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診察券とパスケースを使用した「本人確認」
～患者さんと職員のアンケート調査から見えてきたこと～

発 表 者 大久保 恵子 （山形県：小国町立病院 医療安全委員会）

共同研究者 山口 恭子、舟山 恭子、渡部 幸子、舟山 亜樹、今 友帰子、
長坂 幸子、野沢 美恵子、伊藤 宏、阿部 吉弘
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報告内容

医療を安全に行うための基本は「患者本人確認」

です。２年前から診察券とパスケースを使用し

た「本人確認」を院内統一して行い始めました。

２年経過した現状を調査し、その内容及び結果

について報告致します。

〈倫理的配慮〉写真掲載にあたりご本人に研究

主旨を説明し了解を得ています。
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１－１ 当院の「本人確認方法」について

平成２２年の冬に患者間違いによる事故・ヒヤリ

ハット報告が続き、その一番の要因は当院での

統一した「本人確認方法」がないことではない

かとの結論に至りました。

「本人確認方法」について検討した結果、診察

券で「本人確認」をする方針とし、さらに見せ

やすく持ち運びしやすいようパスケースに入れ

て使用することを勧める方法に決まりました。
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１－２ 当院の「本人確認方法」について

個人情報保護上問題があるという理由から、パ

スケースの前面に病院の写真を貼って使用して

います。
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患者さんを呼び入れ、診察券をパスケースから

取り出し、診察券と案内票・受付票の ID・氏名

・生年月日を照合し、医療行為を開始します。

医療行為を始める前に、その都度診察券と案内

票・受付票での照合が行われます。

当院でお貸ししているパスケースを使用しない

場合は、自分なりに「診察券」を見せやすいよ

う工夫し協力して下さる方もいます。
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１－３ 当院の「本人確認方法」について

外来での患者間違いによる事故・ヒヤリハット

報告件数の推移をグラフにしました。

統一した方法がなかった平成２２年は事故１件・

ヒヤリハット５件だったのに対し、診察券での

「本人確認」を開始した平成２３年は３件、平成

２４年には２件と年々減少しました。

診察券による「本人確認」に統一した結果と思

われます。
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２．２年経過した現状をアンケート調査

患者さんと職員の診察券での「本人確認」につ

いてアンケート調査を行いました。患者さんア

ンケートは、５日間外来患者さん全員を対象に

行いました。職員のアンケートは、職種ごとに

少しずつ設問を変え調査しました。
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３－１ 調査結果

患者さんアンケート調査結果です。回収率が９９．

２％。みなさんが非常に協力的でした。

診察券で本人確認をはじめた当初は、患者さん

から面倒だ。やめてほしいという意見も聞かれ

ていたので、実際どのように思いながら協力し

ていただいているのか心配でしたが、「本人確

認」を「診察券」で行う事をどう思いますか？

の問いに８４％の方が良いと答えてくれました。

病院に来てから、問診時、血圧測定及び採血時、

診察、会計と最低でも４回診察券で「本人確認」

され、多い人では６から７回確認されます。何

度も診察券を見せる事をどう思っているのかの

問いには、面倒だが良いと言ってくださる方も

含めて９２％の方が良いとの回答でした。

「診察券」での「本人確認」が患者間違いを防

いでいることを知っていますか？との問いに

は、８２％の方が知っていると答え診察券を見せ

ていることが、患者間違いを防ぐ大切な行為で

あると理解していただいている事がわかりまし

た。

パスケースをお貸ししていることを知っていま

すか？４４％の方が知らないということで、まだ

まだパスケースは浸透していなかったことがわ

かります。

―３０４―
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３－２ 調査結果

職員に「診察券で本人確認を行っているか」

設問しました。

「行っている。」を見ると看護部・医療技術部職

員より、医事課が行っている割合が高いことが

分かりました。

院内で統一して行っていると思われていた診察

券での「本人確認」は、職種（各部署）によっ

て実施状況が大きく違うことが分かりました。
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３－３ 調査結果

職員に「１人の患者さんに対して何度も診察券

を見せていただく事をどう思いますか。」と設問

しました。

安全のため統一して行うべきと医事課で６２．５％

の方が考えているのに対し、看護部、医療技術

部では割合が低かったです。

患者さんに申し訳ないと思っている職員も多

く、また毎回診察券で確認する必要がないと思っ

ている割合は、看護部、医療技術部が高い結果

となりました。

職種によって、診察券での「本人確認」につい

て意識に差があることが分かります。
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３－４ 調査結果

職員、患者さんに「本人確認の方法は色々あり

ますが、良いと思うものはどれですか？」と設

問しました。職員、患者さんとも過半数の方が

当院の診察券による「本人確認」が良いと認め

てくれました。
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３－５ 調査結果

パスケースの運用状況について調査を行いまし

た。

職員は現状積極的に勧めていないため、患者さ

んには十分周知されていないことが分かりま

す。

―３０５―
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医薬品副作用・アレルギー情報の一元管理システムの構築

発 表 者 榊原 加奈恵 （神奈川県：大和市立病院）

共同研究者 田中 恒明
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４ まとめ

「診察券」での本人確認を統一して行い、患者

確認・間違いによる事故・ヒヤリハット報告件

数が減少しました。

患者さんは、何度も「診察券」を見せる事に協

力的でした。

患者さんも職員も患者間違いによる医療事故を

防ぐための「本人確認方法」として診察券での

確認が良いと思う割合が高いことが分かりまし

た。

職員の職種によって、「診察券」での「本人確

認」について実施状況、意識に差があることが

分かりました。これについては、アンケート報

告会のディスカッションの中でも問題視され、

統一した方法を行うため職員の意識改革が必要

だという意見が多く今後の検討課題となりまし

た。

現在パスケースは十分周知されていないので使

用していない方が多く「診察券を見せてくださ

い」とお願いしてからカバンや財布から取り出

し、見せるまでに時間がかかるケースがあるの

で、パスケースを多くの方に利用して頂くよう

に工夫が必要であると検討を始めている所で

す。
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当院の副作用アレルギー情報の一元管理シス

テムについて報告させていただきます。当院は、

神奈川県のほぼ中央に位置し、診療科目は２６科、

病床数は４０３床です。神奈川県災害拠点病院、地

域がん診療連携拠点病院の指定を受けていま

す。平成２２年１月より、院内情報システムを更

新するに際に、副作用アレルギー情報の一元管

―３０６―




