
9  リストバンド装着による患者確認 
 
 

１．目的 
   医療従事者が患者と係わる場合、患者の確認を行なうことは当然のことである。しかし､状況により 

確認できない､あるいは確認しても不確実な場合もあるため、患者に「リストバンド」を装着して頂 
き、患者誤認による医療過誤を防止する。 

 
２．確認方法 

１）患者本人あるいはご家族に氏名をフルネームで名乗っていただき、さらに医療者が氏名をフルネ 
ームで復唱する。（患者にフルネームで名乗っていただく前に、医療者は始めに自分の氏名をフ 
ルネームで名乗る） 

２）リストバンドによる確認 
（１）バンド装着対象患者 

入院患者全員、外来における処置・検査・手術の患者 
（２）バンド装着期間 

入院患者：入院時から退院まで 
      外来患者：処置・検査・手術前から帰宅まで 

（３）バンドの印字内容 
【リストバンド（白）】 
＜入院＞ 
①ID ②氏名（漢字とふりがな）③生年月日 ④年齢 ⑤性別 ⑥血型 ⑦病棟名 
⑧QRコード 

      ＜外来＞ 
①ID ②氏名（漢字とふりがな）③生年月日 ④年齢 ⑤性別 ⑥血型 ⑦検査名 
⑧検査予定日 ⑨診療科名 ⑩ QRコード 

【リストバンド（ピンク）】：緊急入院の場合（油性ペンで記載する） 
①ID ②氏名（漢字とふりがな）③生年月日 ④年齢 ⑤病棟 ⑥血型（検査が未実施の場
合は「未検査」と記載する） 

      （※ 運用の詳細については、次項「リストバンド印刷機の運用マニュアル」参照） 
（４）バンド装着部位  

手首または足首。支障のある場合は他の部位。（原則的には右手首） 
（５）バンドの活用方法 
   ①患者様・ご家族に「リストバンド装着のお願い」の用紙を用いて説明する。 
   ②手術・検査・処置時には患者に氏名を名乗っていただき、リストバンドにて確認し、再度患 

者の氏名を声に出して確認する。 
   ③部署外で行なわれる手術・検査・処置は、部署から送り出す前に②を行い、受け手は受けた 

直後に②を行なう。 
     ④中央採血室受付、放射線科受付、手術室では、バーコードリーダーでQRコードを認証し、 

患者確認を行う（外来患者は外来基本カードのバーコードと合わせて認証し確認する）。 
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9  リストバンド装着による患者確認 
 
 

１．目的 
   医療従事者が患者と係わる場合、患者の確認を行なうことは当然のことである。しかし､状況により 

確認できない､あるいは確認しても不確実な場合もあるため、患者に「リストバンド」を装着して頂 
き、患者誤認による医療過誤を防止する。 

 
２．確認方法 

１）患者本人あるいはご家族に氏名をフルネームで名乗っていただき、さらに医療者が氏名をフルネ 
ームで復唱する。（患者にフルネームで名乗っていただく前に、医療者は始めに自分の氏名をフ 
ルネームで名乗る） 

２）リストバンドによる確認 
（１）バンド装着対象患者 

入院患者全員、外来における処置・検査・手術の患者 
（２）バンド装着期間 

入院患者：入院時から退院まで 
      外来患者：処置・検査・手術前から帰宅まで 

（３）バンドの印字内容 
【リストバンド（白）】 
＜入院＞ 
①ID ②氏名（漢字とふりがな）③生年月日 ④年齢 ⑤性別 ⑥血型 ⑦病棟名 
⑧QRコード 

      ＜外来＞ 
①ID ②氏名（漢字とふりがな）③生年月日 ④年齢 ⑤性別 ⑥血型 ⑦検査名 
⑧検査予定日 ⑨診療科名 ⑩ QRコード 

【リストバンド（ピンク）】：緊急入院の場合（油性ペンで記載する） 
①ID ②氏名（漢字とふりがな）③生年月日 ④年齢 ⑤病棟 ⑥血型（検査が未実施の場
合は「未検査」と記載する） 

      （※ 運用の詳細については、次項「リストバンド印刷機の運用マニュアル」参照） 
（４）バンド装着部位  

手首または足首。支障のある場合は他の部位。（原則的には右手首） 
（５）バンドの活用方法 
   ①患者様・ご家族に「リストバンド装着のお願い」の用紙を用いて説明する。 
   ②手術・検査・処置時には患者に氏名を名乗っていただき、リストバンドにて確認し、再度患 

者の氏名を声に出して確認する。 
   ③部署外で行なわれる手術・検査・処置は、部署から送り出す前に②を行い、受け手は受けた 

直後に②を行なう。 
     ④中央採血室受付、放射線科受付、手術室では、バーコードリーダーでQRコードを認証し、 

患者確認を行う（外来患者は外来基本カードのバーコードと合わせて認証し確認する）。 
 
 

（６）注意事項 
     ①外出・外泊にて外した場合は帰院時装着用のバンドを作成しておき、帰院後は必ず装着する。 
     ②バンド装着部位が手術・検査・処置時に支障がある場合は一旦切り、新しいバンドを支障の

無い部位へ再装着する。 
     ③退院時は病棟で切り、除去する。 

    ④血液型バンドを用いる場合（輸血時・輸血を必要とされる手術時）は、国際カラーコードに
基づいたものを使用する（血液型バンドへの記載は診察カード対応可とする） 

      Ａ型：黄   Ｂ型：白   Ｏ型：青   ＡＢ型：赤 
     ⑤防水性のため、装着したままでの入浴・洗面にさしつかえはない。湿疹・かぶれを起こす危 

険性も少ないとされているが、患者の皮膚の状態観察を行なう。 
 

平成16年4月2日から実施 
平成19年7月1日 改正 
令和元年11月1日 改正 
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リストバンド印刷機の運用マニュアル 
 
【外来】 
○基本運用 

 １．外来用リストバンド印刷機を外科（消化器）外来（診察室5）に設置する。 
 ２．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） 

 ３．印刷したリストバンドは、外科（消化器）外来（診察室5）内にあるレターケースに入れる。 
（金曜日に翌週の月曜日の検査予約患者のリストバンドもレターケースに入れる） 

 ４．各診療科外来配置の看護師、医事課クラークが 16 時以降に、外科（消化器）外来（診察室 5）内
にあるレターケースにリストバンドを取りに行く。 

 
 
 
 
 
 
○リストバンド印刷機のオフライン（停電又は機器のトラブル）時の運用 
１．機器のトラブルが発生した際は、医事課（入退院係）は、外来担当師長は各診療科外来へリストバ

ンドが印刷できないことを連絡し手書きでの作成になることを伝える。 
 ２．各診療科外来配置の看護師、医事課クラークは、従来通りピンク色のリストバンドに手書きで作成

する。《ID・生年月日・漢字氏名、カナ氏名・年齢》 
  
◎手書きで記載する際には、インシデント防止のためダブルチェックを必ず行う。 

 
【入院】 
○基本運用 
１．医事課（入退院係）が、翌日に入院決定されている患者様、転入予定の患者様、外出・外泊より帰

院される患者様のリストバンドを、前日16時までに印刷する。 
  前日の 15 時までに入院、転入、外泊・外出が決定されている患者様のリストバンドの印刷が基本

です。15 時以降に決定された患者様に関しては、病棟から医事課（入退院係）に連絡しリストバ
ンドの印刷を依頼する。（時間外入院患者様の運用とは異なる） 

  （金曜日に翌週の日曜日・月曜日の入院患者様のリストバンドを印刷する） 
２．医事課（入退院係）は、印刷したリストバンドを医事課カルテ室（１階受付奥）内にある各病棟の

レターケースに入れる。 
（金曜日に翌週の日曜日・月曜日の入院患者のリストバンドもレターケースに入れる） 

３．病棟スタッフが16時以降に、医事課カルテ室（１階受付奥）内にあるレターケースに取りに行く。 
（病棟スタッフは、病棟医事課担当者に入院予定患者の人数を確認し、リストバンドを取りに行 
き、レターケース内のリストバンドの数を確認する。確認後、チェック表に確認した数と受領 
印を押す） 
 

イバラキ ハナコ 

茨 城 花 子  様   消化器外科 

内視鏡実施日 

ID：9999999           1989（H1）／02／03生  23才  女 
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リストバンド印刷機の運用マニュアル 
 
【外来】 
○基本運用 

 １．外来用リストバンド印刷機を外科（消化器）外来（診察室5）に設置する。 
 ２．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） 

 ３．印刷したリストバンドは、外科（消化器）外来（診察室5）内にあるレターケースに入れる。 
（金曜日に翌週の月曜日の検査予約患者のリストバンドもレターケースに入れる） 

 ４．各診療科外来配置の看護師、医事課クラークが 16 時以降に、外科（消化器）外来（診察室 5）内
にあるレターケースにリストバンドを取りに行く。 

 
 
 
 
 
 
○リストバンド印刷機のオフライン（停電又は機器のトラブル）時の運用 
１．機器のトラブルが発生した際は、医事課（入退院係）は、外来担当師長は各診療科外来へリストバ

ンドが印刷できないことを連絡し手書きでの作成になることを伝える。 
 ２．各診療科外来配置の看護師、医事課クラークは、従来通りピンク色のリストバンドに手書きで作成

する。《ID・生年月日・漢字氏名、カナ氏名・年齢》 
  
◎手書きで記載する際には、インシデント防止のためダブルチェックを必ず行う。 

 
【入院】 
○基本運用 
１．医事課（入退院係）が、翌日に入院決定されている患者様、転入予定の患者様、外出・外泊より帰

院される患者様のリストバンドを、前日16時までに印刷する。 
  前日の 15 時までに入院、転入、外泊・外出が決定されている患者様のリストバンドの印刷が基本

です。15 時以降に決定された患者様に関しては、病棟から医事課（入退院係）に連絡しリストバ
ンドの印刷を依頼する。（時間外入院患者様の運用とは異なる） 

  （金曜日に翌週の日曜日・月曜日の入院患者様のリストバンドを印刷する） 
２．医事課（入退院係）は、印刷したリストバンドを医事課カルテ室（１階受付奥）内にある各病棟の

レターケースに入れる。 
（金曜日に翌週の日曜日・月曜日の入院患者のリストバンドもレターケースに入れる） 

３．病棟スタッフが16時以降に、医事課カルテ室（１階受付奥）内にあるレターケースに取りに行く。 
（病棟スタッフは、病棟医事課担当者に入院予定患者の人数を確認し、リストバンドを取りに行 
き、レターケース内のリストバンドの数を確認する。確認後、チェック表に確認した数と受領 
印を押す） 
 

イバラキ ハナコ 

茨 城 花 子  様   消化器外科 

内視鏡実施日 

ID：9999999           1989（H1）／02／03生  23才  女 

４．印刷されたリストバンドに記載されている患者情報《ID・生年月日・漢字氏名、カナ氏名・年齢・
病棟・血液型（検査が未実施の場合は「未検査」と表示される）》を必ず病棟で確認をする。 

 
 
 
 
 
  

＊記載間違いがあった場合は、医事課（入退院係）に連絡する。 
 

 ５．入院後、血液型の検査結果が確認された場合は、病棟スタッフが医事課（入退院係）に連絡し、新
たにリストバンドの印刷を依頼する。 

 
○時間内緊急入院時の運用 

 １．患者様・ご家族が入退院窓口にて入院受付をされた際に、医事課（入退院係）がリストバンドを印
刷する。 

 ２．印刷したリストバンドは、患者様のお迎えに来た病棟看護師もしくは患者様・ご家族に渡す。（医事 
課（入退院係）から患者様・ご家族にリストバンドは渡す際に、必ず担当看護師に渡すように説明 
する） 

 ３．印刷されたリストバンドに記載されている患者情報《ID・生年月日・漢字氏名、カナ氏名・年齢・
病棟・血液型（検査が未実施の場合は「未検査」と表示される）》を必ず病棟で確認をする。 

   ＊患者様・ご家族にリストバンドを渡す場合…医事課（入退院係）が患者情報《ID・生年月日・漢
字氏名、カナ氏名・年齢・病棟・血液型（検査が未実施の場合は「未検査」と表示される）》 を
患者様・ご家族と一緒に必ず確認し渡す。 

    患者様・ご家族より受け取った担当看護師は、患者情報《ID・生年月日・漢字氏名、カナ氏名・
年齢・病棟・血液型（検査が未実施の場合は「未検査」と表示される）》を必ず確認し、病棟看
護師に渡す。 

○時間外入院の運用 
 １．時間外入院患者様のリストバンドは、従来通りピンク色のリストバンドに病棟で看護師が手書きで

作成する。 
   《ID・生年月日・漢字氏名、カナ氏名・年齢・病棟・血液型（検査が未実施の場合は「未検査」と

記載する）） 
 ２．最初の平日に、医事課（入退院係）が時間外入院患者様（診療科、病棟が決定されている場合）の

リストバンドを 10 時までに印刷し、医事課カルテ室（１階受付奥）内にある各病棟のレターケー
スに入れる。 

３．病棟スタッフが10時以降に、医事課カルテ室（１階受付奥）内にあるレターケースに取りに行く。 
  （病棟スタッフは、病棟医事課担当者に時間外入院患者の氏名を確認し、リストバンドを取りに行

き、レターケース内のリストバンドの患者氏名を確認する。確認後、チェック表に受領印を押す） 
４．印刷されたリストバンドに記載されている患者情報《ID・生年月日・漢字氏名、カナ氏名・年齢・ 

病棟・血液型（検査が未実施の場合は「未検査」と表示される）》を必ず病棟で確認をする。 
 
 

イバラキ ハナコ 

茨 城 花 子  様    東 5 

ID：9999999  未検査   1989（H1）／02／03生  23才  女 
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○マルチラベル使用時の運用 
 １．マルチラベル使用患者様の情報が判明してから、最初の平日 13 時以降に、医事課（入退院係）は

リストバンドを印刷し病棟に連絡し、医事課カルテ室（１階受付奥）内にある各病棟のレターケー
スに入れる。 

 ２．病棟担当者は、医事課（入退院係）からの連絡後に医事課カルテ室（１階受付奥）内にある各病棟
のレターケースに取りにいく。 

  （病棟スタッフは、病棟医事課担当者にマルチラベル患者の氏名を確認し、リストバンドを取りに
行き、レターケース内のリストバンドの患者氏名を確認する。確認後、チェック表に受領印を押す） 

 
○リストバンド印刷機のオフライン（停電又は機器のトラブル）時の運用 

 １．機器のトラブルが発生した際は、医事課（入退院係）は、病棟師長又は病棟主任へリストバンドが
印刷できないことを連絡し手書きでの作成になることを伝える。 

 ２．病棟では看護師が入院患者様のリストバンドを、従来通りピンク色のリストバンドに手書きで作成
する。 

   《ID・生年月日・漢字氏名、カナ氏名・年齢・病棟・血液型（検査が未実施の場合は「未検査」と
記載する）》 

 ３．機器のトラブル、システムの復旧後、最初の平日 13 時以降に、最初の平日 13 時以降に、医事課
（入退院係）はリストバンドを印刷し病棟に連絡し、医事課カルテ室（１階受付奥）内にある各病
棟のレターケースに入れる。 

 ４．病棟担当者は、医事課（入退院係）からの連絡後に医事課カルテ室（１階受付奥）内にある各病棟
のレターケースに取りにいく。 

 （病棟スタッフは、病棟医事課担当者にマルチラベル患者の氏名を確認し、リストバンドを取りに
行き、レターケース内のリストバンドの患者氏名を確認する。確認後、チェック表に受領印を押す） 

 
 
 
 
 
 

◎手書きで記載する際には、インシデント防止のためダブルチェックを必ず行う 
 
 
 

情報システム委員会 
安全管理室 

平成25年7月2日から実施 
平成27年9月18日一部改正 
平成29年10月20日一部改正     

                              

イバラキ ハナコ 

茨 城 花 子  様    東 5 

ID：9999999  未検査  1989（H1）／02／03生  23才  女 
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