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看護師による誤薬防止への取り組み

発 表 者 大西 由華 （香川県：三豊総合病院企業団）

共同研究者 西谷 香澄

はじめに・・・

A病棟における平成２３年度のインシデントレ

ポートの中で、内服に関するものが１６件あり、

うち看護師の誤薬によるものが１１件ありまし

た。また、インシデントレポートを分析すると

与薬量間違いが多く、５Rを確実に確認出来て

いないことが要因ではないかと考えました。様々

な要因が重なりミスは起こりますが、「飲み忘

れ」「与薬量間違い」などに対してその要因を改

善すれば、少しでもミスを減少させる事が出来

るのではないかと考えました。そこで、看護師

による誤薬を減らす取り組みを行いたいと考

え、本研究のテーマとしました。

研究目的・・・
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５Rとは、５つの Right、与薬上の５原則の事を

指し、正しい患者、正しい薬、正しい時間、正

しい方法、正しい量を確認することです。

今回５Rに沿った与薬方法のロールプレイを行

う事で、看護師の誤薬に関する意識の向上とイ

ンシデントが減少することを明らかにする、と

しました。

倫理的配慮はポスターをご参照下さい。

研究方法・・・
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与薬確認行動の意識調査後、５Rに関する勉強

会・ロールプレイの実施。勉強会後の与薬確認

行動の意識調査。病棟独自のマニュアル作成。

インシデントレポート数・内容の調査を行いま

した。
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マニュアル・服薬管理アセスメントはポスター

をご参照下さい。
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ロールプレイは服薬管理アセスメント�・�の
患者設定を行い、患者役・看護師役に分かれま

した。実際に薬袋・薬剤を用いて、５Rに沿っ

た確認行動を実施しました。

持参薬の薬袋は薬剤名や用量などの記載が曖昧

で、記載方法が統一されておらず、わかりにく

かったため、写真のように記載方法を統一しま

した。
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看護師管理の薬ファイルは、チームごとに色分

けを行い、服薬管理アセスメントがわかるよう

に、番号を記載したシールを貼付しました。

結果・・・
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・５Rについて正解を言えた看護師は２４人中、

勉強会実施前は正しい患者が１４人、正しい薬

が８人、正しい時間が１０人、正しい方法が１３

人、正しい量が１４人でしたが、実施後は全員

が理解出来ていました。

・内服確認行動については、実施前は声出し確

認する看護師は２４人中、１６人でしたが、実施

後は５人に減りました。また、実施前は指差

し・声だし確認する看護師は２４人中、６人で

したが、実施後は指差し声出し確認が１７人と

増えました。
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・平成２４年度インシデントレポート件数におい

て、与薬忘れ・与薬量間違いは、８月にマニュ

アル作成・導入、勉強会実施後の９月以降も

減少しませんでした。
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・与薬後の飲み忘れのインシデントは６月は６

件でしたが、実施後は１件と減少しました。

・全体的なインシデントの減少には繋がりませ

んでした。
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・ロールプレイ後の意見として、「自分の行動

の再認識ができた」「以前より緊張感を持って

薬配する様になった」等の意見が聞かれた反

面、「一包化した方が間違いは起こりにくい」

「多人数になると神経を使う」等の意見が聞か

れました。

考察・・・
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５Rの勉強会を実施し、正しい与薬方法の認

識の統一が出来たこと、ロールプレイを実施し、

自己の与薬行動を振り返り、正しい方法を理解・

実施したことで、指さし・声だし確認ができる

ようになったと考えます。また、ロールプレイ

実施後の意見からも、与薬に対する意識の向上

が見られたと考えます。

インシデントレポート提出結果より、与薬後

の飲み忘れに対するインシデントの件数は減少

しました。研究前は食後薬を食前に配薬し、配

薬後の内服確認作業が徹底されていませんでし

たが、配薬時間を指示通りに実施する事や服薬

管理アセスメントに沿った管理方法に変更した

事でインシデント減少に効果があったと考えま

す。

次に、与薬忘れや与薬量間違いのインシデン

トの件数に変化はみられませんでした。「種類、

錠を見落とした」という事例もあり、これはナー

スコールや同室患者の対応で業務中断が多いこ

と、また、現在の与薬方法は確認作業も多く与

薬に集中出来ない環境になってしまっているこ

とが要因であると考えます。今回の研究では、

インシデントの総数は減少しませんでしたが、

マニュアル作成や勉強会・ロールプレイを行う

ことで意識は向上しましたが、個人の行動変容

までには至りませんでした。

ミスを減らすために確認作業を複雑化してい

くのではなく、まずは決められたルールを守る

事の必要性を理解させる事が重要だと考えま

す。その為には院内研修の参加の推奨、定期的

にロールプレイを実施し、自己の与薬行動を振

り返り確認していく事で注意喚起を促し、スタッ

フの意識を高めていく事が今後も継続して必要

と考えます。

川村らは内服与薬を混乱させる要因へのシス

テム改善の考え方と対策について、「『シンプル

にできないことは、できる限り複雑さを理解し

やすいようにすること』『シンプルにできること

は、できる限りシンプルにすること』である」

とも述べています。ヒューマンエラーは起こる

ものでありミスをゼロにする事は難しいと考え

ます。ミスを根本的に防止していく為には、ま

ず個人のミスを誘発させない業務方法を確立す

る事が重要であると考えます。全ての内服エラー

が事故につながるわけでありません。起こりう

る内服エラー防止のうち、危険な薬剤や治療上

重要な役割を担っている内服薬等、重要性・優

先度の高い内服薬でのエラー防止に努めていく

事が必要だと考えます。
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在宅における疼痛コントロールへの薬剤師の関わり

発 表 者 嶋崎 裕子 （島根県：隠岐広域連合立隠岐島前病院）

共同研究者 白石 裕子、白石 吉彦

結論・・・
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５Rに沿った勉強会やロールプレイを行うこと

で、与薬忘れ・与薬量間違いは減少しませんで

したが、飲み忘れは減少しました。インシデン

ト数の減少には繋がりませんでしたが、意識の

向上に繋がりました。

ご清聴ありがとうございました。

まず、はじめに当院がある西ノ島についてど

こに位置しているのか説明します。矢印の先に

ある小さい島のひとつです。人口は３，１２３人で、

６５歳以上が１，２６１人の高齢化率が４０．３％です。西

ノ島には、介護老人福祉施設、養護老人ホーム

などがあります。当院は、島にたった一つしか

ない病院です。また外来から入院、入院から外

来へと継続してフォローができます。さらに患

者背景、生活環境の把握がしやすく QOLに関

わってくる在宅での癌術後の疼痛コントロール

を管理・把握しやすい点があります。

さらに当院は４４床で Dr６名、看護師３１名、全

職員数は７７名と小規模なので些細なことでも情

報を共有しやすく他職種で連携が取りやすいで

す。

今回、一人暮らしをしている７６歳女性の症例

を通して、オピオイド開始時に介入した島の病

院薬剤師の疼痛コントロールへの関わりを報告

します。

平成１７年に左乳がんを発症し松江の病院で平

成２２年に術後化学療法を行いました。同時にオ

キシコンチンの内服が始まり緩和ケアもスター

トしました。当院に受診された際にオキシコン

チンの規格が違ったために服用オキシコンチン

の服用方法に混乱が生じました。ここから、薬

剤師の介入が始まりました。当院での化学療法

は入院で行っていたので外来から継続して入院

中も関われました。さらに、退院後も週一回の

訪問薬剤指導と訪問看護でフォローしていきま

した。訪問薬剤指導では、血圧測定・疼痛部位

や疼痛の程度の主訴の症状確認、定期薬やレス

キューの残薬確認、オキシコンチンの増量の際

には便秘などの確認を行っています。訪問薬剤

指導の介入により在宅でのレスキューの使用頻

度や疼痛部位、程度を主治医に報告することで

オキシコンチンの増量へつながりました。また、

レスキューもオキノーム、カロナールだけでな

く、ボルタレン錠も追加になりました。オキシ

コンチンの増量による排便コントロールや疼痛

コントロールの把握は訪問看護との情報の共有

により確認を行っています。また、当院独自の

フェイススケール表を作成し、レスキューを使

用した際には記載してもらっていますが、患者

の生活サイクルになかなか定着してないので更

なる改良が必要であると考えます。

当院は島にひとつしかないので、他職種で関
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わることにより得られた情報をすぐに共有でき

ます。さらに患者の生活スタイルにあった関わ

りができるので、患者の声をしっかり聴くこと

ができます。患者の声をしっかり聴いていれば、

患者との間に信頼関係が生まれ本当の声が聴け

疼痛コントロールも把握しやすいです。疼痛コ

ントロールが把握できれば、患者の QOLの維

持または向上につながります。写真は、親子で

ごみだしをしているところです。写真のように

患者さんにとって日常生活の当たり前のことが

当たり前にできるように、患者と医療者側でお

互いがお互いを支えながらこれからも患者の声

をしっかりきいてその人その人に合った関わり

をしていきたいです。
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