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1

障害残存
の可能性
がある（低
い）

ピューリタ
ンベネット
560

DAR ブ
リージング
システム
成人シン
グル回路

コヴィディ
エンジャパ
ン

コヴィディ
エンジャパ
ン

20時45分それぞれ職員は就寝準備で各部屋
でケアをしていた。廊下に出た療養介助員
が、呼吸器のアラームに気付き患者の所へ駆
けつけると、顔面蒼白で呼びかけに反応なく
呼吸器回路と人工鼻の接続部分が少し外れ
ているのを発見した。すぐ接続し看護師を呼
んだ。駆けつけた看護師はすぐアンビューバッ
グによる加圧を行った。当直医にコールしすぐ
に駆けつけた当直医の指示を受け酸素投与
しながらアンビュー加圧を継続した。酸素飽和
度やバイタルサインの改善はすぐにあった
が、意識レベルが低下したままであった。バイ
タルサイン等が安定したところで、人工呼吸器
を装着し呼吸管理を行った。末梢血管確保を
行い脳浮腫に対する薬剤の使用も行った。両
親と姉が来棟され、病棟師長と主治医から回
路外れによる容態急変の状況説明と謝罪を
行った。夜間は母親が付き添ったが、意識レ
ベルだけ改善がなかった。翌朝、開眼し声掛
けにうなずく動作が見られるようになった。8時
30分には、母親も以前と変わらないくらいにわ
かるように戻ったと言われるまでになった。

就寝準備で忙しい時間帯あった。15分前に同
室の患者の所にケアに入っていた。当該患者
の所にはいかなかったがアラームは鳴ってい
なかった。担当看護師は、他の部屋でおむつ
交換をしていたが、呼吸器のアラームに気付
けなかった。患者監視装置も着いており、酸素
飽和度のアラームが鳴っていたが、スタッフス
テーションのセントラルモニターで鳴っていた
ため誰が鳴っているのかわからない状態だっ
た。患者はうなずく程度の動きしかできず手足
も動かない状態だった。気管切開でカニューレ
を装着し人工呼吸器を使用していた。自発呼
吸はほとんどない患者であった。加湿のため
人工鼻を呼吸器回路に接続しており今回その
部分が外れていた。

自発呼吸がない人工呼吸器装着患者
をよりスタッフステーションに近い部屋
へ移動した。いろいろなアラームが鳴り
響く環境を見直し、患者監視装置のア
ラーム設定を主治医と検討し患者に
合った、最低レベルのアラーム設定へ
の変更を検討する。今回の事例は、他
の病棟にも情報提供し再発防止に注意
喚起した。

当該企業に確認したところ当該事例と
考えられる事象は情報入手されておら
ず、呼吸回路と人工鼻の接続が外れて
いるところを発見したとのことであるが、
使用された人工鼻の製品名、呼吸回路
と人工鼻の接続状況等が不明であり検
討困難と考える。

2

障害なし HF サー
ジェリーシ
ステム

オリンパス
メディカル
システム
ズ

経尿道的前立腺バイポーラ核出術を開始し
た。医師が電極をセットしたハンドル使って前
立腺を核出していたが30分後くらいに突然、
ハンドルと接続部あたりから火花が散った。新
しいハンドルに交換し手術を続行したが再び
火花が発生した。再度新しいハンドルに交換
し手術を終了した。火花発生部分は患者、術
者に触れない部分であった。

原因は特定できず。業者に検査依頼した。
他のTURis用ハンドルに異常がないことは確
認された。

検査結果後に検討する。 当該企業に確認したところ当該事例を
特定することはできなかったが、ハンド
ルとコードの接続部から火花が散った
原因は接点の腐食やコードの差し込み
不十分などが考えられるとのこと。しか
しながら、使用状況等の詳細が不明で
あり検討困難と考える。
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3

障害なし コンステ
レーション
25Gプラス
トータルプ
ラスパック

日本アル
コン

左眼に対し白内障手術、硝子体手術を行っ
た。手術機器としてコンステレーション（Alcon）
を用いた。白内障手術は問題なく進行したが、
硝子体手術に移行した際、インフュージョンラ
イン内に本来入ることのない空気が混入し、
硝子体内に空気が混入した。手術は中止と
なった。

「コンステレーション25Gプラストータルプラス
パック」ディスポーザブルのカセットに不具合
があると考えている。機器本体に別のカセット
を取りつけたところ問題がなかった。
メーカーに製品を回収してもらい調査したとこ
ろ、事象の再現ができず、カセット内部に流量
センサー周辺にある細かいエアが、カセットが
振動することにより凝集し大きなエアとなって
ラインに混入したのではないかと推測されると
報告があった。

原因が判明するまで別製品で対応す
る。

当該事例については企業から薬事法に
基づく不具合報告が行われており、硝
子体手術中に当該カセットのインフュー
ジョンラインから硝子体内に空気が混入
したとの事例である。解析の結果、当該
カセットに異常を認めず空気混入の原
因は不明であるが、流路内に残存して
いた空気が流れ込んだ可能性が考えら
れ、当該企業では同様事例の集積に努
めているところである。
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4

死亡 サーボi フクダ電子 人工呼吸器と気管カニューレの接続部が外れ
ており、心肺停止状態で発見される。ただちに
蘇生術を行い救命はできたが、モニター履歴
から約10分接続部が外れていたと推測され
た。その間アラームが作動していたがそれに
気づかず早期発見が遅れた。蘇生以後の患
者の状態については、蘇生当日意識は戻ら
ず、翌日の意識レベルは少し改善(声掛けに
対しての開眼、上肢拳上など)みられたが、事
故発生から約60 時間後死亡された。事故前
より肺炎の増悪とそれに伴うDICが認められ、
非常に厳しい全身状態である患者に対し、今
回の事故が加わったことが引き金となりこのよ
うな結果を生じてしまった。

基礎疾患と事故前後の状態を考えると、カ
ニューレの接続部がはずれたことが死亡の直
接原因ではないが、状態の悪い患者の死期を
早めた可能性が高いと結論された。

・人工呼吸器の患者は回復室、ICUでの
管理を基本とする。回復室、ICUが満床
の場合は、看護ステーションすぐ前の個
室、大部屋で対応する。
・一般病床管理時は看護ステーション
のすぐ前の部屋を使用し、ドアを開け内
部の状況がわかるようにしておく。
・アラームに対する職員の感度を上げる
トレーニングを繰りかえし行う。
・ナースコール連動のアラームの導入を
検討中の施設があるのでその成果を考
慮する。
・平川プレート(人工呼吸器とチューブの
結合器具)の使い勝手を検証する。
・日勤帯はアラームの鳴る看護ステー
ションにリーダーもしくは代わりものが常
にいるような形で運用する。

気管切開チューブの接続が外れている
ところを発見したとのことであるが、接続
状況等の詳細が不明であり、モノの観
点からは検討困難と考える｡
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5

障害残存
の可能性
なし

エビタ２
デュラ

ドレーゲル
メディカル
ジャパン

副鼻腔気管支症候群による慢性呼吸不全、
肺炎の悪化によりICUにて人工呼吸器：SIMV
モード（自発呼吸あり）にて呼吸管理されてい
た。肺の器質化による気道内圧上昇と患者の
頭の動きにて、気管孔より人工呼吸器の接続
が外れた。15秒後に人工呼吸器のアラームが
鳴っていたが、受持ち看護師をはじめ医療者
は他の業務にあたり、アラーム対応が速やか
に行えなかった。数分後、家族の面会にて呼
吸器が外れアラームが鳴っていることに気付
く。すぐに再装着されたが、その直後、SpO2の
低下と除脈をきたし、一時的にPEAとなる。心
臓マッサージおよび薬剤投与、DC200Jにてバ
イタルサインは復帰した。意識レベルも回復
し、麻痺などなく、低酸素脳症の所見は認め
なかった。肺炎治療およびリハビリも進み、呼
吸状態も改善され、日中は人工呼吸器が離脱
できている。

１．ICU内の一番奥の個室に収容されており、
アラーム音が聞こえにくかった。２．ICU内全体
が心臓血管外科患者などで循環動態が不安
定な患者が複数おり、人工心肺やIABP、ICD
の装着などにより、アラームが鳴り響いていた
状況にあった。３．患者への対応や薬剤準備
などのため、セントラルモニタの前にスタッフ
が不在となっていた。４．アラーム対応に関し
て意識の低下（アラーム設定は勤務帯ごとに
確認しているが、設定値が患者に適している
か、看護師・医師・臨床工学士での情報共有
や管理不足）５．複雑で難易度の高い業務を
集中して行っているが、緊急性の高いアラー
ムへの反応は早いが、すべての警報について
の意識が鈍化していた。６．昼の休憩時間で
あり、人員が少なかった（リーダーの采配不足
もあった）、数名の重症化した患者の対応にあ
たり、受持ち看護師がベッドサイドより離れなく
てはならない状況が発生していた。７．チーム
内でのコミュニケーション不足により、ICU内の
患者管理において安全点検や環境がつくられ
ていなかった。

１．ICU内の個室に収容された患者の人
工呼吸器のアラーム音は最大限としア
ラームがナースコールと連動するような
システムを取り入れた。（必ず、アラーム
がICUのどこに居ても聞こえにくくない
か、スタッフ全員で毎回、確認をするこ
とを徹底する）
２．職員全員で初心に戻りアラーム対応
の意識強化の再指導・教育（アラーム
警報の意味、アラーム機能が適正に機
能し管理される環境についてアラーム
が鳴り続ける状況時の適切な対応体制
や適切なアラーム設定チェック、チーム
としての医療機器アラーム管理につい
て等）
３．アラーム時には、原因を確認し対応
する。
４．アラーム設定値が患者にとって適切
か確認し、看護師・医師とで情報共有す
る。
５．アラームが鳴り続けるような状況で
は、医師・臨床工学士に相談し、適切な
アラーム設定値を決め、アラームの信
頼度を高める。
６．アラームが鳴らないような環境づくり
（輸液ポンプ・シリンジポンプ使用時の
輸液更新を早めに行う）。
７．受持ちはできるだけベッドサイドで、
ICU医師・リーダー看護師等はセントラ
ルモニタ近くで常駐・監視する、離れる
際には声をかけあう。
８．ICUの看護師人員配置を増員してい
く予定

気管切開チューブの接続が外れている
ところを発見したとのことであるが、接続
状況等の詳細が不明であり、モノの観
点からは検討困難と考える｡
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6

障害なし メディセー
フファイン
タッチプロ

テルモ １日３回（６：００、１４：００、２１：００）血糖測定
実施している。２１：００血糖測定システムメ
ディセーフフィットを使用し血糖測定実施。左
第３指に穿刺ペンにて穿刺するが血液量が少
ないため、再度左第４指に穿刺する。血液量
が少なく血糖測定器がエラー表示となる。２１：
１０　３回目の実施を患者に説明し実施しよう
としたが、患者が「やめてください」と訴える。
血糖測定が必要なこと、左第５指に穿刺する
ことを説明する。左第５指に穿刺したと同時に
患者の左上肢が動く。穿刺部位を確認したと
ころ左第５指先手掌側にU字型に表皮剥離、
出血を認めた。圧迫止血し絆創膏貼付する。
２１：２５主治医報告、明日まで圧迫固定し様
子観察の指示受ける。２１：３５当直師長へ連
絡、創部観察のため絆創膏除去したところ、
再度出血を認め圧迫固定する。翌日１４：００
主治医診察、切傷部（長さ５mm、深さ約１mm）
からの出血持続のため３針縫合する。

入院中高血糖の出現あり、１ヶ月以上前から
１日３回血糖測定しスライディングスケールに
て血糖コントロールしていた（血糖値の変動あ
り）。血糖測定システムを使用していたが、１
回の穿刺で測定できず２回穿刺するときも
あった。患者は高齢であり皮膚に弾力がなく、
手指末端に冷感や軽度の浮腫があった。３回
目の穿刺をする前に「いやです」と拒否をした
際に、穿刺時に上肢を動かすかもしれないと
いう予測ができなかった。穿刺部位と上肢の
固定が適切でなかった。患者説明が不十分で
あった。１日３回の血糖測定において、血液量
の不足等で数回穿刺する時もあるという内容
が医師に情報提供されていなかった。

適切な穿刺部位の選択と患者に応じた
固定を実施する。適正な血液量が得ら
れるように指先のマッサージや温罨法
等をする。血糖測定回数について主治
医と相談する。

当該事例は血糖測定の際に必要な血
液量が得られず、何度も穿刺を繰り返
し、表皮剥離、出血を生じた事例であ
り、モノの観点からは検討困難と考え
る。

7

死亡 グリーンバ
ブルチュー
ブ

JMS 輸液
セット
（DEHPフ
リー）

日本コヴィ
ディエン

ジェイ・エ
ム・エス

12時30分　肺炎治療目的にて入院する。ベッ
ドで坐位を取るだけでも息切れあり、看護師は
ベッド上排泄を指導した。
18時50分　在宅酸素ボンベと点滴台を押しな
がらトイレから戻ってくる患者を確認した。
18時55分　様子を見るためと内服薬の介助を
するため訪室すると、ベッド上仰臥位で倒れて
いる患者を発見する。在宅酸素のチューブは
携帯用の酸素につながったまま、左手に点滴
が入っていたが点滴のビン針が中央パイピン
グの酸素チューブと接続されていた。心肺停
止状態にて直ぐに他の看護師に応援依頼
し」、当直医師に報告し救急蘇生を行った。
その後、死亡診定となる。

・在宅用酸素ボンベが部屋にあり、患者が使
用できる状況であった。
・患者は自宅でも酸素の管理を行っていた。
・トイレから戻り、中央パイピングのチューブと
点滴ビン針を接続してしまった。
・点滴ボトルから点滴セットが抜けた。

・入院後は在宅用酸素ボンベは持ち帰
るよう指導する。
・点滴セットと酸素チューブが接続され
ないように、酸素チューブにコネクター
を取り付けたものを中央管理で払い出
す。
・点滴セットと点滴ボトルが抜けないよう
にクリップを使用する。

当該事例は輸液セットのビン針に中央
パイピングの酸素チューブが接続され
た状態で発見されたものである。輸液
セットのビン針と酸素チューブを接続に
至った背景等が不明であり、モノの観点
からは検討困難と考える。
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8

障害なし バイポーラ
コアギュ
レータ
BBC-8000

パワース
ターバイ
ポーラシ
ザーズ

セムコ

HOYA
Technosur
gical

転移性肝がんに対する開腹肝切除術中に、
医師が異臭を感じ周囲を確認すると、パワー
スターバイポーラシザースを収納しているビニ
ル製収納袋から発火していた。直後に生理食
塩水をかけ消火した後、患者の状況を確認す
るために覆布を外すと、患者の右側腹部に敷
いていた布にも引火していたため、再度生理
食塩水をかけ消火した。手術をいったん中断
し、家族へ状況を説明し、患者に異常がない
ことを確認した上で、手術を再開、その後、特
に問題なく手術を終了した。患者の右大腿部
に軽度の熱傷を認め、アズノール軟膏塗布に
て様子観察となった。

開腹手術には、多数のデバイスが必要であ
り、それに応じて多数の電気手術器が準備さ
れ、当該機器であるバイポーラコアギュレー
ターBBC8000も置かれていた。以前から、当
該機器バイポーラコアギュレーターBBC8000
とパワースターバイポーラシザースの組み合
わせは、使用中にスパークすることが時々
あったため、この組み合わせで使用しないよう
に、手術部内に情報共有されたことがあった
が、この情報は、最近では、一部のスタッフに
しか共有されていない情報であった。手術を
担当した器械出し看護師は、この情報を知ら
ずに、手術室内に置かれていたバイポーラコ
アギュレーターBBC8000にパワースターバイ
ポーラシザースを接続した。その後、担当の
臨床工学技士が、通電確認を行ったが特に異
常は認めなかった。そのまま手術準備を進
め、執刀医の足元には、バイポーラコアギュ
レーターBBC8000とキューサーのフットスイッ
チを配置、患者覆布上に貼付していたステリド
レープインストルメントパウチ（ビニル製）に、
パワースターバイポーラシザースと他のデバ
イスを収納した。発火前までに、パワースター
バイポーラシザースは、手術には使用してい
なかった。術者の足元に2種類のフットスイッ
チがあったが、バイポーラのフットスイッチが
ONになった時の持続的な作動音を聞いたス
タッフはいなかった。事例発覚後に再現確認
を行うと、通電させた状態で20秒経過した時
点でパワースターバイポーラシザースからの
スパークと発火を認めた。

バイポーラコアギュレーターBBC8000と
パワースターバイポーラシザースの接
続を禁忌とした。
高温となるデバイスを患者周囲に配置
しない。
耐燃性ドレープの使用を推奨する。
製造販売業者に問合せたところ、
BBC8000の出力は断続波形を用いてお
り、他社製で良く用いられている連続波
形で出力されているバイポーラ凝固器
に比べ、出力電圧が40%高くなってい
る。断続波形はバイポーラピンセットの
凝固の場合、凝固性が高い等の利点が
あるが、バイポーラシザースのように刃
の間の絶縁距離が短い場合は、出力電
圧が高いため何も刃先に挟まない状態
では放電が起こる可能性があると回答
を得た。

当該事例については企業から薬事法に
基づく不具合報告が行われており、電
極先端の絶縁コーティングが破損し、意
図せぬ通電により発火に至ったとのこと
であるが、使用状況等の詳細が不明で
あり、検討困難と考える。



情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（医療事故）

7 / 22 

No.
事故の程

度
販売名

製造販売
業者名

事故の内容 事故の背景要因の概要 改善策 調査結果

9

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 薬物中毒で意識レベルが鮮明でない患者に、
塩化カルシウム２％（８ml/hr）、イノバン（４
ml/hr）を末梢より持続投与中、点滴が漏れ周
囲の皮膚組織が壊死した。
３時間毎の点滴チェックにて3時、6時には末
梢ラインの刺入部の皮膚障害はみられなかっ
た。8時半には刺入部を中心とした白色とその
周囲に暗紫色を認めた。

意識レベルが鮮明でない患者への投与であっ
たため、血管外に漏出した量が多くなるまで気
づけなかった。
血管外漏出に注意すべき薬剤と認識し、観察
できていなかった。
体動が激しく鎮静剤を投与中の患者への薬剤
を末梢より持続投与中であった。

体幹抑制が必要な状況の患者に対し、
血管外漏出に注意すべき薬剤を投与す
るとき中心静脈を選択肢に入れる。
血管外漏出に注意すべき薬剤について
認識を高めるための研修会を実施し、
予防、早期発見、対応について学習し
た。

血管外漏出を認めたとのことであるが、
手技を含めた原因等の詳細が不明であ
り、検討困難と考える。

10

障害なし 不明 不明 末梢点滴自己抜去。アルコール離脱症状あ
り。抑制チョッキ、ミトン、ライン類の保護強化
で自己抜去対策をしていた。6:30のラウンドに
くとミトンがはずされ、点滴を自己抜去してい
た。

ミトンはしていたが、上肢のひも抑制はしな
かったこと。

ミトンとひも抑制を実施し、頻回な観察
をする。

末梢静脈ラインを自己抜去したとのこと
であるが、抜去の要因は抑制が不十分
であったためとのことであり、モノの観
点からは検討困難と考える。

11

障害なし 不明 不明 上腕から点滴が刺入されていた。自己抜去防
止のため刺入部をパーミロールで固定し、患
者に見えない様に襟元からラインを出してい
た。襟元からだしていたラインが視野に入った
際にラインを引っ張り自己抜去した。

自己抜去防止策が不十分であった。（患者の
見えるところにラインをおいた）

ラインが見えないように、袖口を縛り、
襟元の後ろ側からラインを固定患者か
ら見えないようにした。

末梢静脈ラインを自己抜去したとのこと
であるが、抜去の要因は患者から見え
るところにラインを置いたためとのことで
あり、モノの観点からは検討困難と考え
る。

12

障害なし 不明 不明 0時頃、spo2の低下があり看護師は当直医に
連絡した。当直医は抜管と判断しチューブを
抜去しマスク換気した。上級医はすぐに駆け
つけ気管内挿管をした。

超低出生体重時は気管も短く挿管チューブの
位置決定が非常に難しい。当院新生児病棟で
は胸部X線写真上、挿管チューブの先が鎖骨
を結ぶ線を越えていれば浅くなく問題なしとし
ている。本事例も鎖骨より十分深く挿入されて
おり問題なしと判断している。
チューブの外側の口角までの長さも変化なく
大きな体動もなくはっきりとした原因は特定で
きないが、微細な動きでの抜管と推測する。

低出生体重時の場合、抜管の可能性
があるとこを常に念頭において観察し、
抜管時は早急に対応する。

気管チューブが抜けていたとのことであ
るが、固定状況や抜去の原因等が不明
であり、モノの観点からは検討困難と考
える。



情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（医療事故）

8 / 22 

No.
事故の程

度
販売名

製造販売
業者名

事故の内容 事故の背景要因の概要 改善策 調査結果

13

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 血管腫・ＣＰＡ蘇生後、経鼻挿管中で呼吸管理
を要す患者。ＩＣＵ入室45日目。夕方よりドレー
ンからの出血というイベントがあった。普段よ
りも換気量低めにて適宜、痰の回収を行って
いたが換気量の改善乏しかった。深夜と勤務
交替前頃より分泌物が増え、ＳｐＯ２低下もあ
り痰の回収を行っていた。
吸痰後、右上臥位から仰臥位へ戻し、再度吸
痰を行うがＳｐＯ２の低下とチアノーゼが出現
した。直ちに麻酔科医師にてジャクソンリース
で加圧したが有効でなかったため、チューブト
ラブルの可能性を考え、再挿管となった。

吸痰や体位変換などの外的要因が発生の要
因となったと思われる。

小児患者に対する気管内挿管中の管
理を見直す。

喀痰貯留や体位変換などの影響により
気管チューブが抜けた可能性があると
のことであるが、固定状況や抜去の原
因等が不明であり、モノの観点からは
検討困難と考える。

14

障害なし ウルトラト
ラキオフ
レックス気
管切開
チューブ

東レ・メ
ディカル

22：00入眠　SPO2　99％（酸素0.5L/分）　22：
43　SPO2アラームが鳴り訪室。SPO2　89％
筋緊張あり、人工鼻・酸素チューブが外れて
いた。接続後すぐSPO2　92％に上昇した。こ
の時、気管カニューレ自己抜去防止のミトンの
紐に異常はなかった。　22：44　SPO2モニター
のアラームが鳴り訪室。SPO2　88％に低下。
筋緊張あり人工鼻・酸素チューブが外れてい
た。ミトンの紐が気管カニューレ（カフ無し）の
羽根に引っ掛かっていたため、確認するとY
ガーゼの下で気管カニューレが抜けていた。
22：45　気管カニューレを固定ベルトから外し
ている時、SPO2　55％JCS200～300に低下。
22：46　気管カニューレを挿入し、アンビュー加
圧・酸素10L/分吸入実施。　22：50当直医・当
直看護師長に報告。23：05　主治医に報告。
23：18　当直医が人工呼吸器を装着した。そ
の後人工呼吸器離脱。

１．患者が使用していた気管カニューレはカフ
無しで5センチメートルで固定されているが、長
さ調整のため外側に3～4センチメートル突出
した状態であり、ミトンの紐が引っ掛かり易
かったと考えられる。
２．患者は、筋緊張が強く体動が激しいためミ
トンの紐が引っ掛かった可能性が高い。

１．ミトン使用時は、紐が外側に露出し
ないよう装着するとともに、順次紐のな
いタイプへ切り替える。
２．患者の体動が激しい時や筋緊張が
強い時には、気管カニューレ周囲の酸
素チューブ等に手が届かないように、
ベッドの位置や酸素チューブの位置を
変更する。
３．気管カニューレの自己抜去発生時、
早急に対応できるようにシミュレーション
する。

気管切開チューブが抜けているところを
発見したとのことであるが、抜去の要因
は患者の体動のためとのことであり、モ
ノの観点からは検討困難と考える。
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15

障害残存
の可能性
がある（高
い）

PORTEX・
気管切開
チューブ

スミスメ
ディカル・
ジャパン

午前6時過ぎ、アクアサーム5L50％にて
SpO2=96～98％。ジェスチャーにてアクアサー
ムを外して欲しいと訴えあり。呼吸苦強く、苦
悶の表情あり。
午前6時58分にモニターの異常に気付いた看
護師が訪室したところ、気管切開部のスピー
チカニューレ及び中心静脈カテーテルを自己
抜去され、心肺停止状態となっているところを
発見された。モニターを振り返ると、午前6時
45分より酸素飽和度の低下、午前6時48分よ
り心拍数低下、午前6時52分に心停止がそれ
ぞれ確認された。
蘇生処置後心拍再開し、血圧は保たれ自発
呼吸は認められるが、低酸素脳症による意識
障害が続いている。

6時頃より、他患者の対応のため看護師はス
タッフステーションに不在となり、スタッフス
テーションにあるモニターの継続監視ができな
い状況下であった。

苦しいため朦朧として気管カニューレを
抜いた可能性が最も高く、患者自ら治
療を破壊したような状況であったと推察
されるため、予防策は限られる。
【即実施は困難な対策】
(1)抑制（社会的に問題があり実施可能
性は薄い）
(2)モニタですぐに対応できる体制を構
築（携帯用モニタアラームなど現在の設
備では導入困難／情報収集は今後も
継続）
(3)家族の付き添い（協力が得られる場
合のみ）
(4) 看護師・看護助手の増員（現状では
難しい）
(5) モニタアラームの無駄鳴り（既に実
施しており追加対策は難しい）
【実施可能な対策】
(6) スタッフステーションを空にしないよ
うな時間の使い方を検討
(7) チーム医療として精神科との協働体
制を今以上に模索する

気管切開チューブが抜けているところを
発見したとのことであるが、固定状況や
抜去の原因等が不明であり、モノの観
点からは検討困難と考える。

16

障害残存
の可能性
がある（高
い）

トラキオス
トミー
チューブ

日本コヴィ
ディエン

家族から患者の意識を少しでも戻してほしい
との希望があり、医師は内科病棟へ転棟した
翌日の朝からドルミカムによる鎮静を浅くして
いた。11時頃、ポータブルxp目的で放射線技
師と看護師が訪室したところ、突然SPO2が低
下し始めた。直ぐに病棟医師が呼ばれ気管カ
ニューレの位置がずれていたため、そのまま
カニューレを押し込んだがSPO2は上昇しな
かった。そこで別の医師がカニューレを抜去
し、バックバルブマスクで強制換気をした。そ
の後、耳鼻科医師も到着し、気管カニューレ
の再挿入を行ったところ皮下に迷入し、換気
ができなかった。そのため救急医師が緊急
コールされ、最終的に経口から気管内チュー
ブを挿入し、人工呼吸器装着となった。

・家族の希望を優先して行った鎮静が浅目で
あったため、ファイティングを繰り返していた。
・気管カニューレが抜けやすい状態であった。
（気管切開術施行時、通常施行する気管と皮
膚の縫合ができなかった。また患者の　身体
がショートネックだったなど）
・気切チューブのトラブル対処マニュアルの周
知不徹底があった。

・医師・看護師の患者情報の共有と管
理
・過度のファイティングを起こさないよう
治療方針の検討
・トラブル対処マニュアルの周知徹底
・患者急変時躊躇のない緊急コールの
実施

気管切開チューブを自己抜去したとの
ことであるが、抜去の要因は患者の鎮
静が不十分であったためとのことであ
り、モノの観点からは検討困難と考え
る。
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17

障害残存
の可能性
なし

ラセン入気
管切開
チューブ

富士シス
テムズ

永久気管孔を造設し、アジャストフィットを挿入
中の患者。ナースコールがあり訪室すると、患
者が坐位で吸入器を手に持ち、息ができない
とジェスチャーし、苦悶表情を呈していた。永
久気管孔からアジャストフィットが全部抜け
て、首からぶら下がった状態になっていた。気
管孔の周囲の組織が気管孔を圧迫した状態
で、呼吸停止を来したが、ただちに応援を要
請し、永久気管孔を用手的に拡大、気道を確
保した。自発呼吸は回復したが、全身管理目
的で集中治療室へ入室となった。

このような患者が吸入を行う時は、咳込みに
よるアジャストフィット抜去の可能性が有ると
予測しておき、施行時は看護師見守りのもと
行う。アジャストフィットに人工鼻を装着し酸素
を継続投与しており、患者の体動で引っ張ら
れた可能性もあるため、体動時は酸素チュー
ブが引っ張られないように注意するよう患者に
説明をしておく。

事故の背景要因に同じ。 気管切開チューブが抜けているところを
発見したとのことであるが、患者の体動
により引っ張られた可能性があるとのこ
とであり、モノの観点からは検討困難と
考える。

18

障害残存
の可能性
なし

ポーテック
ス・気管
チューブ

スミスメ
ディカル・
ジャパン

気管切開部のガーゼ交換を看護師2人で行っ
ていた。一人（看護師Ａ）がガーゼ交換を行
い、一人（看護師Ｂ）が片手でポーテックスの
筒と羽の部分を押さえていた。患児は泣きな
がら嫌がり首を左右に振っていたため（看護
師Ｂ）がもう片方の手で頭部を軽く押さえてい
た。看護師Ａが片方の固定バンドを緩めたとこ
ろでポーテックスが自然抜去してしまった。酸
素１０Ｌ吹き付けたがＳＰＯ２：７７％まで低下し
顔色不良となったが呼吸が止まることはな
かった。医師が訪室し，ポーテックス５．０mm
挿入しようとしたが入らず４．５mmも同様であ
り４．０mm挿入となる。約15分後呼吸器外科
医師訪室し気切部をペアンで拡げポーテック
ス５．０mmの再挿入を試みるが挿入できず４．
５mm挿入となった。

小児の気管切開はチューブカフがなく容易に
抜去してしまう。ガーゼ交換を注意深く施行し
ていたが乳児でチューブが短く一人のナース
がポーテックスを手でおさえていたにも関わら
ず乳児が首を振るため抜けてしまっていた。

注意深くカニューレ挿入部を観察しなが
ら交換する。患児の体動激しく看護師２
人で困難であれば，医師にも依頼し協
力して行う。

気管切開チューブが抜けたとのことであ
るが、患者の体動が激しく安静が保持
できなかったためとのことであり、モノの
観点からは検討困難と考える。

19

障害残存
の可能性
なし

バラード ト
ラックケ
アー プロ
ダクツ

キンバリー
クラーク・
ヘルスケ
ア・インク

気管カニューレの交換（初回）を行った後、ト
ラックケアを使用し吸引を試みたが、１５cmか
ら１６cmのところで挿入できなくなった。チュー
ブトラブルを考慮し、医師が気管カニューレを
交換し、原因検索のために気管支鏡検査を
行ったが、気道閉塞の所見はなかった。呼吸
音に狭窄音を認めたため、サクシゾンを投与
し、狭窄音は改善。吸引チューブの挿入もス
ムーズになった。

気道攣縮や気道浮腫が生じていた可能性。 初回の気管カニューレの交換後は、気
道浮腫も考慮し吸引時の状態を観察す
る。異常を認めた場合は速やかに医師
へ報告する。

吸引チューブが挿入困難になったとの
ことであるが、その背景要因としては患
者の気道攣縮や気道浮腫が生じていた
可能性があったとのことであり、モノの
観点からは検討困難と考える。
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20

障害なし 不明 不明 ミルク注入中に啼泣と共に、SpO2、HRが低下
しており、計画外抜管と診断した。すぐに抜管
し再挿管した。

痰の貯留によるチューブの閉塞とミルクの誤
嚥があり、体動もあり抜管したと考える。

痰を定期的に吸引する。固定方法を検
討する。

患者の体動により栄養チューブが抜け
たとのことであるが、固定状況等の詳細
が不明であり、モノの観点からは検討
困難と考える。

21

障害なし 不明 不明 胃管の自己抜去 体位変換後、抑制の確認をしなかった。 そばを離れる前に必ず抑制、体位を確
認する。

栄養チューブを自己抜去したとのことで
あるが、抜去の要因は患者の抑制が不
十分であったためとのことであり、モノ
の観点からは検討困難と考える。

22

障害なし 不明 不明 経管栄養注入中のみフドー手袋装着の計画
であった。手袋をはずしているときに自己抜去
した。

前々日に自己抜去していた情報を知らずに、
フドー手袋をはずす時間帯を作る計画に変更
した。

計画をアセスメントするために情報共有
を徹底する。経時記録を振り返るには
限界があるため、必ず共有する必要が
ある情報は看護指示に記載する。

栄養チューブを自己抜去したとのことで
あるが、抜去の要因は患者が手袋を装
着していなかったためとのことであり、モ
ノの観点からは検討困難と考える。

23

障害なし 不明 不明 認知障害がある患者の胃管の自己抜去 認知障害があり、上肢運動もできる患者にた
いしフドー手袋装着のチームの計画であった
が前日に「活動性が乏しいこと、胃管の違和
感がすくないこと」を根拠にフドー手袋を中止
したこと

フドー手袋の装着を再開した。 栄養チューブを自己抜去したとのことで
あるが、抜去の要因は患者が手袋を装
着していなかったためとのことであり、モ
ノの観点からは検討困難と考える。

24

障害なし 不明 不明 １９時、エンシュアHi１５０ｍｌと水１００ｍｌ、夕分
の薬を注入する準備を行い、患者を車椅子に
乗車した。
衣服をめくり、胃ろう部分を見ると、外部ストッ
パーから約２ｃｍのところでカテーテルが切れ
て衣服に絡んでいた。
すぐに、胃ろう挿入部がふさがらないよう他の
チューブを挿入し、当直医師に報告した。
１９：１５，当直医師がバルンカテーテル１４Ｆｒ
を挿入し、造影検査を行い位置の確認をし
た。胃ろう先端部分は胃内にあることを確認し
た。
翌日、日勤帯に内視鏡で胃ろう先端部分を取
り出し、胃ろうチューブを交換した。

胃ろうチューブは６ヶ月毎に交換していたが、
交換時期だった。
他の患者の胃ろうチューブよりも茶色の変色
があった。
注入物が逆流しやすい患者だった。
身体の動きが活発な患者で、それまでも、胃
ろうチューブが衣服にからむことがあった。

胃ろうチューブの交換時期をまず３ヶ月
で交換し、問題がなければ以後４ヶ月で
交換する。（メーカーの推奨する交換は
４～６ヶ月）
チューブが衣服に絡まないよう腹帯を
使用する。
勤務帯ごとに胃ろうチューブの異常の
有無を観察する。
胃ろうチューブ交換前に、チューブの点
検を行う。

胃瘻チューブが患者の衣服にからみ断
裂したとのことであるが、固定状況等の
詳細が不明であり、モノの観点からは
検討困難と考える。
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25

障害なし バードI.C.
フォーリー
トレイB

メディコン 1.入院時より暴言、暴力、危険行動が見られ
たため体幹抑制、介護衣を着用していた。
2.手術のため、尿道カテーテル挿入。尿道カ
テーテルは、大腿部に固定しズボンの下から
出していた。
3.14時のラウンド時に介護衣の裾から尿道カ
テーテルが抜去されているのを発見。カテー
テル先端の確認はしなかった。
4．再挿入せず紙おむつ使用とする。（通常、
尿道カテーテルは手術翌日～3日位で抜去し
ている。金曜日の手術だったため月曜日に抜
去予定だった）
5.主治医への報告は、休日だったため翌日の
月曜日に報告した。
6.尿道カテーテル自己抜去後自尿良好。膀胱
の症状なく経過。
7.患者の拒否でリハビリが進まないことから、
当院入院前の精神科病院に転院となる。
8.術後約1ヶ月頃、転院先病院のルーチン検
査（エコー・X-P撮影）にて膀胱内に異物発
見。当院での尿道カテーテル自己抜去暦につ
いて問い合わせあり。術後3日目に自己抜去
していることを伝える。
9.その後当院泌尿器科外来受診し、膀胱鏡に
て尿道カテーテル先端確認。

1.精神障害により、理解力低下や暴言・暴力・
危険行動あり。抑制帯・介護衣などを使用して
いたがカテーテルの観察や予防対策が不十
分だった。
2.入院時より暴言・暴力があり複数での対応
をするようにしていたが、当日は休日でもあり
看護師1名で対応していた。チームメンバーの
数に偏りがあり、他チームからの応援で対応
していた。
3.カテーテル自己抜去後の観察は行っていな
かった。（患者の血尿、疼痛の有無・カテーテ
ル先端確認など）
4.抜かれてしまったという思いと今まで先端が
ちぎれたことはなかったと言う思い込みで先端
の確認をしなかった。

1.危険行動が見られる場合など、医師と
相談の上早期に尿道カテーテルを抜去
する。
2.カテーテル自己抜去時は、必ず先端
の確認をする。（バルーンの状態、カ
テーテル破損の有無など）
3.カテーテルの固定方法を考慮するとと
もに各勤務帯1回は観察し、情報を共有
するとともに対応策を統一、周知する。
5.複数の看護師で対応し、時間をかけ
ずに観察できるようにする。
6.勤務表作成時は、チームで偏りが出
ないようにする。
7.仕事開始前に応援看護師との情報交
換、業務調整を行い一人で抱え込まな
いようにする。

尿道カテーテルが抜けているところを発
見したとのことであるが、抜去の要因は
精神障害の患者に対する予防対策やカ
テーテルの観察が不十分だったとのこ
とであり、モノの観点からは検討困難と
考える。
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26

障害なし バードI.C.
フォーリー
トレイB

メディコン 脳梗塞の既往があり通院治療中（ワーファリ
ン内服）。呼吸困難、発熱があり肺炎で入院し
た。翌日まで排尿が見られず膀胱留置カテー
テルを挿入。呼吸困難による体動不穏あり、
転倒転落の危険があり家族の了承を得て体
幹部抑制を行った。酸素投与、点滴治療によ
り呼吸状態は改善傾向にあり１週間後には食
事が開始された。入院から排便がないため、
日勤帯で緩下剤（テレミンソフト座薬）を投与。
３回ほどトイレで排便がみられた。準夜帯にな
り体幹部の抑制拒否がありナースコールを説
明し抑制はせずに病室を離れた。トイレから
ナースコールがあり訪室すると患者は一人で
トイレに入っていた。ベッドまで付き添うと膀胱
留置カテーテルと点滴ラインが自己抜去され
ていた。膀胱留置カテーテルは途中で斜めに
ちぎれ、先端は見当たらなかった。医師に報
告し翌日泌尿器科受診。内視鏡下で長さ６ｃ
ｍのカテーテル先端が摘出された。

尿閉と安静保持のため膀胱留置カテーテルを
挿入した。点滴治療と酸素投与により改善傾
向ではあったが、酸素が外れると酸素飽和度
が低下し、体動時の息切れがあり、安静のた
め膀胱留置カテーテルは必要であった。入院
から1週間、排便がないため座薬を使用。日勤
帯で3回程、看護師付き添いでトイレで排泄し
ており、準夜帯で便意を感じた患者は、トイレ
に行ってよいと判断し、ひとりでトイレ歩行し
た。患者は認知力の低下があり、膀胱留置カ
テーテルを挿入していることが理解されていな
かったため、膀胱留置カテーテルを外さずに
歩き、ベッドに固定されたカテーテルが引っ張
られ抜去した。患者が行動する際は見守りが
必要であると判断し、当事者も認識していた
が、抑制を外した後の観察ができなかった。ま
た、身体抑制を外したあとのアセスメント、代
替え策をとらなかったため、患者の行動を把
握できなかった。

膀胱留置カテーテルを挿入した場合
は、適応をアセスメントし、不要なチュー
ブ類は早期に抜去する。息切れのある
患者に下剤を使用する場合は、排便が
長引かないような薬剤を選択する。身
体抑制解除後は、患者の行動を観察・
アセスメントし、必要時は代替え策を検
討する。

尿道カテーテルを自己抜去したとのこと
であるが、抜去の要因は患者の拒否に
より抑制を行っていなかったためとのこ
とであり、モノの観点からは検討困難と
考える。

27

障害なし エバキュ
エース

秋山製作
所

気胸の術後、エアリークが続くため再手術に
なった。麻酔導入時に自発呼吸停止後もair
leakが続くため、chest tubeを様々な場所でク
ランプするが同様にair leakが続いた。エバ
キュエースの不具合が考えられ交換すると、
リークは消失した。ドレーン抜去後、改めてエ
バキュエースを観察すると上部のゴム栓挿入
部近傍に僅かなひび割れを認めた。エバキュ
エースの破損による外気胸の可能性が考えら
れた。

ディスポーザブル胸腔ドレナージセット（エバ
キュエース）のバッグ上部ゴム栓部分から斜
めに１ｃｍ程の亀裂が入っていた。

同じロット番号のエバキュエースは全て
回収。業者にバッグが上からの圧力で
破損する可能性があるのか、バッグの
どの部分が弱いのか検証を依頼中。
ベッド操作時に安全確認を必ず行う。

胸腔ドレーンのボトルが破損していたと
のことであるが、破損の原因が不明で
あり、モノの観点からは検討困難と考え
る。

28

障害なし メディカット
クランピン
グ付カ
ニューラ

日本コヴィ
ディエン

透析終了後、抜針しようと針と回路をはずした
ところ、針の逆流防止弁が作動せず血液が漏
出した。

製品の問題 業者への調査依頼。針を違う製品に切
り替える検討。

当該企業に確認したところ当該事例と
考えられる事象は情報入手されておら
ず、使用状況等の詳細が不明であり、
モノの観点からは検討困難と考える。
なお、当該製品には逆流防止弁付きの
ものはないとのこと。
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29

障害なし JMS人工
腎臓用血
液回路ST

ジェイ・エ
ム・エス

透析中に気泡混入アラームが鳴り、確認する
と回路に気泡が混入した。

カテーテルと回路の接続部分にゆるみがあっ
た。
原因は不明であるが、早期に発見し身体に気
泡は入らなかった。

業者と検討する。 当該企業に確認したところ当該事例と
考えられる事象は情報入手されておら
ず、カテーテルと回路の接続部分が緩
んだ原因が不明であり、モノの観点から
は検討困難と考える。

30

障害なし CODMAN
HAKIM 圧
可変式バ
ルブ シャ
ント システ
ム

ジョンソン・
エンド・ジョ
ンソン

Ｖ-Ｐシャント術の際、前回の手術時に実施し
たＬ-Ｐシャントのカテーテル抜去を行う予定で
あった。腰部を開創したところ、腰部くも膜下
腔内のチューブが断裂していた。Ｌ-Ｐシャント
チューブはＬ5-Ｓ1に挿入してあった。術中透
視下で、約10cmのシリコンチューブが硬膜嚢
内に迷入していることを確認した。使用した
チューブは硬膜嚢内留置用であり、摘出には
椎弓切除などの侵襲的な追加処置を要する
ため、摘出は行わず閉創した。

Ｌ-Ｐシャントは高齢者に実施する場合、椎間
変形の強い症例では、椎間でカテーテルが潰
される可能性がある。今回の事例は、その
ケースに該当すると考えられる。

チューブ挿入の際は、棘突起間の刺入
ではなく、傍正中からの挿入も検討す
る。高齢者で椎間変形が強く疑われる
場合は、脳室－腹腔シャント術を考慮
する。
今回の事例を踏まえて、当面本治療の
実施を見合わせるとともに、他施設情
報を収集し、手技上の問題の有無や、
再発防止に関する検討を加える。

当該企業に確認したところ当該事例と
考えられる事象は情報入手されておら
ず、シャントチューブの留置状況等が不
明であり、モノの観点からは検討困難と
考える。
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31

障害残存
の可能性
がある（低
い）

マイクロ
ニードル
セルジン
ガー キット

日本コヴィ
ディエン

本事象は，非ホジキンリンパ腫のため移植手
術目的にて本院入院の患者に対し，CVセン
ターにて鎖骨下静脈穿刺しCV挿入後、胸部
エックス線撮影したところ気胸を認めたため，
アスピレーションキット挿入したものである。
翌日，気胸増悪認め，2日後，ショックバイタル
となり，救急コール後ICU入室し気管内挿管。
血胸の診断にて同日緊急手術（胸腔鏡下肺
縫縮術）施行した。術後経過良好であり，移植
手術は一旦延期となっていたが、造血幹細胞
移植の前処置を改めて実施し、臍帯血移植を
施行した。

本事象は、モニターを装着しエコーガイド下に
てエコーによく写る穿刺針を用い、熟練した医
師が施行したが気胸を発症したものであり、あ
る一定の頻度で生じる合併症であると考えら
れる。

エコーで血管と肺の位置関係を確認し
穿刺するときに、できるだけ肺から離れ
た位置で穿刺を行う。
エコーの機種によっては、鎖骨下静脈
穿刺の際に、針先がエコービーム下にく
るようなアタッチメントを装着できる機種
やエコービームが斜めに出ることによ
り、穿刺針がエコーのディスプレイによく
映るものがあり、そちらの購入使用を検
討する。

CVカテーテルの挿入後に気胸を生じた
とのことであり、カテーテル留置に伴う
合併症と考えられ、モノの観点からは検
討困難と考える。

32

障害残存
の可能性
がある（高
い）

不明 不明 腰椎後彎症にて腰椎後彎部切除術施行し、
経口挿管のままICU入室される。入室時輸液
ルートは右手背に20G静脈ライン、左上腕22G
静脈ラインと22G動脈ライン、左手背20G静脈
ラインが確保されていた。その後も何度か点
滴漏れがあり、入れ替えを頻回に実施してい
た。しかし、下肢麻痺があるため下肢にルート
挿入は控えていたが、上肢での血管確保が困
難になってきたため、右下肢にルート挿入し、
メインの点滴を実施し、側管からイノバンをシ
リンジポンプで実施していた。翌日の4時に刺
入部確認時には異常がなかったが、6時に刺
入部確認時には点滴漏れがあり、抜針した。
一部水泡形成があったため、水泡・皮膚保護
のためフイルム貼用し下肢挙上にて様子観察
していた。

麻痺側からの血管確保での輸液投与であり、
危険リスク高かった。
ルート挿入部の観察が不十分であった。
イノバンなどの血管収縮剤を麻痺のある血管
での施行であった。
血管外漏出が起こった場合に皮膚障害のリス
クが高い薬剤についての知識が不足してい
た。

カテコラミンなど血管収縮剤は緊急性が
ある場合を除き、必ずCVルートからの
投与としていく。その根拠を理解し、投
与方法を考えルートを選択する事を徹
底させる。
麻痺側からの輸液は原則禁忌とする。
末梢からの投与を行っている場合は、
速やかに主治医にCV確保を依頼する。
看護師は、全てのルートの観察記録を
怠らないこと。

血管外漏出を認めたとのことであるが､
手技を含めた原因等の詳細が不明であ
り､検討困難と考える｡

33

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 メイロン投与中の末梢ルートが漏れ広範囲に
水泡を形成。皮膚科受診し、ルート固定テー
プを剥がしたところ糜爛となる。白色壊死とな
り、１回／日洗浄、プロペトガーゼ保護で経過
観察している。

テープ固定範囲から外れた部分に水泡を形
成しているのを発見する。固定テープを剥が
そうとするとテープ下に広範囲に水泡を形成し
ていることがわかり、一部は暗紫色に皮膚の
色が変化している。夜間除圧のため下肢の観
察をしていたが、観察が不十分で暗かったこと
もあり発見できていなかった。

不明 血管外漏出を認めたとのことであるが､
手技を含めた原因等の詳細が不明であ
り､検討困難と考える｡
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34

障害残存
の可能性
がある（低
い）

ブロンコ・
キャス気
管内
チューブ

コヴィディ
エン ジャ
パン

１．日中にも体動あり、主治医にて気管内
チューブを固定するなどの対応をしていた。
２．１９時頃より下肢をベッド柵に上げるなどの
動きがあった。
３．２０時０５分頃、呼吸器アラームで訪室。頭
が左に向き、頭の正中に位置していた呼吸器
のアームにかけた固定紐に引っ張られるよう
な状態で、気管チューブ（ダブルルーメン
チューブ）が抜けており、口腔内にカフが見え
換気できない状態であった。ＳＰＯ２７５％バッ
クバルブマスクで換気。
４．２０時３３分、当直医にて挿管（シングル
チューブで左片肺）施行。人工呼吸器装着。
５．２１時４０分、主治医にて呼吸器設定調
整。家族へ電話で病状説明。

１．術後１日目、気管内挿管、人工呼吸器装
着中の患者、鎮静剤を使用していたが、体動
あり増量や処置前早送りで対応していた。
２．四肢は抑制していたが、頭部の固定は
行っておらず、激しい体動によって事故抜去し
た。
３．覚醒状態と患者の体動を予測した固定が
できていなかった。固定紐の遊びがなかった。
４．鎮静剤の追加、増量を判断することができ
なかった。

１．挿管中の鎮静と予測される体動につ
いて、チーム全体で話し合い、アセスメ
ントする能力を高める。
２．頭部、頚部と気管内チューブの固定
（固定紐の遊びの持たせ方）の工夫と、
確認方法の徹底。
３．効果的な鎮静剤の使用。

気管チューブが抜けているところを発見
したとのことであるが、抜去の要因は患
者の体動とのことであり、モノの観点か
らは検討困難と考える。

35

障害残存
の可能性
なし

ポーテック
ス・ソフト
シールカフ
付き気管
内チューブ

スミスメ
ディカル・
ジャパン

呼吸、循環状態不安定、術後せん妄にて鎮静
し、人工呼吸器管中であった。呼吸器ウイニン
グのため、鎮静剤中止されていた。四肢のば
たつきなどあり、ミトンと抑制体を使用しながら
ベッドサイドで観察を行っていた。24時前に便
の訴えあり。便失禁あり、陰部洗浄、オムツ交
換を行った。その後、再度、ミトンと抑制帯を
装着した。常にベッドサイドに居るように努め
たが、他患者の水分バランスチェック中、0時
40分柵上に抑制は行われていたがミトンが外
れ、可動性がある状態で自己抜管している患
者を、次の勤務の看護師が発見。当直医師に
報告。すぐに気管内チューブ再挿管となる。そ
の後、主治医へも報告。経過観察。

１．鎮静剤が終了となり、体動が激しかった
が、なぜ動くのかきちんとアセスメントし、効果
的対策、対応が出来ていなかった。
２．忙しい状況で、他患者の処置のために、他
看護師へ声もかけずに観察の中断を行ってし
まった。
３．ＩＣＵ8人の看護師体制の中で、チーム間の
連携がとれていなかった。
４．ミトンや抑制帯の有効な使い方や固定法
が出来ていいなかった。

１．ＩＣＵ8人夜勤態勢において、リーダー
を中心にチーム間を超えた協力・連携
を行う。
２．観察の中断をしないよう、看護の工
夫を行う。
３．体動が激しくなった時、鎮静の必要
性について適切にアセスメントする。
４．判断に迷った場合、他看護師へ相
談する。

気管チューブが抜けているところを発見
したとのことであるが、抜去の要因は患
者の体動とのことであり、モノの観点か
らは検討困難と考える。

36

障害なし 不明 不明 気道熱傷のため気管切開をしていた。強い咳
そうとともに気管口の周囲から唾液が噴出し
ているため、ガーゼをめくり確認したところカ
ニューレがぬけかかっていた。医師に報告し
再挿入した。

カニューレが細く咳そうによる自然抜去が考え
られた。

カニューレの羽の部分を肌と縫合固定
する。ヒモ固定から固定バンドに変更し
た。

患者の強い咳そうにより気管カニューレ
が自然抜去したとのことであり、モノの
観点からは検討困難と考える。
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37

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 PEG(イディアルボタン)の自己抜去。胃瘻造設
術を行った患者。本日より白湯の注入開始予
定であった。意識障害あり、右手にミトン、左
手にメガホンを装着しており腹部には腹帯をし
ていた。2時、オムツ交換の際には入眠してお
り腹帯は巻かれていた。メガホン・ミトンも装着
されていた。3時、モニターが外れているのに
気付き訪室すると左手のメガホンが外れてお
り、腹帯が開かれ胃瘻造設部分にあったイ
ディアルボタンが抜去されていた。イディアル
ボタンはベッドサイド床に落ちていた。挿入部
からの出血なし。ガーゼに1ｃｍ×1ｃｍの出血
汚染あり。

実施されている抑制を過信していた。抑制が
十分でなかった可能性がある。

ミトンに加え、抑制帯を使用した。実施し
ている抑制に過信し過ぎず、患者の行
動の傾向を観察する。

胃瘻チューブが抜けているところを発見
したとのことであるが、抜去の要因は患
者の抑制が不十分であったとのことで
あり、モノの観点からは検討困難と考え
る。

慢性腎不全の急性増悪で緊急入院して２日
目。日勤より不隠行動はなしと申し送りあり。
カンファレンス時も意識レベルはＧＣＳ４・５・６
で明らかな不隠行動もない。患者からは「夜が
眠れない」という訴えがあり、夜勤リーダーは
睡眠が出来る環境を提供したいと考えベッド
移動を夜勤看護師数名で行った。２１：１５遅
出看護師は患者がおむつ内に手を入れてい
るのと発見、夜勤リーダー看護師に報告、さら
に、受け持ち看護師とフォロー看護師に情報
提供する。２２：３０消灯前に何かあればナー
スコールを押すことを説明しナースコールを手
渡した。その後は2時間毎に訪室し胸元で手を
組んで入眠していることを確認。１：５０モニ
ターアラーム音で訪室すると布団の中に手を
入れており、確認するとバルンを自己抜去さ
れていた。バルンは膨らんだままで抜去。尿
道口からは出血が持続していた。
ＩＣＵ当直医に出血が持続していることも含め、
状況報告する。尿道損傷も考えられるためバ
ルンカテーテル再留置は危険であるため様子
観察となる。その後、自尿あり。朝に主治医に
報告する。

１．ＧＣＳがクリアであることとせん妄とのアセ
スメントが出来ていなかった。
２．リーダー・受け持ち看護師・他のメンバー
間の情報共有が適切に行われていなかった。
３．不隠行動を察知した看護師の情報が生か
されていなかった。
４．患者の優先順位を考慮出来ていなかっ
た。（安全を考えた看護提供になっていなかっ
た）

１．ＧＣＳがクリアであることとせん妄と
のアセスメントが出来ていなかった。→
意識レベルの評価について十分理解を
深める。せん妄についての知識を深め
る。
２．リーダー・受け持ち看護師・他のメン
バー間の情報共有が適切に行われて
いなかった→リーダー・受け持ち看護
師・他のメンバー間の情報共有を適時
行う。
３．不隠行動を察知した看護師の情報
が生かされていなかった　→情報の分
析を適切に行う　せん妄など患者の行
動を察知し誰が受け持っても分かるＳＯ
ＡＰ記録を残す。
４．患者の優先順位を考慮出来ていな
かった（安全を考えた看護提供になって
いなかった）　→せん妄患者の環境調
整・看護介入については、日勤帯からカ
ンファレンスにて出来るだけ多くのスタッ
フと検討する。
医療安全委員会：前回入院時にバルン
カテーテルの自己抜去、転倒リスクにつ
いての対策が講じられていた情報を家
族・看護記録・医師から収集し、対策に
活かす。

９：１５主治医より泌尿器科医師に電話にて相談。泌尿器外来にて膀胱鏡使用してバルンカテーテル留置（２０Fｒ固定水１０ｍｌ ）尿道
損傷しておりバルンカテーテルは２週間程度留置し、抜去時は泌尿器に連絡するよう指示。再度抜去に至らないように固定の強化。朝
の抗凝固剤系を含む朝の内服も続行。尿道損傷を来していることから２週間バルンカテーテル留置し、２週間後に評価予定となる。
追記：泌尿器科受診し、バルン抜去。再度泌尿器科受診　残尿40mlのため、尿勢低下や尿線狭窄などの症状出現時に泌尿器科再診
でよいとのこと。

38

障害残存
の可能性
なし

バードI.C.
シルバー
フォーリー
トレイB

メディコン 尿道カテーテルが抜けているところを発
見したとのことであるが、抜去の要因は
患者がせん妄状態であったためとのこ
とであり、モノの観点からは検討困難と
考える。
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39

障害残存
の可能性
なし

バードI.C.
シルバー
フォーリー
トレイB

メディコン 朝7:00直前に廊下を歩いている本患者を発
見。末梢点滴は自己抜去され、尿道カテーテ
ルは途中で引きちぎられていた。先端を捜索
したが発見できず、同日日中に予定していた
腹部CTを撮影すると4cm程のチューブ先端が
膀胱内に遺残していることが発覚した。膀胱
鏡下で取り除くことは可能だが、認知症が強く
協力が得られない可能性が高いので手術室
にて麻酔下で異物除去を行った。

尿道カテーテルの使用方法に問題はなく、
チューブを劣化させる軟膏や液状のものを使
用した形跡はない。チューブの固定も正しく行
われていた。そもそも認知症があり、転倒回避
のためのセンサーマットや体幹抑制帯などを
利用していた。尿道カテーテルの破損状況は
引きちぎりによるものである、とメーカーより回
答あり。

チューブの引きちぎりを回避するには
チューブの留置期間をなるべく短期間
にすることが望ましいが、尿閉があるた
めそれは困難である。少しでも違和感を
感じさせないようなロック式固定システ
ムのあるフォーリーカテーテルの固定
テープの導入を検討する。

尿道カテーテルが抜けているところを発
見したとのことであるが、抜去の要因は
患者が認知症であったためとのことであ
り、モノの観点からは検討困難と考え
る。

40

障害なし 不明 不明 術当日よりせん妄状態のためナースステー
ション隣室で観察していたが、離床も進み、状
態が落ち着いたため病室で定期的な観察を
行っていた。19:20頃患者がベッド上座位に
なっており訪床すると、右手に膀胱留置カテー
テルを丸めて持っていた。膀胱留置カテーテ
ルは自己抜去され、先端のカフ部位はちぎれ
ていた。周囲を探すがカテーテル先端は見あ
たらなかった。
患者にどうしたのか尋ねると「そんなに引っ
ぱっていない。」と話され、ルート類を気にする
動作が見られた。亀頭部からの出血はない
が、シーツ・病衣に少量淡々血性の汚染がみ
られた。
医師に報告し、緊急に膀胱造影を行い、膀胱
内に膀胱留置カテーテルの先端の残留が認
められた。バルンカテーテル抜去による吻合
部への影響は少ないと判断し、再度、膀胱留
置カテーテル（腎孟バルンカテーテル18Ｆｒ、固
定水30ｍｌ）を再留置し様子観察した。吻合部
の回復を待ち、膀胱鏡で膀胱内に残留してい
た先端カフ部を取り除き、バルンカテーテルも
抜去した。

・患者のバルンカテーテルの必要性に関する
理解不足。
・夜間せん妄状態の発生リスクが高いと思わ
れる患者に対する対処不足。

・病衣を2部式にし、膀胱留置カテーテ
ルをズボンの裾に通す等、患者の目に
つかない工夫をする。
・状態に応じて、早めにナースステー
ション隣室での観察を行う。
・せん妄リスクの高い患者の観察を強
化する。（夜間の観察を強化する。夜間
電気をつける等の工夫）
・必要時、抑制をする
・主治医と相談し、夜間。せん妄発生時
の対処方法（不眠時の指示）を検討す
る。
・家族の協力を得て、就寝時まで付き
添ってもらう。

尿道カテーテルが抜けているところを発
見したとのことであるが、抜去の要因は
患者が不穏であったためとのことであ
り、モノの観点からは検討困難と考え
る。
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41

不明 トロッカー
アスピレー
ション キッ
ト

日本コヴィ
ディエン

夜間1:00にベッドの足側に頭を向けて寝てい
ることを観察した。その後2:00　再度同じように
寝ていたが、酸素カニューレが外れており、ラ
イン類があるため危険であることをご本人に
説明した。4:00に訪室すると、左胸腔ドレーン
のアスピレーションキットカテーテルを自己抜
去していた。途中でちぎれており、ベッド周囲
を確認したが、カテーテルの先端は見当たら
なった。医師に報告し、朝来棟した医師にＸ－
Ｐ撮影してもらうよう指示があった。
10:00Ｘ－Ｐ撮影後、胸腔内にアスピレーション
キットカテーテルの先端が遺残していることが
判明した。

術後、8日目であり、術後せん妄の状態が続
いていた。時折ドレーン類を引っ張っている様
子があったため。夜間は１～2時間毎の観察
を行っていた。

・夜間と日中の区別がつくような日中の
かかわりを行い夜間の睡眠を確保する
・必要時身体抑制や薬物の使用
・固定翼を使用したカテーテルの固定

胸腔ドレーンが抜けているところを発見
したとのことであるが、抜去の要因は患
者がせん妄状態であったためとのこと
であり、モノの観点からは検討困難と考
える。

42

障害なし 不明 不明 (胸腔ドレーン事故抜去)右胸気胸で入院し、
胸腔ドレーン管理を行っていた患者。22時45
分に本人より呼吸苦の訴えがあり、頚部・背
部を中心に皮下気腫を認めた。ドレーンから
のエアリークなし。ドレーン刺入部の縫合、固
定は良好。胸部XP、胸部CTでチェックした結
果、ドレーンの先端が皮下まで抜けている事
がわかり、胸腔ドレーンの入れ換えを行った。

19時頃に床に落ちたリモコンを拾おうとした時
に右胸部に痛みを感じたと言われた事から、
無理な姿勢によりドレーンに負荷がかかったと
考えられる。

ドレーン抜去が再発しないように体動時
の注意点を再度説明した。ドレーンに負
荷がかかりそうな動作は行わず、看護
師を呼ぶように伝え、同意を得た。

胸腔ドレーンが抜けたとのことである
が、患者が床に落ちたリモコンを拾った
際、無理な姿勢となり抜去されてしまっ
たと推察されており、モノの観点からは
検討困難と考える。

43

障害残存
の可能性
がある（低
い）

メディカット
クランピン
グ付カ
ニューラ

日本コヴィ
ディエン

1．右足趾壊疽で右足趾切断術。週3回血液透
析を受けていた。
2．血液透析中、時々起き上がる行動があった
が、透析中であることを説明すると臥床でき、
穿刺部に触れることはなかった。
3．10時40分、「寒い」と布団をかぶり穿刺部の
上肢も布団に覆われていた。
4．10時50分、穿刺部周囲とベッド下の多量の
血液に気付く。
5．返血部の針が自己抜針されていた。
6．針、チューブのテープ固定は通常より多く
の箇所を固定していた。
7．穿刺部は包帯で保護していたが、前腕部
の包帯は除去されていた。

1．今まで現在の刺入部の固定保護で問題な
く血液透析を終了していたため、危機意識が
低下していた。
2．患者のベッドのすぐ隣で、腹水濾過濃縮再
静注法の説明を受けていたため、患者の動き
に伴う物音で直ぐに駆けつけ、対処できるとい
う油断があった。
3．透析室スタッフ全員が一緒に腹水濾過濃
縮再静注法の説明を受けていたため、常時患
者の状態が観察できていなかった。
4．返血用の針のみが抜針されたため、急激
な圧低下にはならずアラームが作動しなかっ
た。
5．穿刺部の腕が布団の中だったため、目視
できなかった。

1．透析治療中は、常時2人以上で観察
する。
2．穿刺部の状態が目視できるように布
団などかけずに、バスタオルなどで覆っ
ておく。
3．認知行動がある患者は、病棟側から
の申し送りやカルテの記載内容から問
題、情報を共有する。
4．漏血シートの使用。

透析用留置針が抜けていたとのことで
あるが、抜去の要因は患者が認知症で
あったためとのことであり、モノの観点
からは検討困難と考える。
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44

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 １３時に訪室したら点滴のクレンメが全開と
なっていた。バイタル測定。ＤＸ値が６００以上
だった。インスリン　ノボリンＲ４Ｅ注射した。医
師に上申。２時間ごとに血糖測定。生食９００
ｍｌ実施した。

患者本人がクレンメを触った可能性あり。 頻回に訪室して確認する。 クレンメが全開となっていたとのことであ
るが、患者自身がクレンメを触った可能
性があるとのことであり、モノの観点か
らは検討困難と考える。
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45

障害残存
の可能性
がある
（低い）

透析２時間３０分経過したところでコンソール
の静脈下限アラームが鳴り、患者の所へ行く
と返血ルートが抜針していた。テガダームがつ
いていた為か急には下降せず、約１００から２
００mL の出血により、患者の意識レベルが低
下。緊急に脱血側よりゆっくり返血した。ブミ
ネートＤＩＶし、意識レベル改善する。当日はＣ
ＣＵへ入室しナイアガラカテーテルを挿入し輸
血する事となった。

透析途中にトイレまで車椅子で行き、トイレの
後テープ固定し直しており、抜針７分前に左側
臥位になった時もテープ固定、ルートなど再度
確認していたにも関わらず、抜針した。

・ 体動の多い患者には頻回の観察と確
認を行う
・ 針の固定方法をテガダームと絆創膏
ではなく、リボンテープを用いて×結び
をし、針挿入部位をケーパインで固定す
る方法に変更する。

透析用留置針が抜けているところを発
見したとのことであるが、抜去の要因は
患者の体動のためとのことであり、モノ
の観点からは検討困難と考える。

46

障害なし ＭＲ、ＡＳの手術目的にて入院した７０代男
性。手術後、ＣＣＵ、ＩＣＵへ入室し、集中治療
管理を行っていた。術後約１０日目１３：５０処
置の為、体位変換したところＣＨＤＦのアラー
ムが鳴り、機械が停止する。発見者が直ちに
確認したところ、ＣＨＤＦ回路チューブの一部
（フィルターと返血側チャンバー）が血液ポンプ
部に巻き込まれていた。この時に入口圧上限
警報が機械に表示されアラームが鳴りＣＨＤＦ
が停止となった。ＣＨＤＦが停止した時間は１
分以内であった。

患者体位変換時ラインが引っ張られる可能性
もある。このときはポンプ部に巻き込まれＣＨ
ＤＦが停止したと思われる。ポンプ部にカバー
やチューブラインを固定する器具があれば防
げる可能性がある。

・ 患者体位変換時は慎重にライン
チューブ類を確認しながら行う。
・ プライミングを行うときは、ライン
チューブ類をポンプ部近くにないように
テープなどで張り付ける。
・ メーカーに連絡し、ポンプカバーを取
り付けるなどの改善をメーカーに求め
る。
・ 情報の共有化を図る。

体位変換時、ラインが引っ張られ、回路
チューブの一部が血液ポンプに巻き込
まれたとのこと。

血液ポンプ部にカバーのない血液浄化
装置を取扱う製造販売業者に確認した
ところ、当該事例は情報入手されていな
かった。

そのため、血液ポンプ部にチューブが
巻き込まれるか実験を行ったところ、
チューブを折り曲げて無理に血液ポン
プ部へ押し込んだ場合では巻き込みが
再現されたが、通常の使用下では再現
されなかった。

報告書の内容からは事象発生時の状
況が不明であり、今後も同様事例の発
生を注視していく。
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47

－ 血液透析実施中、開始から2時間45分経過
後、患者及び他患者の透析機器を点検中、気
泡アラームが鳴り、自己抜針していることが分
かった。

患者は過去に自己抜針を行った経験のある
患者であったが、その情報が共有できていな
かったことが要因である。

・自己抜針を行った患者に対する透析
に当たっては、自己抜針のおそれが分
かる記載を表示し、病棟が変更しても職
員に患者の自己抜針の情報が共有で
きるよう連携を密にするよう指導した。

患者が透析用留置針を自己抜去したと
のことであり、モノの観点からは検討困
難と考える。

48

－ 透析中、穿刺部位を確認するときに、右手背
のロックルートが、抜けているのを発見する。
本人は入眠しており時折、寝返りをしていた。
ルート部位を触ったか問うと「憶えていない。
そんなのあった？」と答える。刺入部より出血
はみられなかった。

入室時に留置物の確認が不足したため、透析
中の留置物管理が十分ではなかった。

・入室時には患者の留置物を確認し、
透析施行中も定期的に観察する。

留置針が抜けているところを発見したと
のことであるが、固定状況や抜去の原
因等が不明であり、検討困難と考える。
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