
8 院内における具体的な安全対策 
 
 

＊基本的な対策＊ 
ダブルチェック・指さし呼称での 

確認の徹底 
 
 
０．ダブルチェックとは 
  現状 

＊医療スタッフ２名での確認（２人で同時に確認するという連続型） 
（医療スタッフ１名と患者１名での確認も含まれていた） 

今回、医療マニュアル作成にあたり・・・ 
＊本来『ダブルチェック』には、医療スタッフ１名が２回、時間差で確認（1名で時間差、2回） 
することも含まれるため、『医療スタッフ２名での確認』という記載に変更 

 
１．患者誤認を防止する 
  ※ 2つ以上のもので確認する 

１) ① 患者にフルネームで名乗っていただき、かつ生年月日を言ってもらい確認する。 
診察開始時、処置、検査、薬剤投与、手術等を行う場合は、患者にフルネームで名乗っていた 
だき、かつ生年月日を言ってもらう。照合は、電子カルテまたは指示書等の患者氏名と生年月 
日を確認する。（外来では患者が持っている『受付票』『基本カード』を活用して確認する） 

 
 ② バーコードリーダーを使用している部署では、患者にフルネームで名乗っていただき、 
バーコードリーダーでIDを確認する。 
バーコードリーダーを使用していない部署では、患者にフルネームで名乗っていただき、 
IDを指さし呼称で確認する。 

 
２）リストバンドの着用（※  リストバンド印刷機の運用マニュアルを参照） 
【入院】 

医事課（入退院係）が、翌日に入院決定されている患者、転入予定の患者、外出・外泊より帰院
される患者のリストバンドを、前日16時までに印刷し準備する。 
リストバンド（白）には、ID・氏名（漢字とふりがな）・生年月日・年齢・性別・病棟名が記入 
されているため、必ず入院患者ファイルと照合する（血液型バンドへの記入は診察カード対応 
可） 

※ 緊急入院の場合は、リストバンド（ピンク）を使用し、ID・氏名（漢字とふりがな）・生年月 
日・年齢を、油性ペンを使用し手書きで記入し必ず入院患者ファイルと照合する。 
 

  【外来】 
    外科（消化器）外来配置の看護師、医事課クラークが協働し、翌日侵襲的検査（内視鏡・造影・

経食道心エコー）、化学療法を予約されている患者様のリストバンド（白）を、前日16時まで
に印刷する。（金曜日に翌週の月曜日の検査予約患者のリストバンドを印刷する） 
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２．部位間違い防止について 
１）手術・検査にて部位を指示する場合は「R」・「L」にて記載をする。 
２）患者にも、手術部位・検査部位を確認し指示伝票類と照合する。 
３）手書きの伝票・指示の場合はわかりやすい文字で記載する。 

      ☆わかりづらい文字の場合は、指示を受けずに書き直してもらう。 
     ４）皮膚ペン（マジック）を用いて、部位を明示する。その際、患者自身とも同時に確認する。 
 
３．検体取り違え防止について 

１）中央手術部、内視鏡センター、一部外来（泌尿器科、産婦人科、形成外科、皮膚科）では検体用 
ラベルシールを発行する。 

２）どこの部位の、何の検体かを実施者に確認し、ラベルシール、容器等に表示する。 
  ３）原則、実施した医師と検体をダブルチェックし、検体提出時は伝票とダブルチェックし提出する。 

４）迅速で検査を必要とする場合は、特に注意を払い確認を徹底する。 
（※ 検査・手術途中であることが多いため） 

４．情報伝達エラーを防止する 
１）オーダーミスの防止 

  ・患者ごとに画面を直してオーダーする 
・画面がオーダーする患者様の画面になっていることを確認する 

   ・オーダー後、必ず患者氏名、オーダー内容を再確認する。  
・Doオーダーに注意する 

２）手書き内服処方の記載方法 
   ・『1日量全量を記載し，それを何回かに分けて服用するのかその指示を記載』する 

  ・３回に分けて服用の指示…「３×」を用いる 
※ 朝・昼・夕や食後30分等を必ず記載する 

     ※「×３」の表現は禁止！…注射の場合も使用禁止とする 
３）指示の出し方、受け方について 

   ・誰が見てもわかる指示内容にすること 
     例）朝・夕の指示は、9時・21時のように時間を記載する 
      24時間の持続点滴の場合は、0時～12時・12時～0時と時間を記載する 
   ・患者氏名を確認し指示内容を理解し指示受けを行う。指示内容が理解できない場合は、医師に確

認する。明らかに「おかしい」と思う指示に関しては、医師に戻す。 
   ・指示内容と患者氏名を確認し、医師は指示医の欄にサインをする。 
   ・指示を受ける場合は、内容を理解した上で指示受け欄にサインをし、指示を受ける。 

・原則、口頭指示は受けない。 
やむを得ず口頭で指示を受ける際は、電話口頭指示受け用紙を使用し、指示内容を必ず復唱する。 
 

    ※ 指示等の詳細については、掲示板内―病歴センター ー 規程 ―【39】診療録記載マニュアル 
 ー「14．指示等の記載」参照 

    ※ 口頭指示については、安全管理マニュアル 「Ⅲ-18  口頭指示の取り扱いについて」の項参照 
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5．検査・手術時の確認 
１）金属のチェックを忘れない 
２）義歯の確認（取り忘れが無いように！） 
３）MRI検査時は，医療者側の金属チェックを怠らないこと 

（安全管理マニュアル 41.放射線関連（１）の項参照） 
４）ヨード系造影検査時のビグアナイド系糖尿病薬服用の確認 

   ※ 安全管理マニュアル 「Ⅲ-14.ヨード造影剤前後で休薬が必要な薬剤について」または、院内
掲示板 ― 医薬情報 ―【322】術前休薬一覧表参照 

 
6．院内時計あわせ 

HIS端末の時計で時刻を合わせる（医療部門は各勤務帯または、最低1日1回合わせる） 
 

7．ライン・チューブトラブル防止 
１）目的の理解 
（１）患者が現状認知できる場合 

     治療に協力していただくため，わかりやすく説明し協力を得る。 
（２）患者が現状認知できない（困難）な場合 

生命及び身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合は、身体拘束の基準にて対応する 
      人工呼吸器、気管(切開)チューブ、中心静脈ライン、動脈ライン、術後各種ドレーン・治療 
      目的のドレーンの抜去を予防する為に状況が回避するまで身体拘束の必要性を充分説明し、 

同意のもと実施する。 
２）ラインの整理と点検 
（１）周囲の環境を整える 

     ①ライン・チューブの長さ，固定方法を工夫する 
②重要な(生命に関与する)ライン・チューブ類の固定は医師と共に行う 

（２）ライン・チューブの点検 
     ①ラインは，元から元までを点検 
       複数類のラインが留置されている場合は，時間をかけて充分に確認すること 
     ②接続部・固定の長さを点検 
       開放式三方活栓は必ずOFFにする   

処置用（血管外）の三方活栓は赤コックの三方活栓を使用する 
（３）麻痺側には，点滴ラインを留置しない 

３）ライン・チューブ類の知識を高める 
４）ライン・チューブ管理の必要性（治療方針や状態に応じた抜去可能の有無）について、常に医 
  師と検討する 
５）尿道カテーテル留置について 

   （１）男性の尿道カテーテル留置は、原則的に医師が行う 
   （２）導尿に関して、疾患や病状・病態など状況に応じ医師に相談すること 

６）胃管挿入および経管栄養について（経管栄養管理ガイドライン参照） 
   （１）挿入後は必ずレントゲン撮影で確認する 
   （２）位置確認後は、挿入部位（口腔、左右鼻腔）と固定の長さ、レントゲン撮影結果（医師）、 

挿入中した医師名を記録する 
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   （３）管理中は、挿入の長さ、固定状況を確認する。口腔内の観察による管の停留、注入物の逆 
流、抜けかけや口腔内ループの確認を行う 

 
８. 挿管チューブの固定 

１）挿管時のチューブ固定は、原則医師が行う 
２）挿管後、チューブの口角移動に関しても原則医師が行う（但し、緊急時など看護師が行なった場 
  合には、必ず早い時間に医師に確認をしてもらうこと） 

 
９．隔壁未開通防止の対策 

・隔壁開通行為を必ず行なう 
＊隔壁開通を必要とする点滴や、ビタミン剤を混注する高カロリー輸液を行う際、隔壁の確認だ 
 けでなく実施前に必ず隔壁開通行為やビタミン剤投与部分を折るという行為を行なう。 

 
1０．ME機器の電源 

・一般電源で、ME機器の電源を確保しない 
    生命に直結するME機器は、必ず非常電源 

を使用 
    【電源について】 

赤の差込口 ⇒ 無停電 
     緑の差込口 ⇒ 自家発電 
     白の差込口 ⇒ 一般 
 
 
 
 
 
1１. 酸素ボンベの残量確認 

・酸素ボンベ使用時は、必ず酸素残量が 
確認できるカードを携帯すること 
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12．職場安全会議 
１）月１回行う 

   ・現場での安全対策の構築 
   ・安全管理室からの提言・お知らせ等の周知徹底・病院への提言 
   ・職員は組織横断的に参加してもよい 
   ※ 職場安全会議（月例）報告書は、院内掲示板 → 安全管理 → フォーマット【71】から出力し、使用する。 

  
 

令和元年11月1日改正 
 
 

コラム：当院の重要な様々な情報の入手先の紹介 1. 
□ 院内掲示板 

      ・ 当院のHP 左下端の院内専用ページ 
・ HISの explorer をクリック 

□ Yahgee文章 
      ・ HISから 

□ HISの患者個人の画面では・・・ 
・人型アイコンが赤い場合は注意！！ 

人型アイコンにカーソルを合わせると医療安全確保情報がでます。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

102



 

12．職場安全会議 
１）月１回行う 

   ・現場での安全対策の構築 
   ・安全管理室からの提言・お知らせ等の周知徹底・病院への提言 
   ・職員は組織横断的に参加してもよい 
   ※ 職場安全会議（月例）報告書は、院内掲示板 → 安全管理 → フォーマット【71】から出力し、使用する。 

  
 

令和元年11月1日改正 
 
 

コラム：当院の重要な様々な情報の入手先の紹介 1. 
□ 院内掲示板 

      ・ 当院のHP 左下端の院内専用ページ 
・ HISの explorer をクリック 

□ Yahgee文章 
      ・ HISから 

□ HISの患者個人の画面では・・・ 
・人型アイコンが赤い場合は注意！！ 

人型アイコンにカーソルを合わせると医療安全確保情報がでます。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

コラム：当院の重要な様々な情報の入手先の紹介 2. 
 
□ 医療事故調査・支援センターが作成した再発防止策 

  

 

 

 

 

 
 

第9号 入院中に発生した転倒・転落による頭部外傷に係る死亡事例の分析 
第8号 救急医療における画像診断に係る死亡事例の分析 
第7号 一般・療養病棟における非侵襲的陽圧換気（NPPV）及び気管切開下陽圧換気（TPPV） 

に係る死亡事例の分析 
第6号 栄養剤投与目的に行われた胃管挿入に係る死亡事例の分析 
第5号 腹腔鏡下胆嚢摘出術に係る死亡事例の分析 
第4号 気管切開術後早期の気管切開チューブ逸脱・迷入に係る死亡事例の分析 
第3号 注射剤によるアナフィラキシーに係る死亡事例の分析 
第2号 急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析 
第1号 中心静脈穿刺合併症に係る死亡の分析―第1報― 
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