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1

障害残存
の可能性
なし

BiPAP ビ
ジョン

フィリップ
ス・レスピ
ロニクス

NPPV自己抜去によりtube外れ。回路側の
tubeに患者の指が入っておりアラームがなら
ず発見が遅れ状態が悪化した。
BiPAP使用されている患者。以前よりBiPAP接
続ホースとマスクが外れること何度かあり。外
れるたびに患者からのコールで対応していた
が20時40分、夜勤担当Nsが他患者の処置に
はいっておりコール出られず。その後21時5分
におむつ交換のため一時スタッフステーション
へ戻ると患者のSPO2が59％まで低下してい
るのを発見した。訪室するとBiPAPのホースと
マスクがはずれており、ホースに患者の指が
つっこまれていた。全身振戦あり。声をかける
も反応乏しい。BiPAP異常アラームなし。口唇
チアノーゼが出現していた。医師へ診察を依
頼し血液ガス、採血施行。BiPAPFiO2調節し
22時には声かけに返答あり。主治医からの指
示でBiPAPを日勤帯と同じ設定で再度施行し
ていくこととなった。

何度かBiPAPのホースとマスクが外れること
あったため、はずれないようにするよう対処す
べきであった。夜間せん妄がみられることも
あったため、抑制も検討すべきであった。
NPPVにのってしまうとApneaアラームが頻回
になるためApneaをDisableにしていた。徐々に
状態が厳しくなっており、抑制などは極力控え
たいと考えていたが、NPPV抜去により重篤な
状態が起こることは予想されていた。

自己抜去の恐れがある場合はApneaア
ラームはONにしておく。BiPAPのアラー
ムがならなくても、詰め所のアラームを
すぐにみて対応すべきてあった。早い段
階で抑制や鎮静を考えるべきであった。
コールがあったときにすぐに訪室できる
ようにする。家族へ予想される状況につ
いて説明を行っておくべきであった。

呼吸回路をマスクから自己抜去したと
のことであり、モノの観点からは検討困
難と考える。

2

障害残存
の可能性
なし

アバンス
ケアステー
ション

GEヘルス
ケア・ジャ
パン

手術室3ルームで8：20分頃、麻酔導入後、8：
30分頃より従量式人工吸気設定。1回換気量
400mL、呼吸回数12回で人工呼吸器使用開
始し、問題なく人工呼吸管理出来ていた。8：
43頃　PCV-VG（1回換気量保証機構付き従
圧式換気法）。1回換気量400mL、呼吸回数10
回に設定変更。8：45分頃A-line確保中に
SpO2：94%、ABP：35/27mmHgと低下あり、速
やかにエフェドリン投与。直後に人工呼吸器
ベローズが下がり気道内圧上昇、1回換気量
1000mL以上となっている事を確認したため8：
48分頃、手動換気に戻すと問題なく換気可
能。次第に、血圧上昇しバイタル改善。その
後、従量式設定、1回換気量400mL、10回に変
更し再度人工呼吸器を使用してみたが同様の
現象が確認されたため手動換気を継続した。

麻酔器の誤作動が疑われ、麻酔器業者に確
認してもらったが麻酔器に明らかな異常なく原
因は不明。

呼吸器設定変更後は設定通りの人工
呼吸を行っているか確認する。また、今
後同様の誤作動が発生しないか注意し
て観察する。

当該企業に確認したところ、当該事例と
考えられる事象は特定されておらず、麻
酔器が設定通りの換気動作を行ってい
なかったとのことであるが、発生原因等
の詳細が不明であり、検討困難と考え
る。
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3

障害なし エラスチー
ルバー

松風 全麻酔下に智歯抜歯術を施行していた。左側
下下顎歯の歯牙切削中にフィシャーバーが破
折した。破折したバーは、歯牙に食い込んで
いたため取れないと判断しそのままの状態で
歯牙抜去を試みたところ、歯牙の一部が破折
し、バーの破折片も同時に消失した。口腔内、
抜歯窩、口腔外も確認したが見つからないた
め閉創した。頭部エックス線撮影を行い確認し
たがバーの破折片は認めず。同様に胸部、腹
部のエックス線写真でも認めなかった。手術を
終了し、安静解除後に外来でパノラマ撮影で
確認したところ、左下８抜歯窩付近にバーの
破損片を認めたため開創し除去した。

リユース対応製品であったため使用頻度の確
認は行っていなかった。
洗浄時や使用時に目視では破損するかどう
かわからなかった。

すべての金属バーは、1回使用ごとに破
棄するとした。

歯牙切削中に当該機器が破損したとの
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。

4

障害なし ＰＡＳ・Ｐｏｒ
ｔシステム

センチュ
リーメディ
カル

上記手術施行の際、自動吻合されるはずの
静脈グラフトが自動吻合されず、動脈壁に穴
が開いた状態となった。すぐに手で押さえ止血
し、手動で縫合し閉鎖した。閉鎖部の右側に
再度、新しい製品（同じ機器）で静脈グラフトを
作成した。

１．製造業者の不具合の可能性がある。ス
テープラーが機能しなかった。製造業者に調
査を依頼した。
２．使用者は上級医の指導のもと初めて使用
した。技術が未熟だった点はあるが、手順通り
に使用した。
１．２．のことより、原因は不明。

１．調査結果によっては改良をする必要
がある。また、はじめて使用する病院の
医師へは学習会を行い、機器の機能等
説明を行う。全ての医師が参加できると
は限らないため、ビデオ等を提供し使い
勝手の理解をさせる。
２．初めて使用する医師は、使い方を学
ぶ。上級医は、使い方を理解したか確
認する。

当該企業に確認したところ、当該事例と
考えられる事象は特定されておらず、静
脈グラフトが自動吻合されなかったとの
ことであるが、発生原因等の詳細が不
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（高
い）

スティーレ
電動式
ターニケッ
トシステム
Ⅱ

ガデリウ
ス・メディカ
ル

右上腕骨外側上顆炎の患者。1年前より、飲
み物のキャップを開けるなどの労作時に右外
側部痛を自覚するようになり、近医を受診して
治療を受けていた。しかし症状が軽快しない
ため当科整形外科を受診し、手術目的で入院
となった。予定通り内視鏡下滑膜切除術を
行った。術中にターニケットを使用し、ターニ
ケット圧は250mmHg、ターニケット時間は1時
間48分で予定通り手術を終えた。術後、患者
は上腕部の疼痛を訴えており、ターニケット装
着部位に一致した腫脹、疼痛、水疱を認め
た。術中のターニケット圧、ターニケット時間
は、適正範囲内であったため、回復するだろう
と考え、当日はクーリングとメチコバール点滴
で様子観察とした。翌朝9時、疼痛は軽減した
が、その他の症状が持続しているため検査を
行った。筋内圧測定では左右差なく20mmHgと
正常範囲内であり、造影CT検査で鎖骨下動
静脈の閉塞がない事を確認の上、ステロイド
点滴を行っているが、現在も神経症状が持続
している。

・当該患者は、入室時血圧が160mmHgであっ
たためターニケット圧を250mmHgに設定する
ように指示された。（術者が判断し、看護師へ
口頭で指示した。）清潔野でターニケットを装
着し、ターニケットの機器本体は、足元に設置
しており、ターニケット圧を、術者は目視確認し
ていなかった。
・ターニケットは適正範囲内の圧設定で指示
が出されていたが、本当に圧設定が指示通り
であったかは確認できていない。当該事象が
適正な圧設置により発生したとはあまり考え
難い。また、ターニケット圧設定が、手術に携
わる医療スタッフ間で共有されていない部分
があった。

・手術開始前のタイムアウト（駆血圧、
駆血予定時間）を行う。
・ターニケット開始時、執刀医は駆血
圧、開始時間をコールアウトし、看護師
と共に確認する。麻酔医は駆血圧、開
始時間を記録する。
・外回り看護師は、手術中30分ごとに駆
血圧、経過時間のコールアウトを行う。
・手術終了後、執刀医と看護師は、駆血
部位の確認を行う。

当該企業に確認したところ、当該事例と
考えられる事象は特定されておらず、当
該製品を使用後に神経症状が持続した
とのことであるが、発生原因等の詳細
が不明であり、検討困難と考える。
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6

障害なし 人工呼吸
器 LTVシ
リーズ

LTVディス
ポ呼吸回
路

パシフィッ
クメディコ

パシフィッ
クメディコ

気管切開し人工呼吸器装着中の患者。病院
駐車場でのイベント参加のため車椅子へ移乗
し家族と共に会場へ向かった。会場到着後、
約10分程経過した頃より分時換気量低下のア
ラームが鳴り、リーク音らしき音が聞かれたた
め、その場にいた看護師が回路を点検したが
明らかな異常は発見できず。この時のSpO値
は97%～98%と低下はしていなかった。患者の
胸郭の動きも普段より速迫で、アラームが消
失しないため、病室へと帰室する。ベッドへ移
乗しようとした際に呼吸器回路のＹピースセン
サーライン先端部が破断しているのを発見し
た。医師の診察で、呼吸音・心拍確認できず、
心臓マッサージ、血管確保、薬剤投与実施。
人工呼吸器・回路交換し、その後呼吸状態・
循環状態改善する。

ベッドから車椅子に移乗した際に、センサーラ
イン部に外圧がかかり破損した可能性があ
る。完全に破断しておらず、亀裂が入った状態
となったため、会場で回路の点検を行った際
に発見できなかったと思われる。また、車椅子
移動中の振動で徐々に亀裂が大きくなり、そ
の結果、センサーラインが破断に至ったと思
われる。

人工呼吸器装着中の患者を移乗する
際は、周囲のものを整理して物がぶつ
かったり引っかかったりしないように環
境を整えてから行う。また、移乗は十分
な介助人数をそろえ、リーダーを決めて
安全確認を行ってから移乗行動を行う。
人工呼吸器のアラームが鳴った場合
は、患者の状態を細やかに観察し、ア
ラームの原因が速やかに特定できない
場合は機械本体や回路の交換を速や
かに行う。

当該企業に確認したところ、当該事例と
考えられる事象は特定されておらず、Y
ピースのセンサーライン接続部が破損
していたとのことであるが、破損の原因
等の詳細が不明であり、検討困難と考
える。

7

障害なし トリロジー フィリップ
ス・レスピ
ロニクス

9：45　ベッドサイドにて呼吸介助、体位ドレ
ナージ実施。その後、病棟看護師にカフアシ
スト・吸痰していただく。
10：10　病棟看護師に協力して頂き、リハ室に
車椅子移送。
10：18　平行棒内歩行練習後、呼吸苦訴え
る。SpO2：92％。徐々にSpO2低下する為、リ
ハ看護師より病棟Nrs、主治医へcall
10：20　主治医リハ室到着。チアノーゼ、意識
消失（眼球上転）。主治医、アンビューバッグ
使用（酸素10L）　リハ看護師、吸引実施。
10：22　意識回復、SpO2：100％。　ストレッ
チャーで帰棟。

関係者と検討必要 関係者と検討必要 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、当
該機器を使用中、患者のSpO2が徐々
に低下し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。

8

障害残存
の可能性
がある（高
い）

エクリス・リ
バース人
工肩関節

バイオジェ
ネシス

リバース型人工肩関節置換術を実施。術後，
左上肢特に前腕以下のしびれ，感覚鈍麻（対
側に比べて２～３割程度），手関節および手指
伸展不能，手指の屈曲が経度できるのみであ
り，いわゆる腕神経叢麻痺症状が出現してい
る。改善傾向ではあるが術後２か月経過し残
存している。

術中，上腕骨頭を引き出そうとして，また，リン
グリトラクターが抜けなくなるなどのために．何
度か上肢を引っ張る操作を行ったことが関与
している可能性がある。

手術中に患肢を引っ張る操作には注意
が必要。

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、人
工肩関節置換術後、麻痺症状が確認さ
れたとのことであるが、発生原因等の詳
細が不明であり、検討困難と考える。
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9

障害残存
の可能性
なし

デジタルX
線TVシス
テム
ZEXIRA
DREX-
ZX80

東芝メディ
カルシステ
ムズ

注腸検査でまれに肋骨骨折の合併症を起こ
すことがある。検査担当者は事後に患者から
指摘された。

どの操作で受傷されたのか不明。 患者とよくコミュニケーションをとって検
査を実施する。

当該企業に確認したところ、当該事例と
考えられる事象は特定されておらず、注
腸検査後に肋骨骨折が確認されたとの
ことであるが、受傷状況等の詳細が不
明であり、検討困難と考える。

サルコイドーシスにて外来フォロー中。右下肺
野肺炎像＋心拡大を認め入院。サルコイドー
シスがあり、不整脈から心不全の可能性は否
定できないが胸部Ｘ－Ｐがあることから、誤嚥
性肺炎を契機とした急性心不全と考えられ抗
生剤投与を行い、心不全に対しては体重の測
定を行い、胸部Ｘ－Ｐをみながら、適宜、ラシッ
クスを投与することとした。入院日の夜間に、
ＳｐＯ２は８０％を下回っており、ミオコールを
開始し、ネーザルハイフロー（ＦｉＯ２　０．５)を
導入した。

・医療機器の購入の際、アラーム機能の確認
を行い、使用手順は提示されたがチェックリス
トとしての確認はしていなかった。
・患者側のカニューラにおいては、患者が外す
外す行動があり注意していたが、加湿器側が
外れるとは看護師・医師は考えていなかった。
目視点検では０時には外れていなかったが、
その後、外れている。

・ＲＳＴチームへ情報提供しチェックリス
ト検討中。
・医療機器を使用する部署への注意喚
起を行い、確認手順の追加項目として
確認するようにした。

11

障害残存
の可能性
なし

不明 ボストン・
サイエン
ティフィック
ジャパン

鎮静剤投与下で施行した待機的カテーテル心
筋焼灼手術中に生じた、突然の医療用モニ
ター（Bard Lab[不整脈専用解析機器]）の動作
不具合

コードブルー発生事例（AEDにて蘇生された心
室細動症例）への待機的カテーテル心筋焼灼
治療中に生じた医療機器不具合

不明 当該企業に確認したところ、当該事象と
考えられる事象は特定されておらず、心
筋焼灼術中にモニターの動作不良が確
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。

10

死亡 F&Pオプ
ティフロー

Fisher &
Paykel
Healthcare

【経過】・入院１日目、下腿浮腫の改善、体重の減少を認め、Ｓｐｏ２ネーザルハイフロー下（３０１／ｍｉｎ　Ｆｉｏ２　０．５）でＳｐｏ２　９５％
と酸素化良好となった。ポータブルでも心拡大も縮小しており、肺うっ血像も改善傾向にあった。・入院２日目、夕方より体動、排便時の
怒責後にＳｐｏ２　８５％まで低下が持続。胸部ＸーＰでは右下肺野の浸潤影の増強、心拡大の軽度増強を認めたため、肺炎や心不全
の増悪による低酸素血症も考えられた。・入院３日目（家族説明　＊ＤＮＡＲ　確認）、Ｓｐｏ２　９０％（ネーザルハイフローＦｉｏ２　１．０）、
努力性呼吸が強く、呼吸数も３０前後あるため、呼吸筋疲労を来す可能性があり、モルヒネを開始した。・入院４日目、呼吸状態悪化傾
向。呼吸状態悪化に伴う後負荷増大で心不全も悪化。治療としては心不全の改善のためには、原疾患のコントロールとＶｏｌｕｍｅコント
ロールを行うことと考えられ、ｈＡＮＰの投与を開始した。・入院５日目、ｈＡＮＰ開始後、尿量は一時改善を認めたが、再度、尿量の低下
が認められた。ＩＮ／ＯＵＴバランスは脱水気味に管理を行っているにも関わらず、体重の増加と肺うっ血の増悪を認めた。・入院６日
目、（家族説明：状況は更に厳しいことを伝え、再度、方針確認）、アルブミナー２５％　２Ｖ投与を行ったが、一時的な利尿効果を認め
るのみであった。・入院８日目、Ｓｐｏ２　４０％台、ＨＲ　４０台と急変し、心停止となった。その後、死亡確認。直接死因：急性心不全。直
接死因にもとになった疾患：誤嚥性肺炎。剖検：希望なし。【発生状況】・口渇著明にあり、３０分～１時間ごとに起き上がり行動があり、
その度にＳｐｏ２　７０％台に低下していた。臥床すると徐々にＳｐｏ２上昇し、Ｓｐｏ２　８５％前後で経過していた（ネーザルハイフロー酸
素３５Ｌ　Ｆｉｏ２　１００％装着中）。口渇のため、起き上がり行動３０分～１時間ごとにあり体動により容易にＳｐｏ２　７０％台に低下して
いた。・入院８日目０時　回路接続を目視で確認。０時１５分　Ｓｐｏ２ ５０％台に低下あり訪室するとベッドの足元に患者が端座位になっ
ていた呼びかけに反応あり。臥床を促したところ意識レベル低下あり、呼びかけに反応なくなる。０時１８分　当直医コール０時２３分
当直医到着　ＨＲ　４０台確認。診察中にネーザルハイフローの加湿器アラームが作動確認した際、患者側接続部が外れており再接
続。その後、ＨＲ　５０台／分台に低下あり　ＢＰ　４０ｍｍＨｇ台のためミオコール投与中止。一時的にＳｐｏ２　７０％台まで改善したが、
ＨＲ改善なし。その後、呼吸停止、心停止。家族の来院を待ち、死亡確認。

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、加湿器から呼吸回路が外れていた
とのことであるが、外れた原因等の詳細
が不明であり検討困難と考える。
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12

障害残存
の可能性
がある（高
い）

不明 日本光電
工業

狭心症、腎不全（透析）、閉塞性動脈硬化症
の診断で冠動脈バイパス術を施行し術後管
理のためにICU入室中の症例。術翌日には抜
管しPOD2に一般病棟への帰棟待機の状態
だったが意識消失、低血圧、呼吸停止、心肺
蘇生から自己心拍再開となったものの低酸素
性脳症を疑う状態となった。ICU退室可能な患
者が急変したということで、診療記録（ICU経
過表）の確認と当日当該時間帯当該患者の
生体情報モニターの警告履歴を後日検証し
た。
結果、1.当該患者がテレビ鑑賞をしている時
点において、動脈硬化性病変に起因すると思
われる動脈圧波形の鈍化（なまり）による低血
圧アラームが日常的になっていた、2.事象発
生とされた時刻の9分前に徐脈性不整脈によ
る重要度が高くない警告アラーム（黄色、低
音）が頻回に作動していたこと、3.重要度が高
い警告アラーム（赤色、高音）が事象発生まで
作動することがなかったこと（徐脈性不整脈に
対してペースメーカーが作動していたため重
要度の高いアラームまで至らなかったと思わ
れる）、4.重要度が高くない警告アラームにつ
いてアラーム解除措置を行った履歴があるも
のの、何らかの対応がとられた形跡がなかっ
たこと、5.近隣の人工呼吸中の患者が不穏と
なりその対応に複数の医師看護師の注意が
そがれていたことが明らかとなった。

当該患者は事象発生前に不穏で体動が多
かった。消灯時間だった。準夜勤時間帯で
リーダー看護師休憩中だった。ASO合併や透
析患者であるために事象発症前から観血動
脈圧波形やパルスオキシメトリー波形が頻繁
になまってモニター精度（低血圧や低酸素に
対する陽性的中率）が低かった。心電図上の
除脈に対してはペースメーカーのバックアップ
が作動し、重要なアラームとしての致死性不
整脈（AsystolやVT, VF）は一見認めることが
ない状態であった。経験の豊富な医師、看護
師は事象発症時に他の不穏患者の診療にあ
たっていた。

当該患者は事象発生前に不穏で体動
が多かった。消灯時間だった。準夜勤
時間帯でリーダー看護師休憩中だっ
た。ASO合併や透析患者であるために
事象発症前から観血動脈圧波形やパ
ルスオキシメトリー波形が頻繁になまっ
てモニター精度（低血圧や低酸素に対
する陽性的中率）が低かった。心電図
上の徐脈に対してはペースメーカーの
バックアップが作動し、重要なアラーム
としての致死性不整脈（AsystolやVT,
VF）は一見認めることがない状態であっ
た。経験の豊富な医師、看護師は事象
発症時に他の不穏患者の診療にあたっ
ていた。不穏患者以外の４患者の観察
を担当した看護師は勤務経験が浅かっ
た。

当該企業に確認したところ、当該事例と
考えられる事象は特定されておらず、
ペースメーカの作動により、モニターの
アラームが鳴動しなかったとのことであ
るが、設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

障害なし 不明 不明 慢性心不全の精査目的で本日CAG施行。左
上肢に点滴キープ、右手首穿刺のためTRバ
ンドで圧迫固定中。帰室後家族が付き添いで
いたため、家族と本人にTRバンド装着の必要
性と、外してはいけないことを説明し退室す
る。11時１0分に担当Nsは訪室し、その後休憩
に入る。その後家族はNsに声をかけて帰宅。
11時45分に同チームNsが訪室し声かけし退
室。11時50分頃主治医来室し、TRバンドが外
され多量に出血していることを発見する。他Ns
に応援要請しTRバンド再装着し出血多量のた
めラクテック500mL負荷を速めて投与おこな
う。BP160台、自覚症状なし。抜去防止のため
TRバンドの上から包帯施行し、その後Nsス
テーションで経過する。

転院前病院からせん妄と認められる行動があ
り、体幹とミトン抑制行なっていた。転院後は、
危険度19点であり、身体損傷リスク状態の計
画立案し安全確保のために体幹抑制と観察を
行っていたが、当日検査であり、抑制を実施し
なかった。

危険度評価が高く計画立案し安全確保
のケアを行っていたが、検査による安静
や通常と危険度の見直し、再評価を行
いチーム内で統一した看護ができるよう
に計画の評価も行っていく。

止血用バンドが外され、出血していると
ころを発見したとのことであるが、外れ
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。

14

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 点滴を、１～２時間ごとに自然滴下を確認し、
２時間ごとに刺入部確認していた。夜勤帯最
終の８時に自然滴下確認した。やや緩慢であ
るが刺入部異常なしと判断したが、１０時には
日勤帯勤務者により点滴漏れと皮膚に水泡を
形成していることを確認した。

乳幼児の点滴漏れの早期発見への配慮が不
足していた。

輸液滴下緩慢であると確認した際に
は、刺入部を確実に確認するため、
テープ固定を外し確認する。
もう一方の下肢との太さなどに左右差
が無いかなどの確認を行なう。

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｡

15

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 １３時１０分に輸液確認実施。自然滴下あり、
左足背の刺入部の発赤など認めなかった。そ
の後、１４時にセフォタックスを静脈注射したと
ころ、IVはスムーズであったが、ヴィーンD再
開し１０分たったところで閉塞アラームが鳴り、
この際、点滴刺入部の左下腿が腫れているこ
とに気づいた。また、びらん、水疱が見られた
ため、リンデン塗布とラップを巻くなどの処置
を行なった。

皮膚の弱い小児患者の点滴漏れには注意を
要し、繰り返しの確認が必要である。

左右下腿を見比べ、裏からもしっかり見
るなど、観察をもっとしっかりする。先輩
の看護師や家族と共に観察する。

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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16

障害なし 不明 不明 定時のラウンドで訪問した際、ベッドに大きな
血痕を発見。挿入中の中心静脈カテーテルを
自己抜去していた。

禁食中であり、中心静脈カテーテルを挿入し
ていた。入院時は状態悪く、せん妄あり抑制し
ていたが、状態安定し理解力みられたため抑
制フリーにしていた。夜間帯、患者がなかなか
寝付けない様子であったが、４時に訪室した
際は入眠しかけていた。その後6時のラウンド
で訪室するとベッドに20ｃｍ大の血痕があり、
患者が中心静脈カテーテルをちぎっていた。
訪室した際、レベルダウン、呼吸弱く、救命処
置した所、心筋梗塞疑われる所見あり、心臓
カテーテル検査となった。

せん妄や不穏がある、または以前あっ
た患者は頻回にラウンドを行う。
患者に分かりやすい言葉で説明する。
重要ルート挿入中でせん妄などの危険
性がある患者は状態を観察しながら抑
制を検討する。

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。

17

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 アラームがなり訪室すると、テープ固定はされ
たまま挿管チューブが抜けかけていた。

手術室で挿管し、挿管したまま帰室したが、Ｎ
Ｇチューブが挿入されていなかった。頚損のた
め上肢の動きはなかったが、口を動かし挿管
チューブを押し出そうとするしぐさがみられた。
鎮静を行っていたが、鎮静の状態を観察して
いなかった。

アラームが鳴っていたら何のアラームか
確認、アセスメントし原因を考えてから
アラームを止める。手術後、挿管し帰室
した際はカフ圧が適切であるが確認す
るとともに、その後も定期的に測定す
る。挿管している患者にはＮＧチューブ
を必ず挿入する。鎮静を行っている患
者は全員鎮静の状態を観察する。

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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18

障害残存
の可能性
なし

気管切開
チューブ

コヴィディ
エンジャパ
ン

7時50分夜勤看護師Aは気管内の痰を吸引し
回路の点検、カニューレ固定紐の緩みがない
ことを確認し他の患者のケアに入った。8時1
分出勤した日勤看護師Bは呼吸器低圧アラー
ムに気づき訪室し顔色不良の患者を発見す
る。SpO2８５％　HR113回／分、気管カニュー
レにアンビューバッグを接続し加圧を行うが、
SpO2の改善が見られず徐々に低下した。8時
4分Yガーゼの下を確認し気管カニューレが抜
けていることに気づく。早出看護師が応援に
入る。救急カート準備し、マニュアルに沿って
気管切開孔を塞ぎ口からアンビューマスクで
加圧した。当直医へ8時5分に連絡し2分後に
は到着、すぐ再挿管されたが直後に心停止が
起こりカニューレからアンビューバッグで加
圧、胸骨圧迫を開始した。1分後には心拍再
開し、SpO2９７％に回復した。主治医にも連絡
を入れた。8時20分体温37.6度　HR132回／分
血圧１４５／１１０ｍｍHgで、ほぼ事故前の状
態に回復した。その後人工呼吸器に接続し
た。母親に電話連絡し主治医から状況説明さ
れた。2日後の20時56分　SpO2７０％に低下し
たため確認すると、再びカニューレに事故抜
去が起こっていた。すぐに当直医連絡（たまた
ま前回と同じ医師であった。）、当直医の指示
で看護師が気管カニューレ再挿入アンビュー
バッグ加圧でSpO2９０％台に回復した。当直
医到着後、カニューレの確認を行い問題はな
かった。

上肢や下肢の不随意運動がある患者で、今
年に入り３回の気管カニューレ事故抜去、１回
の回路外れのインシデントがあり、安全対策
を検討し回路の固定などを工夫していたが抑
制はしていなかった。Yガーゼが発見を遅らせ
た。マニュアル通りに看護師は対応し、医師も
すぐに駆けつけた対応したが心停止が起きて
しまった。5日前から発熱があり治療は開始さ
れていたが、ここ数日３９度前後の高熱が続
いていた。不随意運動が続いているため、1回
目の抜去から両上肢抑制を行っていたが、2
日後に再度事故抜去が起こってしまった。２度
目は、同じ当直医だったこともあり、マニュア
ルに反するが看護師に再挿入を指示し看護
師が挿入した。当直医から事故後、マニュア
ルの問題提議がされた。

1回目の抜去時、不随意運動対策として
同意の上、抑制を開始した。２回目の事
故抜去後、抗痙攣薬の調整の指示が
出た。気管カニューレの変更をした。臨
時医療安全管理委員会を開催し、事例
の検討及び気管カニューレのマニュア
ルの再検討を行った。医療行為のため
看護師が挿入できないマニュアルに
なっているが、このケース以外にも、医
師の到着を待っていては救えないと予
測される事例がある。マニュアルに看護
師が再挿入と記載していいものか論議
された。病院の方針としては、生命第一
優先とする方向となった。医師の指示で
看護師が挿入を試みるのは良いか、マ
ニュアルに表記して良いかどうかを本部
に確認していく。

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。

19

障害なし 不明 不明 日勤帯から気管カニューレからの空気漏れを
認めていたが、気管カニューレの位置や体位
により空気漏れが消失する為、経過観察と
なっていた。18時カフ圧異常なく空気漏れもな
かった。18時50分頃、患者の体動が激しくなり
鎮静剤投与増量するも不穏継続し、19時頃酸
素飽和度低下、皮下気腫が出現した。医師に
よる徒手換気を施行したが換気不良となり、カ
ニューレ抜去し経口挿管とした。一時的に意
識レベルの低下がみられたが、徐々に状態は
改善した。

体動が激しく、落ち着きがない状態であった。
不穏状態。

気管カニューレについて医師と情報共
有し、空気漏れを認める場合は気管カ
ニューレの交換等の検討をするよう医
師と相談する。不穏患者の場合の鎮静
剤管理を、早期に対応する。

患者の体動により気管カニューレが皮
下に迷入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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20

障害なし 胃カテーテ
ル

クリエート
メディック

脳性麻痺のため、嚥下障害があり、腸ろう造
設し胃カテーテル10Frを挿入中の患者。16時
内服薬を白湯15mLで溶解し注入し、白湯
10mLでフラッシュした後、栄養バックを接続し
250mL／Ｈで注入開始した。10分後に訪室す
ると、カテーテルと栄養セットの接続部が外れ
ており、栄養剤でシーツと患者の寝衣が汚染
していた。再接続するとカテーテルが閉塞し注
入できなかった。主治医によりガイドワイヤー
使用したが開通できず。外科紹介となる。翌
日外科医により腸ろうチューブ入れ替え施行。
入れ替え後に外科医から「腸内でチューブが
折れ、側孔も腸壁でふさがれ薬が詰まった可
能性がある」と聞かれた。

内服薬溶解時の白湯の量が不足していた。内
服薬注入後の白湯の量が不足していた。胃カ
テーテル（添付文書には30日が使用推奨期間
となっている）交換後、5ヶ月経過していた。胃
カテーテルと栄養セットの接続部がゆるんで
いた可能性がある。

内服薬は20mL以上の白湯で溶解す
る。内服薬注入後はカテーテル内に薬
剤が残らないように30mL白湯を注入し
た後、栄養剤の注入を開始する。胃カ
テーテルのファネルキャップを栄養セッ
トの接続部にしっかり押し込み、接続を
確実に行う。栄養剤注入終了後は、白
湯30mL注入後、空気を20mL注入し、カ
テーテル内の水分を除去しておく。胃カ
テーテルの交換時期を、添付文書を参
考に外科医と検討する。

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、腸瘻カテーテルが閉塞したとのこと
であるが、閉塞の原因や留置状況等の
詳細が不明であり、検討困難と考える。

21

障害なし ジェイ
フィード栄
養カテーテ
ル

ジェイ・エ
ム・エス

患者は開腹開胸食道亜全摘術施行する。手
術当日に栄養摂取目的にて腸ろうチューブが
挿入されていた。アルコール依存症の患者だ
が、退院が近くなり、家族の付き添いとコール
マットで経過を見ていた。当日12時、腸ろうか
ら栄養開始した。1時間40分後家族からナー
スコールあり、訪室すると患者本人がベッドに
端座位となりチューブの先端がベッド柵にか
かっているのを発見。家族から「トイレから出
てくると管が抜けてベッド柵にかかっていた」と
きく。患者の腹部を確認すると、チューブを固
定していたテープや縫合の糸は皮膚に残った
ままの状態であった。チューブに破損はなかっ
た。本人に確認しても原因は不明

患者要因：患者はアルコール依存症と認知障
害により、常にごそごそと動いていた。
自分で抜いた、もしくは注入中であったため患
者が動いた際ルートを柵に引っかけて抜け
た。あるいは、注入中患者が端座位になった
ときチューブが引っ張られ抜けた。これらいず
れかが考えられる。
看護要因：家族が付き添っているためチュー
ブ等の確認をしてくれると思ってしまった。注
入中に患者が体動した場合チューブが柵など
に引っかからないような調整ができていなかっ
た。チューブの固定は縫合とチューブ固定
テープを使用していたので大丈夫だと思って
いた。

家族がいてもコールマットの電源を切ら
ない。注入中は自己抜去予防として安
全帯を必ず装着する。家族が部屋を離
れる際は看護しに声をかけてもらう。看
護師は、腸ろうの必要性、抜去した場合
のリスクと再挿入の必要性を認識して
援助する。

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、腸瘻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、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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22

障害なし 不明 不明 胃瘻造設術後、自己抜去防止のためミトンの
装着、パジャマの上下つなぎ目のテープ固定
し手が入らないようにしていた。在宅に向けて
家族指導を行っていたが、胃瘻に触れるなど
の問題行動はなく経過していた。8日目の朝6
時、経管栄養も問題なく終了した。7時におむ
つ交換のため訪室すると布団はかけたままで
足元に胃瘻が落ちているのを発見。腹部を見
るとパジャマと腹帯が胸元まで上がっていた。
医師に報告し診察を受け、緊急処置として胃
瘻部にバルーンカテーテル留置し、緊急ＣＴで
腹腔内漏出の確認を行ったが問題なし。同日
中に再度胃瘻を造設した。

これまで胃瘻部を触る行為がなく、翌日自宅
へ退院予定であり、大丈夫だと思い、朝の経
管栄養後ミトンを一時的に外した。このとき他
のスタッフへ相談しなかった。また、患者の手
が入らないようにパジャマの胸元をテープで
止めたが、上下の部分は固定しなかった。自
己抜去防止策として、パジャマのテープ固定
を行うこと計画していたが、どの部分をテープ
固定するという具体的な内容となっておらず、
みんなバラバラの方法でテープ固定してい
た。

抑制解除をするときの基準を遵守する。
看護ケアの統一ができるよう、計画の
内容は具体的に方法を記載し共有す
る。

胃瘻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。

23

障害なし 不明 不明 準夜勤帯から深夜勤帯へ申し送る際に、マー
ゲンチューブの挿入位置の確認を怠る。0時
50分アラーム音が鳴り、児のところへ行くとア
プネアが起こっていた。蘇生にて回復する。そ
の後、深夜帯の受け持ち看護師が2時の授乳
の際、マーゲンチューブの挿入位置を確認す
ると、適切な位置が14.5ｃmのところ、6ｃmと浅
かった。

次の勤務帯へ送る際にマーゲンチューブの挿
入位置の確認を怠った。児の発達により自ら
チューブをつかみ自己抜去した可能性もあ
る。

マーゲンチューブの挿入位置を児への
ケアの際は毎回確認する。勤務の始
め、勤務の終わりにマーゲンチューブの
位置確認を行う。注入前の位置確認も
必ず実施する。児の発達をアセスメント
し、上肢のミトン着用も検討する。

マーゲ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。

24

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 患者は右麻痺がありＡＤＬは全介助の状態で
あった。失禁により寝衣と腹帯の汚染があっ
たが替えのものがなかったため、脱がせてい
た。シーツ交換、オムツ交換を実施後に体位
変換を行い右側臥位に変更。胃瘻部はガー
ゼ保護がされており、解放しておくためのウロ
ガードを接続し、バッグはベッド左側にかけて
胃瘻につなげて解放状態にしていた。左上肢
は可動可能であったが、胃瘻に触れる様子は
なかった。１時間後、家族が面会のために訪
室したところ胃瘻を自己抜去しているところを
発見、出血少量あり。当直医、消化器内科医
に報告し、診察となりＮＧチューブ挿入となっ
た。

脳梗塞で麻痺があること、意思疎通が困難で
あり理解力不良であることは把握していたが、
腕がどこまで可動可能であるか正確に把握せ
ず、自分が見ている可動状況から胃瘻までは
届かないという判断をし、適切に自己抜去防
止対策を行っていなかった。患者のテーブル
にミトン抑制が置かれていることはクづいてい
たが、抑制開始の再判断も行わなかった。ま
た、洗濯した腹帯や寝衣の代用も怠り、胃瘻
部がガーゼ保護のみの状態であったが、テー
プ固定を強化するなどの対応も気付かなかっ
た。

麻痺があったり、理解力低下があった
り、意思疎通が困難な患者の場合、大
丈夫だろうという思い込みや自分が見
ただけの状況だけではなく、実際に患者
の可動状況を確認すること、その上でカ
テーテルなどに触れる可能性があると
きには抑制したり、固定を強化するなど
の対応を行う必要があった。

胃瘻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。



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）

12 / 21 

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 意識障害があり、短期記憶障害があった。尿
管自己抜去の危険を回避するため両手にミト
ンを装着していた。また、カテーテルは大腿部
の内側に固定し、ズボンをはかせて裾から
チューブが出るように工夫していた。
看護師が別作業を終えて病室に行くと、排液
バックのカテーテルが下に落ちるような状態で
あった。よく見ると尿管が切断された状態で
あった。至急、医師に報告し尿道部分を確認
するが、断片はなかった。このため、緊急で膀
胱ＭＲを実施したところ、尿道から膀胱内にか
けてカテーテル断片を確認した。夜間は泌尿
器科当直がないため、排尿状況や出血の有
無を確認しながら患者観察を継続した。早朝、
泌尿器科医に電話連絡し来棟を依頼し、膀胱
鏡下にてカテーテル断片（１０ｃｍほど）を摘除
した。

ミトンは、指先の動きをある程度制御できる
が、両手でカテーテルを挟む・手のひらの中に
握るなどは容易にできる側面があり、完全に
手の動きを制御できるものではない（限界が
ある）。
また、尿管カテーテルは、認知症など認知患
者が通常の想像以上の力で引っ張り、断裂さ
せることは時々経験する。

業者にカテーテルが断裂する前に固定
水が割れて自然に抜けるなど、前立腺
の損傷を防ぎながら、かつ膀胱内に残
存しないよう素材や形態の改良や工夫
はできないか提案したが無理との返答
であった。
また、カテーテル断裂事例などの発生
例の有無について問い合わせると、過
去に一例もそのようなことはなく、企業と
して事例内容や件数把握はしていない
との返答を受けた。
このため、当該企業だけでなく、ほか企
業の尿管カテーテルも同様にリスクが
存在することを踏まえ、尿管カテーテル
の素材や構造についての改良の提案、
および要望をＰＭＤＡに報告した。

尿管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。

26

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 ２０時１０分頃に訪室すると、患者の右側シー
ツの上に膀胱留置カテーテルが引きちぎられ
ている状態で発見する。オムツ内に血混じり
尿が掌大の大きさで付着している。尿道から
持続する出血なし。膀胱留置カテーテルの残
骸を探すが見当たらない。

せん妄の疑いがあり、救急病棟ではミトン装
着していたが、病棟へ転棟してきてから意識
状態が改善してきており、危険行動がなかっ
たため医師指示でも「夜間のみミトン装着」と
なった。そのため１３時～ミトンを外していた。
準夜では１７、１８、１９時と１時間毎に訪室し
たが問題はなく、２０時過ぎに訪室した際に抜
去していた。

意識レベルにムラがあったため、その
場のアセスメントだけでなく、全体を含
めたアセスメントを行い、状況に応じてミ
トン装着をする、またはルート固定を工
夫する。留置物が本当に必要かどうか
検討・主治医と相談し、不必要な留置物
は早めに抜去する。身体拘束を解除し
た場合は頻回訪室を行い、頻回訪室が
無理な場合はミトン装着など対策を考え
る。

尿管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。

27

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 （バルン・インサイト自己抜去）腎盂腎炎で入
院中の患者。家族より、夕方ごろから行動が
落ち着かずルートやナザーレ、SPO２モニター
を触る行動があると言われていた。22時家族
帰宅されるため訪室すると入眠されているよう
でありルート類触る様子も見られなかったため
抑制行わず様子をみていた。22時40分ナース
コールなり訪室すると、点滴接続部、バルンを
自己抜去しており、バルンの先端は破損して
いた。バルンの破損片は床やオムツ内にもな
し。

ルートを気にする行動がみられており、抜去
の危険性があった。
高齢であり、入院して数日のためせん妄のリ
スクも高かった。

不要なルート類やモニターは除去する。
必要に応じて抑制を行っていく。

尿管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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28

障害残存
の可能性
がある（高
い）

ソラシック
－ＵＫ－カ
テーテル

ニプロ 胸腺腫摘出術3日目、横隔神経麻痺あり呼吸
困難感軽減されずベッド上から離床が進んで
おらず、ベッド上で過ごしていた。夜間から呼
吸苦のため頻回なコールあり、その都度訪室
していた。この時にも同様にコールあり看護師
駆けつけるとベッド柵から上半身を乗り出すよ
うな体勢で、ゆっくりと床にむかってずり落ちて
いった。その際、左肺尖ドレーンの接続部が
外れ、ＳｐＯ２低下あり。応援召集しＢＬＳ開
始。重症筋無力症クリーゼによる呼吸状態悪
化のためＩＣＵでの人工呼吸器管理となった。

手術が要因となり重症筋無力症クリーゼが発
症し呼吸筋能力が低下していた。
術後の呼吸苦痛から夜間のせん妄状態を悪
化させていた。

術前からリエゾン介入を依頼する。
安全に管理できるよう個室・患者への説
明後モニタリング行ない事故を早期発
見できる環境整備をする。
今回のように急変時には応援（緊急
コール）を呼んだ後にはその場にいるス
タッフにてＢＬＳを開始する。

胸腔ドレーンの接続部が外れたとのこと
であるが、外れた原因は呼吸苦による
患者の体勢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。

29

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 胸腔ドレーン留置し低圧持続吸引器装着。ト
イレは車いすで移送し排泄されていたが、事
故前日から発熱しベッドサイドにポータブルト
イレを設置した。頻尿であり排尿時はナース
コールを押すよう説明していたが、ナースコー
ルなく自己で排泄されていた。当日4:00に患者
からナースコールあり。「なんかシューシュー
言っている。さっきトイレにおりた」と言われ腹
部を見るとトロッカーが抜去されていた。主治
医に報告。呼吸状態は変化なかった。当日の
17:30から手術室にて胸腔ドレーンを再挿入し
た。

１．発熱のためトイレ誘導からポータブルトイ
レに変更し、ナースコールの説明を行っていた
が、理解されていなかった
２．胸腔ドレーン挿入中であるため移動時の
注意等十分な説明ができていなかった
３．ポータブル設置時に移動の確認やナース
コールを押さずに排泄されていたことに対し、
ドレーンの抜去や転倒のリスクについて対応
ができていなかった
４．ドレーンの挿入部位の確認不足

１．各勤務帯におけるドレーンの固定状
態の確認の徹底（勤務の始めと終わり）
２．ポータブルトイレの設置は危険であ
ることを再認識し、患者個々の状況を判
断し責任を持って安全に排泄ができる
よう対策を立てて設置を決定する
３．ナースコールの説明時に理解できて
いても実際に自己で排泄していることが
分かった時点でポータブル設置は危険
と判断し中止する
４．日ごろからナースコールに対する対
応を速やかに行う

胸腔ドレーン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
定状況の詳細等が不明であり、検討困
難と考える。
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30

障害残存
の可能性
なし

不明 Cook
Japan

肝門部胆管癌、腹膜播種診断。他院でＰＴＣＤ
を留置された。当院入院後、ＰＴＣＤチューブで
の内外瘻化を施行。造影によりチューブの先
端が腸管内に留置されていることを確認した。
病棟へ帰室後、しばらくしてから腹痛を訴えた
が、腹膜炎を疑う所見はなく、バイタルサイン
も安定していたため経過観察とした。翌日の
血液検査では炎症反応の著明な上昇はなく、
腹部Ｘ－Ｐにおいてもチューブの先端の移動
はなく、フリーエアーも認めなかった。腹部症
状、バイタルサインに注意しながら経過観察を
行った。血液検査で、急激な炎症反応の上昇
及び腹部症状の増悪を認めたため、緊急腹
部ＣＴを施行。ＰＴＣＤチューブによる消化管穿
孔、腹膜炎が判明し、緊急手術となった。手術
時の所見では、ＰＴＣＤチューブ先端による十
二指腸穿孔を認め、後腹膜膿瘍を認めた。

ＰＴＣＤの内外瘻化や内瘻化は閉塞性黄疸で
は一般的な手技であり、適切な内瘻化は患者
のＱＯＬを保つ上で必要である。本事例のよう
なＰＴＣＤチューブによる消化管穿孔は、ほと
んど経験しない偶発症であると考えられる。し
かし、当患者のように病状の進行状態により、
予期し得ない偶発症が起こりうることは、常に
念頭に置く必要があり、患者・家族にも説明し
ておく必要があった。

担癌患者で十二指腸の動きが制限され
ている可能性のある患者の場合は
チューブ先端位置を下部総胆管にする
など留置位置を慎重に検討する。また、
合併症としては非常に希であるが、患
者・家族に対し消化管穿孔の可能性を
説明し、同意書にも記載する。

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消化管を穿孔し
ていたとのことであるが、製品名や留置
状況等の詳細が不明であり、検討困難
と考える。

31

障害なし 不明 不明 6:00の訪室時には入眠中であった。6:20に再
度訪室し、ドレーンチューブが排液パックに巻
きつけてあるのを発見した。本人の顔を見る
と、ドレーンチューブがなくなっており、寝衣に
固定していた安全ピンもはずれ、床頭台にお
いてあった。固定テープも外れている。本人に
聞くと「邪魔になるから取った」と返答。パック
内に淡血性排液が2mlあった。腹痛・咳嗽な
し。喘鳴なし。バイタルサイン著変なし。

患者は、独居で自分のしたいように生活して
いた。ドレナージの必要性を受け入れられて
いなかった。入院が長く、退院を強く望んでい
た。

治療の必要性を繰り返し説明し、協力
を得る。夜間にはミトンを装着してもら
う。危険な言動があればセデーションや
抑制を行い、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。
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32

障害なし 不明 不明 ラインのフィルター部分に亀裂がはいり、血液
が逆流したことで、ヒックマンカテーテルが閉
塞し再挿入になった。

エポプロステノールが強アルカリ性であること
から、フィルターが破損した。

在宅で使用していたチューブを使用し
た。
患者は退院し、当院にはこの薬剤を投
与している患者は現在はいない。
使用可能なチューブを公表するよう業
者に依頼した。このエピソードをPMDA
に報告し、業者への指導を依頼した。

ラインのフィルター部破損により、逆流し
た血液でカテーテルが閉塞したとのこと
であるが、使用された製品名や使用状
況等の詳細が不明であり、検討困難と
考える。

33

障害なし 不明 不明 胆嚢炎にて開腹胆嚢摘出術施行した患者。認
知症あり、4点柵、ミトン装着し危険行動なく経
過していた。21時の消灯の際は中心静脈カ
テーテル、抑制帯の異常はなかった。胃管カ
テーテルからの経腸栄養投与しており、終了
時刻になったため訪室するとミトンを外し、中
心静脈カテーテルを抜去されていた所を発見
する。抜去されたカテーテルの先端があるこ
と、出血のないことを確認し当直医へ報告す
る。

認知症があり、中心静脈カテーテル留置の必
要性が理解できていなかった。また夜勤帯に
入り人数が少なくなった際にミトンのみではな
く、上肢抑制も開始すべきであった。
患者の認知度と環境の変化(家族の不在や看
護師人数の減少など）を合せてのアセスメント
が必須である。

中心静脈カテーテル自己抜去後より、
右上肢抑制を開始した。
頻回に訪室を行ない、ルートやドレーン
の異常がないか確認する。
また、夜勤帯に入った際には上肢抑制
を開始していく。
毎日の抑制カンファレンスの内容から、
病棟スタッフとの話合いで、共通の認識
で患者に統一した対応をする

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。

34

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 導入時は、点滴落下速度に問題なく、麻酔を
かけることができた。その後、挿管し、手術の
体位を作成した。体位は仰臥位で両手は、頚
部手術のため、上肢を身体の横にした。手術
開始後、左前腕の滴下が不良となったため、
左前腕のルートから投与していた麻薬を右前
腕に移した。左前腕の滴下は不良であった
が、止まることなかったため、点滴中止とせ
ず、点滴を持続していた。上肢を身体の横に
したため、手術を中断しなければ、手術中針
の挿入部である左前腕を確認できないため、
手術終了まで確認を待った。手術終了し、覆
布を除去し、点滴部位を確認したところ、左手
から上肢にかけて浮腫が広がり、左前腕には
水疱が形成されていた。

点滴挿入部位が手術の都合上どうしても、問
題が発生してもすぐには確認できない状態で
あった。

点滴に異常を発見した場合は、手術中
であっても、手術を中断し、すぐに挿入
部位に問題がないか確認するべきであ
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｡

35

障害なし ラセン入気
管切開
チューブ

富士シス
テムズ

看護師が準備している間に気管切開チューブ
を自己抜去され、一時的に酸素飽和度が80台
となり意識レベルが低下した。

食道がんによる気管圧排があり気道確保のた
め気管切開を施行（3ヶ月前）したが、排痰も
多く呼吸困難感が強かったと考えられる。

・当院のルールでは、気切チューブの患
者には抜去時に備えベッドサイドに交
換用チューブを準備することになってい
る。
・排痰状況により観察と吸引の頻度を
判断しながら、状況に応じた対処が必
要。
・装着状況の確認と抑制の必要性を判
断する。

気管切開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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36

障害なし 不明 不明 22:20にSpo2が低下し、呼吸器も低分時換気
量アラームが鳴った。医師が診察し、肺Air入
り問題ないとの判断で呼吸器の換気ボリュー
ムを上げて対応した。翌1時から栄養剤を胃内
に注入した。3時10分に気管チューブより胃内
容物吸引しSpo2も低下しHR180台に上昇す
る。抜管したことを確認し、再挿管した。

医師と相談したところ、22:30の時点で抜管し
ていた可能性があった。
抜管であるとしたら、発見が遅かった。

抜管の早期発見のためにCo2モニタを
使用する。

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、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。

37

障害なし ポンス
キー Ｎ．
Ｂ．Ｒ．カ
テーテル

メディコン 23:30訪室。腹帯が巻かれており覚醒している
が危険行動なし。23:50物音がしたため訪室す
ると胃瘻チューブが抜けている所を発見する。
出血少量あり。疼痛訴えなし。23:55当直医
師、準夜看護師長報告。0:15当直医師診察。
主治医相談し、バンパー型胃瘻チューブ20Fｒ
再挿入試みるが挿入できず。同サイズの水球
型胃瘻チューブも挿入できず。0:55水球型胃
瘻チューブ14Fr挿入。当院で内視鏡下での胃
瘻造設ができない為、家族説明し、了承のう
え胃瘻再造設のため転院。

・認知機能の低下、夜間のせん妄などから自
己抜去の危険性があるため腹帯、ミトンの着
用をしていたがその日は酸素カヌラを外す、腹
帯をいじるなどの危険行動がなかったためミト
ンをはずしていた。
・夜間せん妄により眠剤の調整中であったが
不穏になる可能性を検討せず、安易にミトンを
外してしまい、外している間の観察が十分でき
ていなかった。
・トラブルの可能性を配慮し、病棟に同サイズ
の胃瘻チューブがなく、速やかに挿入できな
かった。

・夜間の不穏、せん妄について病棟で
学習し基礎知識を持つ。
・夜間せん妄の状況、使用中の薬剤な
ど患者の状態を把握し、アセスメント、
ケアプランについて情報共有する。
・医師、他部門とも相談し、抑制を外す
タイミングや、その際の観察について具
体的方法を共有する。
・トラブルに備えて同サイズの胃瘻
チューブを準備しておく。

胃瘻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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38

障害なし 不明 メディコン 術前精査目的にて、カテーテル治療後でベッ
ド上安静中であった。検査後の不穏行動はな
く、00:15頃の検温では入眠されていたが、
00:30頃トイレよりナースコールあり確認に行く
と、裸で立位になり血まみれになっているとこ
ろを発見した。
患者と共に病室に戻ると、周囲に出血跡あり、
果物ナイフ使用し尿道カテーテルとモニターを
切断、点滴ルートの自己抜去をした様子で
あった。ナイフはベッド上に置いてあり、スタッ
フにてお預かりする。患者へ状況確認のため
尋ねたが、せん妄状態でありはっきりとした返
答なし。
ベッド周囲・トイレ内外に出血跡多量にあり。
尿道カテーテル切断部からの先端がないた
め、ベッド周囲・トイレ内捜索するが発見でき
なかった。カテーテル先端残留の件を含め当
直医師への報告考えたが、先端トイレへ流れ
た可能性あり、カテーテル穿刺部の異常なく、
患者も入眠し始め状況落ち着いたためその時
点での報告を行わなかった。
翌朝主治医に報告し、泌尿器科受診する。エ
コーにより膀胱内にカテーテルの先端が遺残
しており、膀胱鏡を行い、鉗子でカテーテルを
除去した。

尿道損傷あり、抗生剤の点滴開始と経過観察
のため、退院延期であること、抗血栓薬の内
服時期を経過をみて再開することを説明した。
患者はあまり記憶に残っていないようで、退院
延期になったことに対して落ち込む様子あり。
妻には危険物であるナイフを持ち帰っていた
だくが、すみませんでしたと、苦情などは聞か
れていない。

・夜間帯であっても事故発生時には医
師・当直師長へ報告する。
・入院時に患者、家族への危険物の持
ち込みが禁止であること説明、危険物
の持ち込みは無いかを確認する。
・入院時パンフレット内に危険物の持ち
込み禁止に関する内容を追加した。

患者により尿管カテーテルが切断され
ているところを発見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

不明 不明 不明 １０時ドレーン排液の為訪室。排液ほぼ無く色
は淡血性、ドレーン先端部確認、問題無し。１
４時３０分ドレーン排液の為訪室。ドレーン確
認すると右ドレーンの先端部確認出来ず。す
ぐに日直医に報告しポータブルエックス線指
示受ける。Ｘ－Ｐ確認の結果、腹腔内にドレー
ン確認。

不明 不明 留置中のドレーン先端部が腹腔内に脱
落したとのことであるが、製品名や固定
の状況等の詳細が不明であり、検討困
難と考える。

40

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 子宮体癌に対して手術を行なった患者。骨盤
リンパ節郭清を行なった為、左右の腹壁より
骨盤後腹膜下にペンローズドレーンを留置。
腹壁に絹糸でドレーンを固定したが、固定が
不十分で2日後に片方が腹腔内に迷入した。

不明 不明 留置中のドレーン先端部が腹腔内に迷
入したとのことであるが、製品名や固定
の状況等の詳細が不明であり、検討困
難と考える。
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41

障害残存
の可能性
がある（低
い）

ベンチレー
タ840

コヴィディ
エンジャパ
ン

9時47分頃訪室した際ＨＲ５０台ＳＰＯ２：３０台
に下降、声掛けに反応しない患者を発見し
た。医師に報告。医師がすぐに駆けつけるが
モニター上ＰＥＡ波形に移行した。この時人工
呼吸器の回路が気切口より外れている事を発
見する。換気、胸骨圧迫を開始アドレナリン１
ｍｇをＩＶし約３分後には自己心拍再開した。そ
の後自発呼吸も認めたが、対光反射無く痛覚
に反応しなかったため、脳への影響を考慮し
低体温療法を開始した。２時間後には対光反
射回復し、ＢＩＳも９０まで回復を認めた。
後に監視モニターの画像を確認したところ９時
２９分に患者が右手を拳上した際に人工呼吸
器の回路が引っ掛かり外れたことを確認した。

患者は2年前、右）下葉肺癌にて手術2013年
には右）下葉肺癌のリンパ節再発と左）上葉
肺癌の二重癌と診断され化学療法後、今年に
左）上葉肺切除を施行している。以降、間質性
肺炎を診断され軽快、増悪を繰り返し、呼吸
器管理のためＩＣＵに入室された。ＩＣＵ入室後
も軽快、憎悪を繰り返していた。レベルはクリ
アであり身体拘束は行わずナースコールも押
せている状況であった為、担当看護師は9時
頃訪室した際に声掛けのみ行い他患者のケ
アに入っていた。患者はベッドサイドリハビリを
行っていたが右手が頭元まで上がるとは思っ
ていなかった。また前日も呼吸器の接続はず
れがあったがすぐに対応し事なきを得ていた
ため情報の共有がされていなかった（自発呼
吸ありだが呼吸器補助がないと数分でSpo2の
下降が見られる）。また朝のケアや他患者の
入室時間と重なりナースステーション内で生
体監視モニターを見ている人がいなかった。
医療機器・環境面では前室のある角部屋で呼
吸器のアラーム音が聞こえなかった。また使
い慣れていない機種でアラームの音量が変え
られることを知らなかった。呼吸器はリハビリ
の関係から右側におかれていた。

報告、連携の強化。互いのコミュニケー
ションを良好に保ち、声を掛け合う習慣
を持つ。
日々変化する病態観察において、人に
視点を当て五感を育てる教育を行う。
医療機器のアラーム音の設定の見直
し、及び人工呼吸器チェックリストの検
討（アラーム音の点検項目）を行う。
ベッド周囲の環境整備。患者の状況に
応じた設置場所の設定。
身体拘束時期（時間）の検討を他職種
を交えて検討を行っていく。

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。



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）

19 / 21 

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

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

患者は、ERCP施行し、ENBDを留置していた。
高齢であり、処置中に向精神薬を使用してい
たため、せん妄を起こし、ENBDや尿留置カ
テーテル、点滴等のルート類を自己抜去され
る危険が考えられた。そのため、予防的に胴
抑制と両手ミトンを装着していた。夜間、見当
識が保たれていないような発言が時折聞かれ
ていたが、ルート類を気にする様子はなかっ
た。7時モニターのアラームが鳴ったため、訪
室すると、両手につけていたミトンが外れ、
ENBDが抜去されていた。患者は興奮してお
り、「看護師さんは扉をピシャッとしていっちゃ
うし、ナースコールも無いからもう逃げ出そうと
思って。」と話し、モニターも外している。すぐに
当直医師へ報告し、診察を受けるが、現時点
では対応できないため、経過観察となる。腹
痛、嘔気等の症状はない。

ERCPの翌日は興奮状態で、失見当識を疑う
発言もあったことから、せん妄状態であったこ
とが考えられる。状況が理解できず、ENBDが
不快で、装着していたミトンをなんとか外し、抜
去にいたった。
・ミトンは、自己抜去の30分前に患者の協力
のもと再装着したため、緩みはなかった。
・ENBDは鼻とほほで固定されており、他の
ルート類とともに整理されていた。

・高齢者はほとんどの方が夜間せん妄
を起こすことを念頭におき、対応にあた
る。
・抑制によって、せん妄を増強させるこ
とがあるので、抑制をしない方法を検討
する。例えば、処置当日だけでも、家族
が希望されたら付き添ってもらうなど
・ナースコールがもてるよう、ミトン（透明
筒状）を選択使用し、いつでも看護師を
呼べるようにする。
・認知症がはっきりしている場合は、外
瘻でなく内瘻を挿入する

経鼻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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43

障害なし 左手背に点滴静脈注射の輸液ルート確保し、
ヴィーンＤを５０ｍＬ／ｈで実施中。新人看護師
は、輸液確認を他の看護師とダブルチェックし
た。１時間後、輸液ポンプアラームが鳴り、患
者の手を観察したところ左手背～前腕にかけ
腫脹と白色から暗紫色を呈しており、輸液漏
れに気付いた。上肢挙上と温罨法、輸液抜去
で観察後、一時的に水泡が出現したが経過観
察で障害は残らなかった。

患者は輸液管理に協力できずに、末梢静脈ラ
インが挿入されている左手を支えに立ち上が
るため、輸液ポンプのアラームがよく鳴ってい
た。新人看護師は、点滴漏れが生じた時に輸
液ポンプのアラームが鳴ると思い込んでい
た。新人看護師やダブルチェックした看護師
は、高浸透液が輸液漏れしやすいという知識
がなかった。

・輸液ポンプのアラームは、輸液が漏れ
ていても鳴らない事や漏れていても輸
液を押し込む事を看護師の安全委員会
で伝達し、周知した。
・現場看護師に、輸液観察しやすい固
定方法（基本のフイルム固定をするよ
う）を促した。
・看護師の輸液漏れ防止研修会を実施
する。
・輸液漏れしやすい薬品や、漏れを確
認する方法をフィールドナーススペシャ
リストにより、Ｉ Ｎ Ｓ（InfusionNurses
Society： 輸液看護師協会）の輸液看護
基準に基づく講義を行った。

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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－ 患者は経鼻栄養チューブの自己抜去の既往
あり、両手にミトンを装着していた。食事時の
みミトンを外しており、ミトン装着を拒否するこ
と多いがタイミングを見計らってミトンを装着し
ていた。当日、夕食を摂取し白湯の投与終了
後、新人看護師は他患者の対応をするため患
者に背を向けた。その後、振り返った際に、患
者が抜いた経鼻栄養チューブを手に持ってい
た。

患者より瞬間目を離した際に経鼻栄養チュー
ブを自己抜去した。新人看護師はミトン装着
の必要性について理解していたが、本人が拒
否していたため対処できなかった。的確な指
導ができていなかった。

・経鼻栄養チューブの自己抜去歴が何
回もある患者から目を離すときは、ミト
ンを装着する。
・ミトンを拒否し、ミトンの装着ができな
い時は患者の側を離れない。
・タイミングを見計らってミトンを装着す
る。
・新人看護師はミトンを拒否する患者に
対しての対処方法が分からなかったよ
うであり、的確に指示していく。

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。
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