果があったのは以下の点である。 
 
１．環境を整え、作業スペースを確保する。 
 
２．配薬準備作業の中断を出来るだけ起こ 
  させないよう業務分担と整理を行う。 
 

終わりに 
 
  配薬準備でのヒヤリハット件数   
 
  以前 （Ｈ２１～２３年）      現在（Ｈ２４年～） 
     
   ２２％          
 

４％ 
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