
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）
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度
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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

1

死亡 なし なし NIPPVを使用中、19時12分HR38に低下、ア
ラームが鳴ったため日勤看護師が訪室すると
NIPPVの蛇管を患者が握っており、蛇管がマ
スクから外れていた。すぐに、マスクと蛇管を
つなぎ、病棟にいた呼吸器アレルギー内科医
師に報告する。意識レベルJCS3-300、瞳孔
4mmに散大、HR30代、Bp、SPO2測定不可で
あった。主治医訪室しエピクイック1A ivしたが
心停止となる。家族に連絡し蘇生は行わない
方針であることを再度確認、家族来棟あり死
亡確認となる。

IP、肺炎にて入院、呼吸状態悪化ありNIPPV
開始するが、呼吸器と同調できていなかった。
昼間から19時頃までは、家族が付き添ってい
たため抑制を行っていなかった。19時頃、家
族が帰宅をした。苦痛緩和のため塩酸モルヒ
ネでセデェーションしており、適宜増量・早送り
を行なっていたため、意識がもうろうとしてい
た。

興奮状態にある患者の抑制についてア
セスメントし、効果的な抑制を行う必要
がある。家族へ、抑制を行わないことの
リスクを十分に説明し、理解を得られる
説明をする。

患者家族が付き添っていたことから、抑
制を行っていなかったとのことである
が、マスクが外れた直接の要因は不明
であり、モノの観点からは検討困難と考
える。

2

死亡 ベッドサイ
ドモニタ
BSM‑2400
シリーズ
ライフス
コープⅠ

日本光電
工業

COPD，気管支喘息あり退院通院中。肺炎、
COPD急性憎悪により当院紹介されICU入院。
事象発生時は、症状の安定見られ一般病棟
で加療していた。患者は認知症があり不穏行
動が見られるため、体幹抑制・両上肢抑制・両
手ミトンを使用していた。心電図モニターの接
続部をはずす事が多くみられていた。
19：35　担当看護師が隣の患者を訪室する
と、同室患者の姪が来院しており患者に呼び
かけていた為異変に気付いた。意識なく、橈
骨動脈触れず、SPO２測定不能。姪が発見し
た時、心電図モニターは子機の接続部分が外
れていた。ナースコールで応援要請をする。そ
の後、詰所にいた日勤看護師2名、内科医師1
名、研修医1名により蘇生治療開始。間もなく
救急部医師到着し発見時より19分で心拍再
開、ICU入室する。患者の様子の最終確認時
間は、19：00でありその時はモニター外れはな
かった、開眼し発語聞かれている。

1.検温のためスタッフが詰所に居らずアラーム
音が聞こえなかった。
2.加齢に伴う認知症があり、説明してもモニ
ター装着の必要性を理解できず、除去する行
動があった。子機送信部の外れが繰り返され
ていたので、物的工夫が必要であった。
3.SP０２のモニタリングをしたいために心電図
モニターを装着していた。

1.各病棟の心電図モニターラウンドを開
始し、現状を調査する。
2.適正な使用やアラーム音量、適正な
アラーム設定を指導する。
3.心電図モニターが監視できるような、
アラームが聞こえるように勤務体制を検
討する。（休憩時間、検温時間や体制、
業務内容等）
4.新旧様々な機種があり、機種ごとの取
り扱いや機能をMEより研修会を開く。

送信機の接続部分が外れているところ
を発見したとのことであるが、抑制を行
うも患者が認知症のため繰り返し外して
いたとのことであり、モノの観点からは
検討困難と考える。
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3

障害残存
の可能性
がある（高
い）

気管切開
チューブ

インター
サージカ
ル単回使
用コネクタ

コヴィディ
エン ジャ
パン

エム・
シー・メ
ディカル

5時20分頃、看護師(1)は患者の洗面・排泄介
助・体位調整を行ったあと、パソコン操作がで
きるよう準備した。患者の気管カニューレと人
工呼吸器回路の接続部を確認するため、一度
接続部を外し再度接続した。更に接続部が外
れないようマジックベルトで固定した。看護師
(1)は、看護師(2)看護師(3)の3人でトイレ誘導
が必要な患者をベッドから車椅子に移乗介助
し、トイレ誘導を行っていた。5時55分ごろ、看
護師(1)はトイレで他患者の援助中、ナース
コールと人工呼吸器のアラームの音に気づい
た。看護師(1)が人工呼吸器アラームの音が
する病室に行くと、患者は呼名反応なく全身チ
アノーゼを認めた。SpO2 30％、HR0回。患者
の気管カニューレコネクタ部分から人工呼吸
器回路の接続部が浮き、気管カニューレコネ
クタから水平に半分ずれた状態で外れてい
た。スーパーセット・スイベル・カテーテルマウ
ントを固定していたマジックベルト（手製）は外
れていなかった。直ちにアンビューによる人工
換気を開始すると同時に大声で看護師(2)看
護師(3)を呼んだ。看護師(2)は胸骨圧迫を開
始し、看護師(3)は当直医師・当直師長に連絡
した。6時3分当直師長到着。6時5分SpO2
70％。6時8分SpO2 100％。6時15分当直医師
到着（救急対応中だった）。心拍数154回/分、
BP140/触診、胸骨圧迫を中止。意識レベル
3-300、瞳孔散大（右4mm、左3mm）、SpO2
100％に回復したため人工呼吸器に接続し
た。6時20分血管確保・採血を実施。心拍数
徐々に落ち着き、7時14分Sp02 99％、HR97回
/分、BP124/触診。8時脳波検査実施。グリセ
オール投与。

・病床数40床、その中で人工呼吸器を装着し
ている患者は常時23人。内訳は気管切開患
者14人、非侵襲的人工呼吸器（鼻マスク）患
者9人であった。病室の配置は、スタッフス
テーションに近い部屋に自発呼吸のない患者
を配置している。非侵襲的人工呼吸器の患者
はその次に近い部屋に配置していた。
・入院患者の排泄介助は看護師2人で行い、
ひとりの患者に時間を要するためすぐにナー
スコールに対応できない現状があった。
・看護師3人が同時に排泄介助を行い、人工
呼吸器装着患者のナースコールに対応する
看護体制をとっていなかった。
・人工呼吸器アコマモバイル1000・2のアラー
ム音は最大にしているが、病室から離れた場
所ではアラーム音が聞こえにくかった。
・SpO2モニターのアラーム音量は10段階中
「5」に設定していた。また、SpO２モニターのア
ラームは、装着外れによるアラーム音とSpO２
低下によるアラーム音の2種類があった。
・常時ナースコールを押す患者のナースコー
ル音と思い込んだ。ナースコールは4つの音を
設定しており、看護体制の2チーム、観察室、
トイレに分けて設定していた。
・ナースコールが鳴った時のＰＨＳへの着信
は、表示されている患者の着信を消さなけれ
ば次の患者の着信が表示されないため、複数
患者のナースコールが鳴っていることに気づ
けなかった。

・看護体制を見直し、療養介助員の早
出勤務の開始時間を1時間繰り上げ5時
30分とし、朝の洗面、排泄が集中する
時間帯の看護体制を夜勤看護師3人、
療養介助員1人の計4人に変更した。看
護師2人と療養介助員1人が朝の洗面・
排泄介助を行い、看護師1人は人工呼
吸器装着患者に対応できるよう看護体
制を強化した。
・自発呼吸のない人工呼吸器装着患者
のSp02モニターアラーム音を最大音量
に変更。
・複数患者のナースコールが鳴っている
場合に、緊急を要する患者からのナー
スコールに直ちに対応するため、ナース
コールへの対応を速やかに行う。
・気管カニューレに接続する部分の人工
呼吸器回路製品の使用方法の見直し・
変更の検討。

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、気管切開チューブとコネクタの接続
状況等の詳細が不明であり検討困難と
考える。
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4

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 患者は酸素飽和度の状態に応じて酸素リ
ザーバーマスク量を調節していた。当日5時頃
SPO2:８０％台推移。吸引施行後，SPO2著明
に低下。酸素リザーバーＭＡＸ＋ネーザル５Ｌ
にする。安静時はSPO2：95%前後であった。深
夜看護師3名おり，モニターアラームとナース
コール・ＰＨＳは連動している。６：４０にＰＨＳ
でアラーム受話履歴あるが、看護師記憶な
し。深夜看護師は3名ともＰＨＳはマナーモード
設定で，気付かなかったとのこと。６：５９早出
看護師出勤しセントラルモニターのアラームに
気付く。病室へ行き患者の酸素マスクとネー
ザルがずれているのを発見。酸素飽和度25％
ＨＲ６０台。すぐにマスクもどし酸素量１４Ｌ→
ＭＡＸ上げ，酸素急速投与した。

ナースコール対応ＰＨＳを看護師は携帯して
いたが3名とも気づけなかった（バイブレーショ
ン対応）。ＰＨＳコール対応を全種バイブレー
ション対応にしていたこと。

１台はＰＨＳコール対応を着信音設定に
する。メーカーに別方法がないのか相
談する。

SPO2の低下により、ベッドサイドモニタ
のアラームが発生しPHSに送信された
ものの、PHSがバイブレーション設定と
なっており看護師が気づかなかったとの
ことであり、モノの観点からの検討は困
難と考える。

5

障害なし 不明 不明 頭蓋骨早期癒合症に対し、創外骨延長器を設
置。3日前に左側の金具がずれたため全身麻
酔にて再固定。この際は両側ともの固定を確
認した。3日後、右側の金具がずれいているこ
とが判明。
レントゲン撮影を行い、直視下の再固定が必
要と判断した。想定以上に骨延長が生じ、金
具の幅が足りなくなったことが原因と考えられ
た。当初、翌日の再々手術を予定していた
が、緊急手術のため翌々日に実施。術中・後
には固定が良好であることを確認した。金属
のスクリュー固定は骨折の原因となるため実
施せず結果的に前回と同様の手術を行ったた
め再度ずれる危険性は残った。

想定以上に骨延長が生じ，金具の幅が足りな
くなった。乳児では骨強度の点から強力な固
定ができない。

固定具が再度ずれるというアクシデント
は、前回の考察が不十分であった結果
と考える。再びアクシデントが生じる可
能性があり、その際の対応策について
事前の検討をする。（急激な骨延長が
起こることを想定し，拡張幅は予め決め
ずその場で判断する。）手術延期につい
ては説明済みであり、緊急手術の優先
順位の問題があり、やむを得ないと思
われる。

頭蓋骨早期癒合症の治療のため当該
製品を使用したが、予想以上の骨延長
のために器具の幅が足りなくなったもの
であり、モノの観点からの検討は困難と
考える。
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6

障害残存
の可能性
がある（高
い）

誘発電位・
筋電図検
査装置
MEB-9100
シリーズ
ニューロ
パックμ

日本光電
工業

手術中、聴牲脳幹反応検査（他覚的聴力検
査）を行うため、筋電図・誘発金電位検査装置
E-ABRを用いた際、脳波計の皿電極を額部と
右耳介裏の部分に貼付し、脳幹反応を記録し
た。

手術終了後に皿電極を外した所、電極部位に
一致して黒紫色の皮膚変色（1.5cm×1.5cm）
を発見した。
翌日、皮膚科を受診させ「熱傷又は褥瘡疑い」
と診断された。数日間ステロイド外用剤使用
後、ゲンタシン軟膏で経過を見た。数日後、黄
色の壊死組織を伴うようになったため、ゲーベ
ンクリームに変更し経過を観察した。

脳幹反応を記録に用いるニューロパック本体
と、右側面の電極接続コネクタに筋電図記録
のためのマイクロフォンが間違えて接続されて
いた。
そのため、マイクロフォンの接続ケーブルを介
して電流が発生し、患者に装着していた皿電
極に向かって電流が流れた。

1）臨床工学技士及び日本光電担当者
は、関係診療科に対して、手術時に使
用する医療機器について、筋電図・誘
発電位検査装置の使　用方法、ケーブ
ルの接続方法が不適切であることを原
因とする電流滑走の危険性について確
認を行う。
2）上記医療機器の使用方法、ケーブル
の接続方法の正しい手順を整備し手術
前に必ず確認してから操作する。

当該製品を用いて聴性脳幹反応検査を
行ったところ、額部と右耳介裏に貼付し
た電極の位置に熱傷又は褥瘡と思われ
る皮膚変色が認められたとのことである
が、本事例は医療機関において自作の
接続ケーブルを用いた改造を行ったと
のことであり、検討困難と考える。
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7

障害なし アロー中
心静脈カ
テーテル
セット（Ｗ
ルーメン）

テレフレッ
クスメディ
カルジャパ
ン

紹介入院となった。同日　左内頚静脈に20cm
カテーテルを挿入して血液透析を行った。翌
日、シャントPTA（経皮的血管内形成術）を施
行して吻合部とその周囲の狭窄部を拡張し
た。
4時05分の巡視時に異常はなかった。6時05
分に訪室した時に左内径静脈に挿入していた
カテーテルが抜かれ、ベッドから床にかけて出
血しているのを見つけた。（推定約600ml）意
識は清明でカテーテルの自己抜去や切断した
ことは覚えていない。血圧94/50mmHg
SpO2：88% 末梢血管を確保し、輸液と輸血指
示があった。
オーバーテーブルの上にはさみと切断された
カテーテルが並べて置いてあった。はさみは
患者のものでインスリン等を保管している箱に
入れ、持参していた。家族に連絡、状況を説
明した。はさみは患者のものである事を確認し
た。

１．はさみを持参している事を看護師は把握し
ていなかった。
２．カテーテルを切断する行動の予測はできな
かった
３．入院後から認知力低下を示唆される行動
があった。

１．患者指導
２．固定の強化

認知力低下のため患者自身がCVカ
テーテルをはさみで切断したとのことで
あり、モノの観点からは検討困難と考え
る｡

8

障害なし バード X-
ポート isp

メディコン 19時頃訪室するとCVポートヒューバー針と点
滴の接続部が外れ、ルート内に血液が逆流し
ていた。生理食塩水入り注射器で注液、脱血
ともに出来なかった。19:10当直医師に報告
し、ヒューバー針を4回交換して注液、脱血を
行ったが出来なかった。21:00頃主治医に報告
し、近日中にヒューバー針挿入予定なので点
滴はしないでそのまま経過観察の指示があっ
た。
後日、ヒューバー針挿入したが注液、脱血が
出来なかった。翌日全身麻酔下で単純精巣摘
除術予定で、その際にCVポート交換の予定と
なった。透視下で左鎖骨下CVポート、ラインの
確認を行うと内腔の破損はなく注液、脱血が
でき、CVポートの交換は行わなかった。

１．患者は度々不穏状態になり、心療科医師
にコンサルテーションをして薬物投与を行って
いた。
２．ベッドを除去し、危険行動に対し、床にマッ
トを敷いて対応していた。
３．身体拘束は行っていなかった。
４．発生後、脱血・注液を発見後何回か試み
たが出来なかった。

１．患者の状態観察の強化。
２．カテーテル使用部の固定の強化。

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、ヒューバー針と点滴セットの接続部
が外れたとのことであるが、固定状況等
が不明であり検討困難と考える｡

5/27



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）
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9

障害残存
の可能性
なし

プリセップ
CVオキシ
メトリーカ
テーテル

エドワーズ
ライフサイ
エンス

本患者は術後中心静脈栄養が必要になる可
能性が高いために、造腟術に先立ち、全身麻
酔導入後に鎖骨下静脈から中心静脈カテー
テル挿入が行われた。
8:36 手術室入室
8:42 麻酔開始．体に発赤が出現したが数分で
消失
8:48 気管挿管
9:30 中心静脈ライン確保（鎖骨下静脈）
9:45 体位変換
体位変換後に血圧低下を来し、血圧は50～
60mmHg台、輸液急速投与
11:10 ボスミン（昇圧剤）を投与
11:20 拘束性（閉塞性）ショックと判断
11:20 中心静脈カテーテル固定の位置が挿入
時の記録と異なることを発見
11:28 胸部X線撮影にて右胸水貯留、縦隔偏
位を認め、輸液が胸腔内に投与されたと判断

本患者は、術後中心静脈栄養が必要になる
可能性が高いために、CVカテーテルを手術前
に挿入した。当該製品を使用し、右鎖骨下静
脈より挿入し、16cmにて固定した。この際、
スーチャーループとボックスクランプにてカ
テーテルを挟み込み皮膚に縫合した。スー
チャーウイングの固定は行っていない。カテー
テルが引き抜かれた事象については、体位変
換が影響した可能性が高い。なお、胸腔内に
カテーテルの一部が穿破した可能性も高い。
（手技直後は、カテーテルの3つのルーメンよ
り静脈血逆流を確認している）。

体位変換時のカテーテル確認を行う。 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、体
位変換によりCVカテーテルが移動した
可能性があるとのことであるが、患者の
背景や留置状況等の詳細が不明であ
り、検討困難と考える｡
なお、当該製品の添付文書には、有害
事象として血管穿孔が記載されている
ところ。

10

障害なし 不明 不明 右手拇指部の末梢点滴ルートより、ビーフリー
ド60ｍｌ/ｈにて投与中。４時確認時、滴下・逆
血良好であった。右手指の浮腫があったが、
目視にて前夜と比較して増悪はないと判断し
左右差の確認はしていなかった。
６時、滴下・逆血を確認した際、右手に著明な
腫脹あり点滴漏れに気づいた。
右手拇指周辺に小さな水疱２箇所と、前腕ま
での腫脹・疼痛あり。点滴刺入部は、針先端
が屈曲しており、半分抜けている状態であっ
た。当直医に報告し、皮膚科コンサルト。右手
背部緊満性の水疱が多発しており、その部位
を穿刺して排液しステロイド軟膏を塗布。右上
肢を挙上し、軟膏塗布継続の指示となった。
水疱形成は全て消失し、ガーゼ保護等の処置
不要と診断され皮膚科終診となった。
自宅退院された。

・点滴刺入部を目視のみで確認を行った。
・高度肥満・全身浮腫あり、上肢腫脹の判断
がつきにくかった。
・気管内挿管抜管後、ＮＰＰＶにて呼吸補助中
であり、体動が多く観血的動脈圧測定中でも
あったため、両上肢抑制中だった。
・抑制中であるが両上肢にわずかな可動域が
あるため、手首の屈曲によりＡライン・末梢点
滴ともに抜けやすい状態であった。

・四肢浮腫著明な場合は、点滴漏れか
どうかの判断は目視のみでは不十分な
ため、左右差の比較、滴下・逆血の確
認を訪室の度（最低２時間に１回）に行
う。
・自力体動可能であり、末梢点滴刺入
部が抑制帯との接触面近くであることな
ど、摩擦を考慮し観察を行う。体動の程
度を踏まえ、観察頻度を検討する。

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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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）

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 川崎病の治療目的でポリグロビンを24時間点
滴中に血管外漏出を来たし、手背部が一部壊
死となった。
川崎病の治療でポリグロビンの24時間点滴を
輸液ポンプを使用し16:15に開始。18:40、
21:30のラウンド時には自然滴下と腫れなど目
視による確認を行った。その後、再三訪室して
いたが、入眠していたため刺入部は見ていな
かった。1:00自然滴下のないことを次勤務者
が気づき、当直医にコールした。クーリングで
経過観察の指示があり朝までクーリング施
行。翌朝皮膚科医師によりリンデロンを局注し
一時軽復しているように見られたが、8日後皮
膚壊死を来たした。

・11ヶ月の小児であり、漏出の訴えがはっきり
しない。また安静が保たれず血管外漏出を起
こしやすい
・24時間点滴中で夜間観察がしにくかった。
・点滴の固定の仕方が刺入部をテープで覆
い、見えにくい方法だった。

・固定方法を刺入部が見える方法に替
えるよう検討。
・小児の夜間の点滴の滴下方法の検
討。

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｡

12

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 ビーフリードを末梢持続点滴中であり、点滴
ルート自己抜針の恐れがあるため両上肢抑
制・両手ミトンを装着していた。
　７時30分頃、他看護師が、左前腕の点滴を
固定しているテープ（６×５ｃｍ）付近に水疱が
あることを発見。左の前腕から上腕にかけて
著明に腫脹していることに気づく。左の上肢抑
制とミトンを外し点滴を抜針。手握は可能。抜
針の際に、点滴を固定していたテープをはが
すと、水疱がテープの下に何カ所もある状態
であった。テープをはがす際に、テープをリ
ムーバーで湿らせ、水疱を破らないようには
がしたが、何カ所か水疱が破れた。来棟した
主治医へ報告し温罨法を実施。また、皮膚科
コンサルされ、水疱形成部位の穿刺を行い排
液実施とデルモベート軟膏塗布開始となった。
デルモベート軟膏塗布の処置を継続し、定期
的に皮膚科診を実施。水疱は消失したが、赤
斑・紫斑の継続あり、リンデロンVG軟膏に変
更された。徐々に症状は軽減傾向であり、処
置は継続のまま転院となった。

・１時の時点では、他看護師とともに観察をし
腫脹もなく水疱形成も認めなかったため、その
後も大丈夫であろうと思い込み十分な観察が
できていなかった。
・点滴ルートが漏れるという可能性を考えてい
なかった。
・訪室の際に、抑制部位の観察が十分でな
かった。
・点滴刺入部の観察、上肢の左右差の観察が
十分でなかった。

・手順を遵守し、訪室毎に抑制部位・点
滴刺入部の観察、左右差の確認を行
う。
・点滴ルートが漏れる可能性を考えて観
察する。
・思い込みを持たない。

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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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）

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（高
い）

不明 不明 ラクナ梗塞、遷延性の低血糖で救急入院。入
院直後から末梢点滴ラインの確保を試みる
が、四肢の表在には径２ミリ以下の細い血管
しかなく、右足背にライン確保し、50％ブドウ
糖40ml静脈注射し、持続点滴を開始した。そ
の後、MRI検査中に体動があり、点滴が抜け
てしまった。再度、点滴ライン確保を試みた
が、上肢には確保できず、麻痺側である左足
背部に留置し、50％ブドウ糖40ml静脈注射し
た。以降も低血糖が遷延するため、2回50％ブ
ドウ糖40ml静脈注射した。脳梗塞後の左半身
不全麻痺、2型糖尿病の神経障害、低血糖に
伴う意識混濁のため、疼痛を訴えることがな
く、点滴漏出に気づかず、表皮剥離の状態で
発見された。発見直後に皮膚科医師の診察を
受け、処置を開始したが、低栄養による皮膚
の脆弱、2型糖尿病、高血圧、脂質異常症の
長期罹患期間による動脈硬化のため末梢血
流が乏しく、10日後には、表皮剥離部は、壊
死傾向となり、皮膚移植が必要となった。

１．左半身不全麻痺、2型糖尿病の神経障害、
低血糖に伴う意識混濁のため、疼痛を訴える
ことなく、発見が遅れた。
２．低栄養による皮膚脆弱のため、障害の程
度が重篤となった。
３．2型糖尿病、高血圧、脂質異常症の長期罹
患期間による動脈硬化のため末梢血流が乏
しく、創治癒が遷延した。

原則として、麻痺側に点滴ラインを留置
することを禁止とした。
やむを得ず、留置した場合は、目視だ
けでなく手で触れ、観察間隔を3時間以
内とする。

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｡

8/27



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）

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

14

障害なし PORTEX
気管内
チューブ
4Frカフ無

スミスメ
ディカル・
ジャパン

・人工呼吸器管理中の患児を清拭中に、事故
抜管によるSpＯ2が低下し再挿管された。
・経口挿管で、ドルミカムによる鎮静を行って
いた。鎮静は浅く、声を掛けたり少しの刺激で
開眼したり手足を動かす状況であった。
・9：50看護師２名で、左側臥位にして清拭をし
ていると、患児が気管内チューブを手で引っ
張っていることに気がつき、看護師が気管内
チューブを手で押さえたが、チューブが少し浮
き気味になった。看護師は詰所に戻り医師に
報告した。
・病室に残った看護師は、医師を待つ間、これ
以上気管内チューブが抜けないように患児の
体を押さえていたが、徐々に抜けていった。
・医師への報告を終えた看護師が病室に戻る
と、気管内チューブがほぼ抜けている状態で
あった。そのため、再度詰所に戻り医師に報
告後、再挿管の為の救急カート等の準備を行
い病室に戻った。
・SpO2 40％台になり、医師が気管内チューブ
抜去後、酸素１Lでバギングを開始。バギング
開始後SpＯ2はすぐに90％台に回復した。10：
10医師が直ちに再挿管を行った。
・ご家族に、謝罪すると共に経過と状況説明を
行い、了承していただけた。また、身体拘束に
ついても説明を行い同意が得られた。

・鎮静は浅い状態で、少しの刺激で目を開け
たり、体動もあり、気管内チューブに手を持っ
て行く状態があったが、身体拘束は行ってい
なかった。
・鎮静の深さは、患児の状況から、治療計画
で抜管についても考えていたため、深くしてい
なかった。
・看護師が、医師への報告のため、患者さん
から離れてしまい、応援依頼をナースコール
や大声を上げるなど、病室から行わなかった。
・バッグバルブマスクは病室に準備されていた
が、事故抜管等の対策として、再挿管ができ
るような準備ができていなかった。

・救急カートを病室前に準備をしておく
のが原則であるが、病棟では呼吸器を
使用している患者さんが複数名おり、各
病室には準備できないため、各病室に
再挿管できる準備をしておく。
・看護師は、気管内チューブが抜けかけ
ている時点でその場を離れず、ナース
コールや大声をあげるなどして、応援依
頼をする。
・身体拘束は、バスタオルや砂嚢など、
患児の状況に合わせた物品で行う。

清拭中に患者が気管チューブを自己抜
去してしま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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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）

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

15

死亡 不明 不明 患者は感冒症状で酸素飽和度低下のため当
院入院となる。深夜、呼吸不全兆候を認めた
ため挿管管理となる。
未明、抑制帯、頭部固定具や鎮静剤（ミダゾラ
ム）投与していたが自己抜管となり、麻酔科医
師協力の元で再挿管を実施。全身状態の悪
化で集中治療を要することなど考慮し、ＩＣＵに
転棟。ＩＣＵ転棟後、ミダゾラム0.4mg/kg/hに加
えフェンタニル1.1μg/kg/h併用で安静保てて
いたが、20時15分頃の体位交換後に覚醒し、
体動がおさまらなかった。自己抜管防止のた
め、看護師が右手で挿管チューブと頬、顎部
を固定、左手で頭部を保持し、チューブ位置
や換気量も確認した。23時30分頃、ＮＩＣＵの
当直医に連絡し、フェンタネストの早送りと増
量の指示が出された。しかし、その後も患児の
体動がおさまらなかったため、体動原因として
空腹も考慮してミルクの準備を行った。23時45
分頃、呼吸器の波形で換気が入っていないこ
とに気付き、挿管チューブも９．５ｃｍ固定が５
～６ｃｍまで抜出していることに気付いた。す
ぐにＩＣＵ、救急、麻酔科、ＮＩＣＵの当直医に連
絡し、抜管してマスク換気に変更するも酸素
飽和度は上昇せず、23時58分再挿管実施。
再挿管後、一時チアノーゼ消失、酸素飽和度
も１００％まで上昇するも、0時8分再度酸素飽
和度が低下。挿管できていること、胸郭の挙
上を確認するが、心停止。蘇生処置行うも死
亡した。

本事例においては、気管チューブが一度病棟
で自己抜管となり再挿管となっており、ＩＣＵに
はその情報も伝達され、麻薬も追加して鎮静
を強化されていた。患者の体動が大きくなった
時、自己抜管を防ぐため、看護師がチューブと
頭を保持しており、さらに医師の指示で鎮静
剤の早送りと増量が行われていることから、本
症例は予想を超えた偶発的な事例であると判
断された。

体動の激しいときは筋弛緩剤の投与も
顧慮する。

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、抜けの要因は抑
制および鎮静を行うも患者の体動がお
さまら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｡
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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）

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

16

障害残存
の可能性
がある（低
い）

気管内
チューブ
8．0ｍｍ

コヴィディ
エンジャパ
ン

日勤帯より、常時左上肢抑制から左上肢常時
ミトン装着＋流動中のみ左上肢抑制帯使用へ
変更となった患者。21時巡視時、左上肢ミトン
装着していた。経口挿管、二重管の自己抜去
していないことを確認していた。21時45分訪室
時、左上肢ミトン外れており経口挿管、二重管
自己抜去していると他看護師より報告あり。酸
素飽和度95％。すぐに酸素10Lバックバルブ
マスクにて換気を行った。酸素飽和度90％第
後半で経過する。
当直医コール。左上肢常時抑制帯使用へ変
更する。
体動激しく1％プロポフォール5ml静脈注射（当
直医指示）施行。体動軽減後当直医手技にて
経口再挿管。8mm　22cm固定。血圧137／
96mmＨｇ

抑制帯解除し、ミトンのみ装着していた。
ミトンの確認（ボタンがはずれていないか、マ
ジックテープの粘着）が不十分だった。

常にミトン装着と抑制をする。
ミトン装着時は、ミトンの確認（ボタンが
壊れていないか、マジックテープの粘着
は十分か）を行う。

気管チューブを自己抜去したところを発
見したとのことであるが、抜けの要因は
ミトンの装着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｡

17

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 患児は早期産児であり生後１５分でNICU入室
となる。晩期循環不全と診断される。人工呼吸
器管理中であった。
モニターアラーム鳴り，患児の元に駆けつける
と顔を反対に向けていた。すぐ元の向きに直
すも，HR・SPO2低下。両肺野エア入り不良に
てバギング実施した。肺雑音聴取し気管内吸
引実施した。その後もエア入り不良，口元酸
素実施するもHR・SPO2回復せず。再挿管しバ
ンギング実施した。

要因としては，患児の観察が不足していた。ま
た，ホールディングやおしゃぶりだけでなく側
臥位など体位を変え安定を図る必要があっ
た。他の要因としてステロイド増量による不穏
状態の多発が考えられる。

対策としては，頻回に患児の様子観察
を実施する，側臥位など体を変え安定
を図るようにすること。

気管チューブの接続外れとのことである
が、患者の体動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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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）

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

障害なし POTEX 気
管切開
チューブ

スミスメ
ディカル・
ジャパン

人工呼吸器による呼吸管理中、体位ドレナー
ジを兼ねたベッドのギャッジアップによる体位
保持
20時20分に看護師2名で体位を左側臥位
ギャッジアップ40度とし、大腿にクッションを入
れて下肢側もギャッジを挙げてずれ防止を行
い当事者は21時まで休憩に入った。
21時47分回路接続はずれのアラームが鳴り、
当事者看護師が患者のそばに行くと、患者が
ベッドの足の方にずれており、回路が外れた
だけでなく、気管切開チューブも抜けていた。
すぐに担当医に連絡し、医師到着まで酸素マ
スクで対応し、診察後、再挿管して気管支鏡
にて挿入状況確認を行い、人工呼吸器管理
継続とした。

１．患者の状態過信：せん妄にてチューブ類自
己抜去防止のため両上肢を抑制していた。日
中に自力座位保持ができていたので、気管切
開チューブが抜けるほど体勢が崩れると思っ
ていなかった。人工呼吸器の蛇管にはたるみ
を持たせてセッティングし、19時にはカフ圧24
を確認、20時20分には気管チューブが浮いて
いないか固定状況も確認していたのでこのよ
うなことになることは予測していなかった。
２．観察不足：通常2時間以内の観察をしてい
るが、患者の入眠のための巡視時刻と重な
り、他の患者の歩行介助・胃管抜去への対
応・バイタルサイン観察等を優先して患者の
観察を怠った。患者の状況としては、一般病
棟で管理できるレベルということだったのでこ
の患者を優先に観察しなかった。20時半頃か
ら21時47分のアラームが鳴るまで観察してい
なかった。

１．休憩後は、患者ケアをする前に受持
ち患者の全体を一度確認する。
２．人工呼吸器装着中のせん妄患者は
ほかの夜勤者と連携を取って観察を怠
らない。
３．事前に体位保持できるか、その時の
意識レベル・身体能力・せん妄症状の
出現状態・回復状況からアセスメントし
ていく。

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、抜けの要因
は患者の体勢が崩れたためとのことで
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

コーケンネ
オブレス
（スピーチ
タイプ）

高研 準夜から深夜への申し送り後、モニター上心
拍数が１７０だった。酸素が測定できていな
かったため、訪室した。患者が左側臥位となっ
ており、カニューレが抜けていた。すぐに気切
部位に酸素最大で吹流しとした。医師、スタッ
フを呼んだ。医師がカニューレを再挿管した。
呼吸状態改善した。脈拍もおちついた。
患者が自力で体交した。患者が抑制を強く拒
否していた。

抑制しないと危険だったが、患者がつよく抑制
を拒否した。

このあと、患者と体交を行わないことを
再度確認した。体交はその後なし。モニ
ターによる監視、頻回の訪室を行う。

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、抜けの要因
は抑制が必要であったにもかかわらず
患者の強い拒否により実施していな
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｡
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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）

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

20

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 昨年、多発脳神経障害で入院、症状は徐々に
悪化。呼吸不全により気管内挿管施行。その
後消化管尖孔発症。
今年に入り、消化管尖孔に対し外科的手術を
施行、同時に第一外科にて気管切開術も施
行した。しかしその後も人工呼吸管理が必要
な状態であり、血圧保持も困難で昇圧剤を使
用し、瞳孔散大、対光反射消失した状態が続
いていた。
カニューレ初回交換を施行。施行後、SpO2低
下、呼吸状態急激に悪化。10リットル酸素マス
クにて酸素化保たれないため、カニューレを再
度入れ替え10リットル酸素 マスクにて換気を
継続。その際、心肺停止を認めたため心肺蘇
生を施行した。気切カニューレ挿入の反応に
よる気管れん縮の可能性も考えステロイドの
点滴も行った。また気管切開部より出血もみら
れたため呼吸器内科医師により気管支鏡を用
いて確認を行っていただいたが判然とせず、
気管支鏡を用いて経口より挿管となった。そ
の後耳鼻咽喉科医師により気管切開部を評
価して頂いたところ、気管前壁と皮膚の縫合
が取れて出血していることいるとのことで再縫
合・止血のうえカニューレを再挿入した。エピ
ネフリン3A使用後に除細動施行し、心電図モ
ニターで正常洞調律に戻った。また昇圧剤使
用し、血圧80以上保たれるようになった。呼吸
状態は人工呼吸器（FiO2 0．6）にて何とか酸
素化が保たれていたが、全身状態悪化に伴い
著明なアシドーシスを認めた。（ABGにてｐ
H7．035、PO2　98、PCO2　64）また蘇生後に
下顎、胸部に皮下気腫も認めた。

カニューレの交換時に生じている。蘇生後の
血液ガス分析でアシドーシスが認められてい
ることから低酸素状態が生じた可能性が考え
られる。その原因としてはカニューレ交換時の
反応で気管のれん縮が起きた可能性、気切カ
ニューレの挿入不全、カニューレ入れ替え時
に起きた出血またはその凝結塊による気道閉
塞の可能性が考えられる。

初回のカニューレ交換であったため、気
管切開を施行した医師へ依頼すべきで
あった。

気管切開チューブの交換後に呼吸状態
が悪化したとのことであるが、交換手技
等の詳細が不明であり､検討困難と考
える｡

21

不明 不明 不明 急激な腎機能悪化認められ，右水腎症と診断
された。胃瘻造設術目的にて緊急入院となっ
た。
患者からナースコールあり，「何か抜けてい
る，これなに」と抜去している胃瘻カテーテル
を持っていた。

定時観察時に胃瘻カテーテル挿入部が確認
できていなかった。尿量少なかったがフリーの
看護師が破棄したと思い込んでいた。

観察時には必ず抜去していないか確認
する。フリーの看護師ときちんと連携を
図る。

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、胃瘻チューブの
種類や固定状況等の詳細が不明であ
り、検討困難と考える｡

13/27



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）

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

22

障害残存
の可能性
なし

短期的使
用泌尿器
用フォー
リーカテー
テル

メディコン 尿留置カテーテルを患者自身が切断し、カ
テーテルが１３ｃｍ尿道及び膀胱内に残存し、
膀胱鏡下にて摘除。

入院による環境の変化で認知能力が低下及
び、せん妄状態にあった
治療上のため、点滴・膀胱留置カテーテル・モ
ニター・酸素カニュラのルートがあったが、前
日まで譫妄等の症状がなかったために、抑制
等の検討をしていなかった。

ルート類の必要性を検討し、必要最低
限とする。尿留置カテーテルの挿入は
中止し、オムツで対応。必要に応じて間
歇的導尿を行う。
譫妄や認知能力の低下等について観
察を行う。
必要に応じて、抑制を検討する

認知能力低下及び譫妄のため患者自
身が尿管カテーテルを切断したとのこと
であり、モノの観点からは検討困難と考
える｡

23

障害なし ロブネルカ
テーテル

日本コヴィ
ディエン

左胸腔内にロブネルカテーテルを留置しドレ
ナージを行っていた。ロブネルカテーテルは体
外に7cm出ておりナイロン針で固定されてい
た。看護師が刺入部の消毒のためみたところ
ロブネルカテーテルがなかった。胸部CT施行
しカテーテルが左側皮下から肋骨付近に脱落
していることがわかった。

１．カテーテルをナイロン糸で縫合して固定し
ていたが、外れたこと。
２．ナイロン糸の外れたことを看護師が把握し
ていなかったこと。

１．医師と看護師で観察し確認していく。 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､ドレーンチューブが胸腔内に脱落し
たとのことであるが、固定状況等が不明
であり検討困難と考える。

24

障害なし トロッカー
カテーテル
シングル

不明 自己抜去したため、CTとレントゲンを施行。
せん妄のリスクが高く、予防的にも内服薬の
処方もされていた患者。ドレーンの固定も確認
し、抑制具は使用せず、頻回な訪問で対応し
ていたが、呼吸がしんどいことと相まって興奮
状態になった。その際、胸腔ドレーンを自己抜
去してしまう。自己抜去後、CT・レントゲンで
フォローし、モニタリング・頻回に訪室・観察を
行った。翌朝、医師と訪室したところCPAと
なった。緊急性気胸を疑い、処置をしたがすぐ
に蘇生できず、挿管・薬剤投与で蘇生。EICU
入室となった。

・せん妄の対策不足や緊急性気胸になる可能
性が高かったため、急変に対応できる準備を
しておくべきであった。
・リーダーに相談していなかった。

・重要なチューブ挿入中の患者に対し
て、せん妄の抑制方法を強化する。
・リーダーに報告、相談を必ず行う

患者がドレーンチューブを自己抜去した
とのことであるが、抜けの要因は鎮静を
行うも患者が興奮状態になったためと
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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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）

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

25

障害残存
の可能性
がある（高
い）

なし なし 胸水貯留のため胸腔ドレーン留置中であった
がドレーンが抜去・切断された。

1時の巡視の際、大部屋の真ん中に点滴台が
置いてあり胸腔ドレーンのカテーテルが抜去さ
れ固定テープと共にパジャマの上着もかけて
ある。本人はベッド柵が下りておりベッドに対
して斜めに体がなり足がベッドから出ている状
態で横になっている。胸腔ドレーンのカテが短
く先端確認できず。当直医コール。ナートは
しっかり体に残っているが先端確認できず。レ
ントゲン施行した結果、カテーテルが体の中に
残っているとのこと。カテーテル刺入部の瘢か
ら切開しペアンで探るがカテ確認できず。透視
下で施行予定となるが胸腔内への残存も考え
られCTを施行したところ胸腔内に残存。
BP144/86、Spo2：95％とVS著変ないため明
日まで経過観察となる。朝、呼吸器外科コン
サルトしカテーテルは本人の帰りたいとの希
望もあり、来週、呼吸器外科に入院予約となり
局麻下で胸腔鏡施行予定となる。

最近の傾向から夜間せん妄をおこしや
すい患者には「うーごくん」使用するか
目の届く範囲で観察する。ドレーンの固
定方法・管理を方法を見直す。訪室時
はトイレ誘導を行い自己にて歩行の無
いよう援助する。

患者がドレーンチューブを自己抜去した
とのことであるが、抜けの要因は患者が
夜間譫妄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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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）

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

26

障害なし フレキシマ
経鼻胆管
ドレナージ
カテーテル

ボストンサ
イエンティ
フィック
ジャパン

総胆管結石による胆管閉塞状況を改善（入院
日（受診当日）まで、脳梗塞既往のため抗血
栓薬を服用中で緊急手術が出来ず）
上記治療の目的で、入院当日夕方にENBD
チューブを挿入し留置。認知症があり、治療の
目的など理解できず、身体拘束（抑制）の説明
と同意を家族に行い、両上肢を安全帯で抑制
していた。挿入後からは、チューブを嫌がる様
子なく、チューブに触る様子もなく経過してい
た。チューブ挿入翌日の10:00に妻の来院あ
り。看護師は、患者のこれまでの様子から判
断し、妻が患者の側にいる間は抑制を外して
いても大丈夫だろうし苦痛の軽減にもなると考
え、このことを妻に説明。妻から了解が得られ
たので、11:20に抑制を外した。妻には、病室
を不在にするときは看護師に声をかけてと説
明し、退室した。12:20看護師が病室に訪問。
処置を実施。この際に部屋に妻がいなかった
が、帰宅との連絡はされていないので、すぐに
戻って来るのだろうと考え、抑制せずに退室。
12:50に部屋に出向いた時にはENBDチューブ
が自己抜去されていた。主治医にすぐに報告
し、緊急内視鏡下においてERBDが挿入され
た。

患者は高齢で寝たきり。認知症があり、治療も
看護師からの説明も理解できない。看護師
は、抑制はできるだけ解除の方向へという意
識を持っていた。看護師は患者の自己抜去の
リスクについて認識していたが、抑制解除の
条件などについて主治医と密な情報交換がさ
れておらず、解除について自己判断に頼って
しまった。看護師は患者家族(妻）に説明した
段階で、家族も自己抜去のリスクについて理
解していると思いこんだ。家族は、帰宅する際
に他の看護師に帰宅を知らせたが、他の看護
師は家族の「帰宅」が抑制解除にかかわる対
応が生じるタイミングとは知らず、担当看護師
にはこのことを知らせなかった。チーム看護
師、病棟看護師間で当該患者のチューブ事故
抜去による障害について共有不足の状況が
あった。

やむを得ず抑制を実施する場合は、患
者の全体像から捉えて、抑制およびそ
の解除に向けての情報交換を医師と交
わし、具体的な抑制方法や解除の目安
などしっかりと話し合っておく。話し合っ
て決めた内容は病棟全体で共有しチー
ムワークをもって対応する。

ドレーン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、抜けの要因
は抑制が実施され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｡
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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）

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

27

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 腹腔鏡補助下膵頭十二指腸切除術を施行。
その際に胆管空腸吻合部の保護を目的に、
逆行性経皮的胆道ドレーン（RTBD）を空腸内
を経由して、皮膚外へ出し、胆道からのドレ
ナージを経皮的に行う処置を行っていた。通
常、排液量や感染などに注意しながら、術後2
‐3週間後に抜去を行っている。
POD18にRTBD抜去を試みたが、抵抗があっ
た為、RTBDを皮膚外で引っ張り、緊張を与え
た状態で固定していた。POD20に再度RTBD
抜去を試みたが、途中で断絶・破損した感触
があったため、腹部単純レントゲンを施行し
た。すると腹部に残存する、断絶したRTBDを
認め、当事象の発生となった。すぐに同診療
グループの医師に報告。腹部症状やバイタル
の異常は認めず、この時点ではCTは施行せ
ず残存したRTBDの長さや術中の固定法方な
どから、腸管内に入っていることが予測された
ため、緊急CTは施行しなかった。
患者本人、担当看護師には同日、レントゲン
確認後に現状を報告。抗生剤の投与を開始し
た。翌日に上腹部痛を訴え、CTにて腸管固定
部での断絶と腹腔内・腸管外の少量の液体貯
留を確認した。抜去より約18時間経過した午
後0時頃に、レントゲン透視下で腹腔内液体貯
留およびRTBD断絶部付近にアトム管にてドレ
ナージを行った。

膵管ドレーンと腸管外‐腹膜・皮膚へは同一経
路で走行し、RTBDと膵管ドレーンの位置の関
係に問題があった可能性がある。
RTBDと腸管の固定がきつ過ぎた可能性があ
る。
抜去時に必要以上の緊張をかけすぎた可能
性がある。

RTBDに使用するチューブの性状や固
定の方法について検討する。
抜去は上級医と行う。

ドレーンチューブを抜去する際にチュー
ブが破断したとのことであるが、固定状
況や抜去手技等の詳細が不明であり、
検討困難と考える。
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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）

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

28

死亡 チュービン
グコネク
ター　シム
ス型2702

テルモ　サ
フィード延
長チューブ
SF-
ET1725L2
2

日本コヴィ
ディエン

テルモ

肺がんで抗がん剤治療、疼痛コントロールを
行っている患者。骨転移による癌性疼痛が強
く、麻薬鎮痛剤に鎮痛剤をかさねて投与して
いたが効果がみられなかった。事象前日に医
師より化学療法の効果が無いことと放射線治
療の追加について説明する。
同日夜間より麻薬による副作用と思われる一
過性のせん妄が出現。ラウンドの強化や部屋
の移動など行った。夜間せん妄が一時的にみ
られたが朝になりコミュニケーション問題なく、
朝食をセッテイングした。朝食を数口摂取した
ところを見届け退室。その後モニター波形が
筋電図型となったため自力で体動ありと判断
し、すぐに訪室。するとベッド上で心肺停止状
態。蘇生行うが及ばす、死亡となってしまっ
た。蘇生中に点滴の延長チューブと酸素ライ
ンのコネクターが接続されているのに気付い
た。

【物理的可能性】
院採用のオキシゲンチューブ類と点滴ラインと
では必ず接続出来ないものにしている（内径
同一）しかし延長チューブとコネクターという第
3者が入ることで用意に接続可能になってし
まった。

チュービングコネクターの撤廃。がん患
者のIC後の精神的フォローについての
基準整備。

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、経
鼻用酸素カニューレに接続していた当
該チュービングコネクタが末梢点滴ライ
ン側の延長チューブに接続された状態
で発見されたものである。当該チュービ
ングコネクタを延長チューブに接続する
ことは可能であり、誤接続の原因は患
者自身による可能性もあるとのことであ
るが、事故の背景等の詳細が不明であ
り検討困難と考える。

29

障害残存
の可能性
がある（低
い）

RTBD
チューブ
2.5mm（誘
導針アルミ
ニウム棒）

秋田住友
ベーク

C型肝炎・肝癌に対して生体肝移植術施行後
の腸瘻留置
生体肝移植術施行30日後、留置している腸瘻
より生理食塩水2ccフラッシュしたところ、注入
後患者から下腹部に違和感と疼痛の訴えが
あったため医師による診察。CTを確認したとこ
ろ、腸瘻が腸管から抜去していることが判明し
た。逸脱した腸瘻にフラッシュを実施したこと
による腹膜炎と診断され、絶飲食、抗生剤投
与、鎮痛剤内服となった。その後、腹痛軽減
し、腸瘻留置のまま軽快退院となった。

腸瘻の逸脱については予測および視診での
判断が困難であり、今回もフラッシュを実施し
たことにより一過性の炎症が起き初めて腸瘻
の逸脱が判明した。また、腸瘻管理について
は院内統一ルールはなく、看護師個々の判断
で観察と管理を行っていた。

ドレーンの必要性と管理方法について
医師へ確認する。
ドレーン、ルート、固定等入院患者の全
身状態について、看護計画を立案し、
継続的に観察し、記録する。

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､ドレーンチューブが腸瘻から逸脱し
たとのことであるが、固定状況の詳細等
が不明であり検討困難と考える｡

30

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 日本メディ
カルネクス
ト

清拭時アラームが頻回に鳴っていたが、勤務
者全員が清拭を行っており、誰もアラーム対
応に行かなかった。清拭終了したスタッフがア
ラーム対応に行くとインスピロンの接続部が外
れ、SPO2が60まで低下していた。
その後、心電図モニター上PEAとなったため、
ACLS１サイクル施行したところ、状態は元に
戻った。

担当看護師は他科へ申し送りへ行っており、
他の勤務者は清拭にまわっていた。ベッドサ
イドでは誰のアラームがなっているかわから
ず、アラーム対応してなかった。

インスピロンの短蛇管が外れやすい場
合は、早めに医師へ相談し、トラキオマ
スクへの変更を検討する。
アラームの対応をするときは、「アラー
ム対応しています。」と声を掛け合い、
誰が何のアラーム対応をしているか明
確にする。
清拭は、全員で行わず、リーダー看護
師はステーションに残り、アラーム対応
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､インスピロンの接続部が外れたとの
ことであるが、接続状況等の詳細が不
明であり検討困難と考える｡

18/27



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）

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

31

障害なし 不明 不明 両上肢の抑制帯をはずし、呼吸器の接続をは
ずし、右側臥位にした。
その後仰臥位へ戻った際、患者の顔の右側に
気管チューブが抜けているのを発見した。
固定テープは皮膚よりはずれていた。
すぐに、バックバルブマスクにて換気を開始
し、当直へ連絡をし当直医にて再挿管された。
気管チューブ再挿管後、一時的に血圧低下の
ため昇圧剤使用したがすぐに回復した。
（固定テープの最終交換は6時間前で、自己
抜去前のテープの剥がれ等はなかった。カフ
エアーの抜けもなかった）

体交時側臥位をとった際、状態の観察が十分
できていなかった。
また、実施中に気管チューブのずれや抜けが
ないように支持もできていなかった。
看護師のそれぞれが十分な役割ができてい
なかった。
（マニュアルでは「１名は体位を固定し、挿管
部の支持及びＥＴＣＯ２モニタの波形を観察す
る。１名は患者の観察をしながら体位変換を
行う。」となっている）
ドルミカム、プレセデックスで鎮静中であった
が、鎮静が不十分であった。

患者の体交やケアを行う際、マニュアル
通り観察を行うこと。
常に鎮静の状態や体動の状況を観察
する。
スケールで鎮静の評価後適切な鎮静の
レベルを維持し、チューブ抜去防止に備
える。

体位変換の際に患者が気管チューブを
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。

32

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 7時20分咳嗽反射あり。スクイーズ＋吸引実
施し，白色痰回収するも，胸郭振動不良。
SPO2値が低下（最低値：29%)するため，バギ
ング実施するも，胸郭は上がらず，両肺air入
り確認できず。気管内チューブ口角8.5cm固定
であったが，7cmまで抜けているため小児科
医師に報告した。気管内チューブを抜去し，口
元酸素を投与し，SPO2 98%～100%まで上昇し
た。同日7時40分再挿管し人工呼吸器管理再
開始した。

児の観察が不足していた。おしゃぶりなどでは
安静保持が図れない状態であったため，覚醒
状態を見て落ち着かせてから離れるべきで
あった。気管チューブ固定テープの緩みはな
かったが，覚醒すると不穏状態が持続してい
た。

児の状態に応じたあやしを行う。気管内
チューブが児の手に届かないよう，多少
首を振ってもすぐに抜けないようにポジ
ショニングを工夫する。児の覚醒状態を
注意深く観察し，十分落ち着いてから児
の側を離れる。他の児のケア中に不穏
状態が持続しているときは，他のスタッ
フに見守りを依頼する。気管チューブ固
定テープに緩み等があれば，適時医師
へ貼り替え依頼（報告）し，そのことを記
録に残す。

気管チューブが抜けかけているところを
発見したとのことであるが、抜去の要因
は不穏のため安静が保持できなかった
ためであり、モノの観点からは検討困難
と考える。
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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）

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（高
い）

気管内
チューブ
ポーテック
ス6．0

スミスメ
ディカル・
ジャパン

15時50分SpO2低下アラームが鳴り、直ぐに看
護師Aがとなりの部屋から駆けつけた。SpO2
68％で人工呼吸器の高圧アラームも鳴ってい
た。顔面蒼白、チアノーゼも認めた。アン
ビュー加圧を行うが、硬くて押せなかった。気
管内吸引しても痰は引けなかった。腹部膨満
が強く認め、気管チューブの固定は出来てい
た。20分前に経管栄養が終了していたが、腹
臥位から仰臥位にする時に黄色水様性のも
のを多量に嘔吐した。当直医にコールしたが、
繋がらずに当直師長に連絡を依頼した。（後
で判ったことであるが、慌てていたためか電話
番号を間違えて押していた。）当直医に連絡
がつき到着した頃には、SpO2 68％、チアノー
ゼ著明、心肺停止状態で、食道挿管と判断さ
れ、直ぐに再挿管と蘇生が開始された。その
後5分位で、心拍動触知出来たが、モニターフ
ラットの状態であり、モニター交換して波形を
確認できた。その後は、人工呼吸器で引き続
き呼吸管理をしていたが、意識レベルの回復
がなく経過している。2週間前から換気障害で
経口挿管し人工呼吸管理をしていた患者で、
意識のある患者で過緊張、嚥下運動などがあ
りチューブ管理困難があった。気管切開に対
して両親の拒否があったため、説得をしてやっ
と承諾が得られた所であった。

意識のある患者に長期間経口挿管管理とな
り、抜管のリスクが高かった。入院時の緊急時
確認の時から、気管内挿管までで気管切開は
しないと両親の強い意思表示があった。他院
入院時は、持続睡眠療法で呼吸管理してい
た。当院に転院後は覚醒させ経過を見ていた
が、痙攣や過緊張嚥下機能の問題で、呼吸状
態が不安定な状況が続き、挿管し人工呼吸管
理となっていた。鎮静をかけ始めたが、痙攣
や過緊張は続いていた。痙攣や過緊張の緩
和のため、本人のリラックス体位の腹臥位の
まま経管栄養を注入したが、過緊張で後屈し
気管チューブが抜けた可能性がある。人工呼
吸管理中であったが、SpO2とPRのモニター監
視のみで、急変後装着したが装置の整備不良
があり監視が十分でなかった。挿管、人工呼
吸管理初期は心電図モニターも装着していた
が、発汗が多く皮膚トラブルで外していた。急
変時の対応で、電話のかけ間違いがあったた
め医師到着が数分遅れた。

理解力のない患者の場合、意識のある
状況下での経口挿管による呼吸管理は
鎮静をしっかりかける。長期化する場合
は、気管切開を承諾してもらえる説明を
早めに行う。承諾ない時は、トラブルの
可能性が高いことを説明する。（今回は
実施していた）呼吸器管理中の重症患
者には、心電図モニターを必ず実施す
る。各勤務及び緊急は、呼吸音の聴取
で片肺挿管や食道挿管の確認をする。
エマージェンシーコールの活用や当直
医、師長への連絡体制の見直しを行
う。危険予知訓練や緊急時の看護師の
対応などのトレーニングを病棟で行う。
医療機器整備の徹底を行う。

気管チューブが体動等により、自然に
気管内から抜けかけ食道挿管となった
と考えられ、モノの観点からは検討困難
と考える。

34

死亡 ポーテック
ス　トラキ
カルチュー
ブ　2.5mm

スミスメ
ディカル・
ジャパン

4：00啼泣・体動激しくあやすもなかなか落ち
着かず。5：05呼吸器アラームあり、確認すると
気管チューブが浅くなっているのを発見。
SPO2 低下あり。バックにて喚気するも回復せ
ず。スタットキャップも変色なく、計画外抜管と
判断。チューブを抜き、D-PAPへ変更。しばら
く様子見ていたが、SPO2・HR低下みられ、再
挿管に試みるが喚気の確認できず。薬剤投
与・蘇生継続するも回復せず。6：30再挿管と
なるが、状態回復せず。両親に抱かれ死亡確
認。解剖提案するも、家族希望せず。

抜管に至った要因：
・カフなし気管チューブ
・筋緊張強いため、反張姿勢になること多い
・体動・啼泣激しくなだめても落ち着くまでに時
間を要した
・口角よりチューブ挿入固定　流涎あり、定期
的にテープ固定交換していた
病態的背景：
・以前より、力んだり身体反張時に換気不良
になることあり
・気管軟化症にて、胸腔内圧が高くなると気管
支が狭くなり換気気できない可能性
・数日前より粘張痰が増加（発熱・炎症所見あ
り）

※計画外抜管に至る原因を回避
・セデーションの検討
・抜管の危険性のある患者の情報共有
・患者のストレス・ニードのマネジメント
教育、ディベロップ・メンタルケア教育

気管チューブが抜けかけているところを
発見したとのことであるが、抜去の要因
は啼泣および体動が激しく安静が保持
できなかったためであり、モノの観点か
らは検討困難と考える。
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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）

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

35

障害なし なし なし 包帯を交換していたときに、児の啼泣が激しく
胃管が抜けてしまった。

啼泣していたが胃管自己抜去の可能性が考
えられず、児を落ち着かせることをしなかっ
た。

処置中の啼泣に対して児が落ち着くケ
アを実施する。

栄養チューブが抜けたとのことである
が、啼泣が激しく安静が保持できなかっ
たためであり、モノの観点からは検討困
難と考える。

36

障害なし なし なし 眠っていると思ったが、spo2アラームで訪室す
ると自己抜去していた。

抑制をしていなかたこと。 フドー手袋を装着した。 栄養チューブを自己抜去したとのことで
あり、抜去の要因は抑制を行っていな
かったためであり、モノの観点からは検
討困難と考える。

37

障害なし 不明 不明 他の患者のナースコールがなり、わずかの時
間なら大丈夫と考え、抑制せずにその場を離
れた。帰ってきたところ自己抜去していた。

終日抑制のチームプランのところを、わずかな
時間なら大丈夫と抑制を実施せずに離れたこ
と。

チームプランを実行する 栄養チューブを自己抜去したとのことで
あり、抜去の要因は抑制を行わずその
場を離れたためであり、モノの観点から
は検討困難と考える。

38

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 5時55分、患者からナースコールあり。「おしっ
この管が落ちているから見て」と言われた。確
認すると尿道留置カテーテルがベッドの柵に
かけてあり、床には切断されたと思われる尿
道留置カテーテルが落ちており先端がなかっ
た。ゴミ箱を確認したところまっすぐに切断され
た名前リストバンドを発見した。患者にハサミ
を持っているか尋ねると「持ってる」と言われ
た。ハサミで切ったのか尋ねると「切った」と言
われた。尿道留置カテーテルも切ったのか尋
ねると「大事なものは切ったりしない」と言われ
る。泌尿器科の医師にコンサルトし、外来で膀
胱鏡施行し、鉗子にて15ｃｍ長さの尿道留置
カテーテル（先端あり）を取り出した。

他院から紹介の80歳代高齢の入院2日目の
患者であり、転院に伴う環境の変化でせん妄
になったと思われる入院時は入院の案内に
沿って危険物持ち込みをしないように説明と
確認を患者家族に行うルールとなっている
が、入院を受けた看護師は説明と確認をして
いなかった。

入院を受けた看護師は決められたルー
ルに従い、患者家族への入院時オリエ
ンテーションは入院の案内に沿って危
険物持ち込み禁止の説明と確認を行
う。

譫妄のため患者自身が尿道カテーテル
をはさみで切断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。

39

障害なし 不明 不明 入れ替えた尿道留置カテーテルが2日後に自
然抜去した。入れ替え時には規定量の固定水
を入れてあったが、抜去したときにはバルン内
に水はなかった。業者に調査を依頼した。

原因不明 調査結果により検討 尿道カテーテルの収縮を認めたことか
ら企業に調査を依頼したとのことである
が、使用された製品名等が不明であり、
検討困難と考える。
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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）

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

40

障害残存
の可能性
がある（低
い）

クリオド
レーンバッ
ク

秋田住友
ベーク

1.残胃癌に対する手術目的で入院、左開胸開
腹下部食道残胃全摘脾摘術・横隔膜肝部分
合併切除術を施行した。術後腹部6か所にド
レーンチューブを留置した。
2.術後ICUにて全身管理を行い、に一般病棟
へ転出した。以後徐々に離床、摂食を進めて
いた。
3.1週間後、腹部ドレーンは、食道裂孔部のみ
で排液はほとんどなかった。歩行のふらつき
はなく、ドレーンの重要性を理解し注意しなが
ら行動できていた。20:15末梢点滴が終了抜針
となり、歩行時は今迄通り点滴台にドレーンを
かけ十分注意して動くよう説明し、理解を得ら
れた。
4.20:55　ナースコールでべッドサイドにうずく
まっているところを発見した。「管を引っ張った
かも」と話し、ドレーン挿入部から出血とバック
内に血性の排液を認めた。
5.医師へ連絡、嘔吐に血液混入あり。末梢確
保し補液の急速投与、SaO2低下を認めたた
め酸素投与を開始した。ドレーン挿入部から
の出血が持続しているため、切開しドレーンを
再固定した。
6.CT検査にて腹腔内に多量の凝血塊を認
め、総肝動脈、脾動脈起始部の出血を疑い緊
急手術となった。
7.開腹手術を施行し、出血・血管損傷部位を
確認し結紮止血術を実施した。術中出血はカ
ウントで1700であった。
8.発生から発見、処置までの経過が短時間に
対応できた。

1.食道裂孔部ドレーンは、総肝動脈直上に留
置していた。周囲組織を手術操作で剥離して
おり、組織は脆弱な状態であるうえに急激な
外的刺激が加わった。
2.食道裂孔部ドレーンは手術後約2週間程度
の留置が必要であった。
3.患者の理解力はよく、医療者からドレーン
チューブの必要性や注意について日々説明し
ていた。活動の際には慎重に行動できてい
た。また筋力低下は予測されたが、歩行時の
ふらつきは認めていなかった。
4.直前に末梢点滴が終了したため、さらに活
動しやすい状況下になった。
5.食事摂取量も増加しており、患者自身が体
力改善を自覚する時期であった。

1.術式からの身体損傷リスクについて、
術前に家族を含め十分説明する。（本
事例では実施）
2.術後の活動に伴いドレーンチューブや
点滴等についてその都度説明し、患者
の理解度を確認する。（本事例では実
施）
3.説明だけではなく、変化があるときの
始めての行動に際しては、見守り観察
する。

患者が歩行（独歩）時に腹腔ドレーンを
ひっぱったためにドレーン挿入部から出
血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

障害なし ウルトラサ
ンドレナー
ジ　カテー
テルセット

Cook
Japan

膿胸に伴う敗血性ショックを認めたため、血管
造影室で緊急脾膿瘍ドレナージを施行。その
際に膿胸のドレナージも施行した。血管造影
室で行ったために通常使用するドレーンでは
なく、腹腔内臓器にしようするウルトラサンドレ
ナージを使用し挿入した。チューブを水封式ド
レーンに接続するため、心のう穿刺キット内に
同封しているコネクタを使用しメラアクアコン
フォート2200に接続した。その後の胸部エック
ス線で以前より気胸の増大を認めた、接続部
に緩みが生じたためと考える。

ドレーンの目的外使用とコネクタの目的外使
用をしたこと。

専用のドレーンを使用する。 ドレナージカテーテルと吸引バッグの接
続部に緩みが生じ気胸が増大したとの
ことであるが、接続状況等が不明であり
検討困難と考える。
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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）

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

42

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 全麻下腹腔鏡補助下S状結腸切除術のため、
手術室入室後、硬膜外カテ挿入。挿入時は特
に問題なかった。術中はカテからのリコールな
く、アナペイン、終了2時間前に塩モヒ投与。術
中血行動態は安定。術後も覚醒遅延等なく
14:30抜管。手術室では意識清明、ありがとう
の発言もあり、その時足先は動かせていた。
術後鎮痛は硬膜外よりアナペイン＋塩モヒ
13:30開始。帰室後、下肢が動かせるまで時間
がかかった。22:00頃はHRの上昇あるも会話
できていたが、22:40反応乏しくなり意識レベル
低下、呼吸が止まったため挿管しICU入室。ナ
ロキソン負荷テストの結果，塩酸モルヒネの遅
発作用による縮瞳，血圧低下，呼吸抑制の可
能性が考えられた。モルヒネの効果消失まで
循環・呼吸管理を行った。その後の検査の結
果より，硬膜外カテーテルのくも膜下腔への迷
入があったことが判明した。

原因不明 硬膜外カテーテルのくも膜下腔への迷
入は予防困難だが、カテーテルの材質
を柔らかいものに変えれば迷入が起こ
りにくくなる可能性は考えられるため検
討する。また、今回のように病棟で早期
に発見・対処できるよう、リスクマネ
ジャー会議などで他の病棟にも周知し
た。

硬膜外カテーテルがくも膜下腔へ迷入
したとのことであり、硬膜外麻酔に伴う
合併症と考えられるが、手技等の詳細
が不明であり、モノの観点からは検討
困難と考える。

43

障害なし 該当なし 該当なし 透析回路を患者が事故抜去した。透析終了間
近であったためそのまま終了した。

認知症があることが認識していたが自己抜去
予防策を実施していなかった。

認知症患者に対して自己抜去予防策を
実施する。

認知症の患者が透析回路を自ら抜去し
たとのことであり、モノの観点からは検
討困難と考える。

44

死亡 アロー中
心静脈カ
テーテル
セット（ダブ
ルルーメ
ン）

テレフレッ
クスメディ
カルジャパ
ン

透析室から帰室後より38～39℃台の発熱あ
り。カテーテル関連感染を疑い、DLC入れ替え
を行っていた。局所麻酔後、留置中のカテー
テルにガイドワイヤー挿入、カテーテル抜去
後、患者から喘鳴聞かれた直後に体動なく、
呼びかけにも反応なし。呼吸停止となる。ただ
ちに救急蘇生施行したが、死亡した。

カテーテルの長期留置に伴う血栓形成 カテーテル留置に伴う血栓形成防止の
為、抗凝固剤の投与

カテーテルの入れ替えに伴う血栓の飛
散が疑われる事例であり、カテーテル
留置による血栓形成は既知の避けられ
ない合併症と考えられるが、抗凝固療
法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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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）

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

45

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 8時49分透析開始。11時の定期観察時にはバ
イタルサインや回路，穿刺部の固定状態に異
常はなかった。11時26分（透析開始2時間37
分後）静脈圧アラームがなり，回路を確認した
ところ，返血側である静脈針が抜去されており
多量の失血を認めた。意識状態やバイタルサ
インを確認しながら11時28分ＭＥ，医師へコー
ル。ＢＰ７３／３９mmHgと低下。唾液用の嘔吐
（流涎）あり。呼名に対する反応なし。下肢挙
上や返血，ヘスパンダーの輸液にてＢＰ１８７
／６３mmHgと上昇。呼名に開眼，離握手可と
なる。Hb9→７．５と低下あり，病棟にてＲＣＣ４
単位輸血した。

認知症もあり，本人が穿刺部位に注意をはら
うことが難しいのが一番の原因と思われる。
穿刺針の固定テープは通常通り行っており，
自然抜去は考えにくい。保温のため穿刺肢位
にも布団を掛けていたため，自己抜去であっ
たのかなどは不明。透析装置のアラーム作動
には問題はなかった。（業者の点検済み）。透
析室は現在の空調設備では，一年中気温が
低く，夏場でも電気毛布を使用している状態。

穿刺部位を保護でき，なおかつ観察も
容易にできるシーネ購入を検討中。基
本，穿刺部位は患者の同意を得て見え
るようにしておく。保温する場合でもタオ
ル程度をかけるようにしておく。認知症
や不穏状態にある患者の場合は，通常
のテープ固定に加え，密閉フィルム（ＩＶ
3000)を貼り十分固定する。透析室の空
調設備を見直してもらう。

透析用留置針が抜去されていたとのこ
とであるが、固定状況や抜去の原因等
が不明であり検討困難と考える。

46

障害なし なし なし 膝関節内にドレーンを挿入したが、抜去すると
きにドレーンがちぎれ関節内遺残となった。全
身麻酔下でドレーンを抜去した。

ドレーンが関節のどこかにひっかかった。 手術中に今までより十分注意して縫合
する。

膝関節内に留置していたドレーンを抜
去する際、関節にひっかかりドレーンが
破断したとのことであるが、留置時の固
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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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）

No.
事故の程

度
販売名等

製造販売
業者等

事故の内容 事故の背景要因の概要 改善策 調査結果

47

障害残存
の可能性
なし

グルーマ
ディセンシ
タイザー
5ｍｌ

ヘレウス
クルツァー
ジャパン

右側下顎第二大臼歯周囲の歯肉及び口腔粘
膜の痛みを訴え患者が再来院した。診察の結
果、同部周囲に発赤と右側リンパ節の腫脹を
認めた。患者の訴えによると「同部の痛みは
処置終了後、帰宅してから出現し、それ以前
には何の症状も無かった」とのことで、薬剤性
の炎症およびウィルス性疾患が疑われた。同
日、免疫検査を施行、検査結果により「単純ヘ
ルペス」と診断された。グルーマと単純ヘルペ
スの因果関係は特定できないが、グルーマを
使用した事により、何らかの理由により、炎症
を引き起こした可能性があったのではないか
と、推測された。

過去に同患者に同製剤を使用した経緯があ
り、その際には、何の異常も起きなかったた
め、今回も大丈夫であろうと思いこみがあっ
た。

以前よりグルーマの含有物であるアル
デヒドの副作用等について懸念されて
いたため、今回を機に象牙質知覚過敏
抑制材として「グルーマ　ディセンシタイ
ザー」の院内での使用を中止し、別製
品（アルデヒドを含有しない物）を採用
使用することとした。

当該製品を使用後、単純ヘルペスを発
症したとのことであり、当該製品に含有
されているグルタルアルデヒドによる有
害事象とも考えられるが、モノの観点か
らの検討は困難と考える。
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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）

No.
事故の
程度

事例の内容 背景・要因 改善策 調査結果

自宅でオムツを交換していたところ、患者は突
然心肺停止状態となり救急搬送された。窒息
（心肺停止、蘇生後入院）、右肺炎・無気肺と
診断された。
入院数日目に頭部のＭＲＩ検査の予定があっ
た。

医師が挿管中の患者のＭＲＩ検査時に立ち
会っていなかった。

・呼吸器管理されている患者に対してＭ
ＲＩ検査、ＣＴ検査を行う際は、医師、ま
たは医師の責任下で指示を受けた看護
師が立ち会うことの再徹底。

ＭＲＩの検査室より電話があったので、病棟看護師は患者をインスピロンのついた酸素ボンベにて酸素投与を行いつつ、ベッドにて看
護補助者とともにＭＲＩ室に搬送した。
酸素はインスピロン使用で、トラキＴ型アダプターをつけた状態で、供給されていた。病棟看護師は、トラキＴ型アダプターを挿管チュー
ブから外した。患者は自発呼吸があった。病棟看護師、診療放射線技師Ａ、Ｂ、Ｃ、看護補助者Ｄの５名により患者が敷いていたバスタ
オルごと患者をベッドから、ＭＲＩ前室に移動させておいたＭＲＩ検査台に移動させた。
診療放射線技師A とＣは、ＭＲＩ検査室へ患者を移動した。診療放射線技師Ｂは酸素のバルブを開け、酸素流量４Ｌで設定した。
酸素はＭＲＩ前室のアウトレットからチューブを通じてＭＲＩ検査中の患者に供給されるようになっている。
病棟看護師は、診療放射線技師A に検査を依頼して、病棟に戻った。
診療放射線技師A は検査台をヘッド装着位置（ＭＲＩ検査装置）と同じ高さにし、ヘッドコイルを患者の頭部に手動で移動した後、患者
の挿管チューブがヘッドコイルの右側一番下の隙間にあったので、酸素のチューブの先についているアーガイルチュービングコネク
ターを脱落しない程度に挿管チューブの中に入れた。
この時、酸素の供給チューブは患者の腹部上でたるみがある状態であり、テープなどで固定することはしなかった。
その後、検査台をガントリー内中央まで入れた。この時点では酸素の供給チューブは床を這わずに張っている状態であった。
検査開始後、患者が動いたように見えたことと金属反応があったため、機械を止めてＭＲＩの撮影室に入り、ガントリーから検査台を戻
した。観察したところ、気管内挿管チューブのカフが頭部側に回っていた為、これを引き出し、酸素チューブと共にカフを右鎖骨上で着
物の上にテープで固定し、再度検査台をガントリー内に移動させ、検査を開始した。
診療放射線技師A は患者に異常を感じたので、機械を止め、ＭＲＩ室内に入り、ガントリーから検査台を出した。患者を見ると顔が膨ら
んでいた。唇や目のあたりに出血があり、ヘッドコイルを顔から外そうとしたところ、挿管チューブがヘッドコイルに引っかかってしまった
ので、挿管チューブをヘッドコイルの内側へいれ、あごの下へ向くように移動した。その際、ヘッドコイルをはずすことに気を取られてお
り、酸素チューブがつながっていたかどうかは定かでないが、移動時には酸素チューブとつながっていなかった。

MRI検査中に患者の異常を認めたとの
ことであるが、事例の内容からは詳細
が不明である。また、使用されたMR装
置や挿管チューブ等の製造販売業者及
び製品名も不明であり検討困難と考え
る｡

死亡

48
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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）

No. 事例 調査結果

49

【内容】
　喉頭分離術を行い、気切外口が開いている患者に対する、入浴中の水の垂れ込みを防止するための人工鼻が古くなっていたため、看護師Ａ
が使用中のものを見ながら作成した。市販の人工鼻（Pneu-Moist HM307）の、気管カニューレ接続部に垂直に７cm 四方のビニールを縫いつ
け、中央は空気が出入りするように穴を開けるところ、水が入らないよう縫うことに気を取られ、真ん中に穴を開けるのを忘れていた。後日、トレイ
に準備してあった人工鼻の加工品を看護師Ｂが患者に装着、中央に穴が開いていないとは思わず、確認もしないまま患者の気切外口につけた。
そのあとすぐに看護師Ｃに準備できたと連絡した。
　看護師Ｃは患者を車椅子で浴室へ移そうとしたところ、チアノーゼが出現、顔色も不良になった。すぐに患者をベッドに戻し、人工鼻を外し酸素
吸入を行った。数分で患者の状態はもとにもどり、その後、様子を観察後、入浴させた。
【背景・要因】
・医療消耗品に適切なものがなかった。
・今まで問題なく使用されていたので、安全の確認をする意識が低かった。

入浴中の水の垂れ込みを防止するために
人工鼻にビニール袋を縫い付けたとのこと
であるが、具体的な加工内容等の詳細が
不明であり検討困難と考える｡
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