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要旨	

	 医療現場の医療事故対策は複雑で多岐にわたり、医療従事者は多くの安全対策を遵守することよって疲弊し、これが

事故要因につながっているという⽭盾が⽣まれている。近年、⾏動経済学の分野では、⾏動変容を促す⽅法として、教

育のみに頼らず、⼈の直感的に働きかける「ナッジ」を提⽰している。医療現場においても、負担をかけず⾼い効果を

達成する⽅法として、医療安全分野への応⽤が期待されている。本研究では、内服薬の職種間コミュニケーションに焦

点を当て、エラーの原因と発⽣した事故に対する対策を分析し、「ナッジ」を活⽤した医療安全対策を検討した。 
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1.	研究背景	

近年では医療の高度化により医療従事者の作業

フローは一層多様化しており、医療安全の確保は

医療における大きな課題である。米国の Joint	

Commission の研究で 3,548 件の事故事例を分析し

た結果では、全事故件数の 60%以上がコミュニケー

ション由来で、要因の第 1位となっている（Joint	

Commission,	2007）。わが国の医療機能評価機構

の医療事故情報取集事業第 63 回報告書によるとヒ

ヤリハットで最も多いのが薬剤の事故であり、全

体の 34.7%と報告されており連絡、伝達等のエラー

が事故要因のひとつになっている（医療機能評価

機構,	2020）。動経済学分野ではナッジという新

たな方法が注目されている。ナッジとは、「選択

を禁じることも、経済的なインセンティブを大き

く変えることもなく、人々

の行動を予測可能な形で変える選択アーキテクチ

ャーのあらゆる要素」（Richard	H.	Thaler	&	

Cass	R.	Sunstein,	2008）としている。以上をふ

まえ、事故発生のプロセスを解明し、医療現場に

とって効果的で職員の負担が少ない安全対策を検

討する。	

２．研究目的	

	リサーチクエスチョンを以下のように設定した。	

１）内服薬の職種間コミュニケーション（連絡、

伝達、連携）のエラーの原因にはどのようなこと

があるのか	

２）その予防策にはどのようなものがあるのか	

３）予防策としてナッジを活用した対策にはどの

ようなものがあるのか	

	 本研究は、内服薬事故の職種間コミュニケーシ

ョンのエラーの原因とその予
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防策を分析し、ナッジを活用した効果的な事故予

防策を検討することを目的としている。	

3.	研究方法	

	 事故事例分析データベースは医療機能評価機構

医療事故情報収集事業事例を使用した。事例は

2001 年〜2019年、薬剤、病室、内科を検索条件と

し、これらの中から内服事例のみを抽出し、事故

事例 62 件について分析を行なった。内服事故の発

生までのプロセスを、処方、確認、梱包、運搬、

保管、内服準備、配薬、内服の 8段階に分け、さ

らに、内服投与に関与する、医師、薬剤師、看護

師、その他毎に、どの段階でどのようなミスが生

じたのかについてフローチャートを作成した。抽

出された要因を分類・整理し、プロセスと職種毎

に集計した。次に、行われた対策をシステム１、

システム２どちらの思考に働きかける対策なのか

に分類し、さらに、システム１に働きかける対策

の内容から「識別行為を容易にする」「物品設備

デザイン」「コミットメント機能」「電子システ

ムの活用」に整理した。	

４．結果	

4.1各職種別・プロセス毎の事故要因	

	結果、計 164 の要因が抽出された。このうちコミ

ュニケーション由来の要因は計 69（42.1％）であ

った。8つのプロセスのうち最も事故要因が多かっ

たのが、処方で 46 件（28.0％）、次いで配薬の 44

件（26.8％）、内服の 30 件（18.3％）、内服準備

の 26 件（15.9％）であった。職種別にみると、医

師は処方、薬剤師は確認、看護師は配薬段階で事

故要因が最も多かった。（表１）	

	 事故要因プロセス別の調査により全てのプロセ

スで事故要因が生じていたこと、要因が異なって

いたことがわかった。また、これらの中でコミュ

ニケーションに関わる要因は全要因のうち 42.1%を

占め、特に看護師では、内服準備、配薬、内服の

各プロセスでコミュニケーションエラーが事故の

主要な要因となっていることが分かった。	

4.2各職種別・プロセス毎の事故予防策	

	 事故事例に記載されていた事故予防対策は 140

件あった。そのうちコミュニケーションエラーに

対する対策は 34 件（24.3％）であった。次に８つ

のプロセス毎に、また、職種毎に予防対策ついて

整理した。さらに、これらの対策をシステム１、

システム２に分類した。	

	 ダニエルカーネマン（2011）によれば、人間は 2

つの情報処理システムを持っており、それらをシ

ステム１（速い思考＝直感的思考）とシステム２

（遅い思考＝論理的思考）と言う。人は意思決定

を行う際、暗黙のうちに用いている簡便な法則

（経験則など）で考えており、日常生活のほとん

表２ 各職種別・プロセス毎の事故予防策 
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どの場面でシステム１を用いて生活していると言

われている。一方、システム２は注意力が必要で

意識しないとシステムが起動しない。本研究では

環境やシステムを変えるナッジの対策を「システ

ム１に働きかける対策」とし、教育などを用いた

対策を「システム２に働きかける対策」として、

140 件の対策を分類した。	

	 事例分析の結果、システム１の環境やシステム

を変える対策は 20 件（14.3％）、システム 2 の意

識や努力を要する対策は 120 件（85.7％）だっ

た。コミュニケーションに関わる対策はシステム

１では 1件、システム２では 33 件であった。	

	 また、本宮（2019）の医療事故対策分類を用

い、事故予防対策の分類を行った。システム１に

働きかける対策 20 件のうち、「識別行為を容易に

する」が 7件で 35.0%、「物品設備デザイン」が 6

件で 30.0%、「コミットメント機能」が 0件で

0%、「電子システムの活用」が 5件で 25.0%、その

他 2 件で 10.0%であった。（表３）	

６．	内服事故の原因・対策に関する文献検討	

医療機能評価機構の事例の他に、内服事故の原

因にはどのようなものがあり、どのような対策が

行われているのか、アウトカムはどのようなもの

なのかを確認するため、文献検討を行なった。	

データベースは医中誌 webを使用し、	(経口投

与/TH	or	経口投与/AL)	and	(事故/TH	or	事故

/AL)	and	(インシデントレポート/TH	or	インシデ

ントレポート/AL)	を検索キーワードとした。抽出

された 17 件の文献のうち、「内服薬による転倒転

落事故」「患者状況分析」を除外し、事故の原因

分析がされているもののみ抽出した。抽出した文

献のうち対策とアウトカムが測定されていたもの

が 10 件であり、システム１の対策と考えられるも

のは 4件、システム２は 6件であった。さらに、

システム１の対策によりアウトカムが改善したも

のは 100%、システム２の対策では 57.1%であっ

た。	

7.	考察	

7.1 内服薬の職種間コミュニケーション（連絡、伝

達、連携）のエラー発生の要因	

	 内服薬の医療事故のうち内服薬の職種間コミュ

ニケーション（連絡、伝達、連携）のエラー件数

は全体の 42.1%であることがわかった。内服薬の医

療事故は各職種・段階で発生しており、特に看護

師に多いことがわかった。これは様々な職種を経

て、内服の後半プロセスを担う看護師が確認等の

行為数が多く煩雑であるためである。また、事故

対策として医師では電子カルテシステム等でミス

を検出してエラーを知らせる制御システムを使用

することが可能である一方で看護師は確認や対面

での伝達などが多く、注意力に頼った対策がほと

んどだということも要因の１つであると考える。	

7.2 事故要因としての非注意性盲目	

	 放射線科の医師に肺がんスクリーニングとして

肺結節の検出作業を依頼した実験がある（Trafton	

Drew,2013）。この研究では肺結節の 48倍もの大

きさのゴリラの画像を CT画像に忍ばせた。実験の

結果、ゴリラを「見なかった」と答えた放射線科

医は 83%(24 人中 20 人)にも上った。この実験では

アイトラッキングを用い医師の視線の動きを確認

しているが、20 人中 12 人がゴリラの場所を直接見

ていたにも関わらず、認識することができなかっ
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たのである。この研究から専門家が注意していて

も、見落としてしまうことがあるということが分

かる。このような現象は「非注意性盲目」とい

い、どんなに注意をしていても、別の作業をして

いたりすると、通常では簡単に識別できることで

さえ見逃してしまう。内服のプロセスにおいて

も、非注意性盲目によるエラーが発生しているこ

とが推測される。	

7.3 内服薬の職種間コミュニケーション（連絡、伝

達、連携）のエラーの予防策	

	 システム１に働きかける対策は 14.3%、システム

２は 85.7%であり、システム２つまり努力や注意力

を必要とする対策が多くを占めていた。しかし、

非注意性盲目が発生している場合には、そもそも

注意していても認識することができないため、教

育等の対策だけではミスの低減はできない。	

近藤ら（2015）は内服事故が減らないことにつ

いて、「具体的な発生要因を明らかにできないま

ま、注意や一部の対策に終わっていた。また、そ

れまで長年習慣化していた内服与薬業務手順を大

きく変更することに伴う不安が影響し、積極的な

業務改善に至らなかったためと考えられる。」

（近藤 2015、p.241）と述べている。教育やマニュ

アルの整備、チェックリストの使用などの対策が

効果的な場合もあれば、非注意性盲目が要因にな

っている場合のように、それだけでは効果が生ま

れない場合もある。職場の特性と事故要因を詳細

に分析し、要因毎に効果の高い適切な対策を講じ

なければ、医療事故を減らすことはできない。	

7.4 内服薬職種間コミュニケーション（連絡、伝

達、連携）エラーのナッジを活用した対策の提案	

	 非注意性盲目のような認知メカニズムが要因に

なっている場合、意識していなくても自然に正し

い行動ができるようにシステムや環境デザインを

変える、ICT などを活用して認知を助けるなど、ナ

ッジを活用した対策が必要となる。ICT の事故予防

への導入は、今後期待される対策である。しか

し、医師や薬剤師と比べ看護師の事故対策では、

電子システム等の活用がすすんでいない。看護師

は業務を直接患者に接し実施することから、電子

システム等を介在した活動が行いにくい。	

そこで「内服薬配薬前のカルテシステム上での

確認表示」を提案したい。内服準備と配薬の際バ

ーコードによる確認を行う。その際に、画面中央

にピクトグラムで「投与方法」「投与量」「患者

名」など大きく点滅する。１つずつ確認ボタンを

押さなければ先に進まないため、「認識できなか

った」という状態を防止することができる。	

8.本論文の限界と今後の課題	

 本研究では、最も発⽣頻度が多い内服事故のみを対象

とした。今後は、同様に転倒転落事故などの発症件数が

多く、要因によって予防対策が異なる医療事故について

も要因分析を⾏い、ナッジを活⽤した対策について検討

していく必要がある。また、医療安全対策の選択肢とし

て、職場でナッジを活⽤してもらうためには、「ナッ

ジ」を使った医療事故対策事例について効果検証をし

て、知⾒を積み上げていく必要があるだろう。 

9.	結論	

	 エラーの要因として内服薬の職種間コミュニケ

ーションが 42.3%と主要な要因として挙げられ、最

終行為者である看護師が特に多かった。また、シ

ステム２（論理的思考）に働きかける対策が 85.7%

であるのに対し、システム１（直感的思考）はわ

ずか 14.3%という結果となり、非注意性盲目のよう

な注意していても認識できない事例への対策に乏

しいことがわかった。今後は認知を助けるナッジ

的な全く新しい対策が医療安全分野への応用が期

待される。	

	

紙⾯の制約上、引⽤参考⽂献表は割愛した。 


