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原著論文 
 
 

エラー分析による投薬エラーの検証 
 
                           
赤間紀子1), 阿部直樹1)、山中博之1)、武田和憲1)、斎藤泰紀1)

1) 国立病院機構仙台医療センター 医療安全管理室 
 
≪抄録≫                         

2007 年の ISO9001（ISO）導入時，投薬に関係したフローチャート（サブ PFC）を作成することで、投

薬プロセスの可視化、標準化を図り、投薬指示の一元化、ユニットドーズ式与薬カートの導入を行った。そ

の後、ISO の初回内部監査を経て標準化の徹底を図り，院内周知してきたが、標準化は十分には定着せず、

投薬エラーの低減には至らなかった。さらに，2009 年 8 月、危険薬誤投与事例発生を契機に投薬エラーへ

の重点的取り組みとして、「誤薬防止プロジェクト」立ち上げた。以後、重大事例の発生は減少したが、イ

ンシデント報告自体は減少していない。そこで、今回、エラー分析の手法を用いて 2009 年 4 月～2010 年 3
月までの与薬事例（レベル１以上）640 件を分析した。方法として、与薬業務における作業ミスをエラープ

ロセス、エラーモード、エラー要因に分類してその詳細を分析した。 
エラープロセスでは「ベットサイドでの服薬確認」、エラーモードでは「抜け」、エラー要因では「逸脱の

日常化」が各分析でトップを占めた。エラープロセス上位 3 項目（服薬確認、カートから薬を出す際の投

薬管理表との照合、服薬介助）についてのエラーモードのまとめでは、いずれの項目でも「抜け」「見逃し」

が共通しており、「標準を知らない」も 2 項目でみられた。エラー要因では、「逸脱の日常化」が共通して

おり、「付随的作業」が 3 項目でみられた。その他、エラーモードでは、服薬確認（患者自己管理）では「情

報の表示方法」､「カートから薬を出す際の投薬管理表との照合では「知識・記憶のバイアス」、服薬介助で

は、「記憶への依存」、「作業中断」の頻度が高かった。 
投薬に関するエラープロセスの分析により、エラーモード、エラー要因には共通項のあることが示された。

背景にあるのは急性期病院における看護師の業務の煩雑さと多忙である。今後、エラープルーフの視点から

さらに掘り下げた検討を行う必要がある。 
                  
キーワード： エラープロセス、エラーモード、エラー要因、誤薬防止 
（2010 年 1 月 18 日 原稿受領、2 月 5 日 採用） 
 
 
 
はじめに 

ISO9001（ISO）を導入し，投薬に関係したフロ

ーチャート（サブ PFC）を作成して、投薬プロセ

スの標準化を図り、投薬指示を一元化し、ユニット

ドーズ式与薬カートの導入を行い、院内周知してき

たが、その後の標準化と歯止めは十分には定着せず、
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投薬エラーの低減には至らなかった。さらに，2009
年 8 月、危険薬誤投与事例発生を契機に，投薬エラ

ーへの重点的取り組みとして、「誤薬防止プロジェ

クト」立ち上げた。以後、重大事例の発生は減少し

たが、インシデント報告自体は減少していない。そ

こで、今回、エラー分析の手法を用いて、与薬業務

における作業ミスをエラープロセス、エラーモード、

エラー要因として分析した。 
 
対象および方法 

2009 年 4 月～2010 年 3 月までの与薬事例（レベ

ル１以上）640 件を対象とした。投薬サブ PFC の

プロセス（27 項目、表 1）ごとにエラ－の頻度を抽

出した。また、各プロセスごとにエラーモード、エ

ラー要因を抽出した。エラーモードでは「１．標準

がない」、「２．標準を知らない」、「３．抜け」、「４．

回数間違い」、「５．選び間違い」、「６．認識間違い」、

「７．見逃し」、「８．位置の間違い」について、そ

の頻度を集計した。さらに、エラ－要因として「１．

情報の散在」、「２．作業の中断」、「３．記憶への依

存」、「４．逸脱の日常化」、「５．付随的作業」、「６．

類似作業の繰り返し」、「７．複数の選択肢」、「８．

出現頻度の低い指示」、「９．知識・記憶のバイアス」、

「１０．情報の表示方法」、「１１．外見の類似」、

「１２．名前の類似」の各項目の出現頻度を集計し

た。エラー分析においては、各病棟の医療安全推進

担当者が自分の病棟で発生した事例について分析

した。 
 
結果 
当院における平成 21 年度のインシデント報告総

数は 6175 件であるが、種類別で も多かったのは

与薬で 1198 件であり、全体の 19.4％だった。2 位

が転倒転落で 793 件（12.8％）、3 位がライン管理

で 774 件（12.5％）とこの 3 項目が上位を占めた。

レベル別では、レベル 3b 以上のアクシデント報告

総数は 67 件で、 も多かったのは転倒転落 11 件

（16.4％）で、与薬のレベル 3b 以上は 1 件発生し

た。 

 

 

表 1 投薬サブ PFC のプロセス 
 
今回、与薬事例をエラープルーフの手法で分析し

た結果を述べる。 
1)エラープロセス（図 1） 
エラープロセスでは、看護師管理・患者自己管理

ともに、「服薬を確認する」のプロセスでのエラー

が も多く、看護師管理 11.5%（95 件）患者自己

管理 12.3%（105 件）で、全体の約 1/4 を占めた。

次に多かったのは「カートから薬を出す時に、 新

の管理表・指示表と確認をし、薬を患者に届ける」
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10.4%（86 件）で、「薬を患者に渡す。あるいは服

薬介助」も 10.4%（86 件）であった。 
 

 
図 1 エラープロセス毎の出現頻度。投薬サブ PFC の 27

項目（表 1）をエラープロセスとしての出現頻度 

 
2)エラーモード（図 2） 

エラーモードで も多かったのは「抜け」で

36.9％（332 件）、2 位が「見逃し」で 18.4%  （65
件）、3 位が「認識間違い」で 15.4％（138 件）で、

この３つのエラーモードが全体の約70％を占めた。 
 

 
図 2 エラーモードの分析。与薬業務におけるエラーモード

8 項目 

 
3)エラー要因（図 3） 
エラー要因で も多かったのは「逸脱の日常化」

で 28.9％（235 件）、2 位が「類似作業の繰り返し」

で 11.1％（90 件）、3 位が「情報の表示方法」で 10％
（81 件）であった。この上位３つのエラ－要因が

全体の 50％を占めた。 
 

 
図 3 エラー要因の分析。与薬業務におけるエラー要因 

 
4)各プロセスにおけるエラーモードとエラー要因

（表 2，表 3、表 4） 
各プロセスにおけるエラーモードとエラー要因

の集計を表 2、表 3 に示した。また、エラープロセ

ス上位 3 項目（服薬確認、カートから薬を出す際の

投薬管理表との照合、服薬介助）について、エラー

モード、エラー要因を表 4 にまとめた。上位 3 項目

についてのエラーモードのまとめでは、いずれの項

目でも「抜け」「見逃し」が共通しており、「標準を

知らない」も 2 項目でみられた。エラー要因では、

「逸脱の日常化」が共通しており、「付随的作業」

が 3 項目でみられた。その他、エラーモードでは、

服薬確認（患者自己管理）では「情報の表示方法」､

「カートから薬を出す際の投薬管理表との照合で

は「知識・記憶のバイアス」、服薬介助では、「記憶

への依存」、「作業中断」があげられた。 
服薬確認について看護師管理と患者自己管理を

対比すると、エラーモードでの「抜け」「見逃し」

が共通しており、エラー要因でも「逸脱の日常化、

「付随的作業」が共通していた。患者自己管理では

「情報の表示方法」が看護師自己管理と異なった。 
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表 2 エラープロセスとエラーモードの集計 
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表 3 エラープロセスとエラー要因の集計 
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表 4 エラーモードプロセス上位 3 項目のエラーモードとエラー要因 
 

 
考察 
当院におけるこれまでの誤薬防止の取り組みと

しては、組織横断的改善プロジェクトとして，①患

者確認ワーキング、②持参薬管理ワーキング、③指

示出し指示受けワーキングを中心に活動をしてき

た。①は外来・入院で患者さんに名乗って頂く運動

を展開、②は持参薬確認の業務フローを作成して持

参薬管理センターの立ち上げ、③は禁忌・アレルギ

ー情報確認用紙の改訂、システム上の禁忌・アレル

ギー情報の明示，指示棒の使い方の標準化，投薬指

示の一元化と与薬カート運用の標準化を再度徹底

など行い、対策を「誤薬防止への提言」として院内

に周知した。しかし、対策に合わせたマニュアルや

PFC の見直し・作成など、課題が残されている。 
今回、エラープロセスの検証で「服薬を確認する」

が も多かった背景として、これまで患者が自己管

理できるか、あるいはできないかの判断を看護師個

人の判断に委ねており、判断基準となるチェックリ

スト等が使用されておらず標準化が十分でなかっ

たことも要因として考えられる。また、入院時に自

己管理ができると判断されても、病状の変化や、手

術や検査前後の精神的な緊張等で、内服忘れも少な

くない。 
そこで、平成 22 年 5 月、判断基準となる「自己

管理アセスメントシート」を作成し、その中に、病

状変化時や誤薬が発生した場合には、再評価する内

容も盛り込んだ。また、入院時に全患者に対して、

自己管理アセスメントシートを使用すること標準

化し、投薬 PFC に追加・改訂して、8 月から全病

棟で使用を開始した。 
しかし、病院全体で標準化を行っても，対策の徹

底は容易ではないのが現状である。今年度、看護部

医療安全推進担当者で誤薬防止に向けた取り組み

活動を行った際のアンケートでは、投薬 PFC を知

らない職員も少なくなかった。新ためて、周知の難

しさと「対策がきちんと実施されているか」、「期待

されている効果が現れているか」、「別の問題が発生

していないか」等の「検証」の重要性を痛感した。 
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エラーモードで も多かったのが「抜け」で、エ

ラー要因では「逸脱の日常化」が も多く、上位 3
項目に共通していた。これは必要な作業を全部もし

くは一部抜かしたことによるエラーであり、多くは

正しく行われなくても大きなミスにつながりにく

いため、効果的なやり方を日常的に行ってしまうこ

とである。 
中條ら１）～３）は、エラープルーフとは、人的エラ

ーに起因する問題を防ぐ目的で、作業を構成する人

以外の要素、すなわち部品、設備、文書、手順等の

「作業方法」改善することであると述べている。ま

た、作業ミス発生を防止するための、エラープルー

フ化の原理として、排除、代替化、容易化の３つが

あると述べている。事故を防ぐためには「人は誰で

も間違える」という前提に基づき、誰が実施しても

間違えにくい方法・システムを確立することが重要

であると考える。 
当院は現在、来年の電子カルテ導入に向けて検討

を進めているが、今後はＩＴを生かした有効な対策

を考えていくことが重要である。例えば「排除する」

ではペーパーレス化、「容易化」では、オーダーや

情報の確認の一元化、定期処方を推進し効果的なユ

ニットドーズ式与薬カートの活用等を実施してい

くことなどが必要である。定期処方を推進すること

で医師が臨時処方する回数が減少し、看護師は処方

薬を整理する時間が短縮され、薬剤師も臨時処方の

調剤が減り、計画的に調剤を行う事ができる。その

結果として、処方に関する作業の標準化によるエラ

ーの減少と効率性が確保できるものと考える。また、

1 週間分の薬を与薬時間毎に、1 回分量を入れる事

で情報の可視化ができエラー減少にもつながるも

のと考える。 
ISO の実施にあたり作業の実際に当てはめて

PFC を作成し、可視化したが、見直しの作業では

工程の簡略化が果たされていない。当院の投薬サブ

PFC は全部で 27 工程あり、すべてを記憶し、漏れ

なく実施することは困難である。看護師業務は多岐

にわたっており、投薬がすべてではない。企業等で

は分業化されている業務も看護師は 1 人で様々な

工程をこなさなければならないという特殊な職場

環境も考慮しなければならない。また、投薬よりも

瞬時にして生命に関わる注射、点滴、侵襲的検査、

手術・処置等に意識が向いてしまうという背景も考

慮すべきであると思われる。今後は、記憶に頼らな

い作業プロセスの整備、さらには工程の簡略化、服

薬指導等により患者自身の薬に対する認識の改善

等も含めて検討すべきであると思われる。 
今後は、今回明らかになった問題に焦点をあてて、

さらに掘り下げて、なぜそのようなエラーモード、

エラー要因が多いのか、排除、代替化、容易化の視

点から改善の余地があるのか等の検討を行う必要

がある。今回は各病棟医療安全推進担当者が過去 1
年分の事例を分析したが、再度、投薬 PFC を改訂

後の事例を分析し、比較検討する。新しいインシデ

ント報告分析支援システムに、エラープロセス・エ

ラーモード・要因の項目を入れる予定であり、イン

シデント報告そのものがエラーモード・要因等、自

分の行動を振りかえる機会になるものと期待され

る。 
 

結語 
投薬に関するエラープロセスの分析により、エラ

ーモード、エラー要因には共通項のあることが示さ

れた。背景にあるのは急性期病院における看護師の

業務の多様性と多忙である。今後、エラープルーフ

の視点からさらに掘り下げた検討を行う必要があ

る。 
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