
薬包のチェック 
手動 と 自動
薬包のチェックは、薬局内での重要な工程です。 ミスを起こすわけにはいきません。
薬包は患者ごと、時間ごとに作成することになるため、多くの錠剤および異なる種類の
品質チェックは、より難しくなり時間もかかります。

この作業に必要なスキルは、目視によるチェックです。 この分野の科学的研究では、
人間の脳は１秒間に４つのものを識別できることがわかっています。 これはサビタイジング

（瞬間的認識）と呼ばれています。 この数を超えると、脳は推定で数える必要が出てきます。 
推定は明らかに信頼できる薬包チェックの方法ではなく、脳はきちんと数を数えるよう
切り替える必要があります。4錠以上が入った薬包では、正しいチェックのためには1錠あたり
250～300秒が必要となります(1)。 

パウチに入る錠剤が多ければ多いほど、脳にとって作業はさらに複雑になります。 数え間違い
は、誤った承認につながる可能性があります。 したがって、投薬ミスとしてすりぬけることがあり
ます。人間が繰り返しチェックする場合の精度は、８７％と科学的に数値化して証明されて
います。2度確認すると精度が98.3％に上がり、3度確認の場合は99.7％になります(2)。 「4つの
目の原則」(複数人による確認）では、すべての間違いの1.7％がすり抜けてしまう、と仮定しなく
てはいけません。

コンピュータービジョン（視覚情報処理機能）は異なります。錠剤を数えたり識別する時、
コンピューターは疲れることはなく完璧です。薬包のすべての対象物を間違いなく数えます。
コンピューターによる分析の限界は、薬包に含まれる錠剤が多すぎてカメラの画像からでは
数えられないことです。 いくつかの錠剤は、ひとつに見えることがあります。

数えるのが完璧なコンピューターは、錠剤の識別も難しくありません。 基準となる画像と比べ
わずかでも異なることがあれば自動的に不合格になり、人為的干渉をすることになります。 
誤った不承認は約５％に限定されます。(処方とリファレンスデータベースに応じて)
コンピューター化システムでの誤承認は、最大で100万包当たり1.33包に限定されます。

結論として:
人間の目視によるチェックには限界があります。チェックするものが多ければ多いほど、
間違いが起こります。「4つの目の原則」は1.7％のリスクが残ります。最高クラスの
薬包チェックシステムでも、100万包あたり1.33包のリスクが残ります。 

(1)	 「	サビタイビングをしても、推定には注意力が必要	」
	 David	C.	Burr;	Marco	Turi;ジョバンニ・アノービレ	ビジョンジャーナル	2010年6月号。
(2)	 https://harishsnotebook.wordpress.com/2015/10/11/100-visual-inspection-being-human/
(3)	 ZiuZ社にデータを保管しています。
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Checking Pouch Medication 

MANUAL VS. AUTOMATED
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Checking pouch medication is a crucial quality process within the pharmacy. Errors are not an 
option. As the pouches create the opportunity to customize medication per pass time per patient, 
quality check of more pills and/or different kinds will become more difficult and time consuming.

The human skill that is used for this task is the visual check. Humans have a great talent for checking 
items visually, but the brain has limitations in processing that may allow for false perceptions. Sci-
entific research in this area shows that the human brain can distinguish up to 4 items in a fraction 
of a second. This is called subitizing (1). Above these numbers the human brain needs to start esti-
mating. Obviously estimating is not a reliable method for checking pouch medication, and the brain 
needs to switch to counting. Above 4 tablets in a pouch needs 250-350 milliseconds per tablet for a 
successful check (1). The more pills go into a pouch, the more complicated it will get for the human 
brain. Miscounts can lead to false approvals. And therefore, medication errors may slip through.  The 
accuracy of humans checking items repetitively has been quantified scientifically and has proven 
to be 87%. Checking it 2 times raises the accuracy to 98.3%. and 3 times to 99.7% (2). With the 4-eye 
principal one must assume that 1.7% of all errors will slip though.

Computer vision works different. The computer is tireless and flawless when it comes to counting 
and identification of medication. It will count all objects in the pouch error free. The limitation of 
a computer analyses is that the camera image from the pouch may have too many tablets for the 
computer to separate. Some tablets may be seen as one. 

On top of flawless counting a computer has no difficulty with the identification of medication. Any 
minor differentiation from the reference image will automatically lead to a disapproval so human 
interference can be executed. False disapprovals are limited to approximately 5% (depending on for-
mulary and reference database). False approvals in a computerized system are limited to 1.33 pouch 
per million in the best performing systems.

In conclusion: 
Humans have limitations in visual checking. The more items to check, the more errors slip through. 
The 4-eye principal leaves risk for 1,7% of the pouches. The best in class pouch checking devices 
leave risk for 1,33 per million pouches.

(1) Subitizing but not estimation of numerosity requires attentional resources David C. Burr; Marco Turi;   
 Giovanni Anobile Journal Of Vision June, 2010
(2) https://harishsnotebook.wordpress.com/2015/10/11/100-visual-inspection-being-human/
(3) ZiuZ Data on File
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