
製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）
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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

1

障害なし 不明 不明 咳嗽反射著明による自然抜管の事例。前勤
務帯時にて、近日中の早期抜管に向けてベッ
ドアップでの体位保持を実施。ベッドアップ後
より、バッキングの出現頻回となり、挿管
チューブ23cmから21cmへと位置変更あり。Dr
確認にて21cmで経過観察となる。前勤務者か
らの申し送り後、再度目視にて挿管チューブ
の位置、固定状況確認。挿管チューブ用の
テープで確実な固定実施されているが、咳嗽
反射著明にて分時換気量低下アラーム頻回
にあり。Drに確認後、咽頭部にカフを認め自
然抜管されており、ベンチュリーマスクへ変更
となった。

頻回にバッキングが起こることから、適切な鎮
静度では無かったことや、バッキングに伴い挿
管チューブの位置変更が起こる固定状況下に
あったことが原因であると考える。

人工呼吸器管理中の患者に対して、適
切な鎮静管理状況下にあるかを医師と
常時相談し適切に鎮静が投与されるよ
う支援する。カフ圧は30mmHgと適切で
あったが、咳嗽反射が激しくその刺激に
よるカフが咽頭部まで上昇してしまっ
た。自然抜管後、咽頭部の狭窄音・呼
吸音・ABG結果を注意して観察していく
よう指導した。

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、抜去の要因は鎮
静及び抑制が適切でなかったためとの
ことであり、モノの観点からは検討困難
と考える。

2

障害残存
の可能性
なし

不明 日本メディ
カルネクス
ト

腰椎麻酔下でストリッピング術を施行した。
仰臥位から腹臥位に体位変換後、小伏在静
脈瘤のストリッピングを施行した。ネグミンで消
毒後、ガーゼで消毒剤をガーゼで拭き取っ
た。拭き取ったガーゼは、切開部から約6cm程
度離れた患者の下肢の上に置いていた。電気
メスを切開40、凝固40に設定し、電気メスを使
用し皮膚切開した。電気メス使用時、ガーゼは
執刀医が左手で覆っていた。執刀医が左手に
熱を感じたため見ると、ガーゼが引火してい
た。直ちに床にガーゼを払いのけ消火した。
患者の右下腿部後面に1.5cmの表皮剥離を
認めた。シーツへの引火はなかった。執刀医
の左手拇指に発赤を認めていたが術後消失
し、患者の熱傷部はリンデロン軟膏を塗用し
経過観察となった。対極板の貼用部の剥がれ
はなかった。

原因は不明
１．電気メス使用時に、直接触れないようして
いたが乾いたガーゼを付近に置いていた。目
に見える範囲で火花は確認しなかったが、電
極コード、ニードル電極がスパークした可能性
が考えられた。
２．電気メス、電極、電極コードは通常使用し
ている医療機器を使用しており使用時に警報
等はなく使用できていた。手術用具は、シーツ
ガーゼ類は下肢専用キットを使用していた。消
毒剤は、ポビドンヨード液を使用しており、アル
コール製剤の使用はなかった。手術野周囲
に、酸素が高濃度となる環境はなく、他の可
燃性物質はなかった。

１．電気メス使用時に可燃物となるガー
ゼは、可能な限り遠くにおき近くに置い
ておかない。近くで使用する場合、濡れ
たガーゼを使用する。
２．連続した長時間の電気メスの使用
は避ける。
３．電気メス本体の点検依頼、電気メス
本体の購入、保守点検を含め使用を検
討する（電極コード、電極ニードルを含
め業者に点検を依頼し電気メス本体、
電気メスコード、電極に問題はなかっ
た）。ガーゼ、シーツの業者に調査依頼
中

当該企業に確認したところ、当該事例と
考えられる事象は特定されておらず、製
品名や引火の原因等の詳細が不明で
あり、検討困難と考える。
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3

障害残存
の可能性
なし

人工呼吸
器 LTV シ
リーズ

パシフィッ
クメディコ

5:50頃、看護師Aは当該患者の吸引（気管・口
腔）、人工呼吸器点検、体位変換（人工呼吸
器側）を行った。その後再度気管内吸引後、
経管栄養を開始した。人工呼吸器点検では、
回路はずれがないことを確認し、回路が引っ
張られないように通常通り回路と患者の寝衣
を洗濯ばさみで固定した。
6:10頃、看護師Aは病室を退室し、向かいの病
室の患者の吸引、人工呼吸回路点検を行って
いた。途中、病室外から人工呼吸器アラーム
音が鳴ったり、止んだりしていた為ガラス窓越
しに当該患者のモニターを見て異常がないこ
とを確認した。
6:20頃、病室外から「シューッ、シューッ」という
音が聞こえたため、看護師Aが音がする当該
患者の病室に入った。すると、気管カニューレ
とフレックスチューブの接続が外れており、心
電図モニター上、HR：20、SpO2：測定不能で
顔面蒼白の患者を発見した。すぐに外れた接
続を繋げ、片手で胸部叩打、吸引しながらペ
ア看護師Bを呼んだ。訪室した看護師Bが心臓
マッサージを交替し、（訪室時HR：20、SpO2：
99～100%)10秒程度でHR60～80代に回復し
た。その後、看護師の声掛けに開眼運動・開
口等による通常の反応を示した。しばらくし
て、尿便失禁に気付き、看護師Aは看護師Bと
共におむつ交換を実施した。
7:05頃、偶然来た主治医が報告を受け、診察
し異常がないことを確認した。
7:30、巡視に来た当直看護師長が報告を受け
た。

1.情報共有不足
　当該看護師は、時折患者回路の接続はず
れを認識していたが、申し送りや看護記録に
よる情報共有ができていなかった。
2.意図的な観察・確認不足
　当該看護師は、接続はずれの危険性を予測
した回路接続部の意図的な確認ができていな
かった。
3.思い込みによる対応の遅れ
　当該看護師は、人工呼吸器アラームが鳴っ
たり、停止したりしている際に、当該患者のア
ラームでないことを確認した時点で、それ以降
に発生した持続するアラームについて、ペア
看護師が別の病室の2名の人工呼吸器対応
していると思い込み、対応が遅れた。
4.「コード・ブルー」が要請できなかった
　院内で患者急変時「コード・ブルー」要請が
遅れた事例があり、教育していたが、今回も
要請することができなかった。
5.対応後の観察の不足
　患者の意識回復後の血圧測定など循環動
態の確認をしていなかった。
6.報告の遅れ
　医師・当直看護師長への報告が速やかにで
きなかった。
7.記録の不備
　時系列での看護記録ができていなかった。
8.以上に関する教育の不足
9.人工呼吸器アラーム音が聞こえにくい環境
　接触感染拡大防止の為、個室管理としてい
たが病室ドアが閉鎖されていた為、ペア看護
師もアラーム音に気付きにくい状況があった。

1.情報共有・個別性のある看護計画の
指導
看護に必要な情報、患者安全に関する
情報を申し送りや記録で共有する。情
報に基づいた個別性のある看護計画を
立案し、実践することを教育する。
2.生命維持装置に関するアラームへの
注意喚起
生命維持装置・生体監視モニターのア
ラーム時、アラームの原因を確認後、速
やかに解除することを再確認する。すぐ
に対応できない時には、互いに声に出
して誰がアラーム対応できていることを
確認することを指導する。
3.「コード・ブルー」の教育
どんな時に「コード・ブルー」要請する必
要があるのか、アンケート調査を行うと
共に、部署毎に救命が必要な場面を想
定したシュミレーション訓練を行う。
4.医療事故発生時の対応についての教
育
当直看護師長に対する事故発生時・発
生後の対応、時系列記録について指導
し、当該部署内での教育及び事故発生
時及び記録の指導ができるようにする。
5.病室ドアの開放

呼吸器回路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、外れの原
因等の詳細が不明であり検討困難と考
える。

4

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 放射線透視装置を使用した胸部大動脈瘤ス
テント治療を予定し、患者はすでに全身麻酔
下にある段階で、装置が起動しないという事
例が発生し、一部手術内容を変更して施行す
る必要がでた。

手術前（あるいは全身麻酔導入前）に使用す
る装置の起動確認がなされていなかった。

手術前（あるいは全身麻酔導入前）に
使用する装置の起動確認を義務づけ
る。

手術直前に透視装置が起動しなかった
とのことであるが、起動不能の原因や
製品名等の詳細が不明であり検討困難
と考える。
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5

障害残存
の可能性
がある（低
い）

アルカディ
ス　アバン
ティック

シーメン
ス・ジャパ
ン

TEVERの手術予定の患者の入室とほぼ同時
に装置を立ち上げたが、患者の麻酔導入が終
了したタイミングで装置の不具合が発生。

前々日に同一の装置が使用されていることが
確認できたため、突発的な装置の不具合と考
えられる。

本件は突発的な装置トラブルであった
ため、対応策としては入室する前（30分
程度）から装置の立ち上げと動作確認
を行うことが望ましいが、手術室の状況
との兼ね合いもある。
【ARCADIS外科用イメージの故障原因
について】
修理完了原因はCアームと装置本体の
コネクションを司る基板に接続不良が生
じていたことが原因接点復活剤の使用
により正常復帰した。
【対策】
外科用イメージ（ARCADIS）は毎日始業
点検を実施する。
その他外科用イメージ（BVEndura）は当
日使用予定がある場合は同様に始業
点検を実施する。

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、基板に接続不良が生じていたとの
ことであるが、接続不良の原因等の詳
細が不明であり検討困難と考える。

ＩＭＲＴ患者の個別線量検証を実施した。その
際、線量計による中心線量には異常なかった
が、フィルムによる矢状断面線量分布が治療
計画装置と相違があることがわかった。水平
断面の線量分布に異常はなかった。
翌日にも同様のフィルム試験を実施したが改
善は認められなかった。
さらに翌日、フィルムを交換しても同様の相違
があったため、単純な照射野１０×１０ｃｍの２
次元平面線量分布を収集した。通常は、単純
平面照射の場合、ビームプロファイルは平坦
になるが、頭尾方向・左右方向で線量の不均
等が認められた。

今回の装置故障状況を確認した結果、
1.クライストロンの高周波出力が低下した(ビー
ムのエネルギー指標であるＴＰＲ２０／１０が
２％低下)
2.ビーム平坦度を監視するインターロック機構
が働かなかった（通常は、各方向５％の対称
性の乱れで警告が発生、10％の対称性の乱
れでインターロック機構が働くことになってい
る）。これは、イオンチェンバ平坦度モニタの検
出感度が変化したために発生した。実際に
は、１５．７％でインターロックが働いた。

１．クライストロンを交換し動作確認し
た。
２．イオンチェンバを交換し動作確認し
た。
３．日常点検項目に、ビームの平坦度、
対称性を確認する項目を追加してＱＡを
実施する。

このデータを確認して、三次元水ファントムによる電離箱線量計を用いた線量プロファイルのデータ収集を行った。フィルムデータと同
様に、ビーム平坦度・対称性に問題があることが明らかとなった。治療中の患者に使用したＸ線は１０ＭＶで、ビーム中心から患者足側
で最大９．０１％の線量増加、ビーム中心から患者頭側で最大３．３７％の線量低下が認められた。放射線治療専門放射線技師認定
機構主催の実機講習会が、異常発覚前の日曜日に開催され、ビームプロファイルデータ測定を行った。この時、異常は認められな
かった。よって、今回の故障はその翌日以降に発生したものと考えられ、最大で4回分の照射に影響していたと思われる。

6

障害残存
の可能性
なし

三菱医療
用ライナッ
ク MHCLシ
リーズ

三菱電機 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、線量分布に相違があったとのことで
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。
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7

障害残存
の可能性
がある（低
い）

PICCキット 日本コヴィ
ディエン

残胃癌に対して残胃全摘、脾摘後3日目の患
者。術後より肝下面、左横隔膜下にドレーンあ
り。術後膵液漏のため絶飲食中。本日胸部Ｘ
線撮影行い、左胸腔に胸水貯留しているため
左胸腔ドレーン留置、また左腕正中からＰＩＣＣ
カテーテル挿入されていた。術後のドレーン排
液のＡＭＹ値も8万程度あり、ＣＴを施行し、手
術を検討するという方針であった。
不眠訴えあり、20時30分にレンドルミンＤ1錠
内服。23時20分頃、「おーい」と声が聞こえる
ため廊下を見ると、病室の入り口に立ち、「出
られない」と発言しているのを発見する。訪室
するとＰＩＣＣカテーテルが縫合固定の部分で
接続が外れて落ちており、出血している。また
肝下面、左横隔ドレーンが抜けており、縫合固
定糸のみ残っていた。胸腔ドレーンは抜けて
床に落ちていた。
ベッドに戻り臥床しさせ、状況の確認するが
「分からない」と返答。その他に何を質問して
も「分からん」と返答される。
当直医師へ報告。ＰＩＣＣカテーテル抜去し
ガーゼで圧迫固定。肝下面と左横隔膜ドレー
ンの縫合糸を外し、ドレーン刺入部を消毒、
ガーゼ保護。左胸腔ドレーンは縫合糸のみ
残っていたため除去。1：00、膵液漏の増悪を
防ぐため緊急手術となった。

・膵液漏にて疼痛が強かった。
・ドレーン類自己抜去の当日、胸腔穿刺も行っ
ており身体への負担、苦痛が大きいため精神
状態も不安定になりせん妄を誘発した。
・日勤の看護師は、せん妄のリスク患者であ
るという認識があったが、夜勤看護師には情
報伝達されていなかった。
・自己抜去する約1時間前に排尿を失敗してい
たが、危険行動、不明な言動なかった。夜勤
看護師は患者の状態をアセスメントした結果、
抑制が必要という結果に至らなかった。

・術後経過が良好でない患者の場合
は、医師とカンファレンスを実施、抑制
の検討を行う。
・患者の身体状況、精神状況を観察し
て危険行動を起こさないかアセスメント
を行い、必要であれば抑制を行う。
・ドレーン挿入患者は、ドレーンの目的、
抜去時のリスクを検討し、患者へ説明し
ておく。
・せん妄についての勉強会を行い、アセ
スメント能力を向上させる。
・継続した看護が提供できるように引継
ぎ、情報共有を行っていく。
・アセスメントや看護介入が経験により
差が生じないように、カンファレンスを行
う。

CVカテーテル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。
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8

障害なし PI　カテー
テル　キッ
ト

日本コヴィ
ディエン

30W0D　帝王切開で1，365gで出生　手術室で
挿管
21：00　NICU入室し採血実施　Glu26mg/dL
22：30　PIカテーテル挿入した。
23：36　XPでPIカテーテル先端が上大静脈に
位置していることを確認した。
翌6：47　肺野確認のためのXPでもカテーテル
先端が上大静脈に留置していることを確認し
た。
9：00～9：30　SPO2　80～85％と低下している
と看護師より報告を受ける　FIO2　100％にし
ても改善なく、心エコー実施し、心辺縁に全周
性の低エコー域認めた。
9：46　XP実施　PIカテーテルが右心房内にあ
ることを確認した。その後、BP測定不可とな
り、小児心臓外科医に報告し、PIカテーテルを
1.5から2ｃｍ引いて固定した。
11：21　心嚢ドレナージ術実施。翌日、心嚢ド
レーン抜去した。

定期的に、XPで位置を確認していたが、PIカ
テーテル挿入に伴う心タンポナーデは、起こり
うる合併症として説明している。
患者の体動や生理的体重減少でもカテーテ
ル先端の位置がずれることがある。
挿入後の固定時に、挿入位置のマーキングは
されていなかった。

・体位（手を下すだけで位置がずれる）
や生理的体重減少で位置がずれる為、
挿入時に挿入位置を浅めに入れたほう
がよい。
・左手からアプローチする（ただし頭側
に入りやすいことを考慮する）または、
下肢からアプローチする。
・現在は挿入後の固定位置をマーキン
グしていないが、カテーテルの観察時に
マーキング位置の確認を行う。

CVカテーテル先端が右心房内に迷入し
たとのことであるが、固定状況等の詳細
が不明であり、検討困難と考える。

9

障害残存
の可能性
がある（低
い）

シュアシー
ルドサーフ
ローⅡ

テルモ 3回/日3日間の予定でゾシン開始された。開
始３日後日勤で左足背の点滴刺入部の発赤・
腫脹あり、左上腕に点滴差し替えした。その時
点では潰瘍様ではなかったが、同日22：00
頃、左足背ルート挿入痕の腫脹は変わらな
かった。しかし、浸出液は無かったが、潰瘍様
であったため、翌日主治医に報告し皮膚科受
診となった。

患者は左の不全麻痺あり、本来は左側への
点滴挿入は避けていたが、ルートの確保が難
しく、左側も使わざるをえなかった。また糖尿
病もあることから知覚鈍麻も考えられ、痛みの
訴えはほとんど無いため、発見が遅れた可能
性がある。

点滴漏れの早期発見のため、点滴刺入
部の確認を観察項目に追加し記録に残
していく。そのことで全員の意識を高め
ることにつなげる。
薬液での潰瘍形成について、使用する
薬剤の危険性を充分把握してから使用
する。

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

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 夜勤者より点滴IVが固くて入らないとの送りが
あり、医師に報告し、末梢ライン抜去、日勤帯
に抗生剤内服への変更の指示があった。点
滴漏れあり、抜針後、水泡形成を認めた。

末梢ライン確保が困難な症例であった。IVが
固かった際には、既に点滴が漏れていたこと
が予測される。IVがスムーズでないのに、刺
入部の観察が十分に行なえていなかった。既
に一度水泡が破膜している状態だったが、カ
テリープラス貼付の上から水泡が確認しづら
かった可能性がある。

ヘパロック中の患者でも、IVを実施中
は、刺入部の確認をしっかり行う。
IVが硬い場合は無理してIVせず、末梢
ラインの再確保を検討する。

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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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）

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

11

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 Aライン管理下の患者が、橈骨動脈を損傷さ
れ血腫に伴うコンパートメント症候群を生じ減
張切開へ至った事例。
Aライン挿入されていたが、翌日の日勤帯より
右前腕の緊満を認めていた。夜勤帯において
も緊満継続していたが医師へ報告していな
かった。2日目の日勤帯にて医師へ報告し前
腕内圧測定すると、コンパートメント症候群で
あり、前腕の減張切開施行、橈骨動脈の損傷
認めており止血を施行した。

日勤から夜勤への申し送り時、右前腕の緊満
感についての申し送りがあったために、緊満
感について医師は知っているものだと思い込
んでしまい、医師への報告を怠った。

・Aライン挿入部の観察を行い、緊満時
は速やかに医師へ報告する。

動脈ラインにより、患者の橈骨動脈を損
傷したとのことであるが、固定状況等の
詳細が不明であり､検討困難と考える｡

12

障害なし 不明 不明 ２３時０４分、動脈ライン固定のエラテックスの
滲み出しの色が、鮮血色に変化し、直後に出
血を認めた。医師とともにテープをはがそうと
すると、エラテックスの皮膚が暗紫色で、テー
プとともに皮膚がはがされる危険があると判
断した。大量の生理的食塩水をかけながら抜
針した。暗紫色の部分は横３cm×縦1.5cm
で、刺入部痕を中心として裂傷を認めた。裂
傷は、元々あったものか、エラテックスを剥が
す際の生じたものかは不明である。

患児はVAD管理中で、抗凝固薬を使用してい
たため、旧血性の滲み出しがあったが張り替
えは行なわれていなかった。そのため、当皮
膚所見がいつから生じていたのか分からな
かった。当日夕方頃より、児の動きが徐々に
活発になってきていた。動脈ラインが留置され
ている手首はシーネで固定していたが、その
固定の中で児が手首を動かそうとする動きが
見られていた。その直後の出血であった。児
は拡張型心筋症でVAD管理中であり、末梢循
環不全・低栄養と、皮膚が脆弱な状態であっ
たと推測される。

新たに確保した動脈ラインの固定に際
しては、ジェルコ針と皮膚の間にコメ
ガーゼを挟み、その上から通常のエラ
テックス固定を行い、皮膚を直接圧迫し
ないようにすることとした。
本児のように皮膚が脆弱な児に対して
は、動脈ラインに出血痕がある場合は、
張り替えをして皮膚を観察することも必
要である。

動脈ライン刺入部に裂傷を認めたとの
ことであるが、固定状況等の詳細が不
明であり、検討困難と考える。
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13

障害残存
の可能性
なし

パーカー
気管
チューブ

日本メディ
カルネクス
ト

4時05分、舌根沈下様の呼吸が出現、無呼吸
出現から呼吸停止をきたした。脈拍も弱くなり
心臓マッサージを開始、医師の来棟後挿管や
ネーザルエアウエイの挿入を試みたが困難で
鼻出血が著しかった。麻酔科医師により5時50
分気管挿管を行い、人工呼吸器を装着して14
時40分ICU/CCUに入室した。
プロポフォールとミタゾラムを使用して鎮静（患
者の状態により指示で増減を適時行ってい
る）・人工呼吸管理中だったが、日勤中に自発
的開眼や起き上がろうとしたり、気管チューブ
に手を持っていこうとする動きがあり、プロポ
フォールとミタゾラムを増量し、疼痛コントロー
ルのためにフェンタニルの持続点滴を開始し
た。両上肢に安全帯を使用していた。
22時47分、病室前で交換のためのプロポ
フォールを注射器に準備している時に人工呼
吸器のアラームが鳴り、見ると安全帯から手
が抜けて気管チューブを自己抜去していた。
当直医師に報告し、来室時ベンチュリーマスク
酸素濃度0.4 (O28リットル)で酸素飽和度 98%
と維持ができていたために酸素マスクで経過
観察の指示があった。1時08分、患者が呼吸
困難感を訴え、呼吸音を聴取すると両側肺の
Air入りが少ない状態だったので、医師に報告
し再挿管を行った。挿管時に凝血塊を吸引し
た。

１．両手に安全帯を使用していたので事故を
防ぐことができると考えていた。
２．日勤者からの引き継ぎ以後、体動が強く
なったことを認知していたが、新たな安全策を
考えていなかった。
３．安全帯の装着状況の最終確認は20時に
行った。
４．22時に体位変換を行ったが 安全帯が 適
切な状況にあるか確認できていなかった。
５．ベッドを60度位にアップしていたので体動
により、患者の身体がずり下がって上肢が口
元にまで届く状態にあった。
６．抜去時に安全帯から手が抜けていた。
７．当日ICUは大変繁忙な状況でベッドの前で
注射液を準備していたが、他スタッフに観察を
依頼することができなかった。

１．安全帯装着状況の確認を行う。特に
ベッドの頭側挙上時には頻回に体のず
れや安全帯の固定や手が届かないか
などを確認する。
２．安全帯から手が抜けても手指の部
分がカバーできるような安全用具を検
討する。

気管チューブ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。

14

障害なし リンフォー
ス 気管内
チューブ

コヴィディ
エン ジャ
パン

全身麻酔をかけたとき、換気不全となり手術
中止で帰室し、人工呼吸器管理となった。３日
後、日勤からウイニング開始。ドルミカム
2mL/hから中止となり体動あり、挿管チューブ
を動かし、バイトブロックを外す行為が日勤か
ら準夜までに２回ある。医師の指示でドルミカ
ム再開始し、フラッシュもしていたが、２１時バ
イトブロックを外し、挿管チューブをかみＳｐ０２
低下して再挿管した。

患者覚醒により体動があり、自己抜管の危険
性があることを予測していなかった。
医師は日勤からウイニングしても抜管しなかっ
た。
急変患者もいてバタバタしていた。

夜間看護師の人数が少ないときの管理
を考え、ウイニングは抜管当日に行う。
意識があり体動があるとき、ドルミカム
をフラッシュしても効果無いときは医師
に連絡。

気管チューブ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。
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筋萎縮性側索硬化症疑いのため入院予定で
あった。その1ヶ月前に自宅で転倒、家族の希
望で紹介元病院に入院、経管栄養を開始し
た。誤嚥性肺炎などから心肺停止となり気管
挿管し、当院に転院し、診療科での加療のた
め一般病棟に転入した。オキシベント酸素5L/
分投与、鎮静は実施していなかった。気管
チューブ7.5Fr（20cm挿入固定、カフ10mL　カ
フ圧24mmH2O）。入院直後より、人工呼吸器
を装着し鎮静を開始した。鎮静：ドルミカム
1.0mL/H、呼吸器設定モード：A/C
VT470mL/回　FiO28.0％　RR20回/分
PEEP8.0 cmH2O。
リッチモンド興奮・鎮静スケール（RASS）：0～1
で経過しており、覚醒時は意思疎通が可能。
痰は、口腔内は30分毎、気管チューブからは1
時間毎に吸引をしていた。前病院で気管
チューブの事故抜去歴があり、両上肢抑制
帯、両手ミトンの抑制を入院時より実施。

１．1回目の抜去時は、呼吸筋力の低下を防
止するために早期に抜管する予定であった。
鎮静剤：ドルミカムが使用され、RASS：1～0で
経過していた。喀痰量が多く、30分から1時間
毎に吸引を実施していた。2回目の抜去時は、
人工呼吸器管理が必要であった。RASSは-2
～0で経過しており、十分な鎮静が得られてい
なかった。
２．患者転院時に、呼吸器管理の重症患者が
1名おり病棟での対応が難しかった。医師の当
直はオンコール体制であり、1回目抜去時は
病棟当直医は不在であった。
３．小柄で丸背があり、上肢抑制の固定が、
体位変換時に緩んだりしていた。覚醒時に患
者の上肢の動きを考えており、体幹や頭部の
動き、体位のずれについて評価が不足してい
た。抑制に対してストレスが見られた。意思の
疎通が取れているとの思いが看護師にあっ
た。

障害なし PORTEX・
気管内
チューブ

スミスメ
ディカル・
ジャパン

2時間毎に体位交換を行い、抑制を確認していたが、患者は2～3日前より、抑制帯を外してほ
しいとの訴えや、自分でミトンを外していることがあった。
当日、1時の巡視中に、人工呼吸器のアラームが鳴っており訪室すると、患者が気管チューブ
を抜去していた。ミトンは外していたが、上肢抑制は固定したままであった。呼びかけに開眼
するが、SpO260％まで低下し顔面蒼白であった。口・鼻腔より吸引し、バッグバルブマスクに
よる換気を開始、RRSを要請した。救急部医師、救急部看護師が到着、RASS:0でありドルミカ
ム2.0mLフラッシュし再挿管後、人工呼吸器を再装着した。
鎮静をドルミカムからディプリバンに変更し、RASS：-2～0で経過していたが、鎮静コントロー
ルが不十分であり、再度気管チューブの抜去があり、ディプリバンを中止し、プレセデックスに
変更、気管切開を実施した。

・患者の状態、病状を評価し、鎮静の目
的や目標レベルを決定、医師、看護師、
家族で共有する。
・鎮静剤の種類、投与量、効果、鎮静レ
ベルを検討する。患者がせん妄状態で
あるかどうか評価する。
・患者の苦痛等評価し鎮痛剤の併用を
考える。
・事故抜去時の対応について話し合い、
発生後の対応体制を整える（呼吸器の
設定、管理のマニュアル、チェックリスト
等）。
・人工呼吸器管理に関して、鎮静・鎮痛
レベルを評価し適切な管理を行う必要
がある。急性期の管理の場合、抜管等
予防対策がとれるよう迅速な対応のた
め集中治療病棟での管理を選択する。
人工呼吸器管理体制について検討す
る。
・患者の病状に合わせた身体拘束方法
を選択、実施する。医師、看護師での抑
制評価
・仰臥位、側臥位での体位固定時、抑
制帯の固定位置を変更し手が届かない
位置に固定する。 患者の体動状況を評
価し調整する。体動で呼吸器回路が
引っ張られないように確認する。
・抑制解除について評価する。

15

気管チューブ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。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）
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16

障害なし 不明 不明 ＲＡＳＳ：-1～0身体抑制は行わず経口挿管
中。呼吸器離脱に向け呼吸器設定変更段階
にあった。肺うっ血による呼吸状態悪化を認
め、ＲＡＳＳ：+1～2とスケールの変化を認め、
プレセデックスを増量していた。翌日16:30交
替時より呼吸苦の訴え強く努力様呼吸呈す。
ＲＲ30台、担当医師にてプレセデックス増量。
呼吸器の設定変更し呼吸状態安定。徐々に
入眠された。他患者の観察のために、患者の
そばを離れた直後、気管チューブ、経鼻栄養
チューブを自己抜去された。直ぐにＢＶＭにて
酸素投与、用手換気を開始。ロヒプノール+ト
スパリール投与し再挿管となった。人工呼吸
器装着後、呼吸状態安定する。本人へ説明
し、両上肢抑制を開始した。

挿管チューブの抜去による身体侵襲につい
て、意志の疎通があり、身体抑制を行ってい
なかった。
前日より呼吸状態の変化があり苦痛が増強し
ていた。
挿管されている期間の長期化により精神的ス
トレスがあった。
患者のそばを離れるときに、他看護師に観察
を依頼していなかった。

身体的変化や精神的変化を見逃さない
観察とアセスメントを行う。
事前のエピソードを踏まえ、抜去予防の
ため身体抑制を実施する。
患者のそばを離れるときは、他看護師
に観察を依頼する。
患者のそばを離れることが多くなるよう
なときは、身体抑制を実施する。

気管チューブ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。

17

障害なし 不明 不明 21時の栄養前にチューブや固定バー、固定
テープを確認し問題なく栄養を開始した。児は
覚醒して体動もあったが落ち着いていたた
め、他児の対応を行っていた。21:15　突然モ
ニターアラームが鳴り、駆けつけるとＨＲ、ＳＰ
Ｏ２の低下あり。チューブやテープに異常な
く、バギング実施するも回復認めず。当直医
師へ報告。当直医師にてバギング実施される
が回復せず、抜管と判断された。21:30　医師
にて気管チューブを抜管後、マスク換気実施。
バイタル回復後再挿管となる（3Ｆｒ　口元9ｃ
ｍ）。22:00　当直師長へ報告。Ｘ－Ｐでチュー
ブの長さを確認。抜管前は8.5ｃｍ固定だった
が9ｃｍ固定に変更された。右手にミトンを使
用した。

患児の右手が気管チューブに届く状態であっ
たため、引っ張った状態になった。
元来、気管チューブを持って引っ張ったり、体
動活発であった。児は覚醒していたが穏やか
であったため、ミトンを使用していなかった。

挿管チューブに手が届いている場合
は、ミトンの装着を行う。
チューブに手が届きにくい回路の位置
や患者の体位を調整する。
体動が活発な児は固定バーや固定
テープの緩みに注意する。

気管チューブが抜去されているところを
発見したとのことであるが、製品名や固
定状況等の詳細が不明であり、検討困
難と考える。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）

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

18

死亡 不明 不明 顎関節の手術後2日目。凝固状態の異常を認
めて脳内出血の可能性があったために頭部
CTを撮影することにした。形成外科医師付き
添いの元、CT室へベッドで移動した。移動中
のSpo2は100％で異常はなかった。ベッドから
CT台に移動し、口腔内の吸引をしているとこ
ろでSpo2が低下した。ただちに小児科、小児
外科、形成外科をコールした。その後心停止
となり蘇生開始し気管切開を行い一時的には
心拍は再開したが、その後、再び心停止とな
り死亡した。
【付記】
患者は手術の影響で、著しい頚部浮腫があり
再挿管が困難な状態であった。

CT室への移動時、ベッドからCT台への移動、
吸引時のいずれかで気道トラブルが発生した
こと。

移動時のマニュアルを作成中。 気管チューブ使用中、患者のSpO2が低
下したとのことであるが、製品名や使用
状況等の詳細が不明であり、検討困難
と考える。

19

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 母親の面会時，医師立ち会いの下，抑制帯を
外して抱っこをする時間を設けていた。当日，
小児科医師が人工鼻に変更し，母親が抱っこ
をした際に喘鳴があり，ベッドに戻してバギン
グと吸引を施行し，医師が人工呼吸器を装着
した。約30分後，ゲボッと音がし，訪床すると
喘鳴があり，看護師2名でバギングと吸引を施
行。水様の液体が多量に引かれる。SPO2
90%台，自発呼吸はありチアノーゼはなかっ
た。チューブ固定を確認，指示通り固定され
テープの緩みもなかった。バギング中，胸郭
の上がりがなく腹部が膨満。胃内吸引を行うと
エアが引かれる。ドクターコールを依頼し，す
ぐ到着した医師が気管に挿入されていないと
判断し，チューブを抜去した。インファント
ウォーマー移動。挿管中啼泣し，一時SPO2
60%台まで低下。ミダゾラムを0.8mlフラッシュ
し，ポーテックス4mm挿管，右口角10cm固定。
コットに移動し人工呼吸器を装着する。約30分
後，呼吸状態，SPO2 98%で安定した。

抱っこを行うことでチューブの位置がずれた可
能性がある。人工鼻の重みで気管チューブが
アーチ状に下向きとなり，その時に抜けかかっ
たと考えられる。

抱っこをする際は，医師がそばにいるよ
うにし，急変時には早く対応できるよう
にする。抱っこ後，チューブの位置が変
わるリスクがあることを認識し，十分に
観察を行うようにする。

気管チューブが抜去されているところを
発見したとのことであるが、製品名や固
定状況等の詳細等が不明であり、検討
困難と考える。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）
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12:30に気管切開施行。気管切開直後より、カ
フ周囲よりエアリークあり、医師に報告し、カフ
圧を50cmH2Oに上げる指示ありと日勤ナース
から申し送り受ける。

カフ周囲からのエアリークがあることがわかっ
ていたが、カフ圧での対応、呼吸器回路の位
置調整を行っていただけであった。

カフ周囲からのエアリークが持続する際
は医師に報告し、気管カニューレが気
管内に挿入できているか、早期の確認
を依頼する。

21

障害なし トラキオス
トミー
チューブ

日本コヴィ
ディエン

1．病棟で転棟２日目より、日中はトラキオマス
ク使用し、夜間のみ人工呼吸器装着。前日よ
り夜間も人工呼吸器中止していた。
2．部屋を個室より大部屋へ移動後、落ち着き
がなくなり、胃管の自己抜去も２回あり。
3．ミトンと抑制帯を使用するも、興奮し何度も
外されるため看護師が交替で廊下から監視し
ていた。
4．5時15分夜勤看護師が３人共ナースコール
対応し、10分程、観察の中断を行った間に気
管切開カヌーレを自己抜去されていた。
5．直に当直医師、当直師長へ報告。
6．麻酔科当直医師にて気管切開カニューレ８
Fr再挿入。
7．気切部より出血少量あったがすぐに止血。
呼吸状態変化なし。

1．90才代高齢な患者の緊急入院。患者が環
境の急激な変化への不対応。
2．入院期間、ライン、医療機器使用期間が長
く、精神状態が不安定。
3．ライン抜去、転倒・転落ハイリスクであるに
も関わらずミトンや抑制体を外したままで入眠
されていたため大丈夫と油断し、観察の中断
を行ってしまった。

１．患者がMT自己抜去を2回立て続け
に行われている。その時点で気切
チューブ自己抜去されるかもしれないと
いう予測と対策を具体的に立案し、御家
族へもリスクと行っている事故防止対策
を説明しておく。
2．呼吸状態が安定しているとは言えな
い状況のため、異常事態となった場合、
早期発見と適切な対応がとれるよう準
備しておく。
3．一般病棟でも、必要時、せん妄アセ
スメントシートを使用し、適切な評価・対
策を行う。
４．処置対応の優先度とスタッフ間の連
携。

気管カニューレ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。

20

障害残存
の可能性
なし

サクション
エイド

スミスメ
ディカル・
ジャパン

準夜勤務開始時、気管内チューブ固定は真田紐で2横指分の緩さで固定しており、カフ圧は50cmH2O、皮下気腫は無かった。再度医
師に報告し、カフの破損は無さそうであったため、カフ圧を40cmH2O 程度で固定するよう指示を受ける。以後2時間毎の体位交換施行
後にカフ圧の確認、皮下気腫の有無の観察、チューブの固定状況を確認していた。23時、カフ圧は36cmH2Oであり、固定も2横指分で
あった。患者の体位交換時には、頚部の角度によりリークが起こる事があったため、バスタオルで呼吸器回路の位置を調整していた。
23：40頃、呼吸器のアラームが鳴り、他看護師が訪室するとカフ周囲よりエアリークあり、バスタオルと呼吸器回路の位置調整を行って
いると呼吸停止、Spo2が73％まで低下した。23:45受け持ち看護師と当直医師に急変のコールをし、10Ｌジャクソン・リースで換気開始、
Spo2は90％台に改善する。気管内吸引するが吸引チューブ７～８cm程度しか気切口に挿入できなかった。医師により気管支鏡施行さ
れ、カニューレ先端が気管内にないことを確認した。経口的気管支鏡でも同様にカニューレ先端が気管内にないことを確認した。翌
0:01カニューレ抜去し気管支鏡ガイド下に7.5mmのカニューレ再留置した。再留置後はventilation良好、頚部～前胸部に皮下気腫形成
した。Spo2 97～100％　HR103回/min、ABP155/ 69mmHg，意識レベルGCS：E1VTM4。抜去した気管カニューレには破損が無いことを
確認した。

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、気管カニューレのカフ部周囲からの
エアリークが確認されたとのことである
が、使用状況等の詳細が不明であり、
検討困難と考える。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）
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22

障害残存
の可能性
なし

トラキオス
トミー
チューブ

日本コヴィ
ディエン

16時より気管切開部位より声漏れあり。呼吸
器の1回換気量も400mlほどあり。気道内圧30
前後で推移し、気道内圧上昇と分時換気量低
下アラームが頻回に作動する状態であった。
日勤帯で呼吸器の設定をCPAPからSIMVに
変更したため肺のコンプライアンスが悪く押し
返されて声漏れがあると考えてていた。救急
医や主治医へ報告しカフエアーを追加しなが
ら経過をみていた。その後、アプニアのアラー
ムが作動したため人工呼吸器のモニターを確
認したところ1回換気量が100mLを下回る値を
示すようになった。主治医へ報告。気切チュー
ブの入れ替えを行ったところカフの損傷を発
見した。

１．DIC出血傾向にあり、気管切開後2週間
チューブの入れ替えを行っていなかった。
２．気切周囲より出血がじわじわあり、耳鼻科
医師により硝酸銀止血処置が行われていた。
３．声漏れがあったが肺のコンプライアンスが
悪く押し返されて声漏れがあると考えていた。
４．救急医師や主治医もDICであり、入れ替え
を躊躇していた。

１．長期呼吸器管理、気切チューブ使用
患者ではカフ漏れがあった場合はカフ
の損傷を想定し、呼吸器のリーク量の
確認を行う。
２．カフエアーを調整後、必ずカフ圧計
で圧をチェックする。
３．異常の早期発見と迅速な対応、報
告。

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、気管チューブのカフ部に損傷が確
認されたとのことであるが、損傷の原因
等の詳細が不明であり、検討困難と考
える。

23

死亡 オール・シ
リコーン・ト
ラキオスト
ミイ・
チューブ

コヴィディ
エン ジャ
パン

７時から突然発声があり１５時の間にカニュー
レ逸脱が４回あり、その都度医師が対応、自
発呼吸あるため呼吸器を離脱したり、カニュー
レを入れ替えたりしていた。１５時に体動激し
く、安静が必要と判断し再度人工呼吸器を装
着した。２０時指示通り、人工呼吸器設定呼吸
回数５回から１４回へ、プロポフォール2mL/h
から20mL/hへ増量した。気管カニューレのず
れやカフ圧の異常はなかった。２０時１０分に
訪室すると、顔面から胸部全体に皮下気腫が
あり急いで先輩看護師と当直看護師長に報告
した。２０時１５分モニターアラームが鳴り、心
拍が４０に低下したため、蘇生開始し当直医
師、外科担当医師に連絡した。この時ＳＰ０２
は９０％代だった。ラクテック５００ｍＬとボスミ
ン６Ａ、胸部Ｘ－Ｐを行い、縦隔や心嚢にも気
腫があり、気胸の疑いもあり、左胸部にドレ
ナージしたが変化無く、カニューレの逸脱と判
断しカニューレを交換した。心拍回復せず２１
時０９分死亡診定した。家族には朝からの経
過と対応、心肥大が急激に起きている、ＳＰ０
２低下が無いことから急性心筋梗塞の可能性
が高いので解剖を勧めた。家族からここまで
よくしていただき、医師の説明で解りましたと
解剖の希望無く退院された。

気管カニューレの逸脱により気管にろう孔が
できていた可能性が高い。
嚥下や体動により、ろう孔にカニューレがはま
りこんでしまった。
日中は覚醒させ、術後肺炎治療を優先させた
ため、体動が激しく気管カニューレの保持がで
きなかった。

一度気管カニューレが逸脱した患者で、
認知症患者は、１週間安静とするか方
針を決める。
気管カニューレと首の太い患者とのカ
ニューレがあっているか、カニューレ挿
入時選択する。
当院採用の気管カニューレの種類を見
直す。（３年前に患者の負担になりにく
いと見直している）

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、気管カニューレが逸脱したとのこと
であるが、固定状況等の詳細が不明で
あり、検討困難と考える。
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24

障害なし トラキオス
トミー
チューブ

日本コヴィ
ディエン

患者は意識レベル良好で意志疎通が図れて
いた。入眠時はＲＲ20回前後/分であったが、
覚醒後体動で30回/分に増加。肩呼吸あり呼
吸苦出現。体位変換、吸引で対応していた。
22:15　人工呼吸器のアラームがなり訪室。挿
管チューブを自己抜管されていた。自発呼吸
あるが浅め。直ちに医師へ報告。ジアゼパム
１Ａ、ミタゾラム1/2Ａ，フェンタニル１ｍＬ投与し
再挿管となった。人工呼吸器装着後、呼吸状
態安定した。

患者は意志の疎通が図れ危険行動はないと
判断し、身体抑制を実施していなかった。
他の患者対応で、患者のそばを離れるとき
に、他看護師へ観察を依頼していなかった。

呼吸状態等の身体的変化や不安、落ち
着きがないといった精神的変化を観察
しアセスメントしていく。
危険行動のアセスメントを行い、必要時
は身体抑制を開始する。
ベッドサイドを離れるときは、他看護師
に観察を依頼する。
ベッドサイドを離れる時間が長くなるよう
であれば、身体抑制を開始する。

気管チューブ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。

25

障害なし 不明 不明 気管切開で気管孔カニューレ留置し耳鼻科外
来を定期フォローしていた。カニューレの下端
に肉芽ができ気管狭窄を生じたため、挿管
チューブを短くカットし気管孔カニューレとして
留置し、1-2週間毎に外来で交換管理してい
た。挿管チューブのチューブとコネクター部分
は連結はないため、抜けないよう観察管理を
行っていた。
自宅で患者が怒って人工鼻を取ろうとした際、
人工鼻とコネクター部分が一緒に外れ、
チューブが気管内に迷入する状態になった。
母親が見ていたため直ちに救急搬送、救急部
で耳鼻科医師、小児科医師待機。異物となっ
たチューブは右主気管支に迷入していた。異
物となったチューブは、小児用ファイバーと
ファイバー鉗子を用いて抜去した。

留置していた挿管チューブは、コネクターと
チューブ部分が一体型ではなく接続して使用
することから、外れる可能性があり、接続が外
れないよう観察していた。
チューブを短くカットしているため（5cm)迷入す
る可能性があった。

気管狭窄に対して、既存のカニューレで
は長さが足りないので特別に発注す
る。
挿管チューブを使用する場合は迷入し
ないよう長いまま使用する。

切断して使用していた気管チューブが
気管内に迷入したとのことであるが、製
品名や使用状況等の詳細が不明であ
り、検討困難と考える。

26

死亡 不明 不明 重症肺炎・心不全にて入院加療中の患者。気
管切開施行し、人工呼吸器管理となってい
た。全身状態は改善していたが、時折呼吸困
難感を訴えることがあった。カフ漏れがあった
ことから耳鼻咽喉科に診察してもらい、気切
チューブ尖端の壁あたりを指摘された。そのた
め、気切チューブのサイズアップとガーゼを厚
めの当てることで対応していた。その後、体重
測定後に呼吸困難感が出現し、SpO2低下し
CPAとなった。即座に病棟当直医と救急医に
よりCPR施行されるも心拍再開せず死亡され
た。

確認中 確認中 気管カニューレ交換後、心肺停止となっ
たとのことであるが、製品名や留置状態
等の詳細が不明であり、検討困難と考
える。
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27

障害なし 不明 不明 気切ガーゼ交換中、突然TVが50台に低下し、
SPO2も96%から80%台へ低下した。BVMにて
用手換気するが押せずチューブ閉塞疑いあ
り。来棟中であった内科当直医に報告しカフエ
アを抜き口よりアンビューで換気するが入らな
かったため、気切カニューレを抜去し入れ替え
となる。その後SPO2上昇が確認された。
チューブ内腔は痰により閉塞していた。患者
は血圧の低下が認められ昇圧剤の投与が開
始された。

・閉塞を疑った場合、本当に閉塞したのか吸
引チューブを挿入して確認するか、BVMで換
気をすぐにするのか確認しておく必要ある。
・閉塞を疑い、すぐに周囲に声をかけ日勤全
員が役割分担できたことはよかった。

・挿管、気管切開中の患者のベットサイ
ドに緊急時用で、カフ抜きのシリンジが
あってもいいのではないか。気切カ
ニューレは床頭台に置いてあった。

気管カニューレが閉塞していたとのこと
であるが、製品名や使用状況等の詳細
が不明であり、検討困難と考える。

28

障害なし 不明 不明 リカバリーで観察し退室後30分ほどして医師
が病室に行くと患者が起き上がって座位に
なっていた。医師の大きな声に気付いて看護
師も駆けつけた。すでにフィーディングチュー
ブは自己抜去されていた。手術当日であり、
夜間はそのまま観察することになった。翌日、
医師が耳鼻科用診察台で創部の状況を確認
しながら再挿入した。

患者は手術から帰室したばかりで入眠してお
り、術後抗生剤点滴が残り４０ｍＬ程あったた
め、看護師は帰室直後に使用する予定だった
精神腫瘍科指示である定時のセレネース（５）
１Ａ＋生食５０ｍＬを抗生剤が終了した後に実
施することにしていた。また、看護師は患者が
入眠していたことからルート抜去対策としての
上肢抑制をしていなかった。

術後のリスクが高い患者の場合、術直
後指示は帰室後すぐに実施する。
抑制もいつ覚醒してルート抜去をする
かわからないので実施しておく。

経鼻栄養チューブ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。

29

障害なし トロッカー
カテーテル

日本コヴィ
ディエン

右肺癌手術1日目の患者。認知症の診断はな
いが、入院時より短期記憶障害や自室が分か
らないなどの行動を認めており手術後より離
床センサー付きベッドへ変更し、危険行動は
なかったため、カメラによる監視を行ってい
た。家族は消灯まで付き添っていたが、不穏
行動などが無かったため帰宅していた。検温
のために患者の病室を訪室すると患者がベッ
ド上におらず、中央トイレから帰室しているとこ
ろを発見。胸腔ドレーンは接続部よりひきちぎ
られており、硬膜外麻酔カテーテル、末梢ルー
トもルートの途中より切断されている状態であ
り膀胱留置カテーテルは固定水が入ったまま
抜けている状態であった。すぐに医師へコー
ル。診察後に、胸腔ドレーン抜去。呼吸状態
の変化はなかったが、皮下気腫が拡大したた
め胸腔ドレーン再挿入を行った。センサーベッ
ドは１時の巡視時に担当看護師が設定確認を
行っていたが、ベッドより降りたと思われる時
には鳴っていなかった。

患者はせん妄状況が続き、昼間は家族付きそ
いを行っていたが、行動が落ち着いていたた
め、抑制を実施せずに監視モニターのみを実
施。
術後という環境の変化などの患者の理解や環
境が変化したという危険予知を医療者が十分
にできていなかった。
感知センサーを設置したことで過信し、セン
サーの作動状況の確認や作動のタイミングな
どの確認が十分に出来ていなかった。

せん妄の状況が落ち着いていると判断
して抑制を介助するのではなく、安全を
第一に考え、
胸腔ドレーンなど致命的な影響を及ぼ
す危険がある期間は確実な抑制と観察
を実施して、安全を優先にする。
また抑制を開始はもとより解除する場
合も医師含めたチームで判断し実施す
ることを徹底する。

留置中のカテーテル類を自己抜去した
とのことであり、モノの観点からは検討
困難と考える。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）
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30

障害なし J-VAC　ド
レナージシ
ステム

ジョンソン・
エンド・ジョ
ンソン

重症妊娠高血圧腎症のため、妊娠31週で準
緊急帝王切開術を施行した。ハイリスク手術
だったため、腹腔内（ダクラス窩）にＪ-ＶＡＣド
レーン15Frを留置した。腹水は術後3000～
6000mL/日流出あり、Ｊ-ＶＡＣが150mLで頻回
に排液が必要だったため、日直医が腹壁から
10cmのところでドレーンを切断しオープントッ
プを装着しウロパックに接続した。2日後に撮
影した腹部画像で先端は腹壁端確認できず、
23：30ポーチから腹水漏出がありオープントッ
プを外したところ、ドレーン先端を認めず脱落
していたため、医師に連絡した。腹部画像でド
レーン先端を確認したところ、腹腔内脱落し抜
去不能であった。

Ｊ-ＶＡＧドレーンを途中で切断した。 Ｊ-ＶＡＣドレーンは途中で切断して使用
しない。またペンローズドレーンも裂ける
可能性があるため、縫合に加え安全ピ
ンを使用し、落ち込むことを防ぐ。

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、ドレーンチューブ先端が腹腔内に脱
落したとのことであるが、脱落の原因等
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。

31

障害なし 不明 不明 ベッドサイド訪室時、ガーゼが床に落ちてお
り、ドレーン類を確認。ドレーン類は抜けてお
らずガーゼ保護する。大切なドレーンが入って
いること、感染予防の為にも触れないよう説明
し納得していた。ガーゼの保護から15分間ド
レーンの挿入部の確認はせず病棟に退室と
なった。病棟移動直後に包交時に膵断端ド
レーン抜去となっていることが発覚し再手術と
なった。

ガーゼが床に落ちていた状況から、患者がド
レーンを無意識に操作した可能性がある。退
室前に、ドレーンの状況確認を怠った。退室し
た病棟からの情報では、「これをはさみで切っ
てくれ」との訴えがあったことから、環境変化
による認知機能の評価を見直す必要もあっ
た。

・ドレーンの固定方法に対して、病棟の
基準を参考に、確実に固定されている
か確認を行う。
・包交が遅れることによる創部の痛がゆ
さ・違和感が増強しやすいため、退室が
遅れないよう医師へ協力を仰ぐ。
・ドレーンの必要性を説明し理解してい
るようでも、ICUという環境変化による認
知機能変化を再度評価し危険行動に移
行しやすい患者は、ベッドサイドを離れ
るとき他スタッフへ行動の監視を依頼す
る。
・入室時、退室時、検査前後にはドレー
ンの状況確認を徹底する事を周知し
た。

ドレーンチューブが抜去されているとこ
ろを発見したとのことであるが、製品名
や固定状況等の詳細が不明であり、検
討困難と考える。

32

障害なし 内視鏡的
胆管ドレ
ナージセッ
ト

Cook
Japan

消灯前に訪室したところ、ベッド上に座位に
なっており、ENBDチューブが自己抜去されて
いた。上肢抑制中であったが、右手のみ、抑
制が外れていた。

認知症のある患者。前日にも同チューブを自
己抜去したため、抑制（両手ミトン、上肢抑制）
を行っていた。家族より抑制の同意はもらった
ものの、個室での付き添いについては同意を
もらえていなかった。

頻回の訪室。抑制用ミトンがひも固定タ
イプであったため、ボタン固定タイプを
追加購入した。

ドレーンチューブ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。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）

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

33

障害残存
の可能性
がある（低
い）

内視鏡的
胆管ドレ
ナージセッ
ト

Cook
Japan

外来よりENBDチューブ留置後、入院。日勤の
看護師から、患者には認知症があることと、家
人より抑制の同意を得ている旨の申し送りを
受けていたが、不穏・危険行動がみられず、
経過していたため、抑制せずに様子観察して
いた。23:30に訪室した際にENBDチューブを自
己抜去しているのを発見した。

認知症があるため、前もって抑制の同意を得
ていたのにもかかわらず、不穏・危険行動が
みられなかったからと抑制せず、危機管理に
欠けていた。

認知症患者や危険性が高いと判断した
場合は、患者本人や家族に十分説明し
たうえで、必ず抑制を実施する。

ドレーンチューブ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。

34

障害残存
の可能性
がある（低
い）

ザ　ヘルス
ネラトンカ
テーテル

イズモヘ
ルス

人工肛門造設術の術後、独語みられたが、不
穏・危険行動出現なく経過していた。術後3日
目にS状結腸を固定していたネラトンチューブ
を自己抜去し、S状結腸断裂する。速やかにS
状結腸断裂部の圧迫止血及び生食ガーゼに
よる創部保護を施行。同日に緊急手術[急性
汎発性腹膜炎手術・人工肛門造設術（単孔
式）]施行される。術後は鎮静剤使用し、身体
拘束・人工呼吸器管理を行う。

1.精神病薬休薬による精神状態の悪化
2.術後譫妄
3.ハイリスク（統合失調症・術後）患者の管理
不足

1.ハイリスク（統合失調症・術後）患者の
安全管理（鎮静・身体拘束）
2.精神疾患（統合失調症）患者の行動
変容の予見（休薬による精神状態悪化
の予見

泌尿器用カテーテルを自己抜去したと
のことであり、モノの観点からは検討困
難と考える。

事故当日は、IABPカテーテル留置中であった
が、患者自身がティッシュを用いて痰を自己喀
出できるよう、身体抑制や予防手袋は使用し
ていなかった。看護師が患者のそばを離れた
約3分間の間に、患者がIABPカテーテルを自
己抜去し、大量に出血（シーツ等の汚染から
推定1200mL）しており、圧迫止血、輸液の急
速投与、5％アルブミナーと濃厚赤血球の投
与、昇圧剤の追加投与を行なった。

患者は事故3日前に抜管し、プロポフォール、
フェンタニルが中止となっていた。事故当日
は、IABPカテーテル留置中であったが、患者
自身がティッシュを用いて痰を自己喀出できる
よう、身体抑制や予防手袋は使用していな
かった。ベッドサイドに常時、看護師が付き添
い「見守り」で対応していた。が、患者がIABP
カテーテルを触ったりすることはなく、患者との
意思疎通は図れたため、担当看護師A・Bは、
短時間の間、他看護師に見守りを依頼するこ
とは可能であると判断した。35

障害残存
の可能性
なし

不明 マッケ・
ジャパン

IABカテーテル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。

IABPカテーテルを患者が自己抜去することは、経験もなく、全く予測していなかった。
当該患者担当看護師A・Bが二人共、他患者の清潔ケアに入るため、担当外の看護師C（経験
3年目）に患者の注意点（IABP挿入中であること。ティッシュで痰喀出をするため守っ手を使用
していないこと）を伝え、ベッドサイドでの見守りを依頼した。
依頼された看護師Cはベッドサイドで記録をしながら20分ほど見守りをしていた。痰喀出時の
胃管の事故抜去やIABPの閉塞予防に注意していたが、患者がIABPカテーテルを触ることは
なく疎通も図れていたため、短時間、患者の下を離れることは可能であると判断し、自分の担
当患者の薬剤（アルブミン）投与が遅れていたため、その対応をしようと誰にも声かけせずに、
患者のそばを離れた。その約3分後に患者はIABPカテーテルの固定テープを剥がし、自己抜
去した。

1.固定状況について厳重に確認を行う。
2.看護の対応を以下のとおり徹底する。
1）ベッドサイドを離れる際の引継ぎ方法
について。
・観察ポイントと予測すべき危険性につ
いて具体的に説明をする。
・依頼の内容を明確にする。
2）依頼を受けた者はその間の責任を持
つことになるため、他患者を担当できる
状況かどうかを判断する。
3）メンバーは、リーダーへ人員配置に
ついて報告・相談を行ない、確実に安全
確保ができる体制を整える。
4）重症患者受け持ち看護師は、基本1
名は患者の傍に必ず付き添うことを徹
底し、ペア看護師同士で清潔ケアに入
ることが無いように、グループ内で連携
する。
5）アラーム発生時は速やかに対応し担
当看護師へ報告する。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）
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36

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術当日。ドレナージ
管理し全身状態観察が必要のためモニター監
視中。日勤者より不穏行動あるため四肢・体
幹拘束施行中と申し送りあり。16：40訪室時、
ベッド上体動活発だが四肢・体幹拘束施行さ
れていたためバイタルサイン測定、ドレーン挿
入部の観察後その場を離れる。硬膜下ドレー
ンより排液約10ccあり。17：20四肢拘束されて
いるはずの患者よりナースコールあったため
訪室する。訪室すると硬膜下ドレーン切断され
おり他看護師が切断部よりペアンでクランプし
ていた。他看護師はパルスオキシメーターは
ずれでアラームが鳴っていたため訪室すると
切断されているのを発見しナースコールを押
したと報告あり。患者は四肢拘束されたままで
あり硬膜下ドレーン先端部のみ頭部に残って
いた。主治医へ報告。バイタルサイン測定、神
経学的徴候の観察を実施。バイタル・神経学
的徴候ともに著変なし。主治医来棟。硬膜下ド
レーン先端部抜去し２針ステプラーしガーゼ保
護する。処置介助実施。主治医より本日は安
静にし後日頭部CTを撮影しドレーン再挿入す
るか決定すると指示あり。その後、ドレーン抜
去部より出血なし。バイタルサイン、意識状
態・麻痺ともに悪化なく経過する。翌日CTの結
果、血腫貯留のため再度、硬膜下ドレーン挿
入術施行となった。予定通りの治療にて、その
後退院した。

・患者は手術当日、不隠状態
・四肢、体幹拘束していたが、顔付近にドレー
ンがあったため口で引っ張ったと思われる。
・術後の患者だったため17時に観察を終えた
ばかりだった。その際、ドレーンが顔の付近に
あったため頭側寄せたが体動により再び顔の
近くにルートがきてしまったと思われる。

・不穏行動がある場合は頻回な訪室を
行い、観察をする。
・ドレーンや点滴、ルート類など留置さ
れている場合、余分なルートが患者の
視界に入らないようにするなど環境整
備をする。
・不穏行動がみられる患者は主治医に
視野に入らないような固定方法に変え
てもらうよう依頼する。

ドレーンチューブが切断されているとこ
ろを発見したとのことであるが、使用さ
れたドレーンの製品名や切断の原因等
の詳細が不明であり、検討困難と考え
る。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）
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37

障害なし 不明 不明 ペースメーカー挿入部感染にてペースメー
カー抜去し、右頚部より体外式ペースメーカー
挿入となった。脳梗塞の既往あり、右不全麻
痺あり。右上肢拘縮しており、右上腕にペース
メーカーを固定していた。5時1分頃、モニター
アラームあり訪室。モニター外れと共に、右頚
部に貼付していたIV3000が剥がれており、
ペースメーカーリードが全て抜去されていると
ころを発見した。ペースメーカー挿入部はナー
トされていたが、挿入部周囲はIV3000のみで
ハイラテ等は貼付していなかった。患者は声
掛けにて会話可能であり、意識レベルの変化
なし。直ぐにモニター装着し、HR60台自己脈で
あった。心臓血管内科当直医へ報告し、完全
房室ブロックのため体外式ペースメーカーが
再挿入となった。

危険度3であり、身体損傷リスク状態の計画も
立案されていた。しかし、意識レベルは清明で
あり、危険行動もないことから抑制はせず経
過をみていた。同日も意識レベルは清明で
あった。
テンポラリーの固定がIV3000のみであり、補
強がなかったため剥がしやすい状況であった
と考える。
右前胸部に植込み式ペースメーカーの創部が
あり、IV3000固定してあったため、創部にのみ
意識が集中し、ペースメーカーの刺入部の観
察が出来なかった。
・IV3000のみの固定は剥がれやすいが、補強
はしていなかった。
・自己抜去される前に、危険リスクとして抜か
れることを想定したアセスメントができていな
かった。
・異物が挿入されているため、無意識に抜い
てしまわないような固定方法や予防策がとれ
ていなかった。
・テンポラリー挿入時の固定方法のマニュア
ルがない。

・意識レベルが清明であっても、挿入し
ていることでの違和感や固定テープに
よる掻痒感から、無意識に触ってしまう
ことが考えられるため、ミトン等抑制を
行い予防をしていく必要がある。
・挿入部の固定テープは検温時、巡視
時等に確実な固定が行われているかを
確認していく。
・看護計画のコメント欄に情報を追加し
ていくことで、スタッフ間で周知できるよ
うにする。
・固定方法、再固定の間隔を記録に残
し改善策につなげるようにする。
・テンポラリー挿入時の固定方法、管理
方法について、看護計画のコメントに残
し、チーム内で周知できるようにした。

ペースメーカーリードが抜去されている
ところを発見したとのことであるが、製品
名や固定状況等の詳細が不明であり検
討困難と考える。
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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

38

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 【発生状況】
突然の呼吸苦、SpO2の低下を認めた。胸部X
線写真、CT上、挿入した中心静脈カテーテル
（ヒックマンカテーテル）が縦隔に穿破している
ことが発覚した。
【対応と経過】
同日、集中治療室に移動し、胸水を除去する
目的に胸腔ドレーンを挿入した。翌日、静脈穿
破したカテーテルを循環器外科、呼吸器外
科、麻酔科スタンバイの元で抜去した。穿孔し
た静脈孔からの出血がないことを胸腔ドレー
ン、CT画像にて確認し一般病棟に転棟となっ
た。

既知の有害事象（添付文書記載）ではある
が、本事例は非常に珍しく、医療者側が防ぐこ
とはかなり難しいと考える。本症例ではヒック
マンカテーテル挿入後に児は外泊し、ボーリン
グなど激しい動きをしたことが、まだ固定され
ていないカテーテルが動き静脈を穿破したと
考えられる。

今後、挿入後は激しい動きをしないよう
に患者の生活内容を考え、指導していく
予定としている。

CVカテーテルが血管を穿孔していたと
のことであるが、製品名や固定状況等
の詳細が不明であり､検討困難と考え
る｡

39

障害残存
の可能性
がある（高
い）

不明 不明 川崎病再燃のため夜間緊急入院。右手背に
挿入した末梢静脈ラインから、ヴェノグロブリ
ンIHの点滴投与を開始した。血管外漏出に注
意しながら、看護師は2時間ごとの観察を行っ
た。15mL/hで投与中3時30分、5時30分の観
察では異常なかったが、6時20分に母親から
点滴漏れの報告を受けた。右前腕から手背に
かけての腫脹および発赤、刺入部付近は白
色に皮膚変化が見られた。直ちに主治医に報
告し、院内の血管外漏出対応マニュアルに基
づきステロイド軟膏塗布、冷罨法を開始した。
その後皮膚科医師の診察、リンデロン・キシロ
カインの局注を行った。その後も、入院中は毎
日処置を継続し経過をみたが、手背部は1.2
×2.5cmの潰瘍となった。退院後は、自宅での
処置と週一回皮膚科、形成外科の外来診療
を受けているが、患部は壊死し、植皮等の形
成外科的処置が必要とされている。

ヴェノグロブリンIHは、血管外漏出による皮膚
損傷の事例が報告されている薬剤であった。
夜間の緊急入院、マンパワーの少ない状況で
の治療で、観察が行き届かなかった可能性。
母親も眠っている時間に発生している。

１．血管外漏出による皮膚損傷の報告
事例がない薬剤を使用することにした。
２．川崎病で3歳未満の小児の場合、深
夜帯での点滴治療は原則実施しない。
３．現在、小児科で使用しているマニュ
アルを再検討し、観察時間を1時間ごと
に変更した。
４．川崎病の治療に関する説明と同意
書を見直し、リスクについても分かりや
すく記載した。
５．改訂したマニュアルの内容を、職員
全員で共有した。

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｡
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）
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製造販売
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事故の内容 事故の背景要因の概要 改善策 調査結果

40

障害残存
の可能性
なし

気管内
チューブ

コヴィディ
エン ジャ
パン

【発生状況】
17時40分頃に夕方の血糖測定のため訪室
し、血糖測定、サクション実施した。
安全帯とミトン使用しており、安全帯が緩くなっ
ていたので締め直し、両手のミトンが装着され
ていることを確認。夕の薬剤注入があるため、
患者の体位を30度ベッドアップした。安全確認
し次の患者の血糖測定のため離れた。
18時20分頃SPO2が70台まで低下しており訪
室すると、挿管チューブ自己抜管していた。安
全帯は外れていなかったが、ミトンは両手とも
外れていた。
【対応と経過】
酸素１５Lでアンビュー実施。当直医に連絡。
アンビューで補助呼吸実施でSPO2：100％ま
で回復。アンビュー嫌がり暴れたので、呼吸状
態確認しながらリザーバ付き酸素マスク１５L
に変更。
当直医到着。酸素化良好にて徐々に酸素流
量減量。酸素マスク３LでもSPO2:95%以上
キープ。
当直医から再挿管、BiPAPの使用について患
者へ説明されるが、どちらも拒否。
呼吸器内科医師にも診察を仰ぎ、SPO2:９０％
以上キープできるのならこのまま酸素マスクで
対応するように指示あり。
時々痰のごろつきあり、口腔・鼻腔からサク
ション実施。サクションダメージで一時的に
SPO2低下認めたが、酸素マスク再装着で５分
程度でSPO2改善した。

抑制帯、ミトンを使用していたが体位によって
効果が半減したこと、またセデーションを行っ
ておらず、意識レベルがクリアであり長期間経
口挿管であったことが自己抜管の一因である
と考えられる。患者の苦痛が強い中で気管切
開も視野に入れていたが、自己抜管後「喉を
切るのは嫌だ」と話されていた。

体動のある患者では、ベッドアップを
行った状態のままでいると、ずり落ちる
ことによって手が届いてしまうため、抑
制効果が薄れる。ベッドアップが必要な
場合は、医療者が見守れる範囲で行
い、患者の安全を確保する。

気管チューブ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。

41

障害残存
の可能性
なし

TaperGuar
d 気管
チューブ

コヴィディ
エン ジャ
パン

気管内挿管されており、喉頭部に違和感自
覚。挿管・人工呼吸器管理中に挿管チューブ
を自己抜管した。ただちにＢＶＭ換気を開始し
た。

患者が現状について十分理解できていなかっ
た。

本人へ現状について十分説明を行い、
挿管管理の必要性、抜管のリスクにつ
いて理解していただく。

気管チューブ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。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）

No.
事故の程

度
販売名

製造販売
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意識レベル低下・CO２貯留にて挿管・人工呼
吸器管理にて入院になった患者。
入院後からはプロポフォール使用し鎮静管理
されていた。ルート類自己抜去予防のため、
上肢抑制を実施していた。
21時20分医師にてプロポフォール2mLフラッ
シュし、収縮期血圧50台まで低下あり、一旦プ
ロポフォールの投与を中止する。その後血圧
上昇と体動認めたため、21時40分プロポ
フォール再開する。
以後も、覚醒と鎮静状態繰り返す。覚醒時は
四肢動かしたり、体位を横に向けたり、首を横
に振ったりする行動あり。医師指示のもと
RASSスケールに沿ってプロポフォールを増量
し、鎮静のベースをあげていた。
23時30分、プロポフォール7.0mL/Hまで増量
するが、患者は口を動かし挿管チューブ違和
感強い様子。

・自己抜去の３０分前に、覚醒の頻度が高く、
痛みもある様子のためプロポフォールからプ
レセデックスへ変更になり、増量しながら鎮静
の調整を実施している最中であった。
・２３時５５分に受け持ち看護師は、他患者が
不穏となり、セレネース点滴など対応していた
ため、当患者の側を離れざるをえない状況で
あった。
・プレセデックスへ点滴指示が変更となったと
き、医師へプロポフォールとプレセデックスの
併用の確認をするが、初回から併用はせず、
プレセデックスで鎮静困難であればプロポ
フォール併用の許可となっていた。
・覚醒時は四肢動かしたり、体位を横に向け
たり、首を横に振ったりと体動活発であり、抑
制の再検討が必要であった。

・鎮静薬剤の種類を変更したばかりの
時や、薬剤増量による鎮静コントロール
中は、患者の側をなるべく離れないよう
配慮する。また、離れるときは、他看護
師に協力を仰ぐ。
・鎮静剤変更後、血中濃度を考慮する
ことで、薬剤の効果が十分に出現しな
い時間帯を把握し、その時間帯につい
ては特に注意する。
・体動が多く、挿管チューブの自己抜去
を考慮し早期に抑制追加ののアセスメ
ントを実施する。
・鎮静薬の検討。

43

障害残存
の可能性
なし

PORTEX・
気管内
チューブ

スミスメ
ディカル・
ジャパン

日中より声がけに反応し、手足を動かしてい
た。そのため、抜管の危険性が有り両手にミト
ンを着用し抑制帯で、両手を抑制していた。
16:30咽頭痛の訴え有りドルミカムを増量した。
その後も、問いかけに反応あり時折膝を立
て、手を動かす動作はみられていた（ミトン・抑
制帯使用）。19:53生体モニターのアラームが
鳴っており心拍数が130bpmと上昇していた。
訪室すると、気管チューブが抜管されていた。
患者は発語が有り体動が活発で覚醒状態で
あった。

１．安全な鎮静状態についての知識が不足し
ていた。
２．人工呼吸器のアラーム設定がすべてOFF
になっており、患者の変化に気付かなかった。
３．抑制が不十分であった。

１．安全な鎮静について学習する
２．人工呼吸器アラームOFFの危険性
について再度学習する。
３．抑制の方法を評価し、効果的な抑制
について確認する。

気管チューブが抜去されているところを
発見したとのことであるが、抜去の要因
は患者の体動によるものとのことであ
り、モノの観点からは検討困難と考え
る。

医師に報告し、鎮静の指示変更となり、プロポフォールからプレセデックスへ変更、プレセデックス5mL/Hにて開始となる。
23時40分四肢体動あり、体も横に動かす。上半身を大きく起き上がったりはしないため、上肢抑制のままとし、RASSスケールに従い、
プレセデックス1mLフラッシュ後6mL/Hへ増量した。
23時50分体動なくRASSスケール：３であることを確認し、他患者の対応のため、側を離れる。
0時5分　当患者の状況確認すると、上半身をおこしており、左手で挿管チューブを抜いているところを発見する。上肢抑制は外れてい
なかった。BVMにて換気開始し、医師と師長へ報告。SPO2は95％保持できていた。
0時10分医師指示にて、自発呼吸認めるためNPPV装着するが、１回換気量たもてず、痙攣もみられたため0時45分再挿管し、人工呼
吸器管理とした。以後もSpO2は99％保持できている。

42

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

気管チューブ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。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）
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44

障害なし パーカー
スパイラル
気管
チューブ

日本メディ
カルネクス
ト

8：20　手術室入室、8：45　挿管実施、8：54
腹臥位に体位変更した。
9：27より「椎弓形成術・頚椎部分椎弓切除術」
開始　C2からC7にかけて棘突起下正中切開
し、手術を実施。16：40　手術終了し、抜管後、
病棟帰室　帰室後、舌の浮腫を認め、医師に
報告。「話しにくい」と訴えあり。口腔内の乾燥
ありスワブで湿潤していく。
回診時、舌の潰瘍に対しケナログ処方　浮腫
著明のため食事形態変更する。
舌左前に2センチ×1センチの潰瘍は改善傾
向。浮腫改善。味覚の改善を患者が自覚して
いる。
舌の感覚戻ってきているのか痺れ感を認め
る。その後、軽快退院した。

1.頸椎の手術時には挿管後、腹臥位にし頚部
を前屈させて行うため、挿管チューブの影響
による舌の障害が発生する可能性。
2.患者側の要因として、182cm98kgと体型がよ
く、通常よりチューブによる舌の圧迫がかかっ
ていた可能性。
3.8時間腹臥位で手術を実施したことによる負
荷がかかった。
4.術中、体位変換や除圧ができないため同一
体位による舌がチューブや重力に押しださ
れ、歯に当たり刺激となった可能性が考えら
れる。

2事例続いて同様の舌潰瘍の発症が術
後に発生したため、関連部署と事例検
討会議を実施した。
1.可能な限り、2～3時間毎の術中観察
を実施する。
2.腹臥位の手術を受ける患者に対して
は、手術の説明に加えて舌潰瘍の可能
性も説明する。
3.術後抜管後の観察を行い、今回のよ
うな舌の浮腫が認められた場合は容易
に病棟帰室にするのではなく、ICU管理
の検討をする。
4.病棟で発見された場合は、気管閉塞
の可能性を考え主科や当院のシステム
のRRS（ラピットレスポンスシステム）を
活用できるように、病棟看護師の教育を
行う。

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、気管チューブの接触により舌潰瘍を
形成したとのことであるが、固定状況等
の詳細が不明であり検討困難と考え
る。

45

障害残存
の可能性
がある（低
い）

パーカー
スパイラル
気管
チューブ

日本メディ
カルネクス
ト

手術目的にて入院。
2日後、手術室入室。全身麻酔管理目的で、
挿管実施した。
10：11～「頚椎後方固定術」開始（出血量
105mL）。17：41　手術終了。18：22　抜管。
18：35　ICU入室。19：25　舌の肥大、水泡形
成認める。
1：37　麻酔科医師診察　舌の水泡形成に関し
ては術中、口腔内にガーゼを詰めたため、挿
管チューブとガーゼによる圧迫が考えられ。現
時点では経過観察となる。
7：25　飲水確認　舌の腫脹は改善しているが
飲み込みづらさがある。
10：00　病棟帰室　日中、耳鼻科依頼　舌の腫
脹が左舌半分に認める。
手術3日目、口腔内の痛みは自制内　麻酔科
医師より「舌の状態は改善しているが経過観
察を継続的に行っていく。飲食困難と構音障
害がしばらく続く」と患者に説明し、了解を得ら
れた。
リハビリ開始。嚥下困難食摂取。その後、舌
の痛み続くが食事の摂取は可能となった。

1.腹臥位の手術で9時間近い手術。
2.同一体位のためチューブの圧迫により舌が
押し出され、舌が歯にあたった可能性。

1.術中の観察は可能な限り実施（2～3
時間毎）する。
2.腹臥位の手術が必要な患者の場合、
説明に加えることを検討する。
3.腹臥位解除、抜管後に急激に舌浮腫
になる可能性も含め、帰室時はICU管
理も含めた判断をする。
4.病棟で患者の変化時には主科・RRS
（ラピットレスポンスシステム）の発令も
含めた教育をする。

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、気管チューブの接触により舌に水
疱形成したとのことであるが、固定状況
等の詳細が不明であり検討困難と考え
る。
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46

障害なし 不明 不明 髄膜瘤（キアリ奇形）で水頭症に対しシャント
施行術後、再挿管し人工呼吸器管理中の児。
児は体重4000ｇ以上、生後1ヶ月であり、体動
激しく頭部固定・両上肢抑制・体幹ポジショニ
ングを行なっていた。モニターのアラームが鳴
り訪床すると声漏れがあったため主治医へ報
告し喉頭展開すると抜管を認める。気管
チューブ抜去し口元で酸素送気することで酸
素飽和度の下降なく経過できていたが、吸気
時喘鳴（キアリ奇形の特徴）ありN-DPAP管理
となる。

両上肢の抑制と頭部の抑制を必要としていた
が、ポイントを押さえた抑制・固定ができてい
なかった。児の体動は、体重・日齢から判断す
ると相当大きなものであることの認識が不十
分であった。

気管挿管中の児の頭部固定・体幹ポジ
ショニング・上肢の抑制について、実際
の固定状況をリスクマネジャーがラウン
ドし問題点を指摘・改善した。

気管チューブが抜去されているところを
発見したとのことであるが、抜去の要因
は患者の体動によるものとのことであ
り、モノの観点からは検討困難と考え
る。

47

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 鎮静のためミダゾラムを点滴静注していたが，
時々，むせこみが見られていた。当日23:00 激
しくむせこみ，気管チューブが数cm浮いた。気
管チューブを再固定し，医師に診察を依頼し
た。呼吸状態は安定していたため，経過観察
となった。1時間後に呼吸状態を確認したとこ
ろ，呼吸音が不良であり，気管チューブからミ
ルクが出てきたため，医師により気管チューブ
が抜去され，再挿管された。

むせこむことが多く，分泌物も多い状態であっ
た。病棟管理の観点からは，気管切開を行う
ことが望ましいが，両親は望んでいなかった。
食道挿管になっていることを発見する客観的
モニターがなかった。

病棟管理の観点から，気管切開が行え
ないかを再度検討していただく。チュー
ブの固定については適切に，その都度
行うようにする。再固定した後など，
EtCO2モニターをつけ，呼吸の変動を確
認する。

気管チューブが抜去されているところを
発見したとのことであるが、製品名や固
定状況等の詳細が不明であり検討困難
と考える。

48

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 患者本人より「リムホルダーとミトンを外して欲
しい。」と訴えがあり，ミトンを除去してリムホル
ダーのみで行動制限を行う事とした。当日0:35
に人工呼吸器のアラームが鳴ったため訪室し
たところ，気管チューブを自己抜去していた。
自宅待機医師に連絡をとり，呼び出しをした。
15分経過しても到着しなかったため，脳神経
外科医に応援を要請した。20分経過後に，当
該科の別の医師に連絡をとったが通じなかっ
た。25分経過後に別の医師に連絡がとれ，そ
の医師が10分後に到着し，再挿管に至った。
待機医師は連絡から40分後，病棟に到着し
た。

鎮静状態にある患者のアセスメントが適切に
行えず，抑制帯をはずしてしまった。自宅待機
医師へ連絡したにもかかわらず，すぐに病院
へ来られなかった。遠慮をして，ドクターハート
要請（院内緊急コール）をしなかった。

目的に合った，効果的な抑制を行う。患
者の安全を第一に考え，ドクターハート
（院内緊急コール）体制を有効活用す
る。患者管理を配慮した医師の待機体
制の変更を検討する。

気管チューブ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。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）

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

49

障害残存
の可能性
なし

トラキオス
トミー
チューブ

日本コヴィ
ディエン

１．一般病棟帰室されご家族の付き添いあり、
危険行動なし。
２．21時頃より不眠、意味不明言動がみられ
るようになった。
３．ソワソワ手足を動かす動作あり、ミダゾラ
ム開始。
４．ご家族が付き添っていたことと、ライン類を
触る動作がなかったので監視モニターでの観
察と頻回に訪室し経過観察を行っていた。
５．4;30訪室し確認。異常なかった。
６．数分後、モニターが頻脈となり、再度訪室
すると、気管切開カニューレを自己抜管されて
いた。
７．気管孔より淡血性の喀痰多量流出あり。
顔面蒼白、閉塞音あり。SPO2一時30～40と低
下あり。
８．当直の耳鼻科主治医へ報告。すぐに来棟
頂き、気管カニューレ再挿入。
９．酸素を１Lから３Lへ増量し、SPO296％と呼
吸状態安定した。
10．疼痛あり、ボンフェナック座薬使用した。

１．不明言動やソワソワ手足を動かす状態が
持続していたが、ルートやカニューレを触るこ
とがなかったため監視モニターと頻回な訪問
を強化したいた。
２．ミトンや抑制は使用していなかった。
３．ご家族の付き添いもあった。
４．術直後の夜間不穏状態に対するライン抜
去のリスクアセスメントが浅かった。

１．術前に術後安全管理のため同意を
得ているので不穏がある場合は、適切
にアセスメントしてミトン装着や抑制で対
応していく。
２．他スタッフと連携し、継続観察、頻回
な訪問、監視を徹底する。
３．今後、もし、抜管があれば、当直医
師にて高研式カニューレを挿入。その
後耳鼻科の医師を待ち、入れ替えを行
う。
４．リスパダールを使用し、入眠して頂
く。

気管チューブ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。

50

障害なし スタンダー
ドペグシス
テム

ボストン・
サイエン
ティフィック
ジャパン

右下顎歯肉癌に対して、当院耳鼻咽喉科・頭
頸部外科にて、右下顎歯肉腫瘍摘出術・両頚
部郭清・腓骨皮弁・気管切開術を施行した患
者。術後、経口摂取困難のため、消化器内科
で内視鏡的胃瘻造設を行った。白湯を胃瘻よ
り注入したところ、腹痛があったため経管栄養
を中止。ＣＴ撮影、胃瘻が胃から脱落し汎発性
腹膜炎を疑う所見あり、消化器外科に対診
し、緊急開腹となった。開腹すると左上腹部腹
壁に胃から完全に抜けた胃瘻のバンパーを認
めた。肝外側区域が大きく、胃が半分以上、
下にかくれている状態であった。持ち上げる
と、胃瘻が脱落した箇所だと推測される発赤し
た胃壁の穿孔部を認め、洗浄、縫合、新たに
胃瘻を増設し、手術を終了した。

メーカーからは製品の不具合はないと回答を
得ているが、胃瘻が脱落した原因は不明で、
なにかしらの製品の不具合があったのではな
いかと考える。

特になし。 胃瘻チューブのバンパー部が脱落した
とのことであるが、脱落の原因等の詳
細が不明であり､検討困難と考える｡
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）
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51

障害なし 不明 メディコン 12時30分家族よりナースコールあり看護師が
訪室するとベッド脇にずり落ちた状態で発見さ
れる。看護師を集めベッドへ戻す。特に外傷な
く本人もレベルクリアである。バイタル測定し
Bp：145/102、P：117、SPO2：96％（4L人工
鼻）。呼吸苦訴えはなかった。バルーンカテー
テルが引きちぎれた状態でバルーン先端が
10cm程無く、尿道口からも確認できなかった
為、膀胱内に残存している可能性があった。
腹痛軽度有り、出血はなく、状況を聞くと家族
が席を外した瞬間に「家に帰りたい」と自分で
歩き途中で力尽きたとのことであった。主治医
に報告し、泌尿器科受診となる。尿道にバ
ルーン断端あり膀胱鏡にて抜去する。本人は
「家に帰ることが出来ないのではと思い死んで
もいいから帰りたいと思った」と話された。その
後は落ち着きを取り戻し表情穏やかであっ
た。処置後排尿良好、血尿見られていない。

・元々会話ができていたが、呼吸状態が悪化
し、気管カニューレになっているため声が出せ
なく、自分の思いがうまく伝わらないことからス
トレスがあった可能性がある。
・ベッド臥床状態が長く、「帰りたい。」との思い
が強く自分から動いてしまったと考えられる。
・自力で移動する可能性があったが、バルンカ
テーテルバックは移動可能な方向の反対側に
設置されていたことから、自力移動した際、カ
テーテルが著しく引っ張られた可能性がある。

・ストレスを軽減して行くために、患者の
訴えの傾聴しているが家族とも協力す
ることや、心理療法士など他職種の協
力を得る。
・車椅子も移乗できるまで状態が落ち着
いたため短時間でも車椅子に移乗し気
分転換に努めていく。
・患者のADLの状態をアセスメントし、離
床・転倒防止策を状態に応じて離床セ
ンサーベッドの活用を行う。
・点滴台とバルンカテーテルの固定を患
者の昇降する側に設置するなどの環境
整備を行う。

尿道カテーテルが抜去されているところ
を発見したとのことであるが、製品名や
固定状況等の詳細が不明であり、検討
困難と考える。

1．患者は譫妄があり不穏な状態が続いてい
た。
2．シャント肢に安全帯を使用することはシャン
トの血流が遮断、シャント閉塞のリスクが高く
なるため安全帯は使用せずPoseyソフトシー
ネのみを使用していた。Poseyソフトシーネの
紐はベッド柵にくくりつけられるようになってい
た。

１．安全用具の装着状況の確認を行う。
２．シャントがあり身体拘束が必要な患
者にはシャント部を保護することに加
え、危険行動を予防できる安全具を検
討する。
３．不穏状態にある患者の傍を離れる
時は、スタッフ間で連携をとり目が行き
届くように具体的な方策を検討する。

ブラッドアクセスカテーテルを自己抜去
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。

3．Poseyソフトシーネの紐はベッド柵からはずれ、本体も左上肢からはずれたため、左
上肢は頚部まで挙上できる状態であった。
4．不穏であったが　四肢の可動域の観察が出来ていなかったためPoseyソフトシーネと
安全手袋で危険行動が防止できると考えていた。
5．患者は譫妄・不穏のため、安全手袋の必要性、ブラッドアクセスを挿入していること
についての説明が行えていなかった。
6．ベッドサイドを離れる際に安全手袋の装着、Poseyソフトシーネの固定がきちんと行
えているかを確認していなかった。
7．右手の安全手袋は、はずれていなかった。
8．9時30分頃、身体抑制カンファレンスは全身清拭時患者の状態を観察して行い、身
体拘束は引き続き必要であると判断し安全具の工夫が必要であり見守りを強化してい
こうと話し合ったが、具体的な対策を決定
できていなかった。
9．10時は全ての患者のケア、状態観察を行う時間であり、他の受け持ち患者の状態観
察のため、患者の傍を離れ優先順位を考えた行動ができていなかった。
10．10時は、全ての患者の状態観察のため、他の看護師に見守りを依頼する声かけが
できなかった。

52

障害残存
の可能性
なし

ブラッド
アクセス
カテーテル

日本コヴィ
ディエン

大動脈弁置換術施行。持続透析中であった。
夜間せん妄あり失見当な言動があり右上肢に
安全手袋、左上肢（シャント側）にPoseyソフト
シーネを装着していた。
10時05分、他患者（もう一人の受け持ち患者）
の対応中に透析機の気泡検知アラームが鳴
り、ベッドサイドに行くと左上肢からPoseyソフ
トシーネがはずれ、右を向こうとしながら左手
で右内頚のブラッドアクセスカテーテルを引っ
張っていた。Poseyソフトシーネはベッド柵から
も外れていた。
カテーテルは半分以上抜けていた。バイタル
サイン、意識レベル、酸素飽和度等に変動な
し。体内に空気の迷入はなく出血は少量であ
り止血確認後、超音波ガイド下で12Fr.、
15cm、トリプルルーメン透析用カテーテルを再
挿入し12時4分、透析を再開した。
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53

障害なし J-VAC　ド
レナージシ
ステム

ジョンソン・
エンド・ジョ
ンソン

精神発達遅延がある患者。左耳下腺腫瘍摘
出術後ドレーン刺入部はテープ固定を実施管
理していた。ドレーンは目に触れないように病
衣の中へ固定した。両上肢は抑制せず体動セ
ンサーのみの対応とした。訪室した際左頚部
よりドレーンが抜去されていた。

安静解除後。上肢抑制やミトンは使用してい
なかった。ドレーン類を気にする様子がなかっ
たので、ミトンを着用しなかった。

2人以上でベッドサイドでカンファレンス
を実施し対応する。
抑制の変更や解除・追加をした場合は
必ず評価する。

ドレーンチューブ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。

54

死亡 不明 不明 肺高血圧および敗血症であった。原因検索中
胆嚢炎の所見を確認した。血液凝固能遅延状
態であったが、細いドレナージ針を用いれば、
安全に施行可能と判断した。ドレナージは１回
で滞りなく終了した。しかし数時間後に腹腔内
出血を呈した。

採血結果異常の凝固能遅延が患者側にあっ
たと思われる。

処置直前に凝固能をもう一度採るべき
であった。

ドレナージ実施後、腹腔内に出血を確
認したとのことであるが、製品名や出血
の原因等の詳細が不明であり、検討困
難と考える。

55

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 15：15　PTGBDチューブ挿入し帰室。帰室後よ
りチューブ抜去リスクが高いため両手にミトン
装着していた。その後、30分毎に訪室し、
PTGBDチューブ固定状況の観察、ミトン装着
状況確認をしていた。
19：20　訪室すると、寝衣の裾がはだけ、両手
のミトンは手関節までずれており、PTGBD
チューブが全抜去している状況を発見した。意
識レベル低下なく、腹痛の訴えもなし。固定
テープは腹部に貼付されたままで、縫合部は
外れており、ピックカテーテルが完全に抜けて
いた。チューブ抜去部位からの出血等なく、下
着に血液が少量付着していた。
19：25　主治医に報告し緊急CTの指示あり。
19：40　主治医より家族へ連絡するように指示
あり。長女へ至急来院していただくように電話
連絡する。
20：00　CTにて右横隔膜下に体液貯留出現し
ており胆汁性腹膜炎の診断。
20：20　採血、血ガス施行。
20：40　家族（長女・次女・長男他3人）到着。
主治医よりドレーンの自己抜去により腹膜炎
発症しており、手術が必要であると説明。家族
は手術に同意された。
21：15　手術室へ搬送

患者は認知力低下を認め、会話は意思疎通
も難しく入院当日も点滴を自己抜針している
状況であった。
入院2日目、PTGBD挿入した帰室直後より家
族の同意を得て両手に柔らかめの紐タイプミ
トンを装着していた。
その後30分毎に観察に訪室していたが、「ミト
ンを装着しているから自己抜去されることはな
いだろう」という不確定な安心感があったのが
大きな要因である。
ミトンの形状や硬さ、フィッティング状態など適
切にアセスメントできておらず、この患者にとっ
てドレーン・チューブが抜けることが生命の危
機に繋がるリスクがあるという危機管理判断
が適切にできていなかったのが直接的要因で
ある。

・認知力低下の患者にドレーン・チュー
ブを挿入されている時は、そのドレー
ン・チューブの重要性をアセスメントし
て、患者の状態に応じた適切なミトンや
抑制帯を使用する。
・必要な物品が不足している状況であ
れば、他病棟より借用して適切な抑制
の実施をおこなう。
・家族にも現在の状況と自己抜去のリ
スクを説明して、家族と一緒に危険予防
策を検討し立案する。
・病棟のミトンの使用状況を把握し、不
足している時は追加購入を検討する。

胆管ドレーン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。
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56

－ 患者は、入院３日前から、通常実施しているイ
ンスリン注射を打たず、糖尿病性ケトアシドー
シスで緊急入院となった。患者は事故当日の
朝から、食事拒否や拒薬を認め、終日処置室
にベッドを移動してすごしていた。午後になり、
頭までタオルケットで覆っており、声をかけて
も反応がないため、看護師がタオルケットを取
ると、頚部に下肢に装着していた弾性ストッキ
ングを結びつけていた。呼名反応はないが、
バイタルサインは問題なく、すぐに担当医、精
神科医師を呼んだ。診察の途中から徐々に会
話できるようになり、患者は亡くなった父から
「もういっていいよ。」という声が聞こえたと話を
した。頭部ＭＲＩ検査で異常はなかった。精神
科治療を優先したほうがよいということとなり、
同日精神科専門病院へ転院となった。

弾性ストッキングによる自殺企図が発生する
ということを誰も予測していなかった。患者が
過去にも自殺企図があったという情報を、家
族から得ていなかった。

・同様の患者には、希死念慮の有無に
ついて確認をする。
・発作的に自殺企図が発生する患者の
傾向など、勉強会を開催する。
・精神科医師を含め、チームで患者情
報交換を密に行う。

患者自身が使用していた弾性ストッキン
グを頸部に巻き付け自殺を図ったとの
ことであり、モノの観点からは検討困難
と考える。

57

－ 看護師が定期巡視したところ、患者が布団を
頭まで被っていた。布団を外してみたら、心電
図モニタコードと酸素投与のチューブを頸部に
巻きつけ、ボタン状の気管切開保持チューブ
は抜けていた。意識は清明であり、患者自身
でチューブを巻きつけたことを自覚しており、
自殺を図ったとのことだった。

舌癌の病状が進行していると説明を受け精神
的に不安定な状態であったが、患者の様子か
ら自殺企図に至ることは予測できなかった。

・ストレスや不安を溜め込みやすい患者
は、精神科への受診、精神看護専門看
護師の介入の体制を整える。
・病室内に鋭利なものやひも状のものな
ど自殺企図を誘発させるようなものは置
かない。
・酸素投与の必要性を検討する。
・患者本人の精神状態の安定と安全の
確保のために家族にできるだけ付き
添ってもらえるよう協力を依頼する。

患者自身が心電図モニタコードと酸素
チューブを頸部に巻き付け自殺を図っ
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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