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患者識別用リストバンドの
運用上の課題

松本市立病院

○ 丸山 泰司 大月 陽子 中島 千春

はじめに
患者識別用リストバンド：2011年導入

運用基準（照合の実際 抜粋）

「患者さんにフルネームで名乗っていただく」こ
とを基本とし、名乗っていただいたうえでの、リス
トバンドを用いての指差呼称、またはバーコード
リーダーでの照合を行う。
（バーコード照合対応の処置：点滴、生理検査）

導入から3年が経過し、未装着の患者さんがしばしば見ら
れ、リストバンド装着が遵守されず、患者確認行動がおろ
そかになっていると感じた。

【はじめに】
　患者誤認防止策として患者識別用リストバンド
（以下、リストバンド）の活用が有用とされ、当院
でも2011年７月からバーコード入りのリストバンド
での患者確認が導入された。
　運用基準（照合の実際　一部抜粋）は「患者さん
にフルネームで名乗っていただくことを基本とし、
名乗っていただいたうえでの、リストバンドを用い
ての指差呼称、またはバーコードリーダーでの照合
（バーコード照合対応の処置：点滴、生理検査）を
行う」です。
　導入から３年が経過し、未装着の患者さんがしば
しば見られるようになり、リストバンドの装着が遵
守されず、患者確認行動がおろそかになっていると
感じた。

目的

リストバンド装着・患者確認行動が遵守さ

れない理由を明確にし、患者誤認防止の体

制を強化する。

【目的】
　今回、リストバンド装着状況の調査と、アンケー
トの実施・分析を行い、リストバンド装着・患者確
認行動の遵守に向け課題を明確にし、問題解決に取
り組んだので報告する。

方法
1.リストバンド装着状況の調査

内科病棟（定数55床）全入院患者を対象として、2014年
7月の毎土曜日（計4回）の、リストバンドの装着の有無を、
患者の皮膚の状況と、認知症、不穏の有無等の精神面で
の状況、活動状況に分類して調査。

2.リストバンド運用についてアンケートの実施

1）内科病棟看護師（32名）を対象に、リストバンド患者確

認のアンケート調査。

2）コメディカル(検査技師15名、放射線技師8名)を対象

に、リストバンド患者確認のアンケート調査。

【方法】
　方法は、装着状況の調査と、看護師、コメディカ
ルへのアンケートを実施。
１．リストバンド装着状況の調査
　内科病棟（定数55床）全入院患者を対象として、
2014年７月の毎土曜日（計４回）の、リストバンド
の装着の有無を、患者の皮膚の状況と、認知症、不
穏の有無等の精神面での状況、活動状況に分類して
調査。

２．リストバンド運用についてアンケートの実施
１）内科病棟看護師（32名）を対象に、リスト
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バンド患者確認のアンケート調査。
２）コメディカル（検査技師15名、放射線技師

８名）を対象
に、リストバンド患者確認のアンケート調査。

結果・考察
1.リストバンド装着状況 対象患者数4日間 延べ174名

装着されている115人
（66％）

外されている59人
（34％）

寝たきり

皮膚脆弱
9人 （5％） 16人 （9％）

認知症・不穏あり
13人 （7％） 14人 （8％）

皮膚脆弱、
認知症・不穏あり

5人 （3％） 1人 （1％）

該当条件なし
34人 （19％） 5人 （3％）

計
61人 36人

ベッドサイドのみ行動
（見守り、自立）

認知症・不穏あり
10人 （6％） 7人 （4％）

該当条件なし
9人 （5％） 8人 （5％）

計
19人 15人

院内、棟内自由 該当条件なし
35人（20％） 8人（5％）

34％

1.リストバンド装着状況 対象患者数4日間 延べ174名

装着されている115人
（66％）

外されている59人
（34％）

寝たきり

皮膚脆弱
9人 （5％） 16人 （9％）

認知症・不穏あり
13人 （7％） 14人 （8％）

皮膚脆弱、
認知症・不穏あり

5人 （3％） 1人 （1％）

該当条件なし
34人 （19％） 5人 （3％）

計
61人 36人

ベッドサイドのみ行動
（見守り、自立）

認知症・不穏あり
10人 （6％） 7人 （4％）

該当条件なし
9人 （5％） 8人 （5％）

計
19人 15人

院内、棟内自由 該当条件なし
35人（20％） 8人（5％）

34％

63％ 37％

56％ 44％

81％ 19％

【結果・考察】
１．リストバンド装着状況の調査結果・考察
　４日間、延べ174名を調査し、３割を超える方が
外されていた。
　皮膚の脆弱な 寝たきりの方が、一番外される傾
向にあり。
　外されている方の割合を見ると、自由に行動でき
る患者に比べ、行動範囲が限られた、「寝たきり」
や「ベッドサイドのみ」の患者の方が外される傾向
にある。

2.リストバンド運用についてのアンケート結果
1）内科病棟看護師アンケート結果

（アンケート配布：32名 回収：25名）

はい 23名
理由

「患者確認のため」

いいえ 2名
理由

「患者間違え防止の絶対的な物

ではない」

「活用範囲が少ない。点滴の時

しか活用されていない」

はい

23名

いいえ

2名

（1）リストバンドは必要ですか？

（2）リストバンドを装着する理由は？

ほぼ全員が「患者さんの確認と、間違いを予防するため」
と回答。

少数意見に「点滴間違い防止のため」

(3）リストバンドが装着されていないことで、不都合
を感じたことがありますか？

はい15名 理由 最も多かったものは「バーコード照合が行

えない」、次いで「患者確認ができない」

いいえ8名 理由 「寝たきりなのでベッドネームや、廊下の

名札を見た」「顔を覚えているから」

「活用範囲が少ないから」

（4）リストバンドを活用する場面は？
「点滴のバーコード照合」が一番多く、

次いで

「名前を名乗れない方の本人確認」

「病室を離れている（徘徊含む）患者の確認」であった。

「リストバンド ＝ バーコード照合のための物」

「リストバンド ＝ 患者確認のための物」

運用基準の周知徹底がされていない

導入後の運用状況の確認不足

２．リストバンド運用についてのアンケート
１）看護師のアンケート結果・考察

　リストバンドは不要と、回答する看護師もお
り、活用範囲の少なさを理由に挙げている。
　装着されていないことで「バーコード照合が
行えない」事に不都合を感じており、リストバ
ンドを活用する場面で、一番多い回答は「点滴
のバーコード照合」であった。
　これらの回答から、「リストバンドは、バー
コード照合のための物」と認識されている事が
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見えてきた。
　これは、リストバンドとバーコードリーダー
での照合が同時に導入された事が背景にあり、
加えて、バーコード照合が、限られた照合でし
か用いられない事が、安易に外されてしまう原
因となったと考えられる。
　「リストバンドは、患者確認のための物」で
あり、バーコード照合は確認のための１つの
ツールである事を、再認識させる必要があると
考える。

（5）運用基準があることを知っていますか？

はい 16名
且つ、リストバンドをやむを得ず外して良い条件を知って

いるのは3名

（6）装着されていない患者を見た時、どう感じまし
たか？

「外されている理由が推測でき、納得できる」19名

「なぜ外されているのか疑問に思ったことがある」5名

「不安を感じる」2名 「何も感じない」2名

（7）入院中の患者さんのリストバンドを、退院時以
外で外したことがありますか？

はい 16名

理由「浮腫がある、皮膚が脆弱であり、トラブルを起こす可
能性があるため」が最も多く、
次いで「皮膚トラブルを起こした」

「点滴ルートを確保するため（点滴の位置と重なった）」
「口の中に入れていた」
「寝たきりだから」「認知症があるから」「不穏があるから」
「外してほしいと言われたから」

リストバンドの装着部位は （運用基準 抜粋）

「①手首 ②足首 ③非患側、非処置側」より選択

（8）リストバンドを外す際に、その後の患者確認
方法を考えましたか？

考えた9名
方法は「ベッドネームで確認」

「外してあるリストバンドで確認」
「廊下の名札で確認」「名乗ってもらって確認」
「病室から離れるときは看護師が付き添っている」
「顔を覚えているから」

考えなかった6名
理由は「基本、寝たきりの人を外しているので特に考えない」

「外す人は、病棟やベッドを離れることが出来ない人
が多い」 「名乗ってもらう」

運用基準の周知徹底がされていない
導入後の運用状況の確認不足
基準の見直しがされていない

　次に、運用基準があることを知っているのは25名
中16名。且つ、リストバンドをやむを得ず外して良
い条件を知っているのは３名であった。
　また、装着されていない患者を見た時に、不安や
疑問を抱く看護師は少ない。
　リストバンドを外した理由は、「皮膚のトラブル
回避」が多く、妥当であるが、一方で、「点滴ルー
トを確保するため」といった、外したままにする必
要のない理由や、「寝たきり」という全く外す理由
にならないもの、「認知症」「不隠」といった、その
程度や、行動によって検討され、ひとくくりに出来
ない理由も聞かれた。
　装着部位は、１か所に限定はされていない、部位
を検討し装着する必要がある。
　外した後の確認方法は、活動範囲が限られた方、
名乗れる方に対してのイメージしかできていない事
がうかがえる。
　確認方法を考えなかった方の意見には「基本、寝
たきりの人を外している」「病棟やベッドを離れる
ことが出来ない人」とある。
　これらの、万が一の状況が想定されていない、危
機感のない回答は、先ほど見た装着状況の結果とも
一致し、運用基準が周知徹底されていないことによ
り、患者確認行動の必要性や、重要性が理解されな
いために至った結果ではないかと考えられる。
　また、運用状況が確認されないことで、スタッフ
個々が振り返りや、運用基準確認の機会を持てない
ことも影響していると考えられる。
　一方、運用基準に「名乗れない方のリストバンド
を、やむを得ず外した時の確認方法」がない事も事
実であり、課題であるといえる。

（9）リストバンドを外す際に、他のスタッフと相談
や、話し合いを持っていますか？
はい2名。

（10）外した後に、その情報を報告していますか？
はい 3名。報告方法は、「同じ勤務内のスタッフ」「次の勤務

のスタッフへ申し送る」

個人の判断による運用がされている

（11）リストバンドを活用するのは誰だと思いますか？
（複数回答可）

看護師16名 コメディカル10名 全職員6名
医師4名 事務職員1名 患者1名。

組織で取り組む
基準の見直しがされていない

　次に、（９）（10）の結果からは、個人の判断によ
りリストバンドは外され、情報共有がされていない
ことが分かる。
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（11）からは、リストバンドは全職員が活用し、ま
た、患者本人の物であるという認識が薄いことが分
かる。
　全職員、患者の物を、個人の判断で外していいは
ずがない。運用基準の中では「外すときには師長に
報告」となっていたが、全職員がその情報を共有す
る事が大切である。個人ではなく、多くのスタッフ
により検討され、情報が共有されるよう、運用基準
の見直しが必要であると考え、医療安全管理者に提
案し、改訂された。
　運用基準は定期的な見直しが必要であるといわれ
ていますが、リストバンドの運用基準の最後の改訂
は導入した年、2011年12月であった。

2）コメディカル（検査技師、放射線技師）アンケート結果
配布：23名 回収：23名 （無効1名）

（1）リストバンドでの患者確認を毎回行っていますか？

「毎回行う」「ほぼ行っている」 合わせて 17名

「ほぼ行わない」「全く行わない」 合わせて 5名

（2）リストバンドが装着されていないことで不都合を感じ
たことがありますか？

はい 14名
理由 「患者確認に困る」「本当に本人なのか不安」

いいえ 8名
理由 「名乗って頂けばよい」

（3）リストバンドが装着されていない患者を見た時、
どう感じましたか？

「なぜ外されているか、疑問に思った、外されている理由
が分からない」 14名
「不安を感じた」 6名

理由 「間違えたらどうしよう」「認知症がある」
「外されている理由が推測でき、納得できた」 2名
「何も感じない」 1名
「その他」1名

理由「患者さん全員がつけなければいけないという
認識がなかった」

導入後の運用状況の確認不足

２）コメディカルのアンケート結果・考察
　病棟を離れた場面で患者確認を行う、コメ
ディカルの結果を見ると。
　外されていることで、不都合を感じている方
が多く、不安や、疑問を多くの方が、感じている。
　看護師の結果と大きく異なる結果といえる。
結果に大きな差が出た要因は、
導入後、それぞれの現場での運用状況の確認が
されず、意見が交わされる事もなく、振り返る

機会もないまま、過ぎてきてしまったためでは
ないかと考えられる。

結論

リストバンドは運用基準の周知徹底・理解がされ
ず、個人の判断により運用されている。

その要因として、導入後の運用状況の確認不足、

基準の見直しがされていないことが上げられ、リスト
バンド装着・患者確認行動が遵守されない根本原
因であると考える。

今後、組織的に取り組むべき課題といえる。

【結論】
　リストバンドは、運用基準の周知徹底・理解がさ
れず、個人の判断により運用されている。
　その要因として、導入後の運用状況の確認不足、
基準の見直しがされていないことが上げられ、リス
トバンド装着・患者確認行動が遵守されない根本原
因であると考える。
　今後、組織的に取り組むべき課題であるといえる。




