
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

1

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 2コース目、アドリアマイシンから開始した後、
ビンクリスチンを注射したところCVポート周囲
に浮腫と発赤がみられ、ポートからの逆流も
見られなかったため薬剤の漏出と判断した。

CVポートからの滴下は良好であったため、抗
がん剤投与前血液逆流を確認していなかっ
た。
なお、ポート挿入を担当した医師の診察で
ポートの位置等に問題がないことは確認され
ている。

抗がん剤投与前の針の状況確認ならび
に血液逆流確認

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｡

2

障害なし 不明 不明 インプラント(スクリュー、プレート)による距舟
関節固定術を行っていた。術中固定操作等に
特に問題なく術中イメージでも問題のないこと
を確認の後閉創を行った。閉創後撮影したX-
Pで内固定材のスクリューが折損しそれが皮
下を迷走していることが確認された。一旦は抜
管し覚醒にはいっていた患者に再度鎮静をか
けた後創部から異物を除去し手術終了した。

確認のためのX線撮影のタイミング 今回は術中のイメージで問題がなかっ
たため麻酔科医にも抜管を許可した
が、抜管前に術後X-Pの確認をすべき
であった。

折損したスクリューが皮下に迷入したと
のことであるが、手技や使用状況を含
めた原因等が不明であり、検討困難と
考える。

3

死亡 セントラル
モニター

PHILIPS 患者はＣＣＵのオープンベッドに入院。入院時
より心拍・血圧・酸素飽和度モニター装着して
いた。救急外来で一度血圧90台まで低下した
ため、ｉｎ負荷行ったとＣＣＵ看護師へ情報が伝
達された。入院時は脈拍102回／分、血圧128
／99mmHg、酸素飽和度100％（リザーバーマ
スク酸素5リットル）患者本人との意思疎通可
能であった。11時頃、看護師が点滴の差し替
えを行ったが、その際は患者の意識は清明で
モニターも正常に作動していた。12時少し前
に、酸素飽和度モニターアラームありベッドサ
イドへ訪室したが、患者の意識は清明だった。
12時30分ごろ研修医が患者の状態を確認。
13時30分患者のモニター（セントラルモニター
の当該患者画面）が消えていることに気付き、
ベッドサイドに行くと、患者は顔色蒼白、意識
のない状態だった。移動用のモニターを交換
し接続すると、心停止の状態だった。すぐに医
師をコール。心肺蘇生術開始する。しかし、効
果なく死亡となる。

ベッドサイドモニターと移動用のモニターを接
続することにより、移動用モニターが充電され
るが、今回充電がうまくされておらず充電が切
れたことによりシャットダウンしてしまったと考
えられる。
看護師はセントラルモニター画面への注意が
低かった可能性があった。アラームが鳴った
時は、画面に注意が行くがそれ以外は正常に
作動しているだろうという思い込みが発生して
いた。
患者の状態は、１２時３０分まで確認している
がその以後は看護師の昼休憩などで手薄な
状態だった。
無駄なアラームが鳴ることも多いので、モニ
ター画面への意識が低くなっていた。

ＣＣＵ内で、平日日勤帯でモニター係を
配置。３０分間隔でモニター画面の異常
がないかどうかの確認を行う。
アラームが鳴った時は、受け持ち看護
師へ連絡し患者の状態を把握してくるよ
うに指示を出す。
臨床工学部でモニターメンテナンスの方
法の見直しを実施。モニター機器にナン
バリングして、メンテナンスの履歴を残
す。

患者モニタが消えていたとのことである
が、使用状況を含めた原因等が不明で
あり、検討困難と考える。

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果
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4

不明 不明 不明 ウーンドリトラクター専用蓋は本来単回使用で
あるが、使用後に洗浄、滅菌して再使用する
ことが常となっていた。手術当日8時30分、器
械出し看護師Ａは午前中に開始される腹腔鏡
補助下回盲部切除術の物品を準備した。その
時、専用蓋の弁破損の有無は確認していな
かった。9時50分手術開始。途中看護師Ａは
看護師Ｂと器械出しを交代した。13時20分腹
腔鏡操作から開腹操作に移行するため、看護
師Ｂは専用蓋にトロッカーの外筒を挿入し準
備をしたが、専用蓋の弁に破損があるかは確
認していなかった。その後器械出し看護師は
ＢからＡに交代。13時50分再気腹のため専用
蓋を使用する。14時05分気腹終了したため専
用蓋を外し閉腹。14時30分手術終了。15時20
分看護師Ａと看護師Ｃは器械・ガーゼ・針カウ
ントが合致していることを確認し、次の手術準
備のため洗浄を看護師Ｄに依頼した。看護師
Ｄが器械洗浄中に扁平状でシリコン製の専用
蓋の弁の一部が長辺12ミリ、短辺7ミリ程度破
損していることを発見した。専用蓋がエックス
線撮影可能か調査したところ、専用蓋単独で
の撮影は可能であったため、すでに病室に
戻っていた患者に腹部エックス線撮影を行う。
複数人の医師で確認するも、腹腔内遺残物確
認できず。手術室内や廃棄物内も捜索するが
発見できなかった。翌日腹部ＣＴを行うも、腹
腔内遺残は確認できなかった。

・単回使用の機器を複数回使用していた。
・複数回使用する基準が設けられておらず、
主観的な判断のみで使用を継続するか、破棄
するかを決定していた。
・機器を使用する前の確認手順が遵守されて
いなかった。

・単回使用が明記されている機器等は、
原則単回使用とする。
・機器を使用する前後の確認手順を見
直す。

専用蓋の弁が破損したとのことである
が、使用状況を含めた原因等の詳細が
不明であり、検討困難と考える。

5

死亡 送信機
ZS-930P

日本光電 入院から約1ヵ月後の6時5分、病室に看護師
訪室し無事を確認した。この時送信機の電池
残量等は確認しなかった。7時28分セントラル
モニターに電波が届いていないことを確認し
訪室すると，ハイフローネザールとSPO2モニ
ターが外れており，心肺停止状態で発見した。
脈拍触知，血圧測定出来ず，DNARの方針で
あったが緊急事態であったため，心臓マッ
サージ，アンビューにて人工換気開始した。そ
の後、心臓マッサージ中止し，家族同意の下，
死亡確認した。

・死亡は予期していたが，セントラルモニター
に電波が届いていなかったことについては，
現在調査中である。
・送信機の記録を確認したところ、6時12分プ
ローブ確認アラーム、6時13分電波切れ、が判
明した。

・アラーム音の設定について現在検討
中である。

患者が心肺停止状態で発見されたとの
ことであるが、送信機のアラーム発生状
況、SpO2モニタ及び呼吸器の装着状況
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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6

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 急性胆嚢炎の患者に対し、緊急開腹胆嚢摘
出術を行った。術後Ｘ線撮影を行い確認した
際、丸い異物を医師が発見し、看護師が器械
を確認したところ吸引し管の横のネジが無く、
術前より無いのか不明であったため、再度麻
酔導入し開腹異物除去を行うこととなった。吸
引し管のネジが取れるとは誰も思わなかっ
た。

これまでに開創器のネジが外れた事故は聞い
ていたが、吸引し管のネジが外れるとは聞い
たことが無かった。医師も吸引し管のネジが
外れることはこれまでに無いという認識であっ
た。
器械は不具合無く使用でき、ぐらつきも無かっ
た。

器械の準備、閉腹時の破損確認。術後
写真確認するまでは抜管しない。器械
不具合、破損の予期される器械は交
換、修理を早急に検討する。手術終了
後も器具の破損などないか確認する。
皆に周知し直接看護師として、不潔にし
ないよう手術前後に器械点検を行う。

ネジの体内遺残を認めたとのことである
が、手技や使用状況を含めた原因等の
詳細が不明であり、検討困難と考える。

7

障害残存
の可能性
なし

キャピオッ
クス遠心
ポンプコン
トローラー
ＳＰ－１０１

テルモ 救急救命センターカテーテル室にて人工心肺
装置，大動脈内バルーンパンピング補助循環
装挿入と，体外式ペースメーカー挿入後ＣＣＵ
へ入室。約１時間後に酸素化異常で，心臓
マッサージ施行。臨床工学技士の回路確認よ
り人工心肺に送る酸素チューブが外れてお
り，すぐに接続し送血回路内の血液の色の変
化と動脈血酸素飽和度の上昇を確認したのち
自己心拍再開した。

院内急変の患者で緊急カテーテル検査，人工
心肺，補助循環装置挿入，脳低体温療法導
入となる。カテーテル検査中人工心肺装置の
作動点検は行っていなかったが，循環動態は
保たれており検査終了となった。ＣＣＵ入室
後，人工心肺装置，補助循環装置を設置した
がその際人工心肺の作動確認は行っていな
かった。

患者に繋がっている機器の再確認が必
要である。
テープ固定やチューブが曲がらないよう
工夫を検討する。
医師，看護師，臨床工学技士の３職種
でのトリプルチェックを徹底する。また，
連携をとり，不明な点があればすぐに相
談する。
人工心肺装置挿入時の確認行動手順
を遵守する。

酸素チューブが外れていたとのことであ
るが、接続状況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

障害なし 不明 不明 術中のシステム診断で，右頭蓋内に留置した
刺激リードに配置された４つの電極のうち，１
つの電極でインピーダンスの高値が判明し
た。刺激リードと刺激装置を連結するエクステ
ンションアダプターを新たなものへ交換後，再
度，システム診断を行ったが，異常は解消さ
れなかった。右側刺激リードの一部断線が考
えられたが，手術の展開から，頭蓋内の操作
へ戻ることは困難であったため，刺激リードは
そのまま頭蓋内へ留置し，刺激装置と連結
し，手術を終了した。右側の刺激リードは，４
つの電極のうち，３つは問題なく使用可能な状
態である。

今回の事例では，右側頭蓋内に留置した刺激
リードの断線が疑われた。頭蓋内へ刺激リー
ドを留置する手技ではなく，刺激リードとエクス
テンションアダプターを接続する際に生じたも
のと考えられた。接続部は，４つのねじで固定
する形状をしており，２名の医師で接続部の
保持とねじをまわす手技を分担して接続作業
を行った。４つのねじのうち，１つを締めた際
に，接続部の歪みが確認された。この際に，
刺激リードの断線が生じたものと考えられた。

術前に手術手技そのものに明らかな問
題がなくても体内に留置する機器にトラ
ブルが発生する可能性があることを患
者及び家族へ説明する必要がある。ま
た，現在，２人で行っている手技を１人
で行った方が安全と考えられた。
メーカーに確認したところ，過去に８例
の同様の報告があった。製品の改良又
は使用方法の再考が必要と思われる。

DBSリードの断線が確認されたとのこと
であるが、アダプタ等の接続時の手技
状況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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9

障害なし ＡＤＵ　Ｓ
／Ｎ：
4002759
（システム
No.KI4027
）

GEヘルス
ケア・ジャ
パン

マスク麻酔で手動換気中に突然ガスの流量
が著しく低下、もしくは無くなった為、換気が出
来なくなった。ジャクソンリースと酸素ボトル（コ
ルベン）を用意しながら気管挿管施行し、ジャ
クソンリースにより換気ができるようになった
が、その間にＳＰＯ2が著しく下がった状態が5
分程度あった。麻酔器を変えて手術を行い、
術後は良好に覚醒し、病棟に帰ったが、当日
退院予定だったものを経過観察でもう一泊す
ることにした。

3ヶ月前にも同じ麻酔器で同じことが発生して
いた。メーカーに点検を依頼下が、異常なしと
のことで使用していた。
現在メーカーに持ち帰り、原因検索している。

麻酔器の定期的な点検を徹底する。 換気不良が認められたとのことである
が、手技を含めた原因等の詳細が不明
であり、検討困難と考える。

10

障害なし 高研式気
管カニュー
レ

高研 喀痰吸引時にバルブシートがないのに気づ
き、周囲を探すも見当たらなかった。気管支鏡
を行ったところ、気管支壁に張り付いているの
を発見した。

スピーチカニューレの構造や特徴を熟知せず
管理を行い、取り扱いや注意点を理解できて
いなかった。

スピーチカニューレについて十分に理
解し介助を実施する。
取り扱いには熟知し患者の影響を把握
し観察する。

バルブシートが気管壁に張り付いてい
たとのことであるが、スピーチカニューレ
の使用状況、及び管理状況を含む原因
等の詳細が不明であり、検討困難と考
える。

11

死亡 植込み型
補助人工
心臓
HeartMate
2

ニプロ 植込み術後9日目に突如、補助人工心臓のポ
ンプ停止アラームが鳴り、モニター画面上、フ
ローが０と表示され、患者は意識消失となっ
た。付近にいた看護師が直ちに当直医・救急
部に連絡し、駆けつけた救急部医師が心臓
マッサージを行った。コントローラーを交換し、
モニター画面上、ポンプ駆動再開が確認され
たため、心臓マッサージを停止した。並行して
気管内挿管し、ＩＣＵへ移送して蘇生を続行し
た。
ＰＣＰＳ装着したが、心電図平坦、脳機能障害
の状態から回復せず、同日死亡宣告となっ
た。

病理解剖を行うとともに、原因究明のための
検討会を開催する予定である。また、メーカー
に摘出した補助人工心臓の解析を依頼してい
る。

目下、検討中。 ポンプ停止が確認されたとのことである
が、原因等の詳細が不明であり、検討
困難と考える。

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果
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12

障害なし テルモ輸
液ポンプ

テルモ 気管内挿管しレスピレーター管理中。プロポ
フォールを5mL/hで鎮静をしていた。看護師
は、2時頃にプロポフォールの残量が20mLで
あり、3時にプロポフォールを終了する予定で
あったため、残量が十分な事を計算し確認し
た。2時50分頃に輸液ポンプのアラームが鳴っ
たため訪室すると、プロポフォールの流量が
100mL/hに設定されており、残量が0mLになっ
ていた。

・患者は、気管内挿管７日目、咽頭痛などで苦
痛を感じていてストレス状態になっていた。
・夜間不眠時は、プロポフォールの流量を上
げる指示が出ていたが、当日は流量を上げず
に経過している。
・本人は看護師で、輸液ポンプの操作を行なう
ことが出来る。
・苦痛緩和へは、フェンタニルを持続点滴と希
望時早送りをしていた。
・鎮静度合いは、スマホで会話可能な程度で
あり、医師が患者に輸液ポンプの流量を変更
していないか確認し、「していない」とのこと。

・輸液ポンプにキーロック機能を使用す
る。
・患者へ、点滴の流量・終了時間などの
説明を行なう。
（RM追記）
・輸液ポンプキーロック機能の使用方法
をスタッフに指導した。
・ポンプ類は手の届かない位置に配置
する。
・カンファレンス時に、改善策・検討策を
話し合う予定。
・患者は自分が変更したのではないか
と疑われていると思っており精神面の援
助に努めた。

輸液ポンプの流量設定が変更になって
いたとのことであるが、使用状況等が不
明であり、検討困難と考える。

13

障害残存
の可能性
なし

レンズシー
ル

Abbott 他医から患者のアレルギー症状によると診断
されステロイド治療を行っていると情報提供あ
り。その後、患者から視力は0.6にもどったと報
告を受けた。

メーカーに確認したら、これまで一度も発生し
ていないと報告を受けた。想定していなかった
症状であった。患者によればアレルギー体質
ではないとのこと。

承諾書面に予測できないアレルギー症
状がおこることがあると明記する。

アレルギーが発現したとのことである
が、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

14

障害残存
の可能性
がある（高
い）

アロー中
心静脈用
カテーテル
（4Fr・
8cm）

テレフレッ
クスメディ
カルジャパ
ン

手術当日、術中に右頸部から中心静脈カテー
テルを留置、4cmで固定しX-Pで位置を確認し
た。翌日、看護師より刺入部の発赤があると
の報告があったが、胸部X-Pではカテーテル
の位置に変化はなく、大量の強心薬投与や高
カロリー輸液などを行っていたため、カテーテ
ルの交換は行わず経過観察するよう当事者1
は指示した。術後２日目にはX-P上はカテー
テル位置に変化は無かったが挿入部に発赤
の増強を認め、カテーテル挿入部の薬液漏れ
を疑い、中心静脈ラインを右鼠径部に変更し、
右頸部のラインを抜去したところ、カテーテル
挿入部周囲に発赤部の糜爛を認めた。皮膚
科対診し、種々の薬剤による皮膚・皮下の炎
症性～壊死性変化と診断。エキザルべ軟膏
の塗布が開始されたが、その後、二次感染防
止のためフシジン軟膏に変更。黒色壊死化し
たためデブリートメント施行。

・皮膚科の担当医の見解では、皮膚潰瘍の原
因として（1）薬剤の血管外漏出、（2）中心静脈
カテーテル挿入時に使用した消毒等の薬剤の
影響、（3）カルシフィラキシスが考えられると
のことであった。しかし、（2）については術中に
同様の薬剤を使用しており、その部位に異常
が認められないため否定的。（3）については、
確定のためは生検が必要であるが非常に稀
であるとのこと。
・カテーテル先端を確認しているにも関わらず
薬剤が漏れたとすれば、（1）カテーテル製品
自体の不具合、（2）挿入・固定操作中のカ
テーテルの破損、（3）挿入位置が不適切、の
可能性が考えられる。本例で使用されたカ
テーテルはアロー中心静脈用カテーテル
（4Fr・8cm）だが、（1）、（2）については報告時
に既にカテーテルが廃棄されており検証不
能。（3）については先端から2番目の注入孔ま
で1.3cm、3番目の注入孔までは2cmの距離が
あり、これらの側孔が本当に血管内にあった
かはX-Pによる先端確認のみでは判定し難
い。

・各種カテーテル挿入部に、発赤等の
症状を認めた時はカテーテルを入れ替
えるなどの対応を速やかに行う。

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｡

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果
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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

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

3ヶ月前から嘔気を訴え不食となり他院に入院
したが、検査の拒否が強く精査できず当院当
科に転院となった患者。脳神経外科、消化器
内科にコンサルテーションを行い各種検査（上
部消化管内視鏡検査、頭部CT、頭部MRI、腹
部造影CT）を施行したが、以前から指摘され
ていた正常圧水頭症以外に所見はなく嘔気・
嘔吐の原因は明らかにならなかった。2ヶ月前
より嘔吐が頻回となり、誤嚥性肺炎も併発し抗
菌薬で治療した。

１．ＣＶポートの消毒の際に、クロルヘキシジン
エタノールを使用すべきところ、マニュアルを
確認せず、病棟にストックのあったスワブス
ティックベンザルコニウムを使用してしまった。
２回目以降も間違いに気付かず、同様の処置
を続けた。

１．初めて行う処置は、必ず複数でマ
ニュアルを確認してから実施する。
２．医師と看護師の間でマニュアルを確
認したかを確認しあう。
３．掲示板に処置の記載をするときに
「○○にあるマニュアルを参照するよう
に」を記載する。
４．ＣＶポートについての勉強会を実施
する。（実施済）
５．消毒液についての勉強会を実施す
る。（実施済）

CVポート感染を認めたとのことである
が、使用された製品名や手技を含めた
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
がある（低
い）

特になし 特になし

1ヶ月前頃よりプリンなどは少し食べるようになるが、それ以上の食事は困難な状態が続いた。点滴ルート確保も困難となり、2ヶ月前に
ＣＶポートを留置した。ベッド上臥床で過ごし、ＡＤＬは全介助。おむつ交換時や処置などを行う際は、介助者を蹴ったり殴ったりする行
為が見られる。発語は少ないが顔を横に振ったり等の意思疎通は取れる。ベッド上臥床で過ごし、ＡＤＬは全介助。おむつ交換時や処
置などを行う際は、介助者を蹴ったり殴ったりする行為が見られる。発語は少ないが顔を横に振ったり等の意思疎通は取れる。24時間
持続でＣＶポート使用している患者のため、ヒューバー針交換は2週間に1回行っていた。今回、ヒューバー針交換を主治医と看護師で
実施した。その時、看護師はマニュアルを見ずスワブスティックベンザルコニウムを準備し先輩看護師と主治医にこれで良いか確認し
準備した。主治医はマニュアルの確認を怠り、クロルヘキシジンエタノールが第一選択であることに気が付かなかいまま処置を実施し
た。
2週間後、2回目のヒューバー針交換時の担当看護師は前回の処置時の処置伝票を見て、ベンザルコニウムを使用していることを確
認し、ベンザルコニウムを準備した。主治医も看護師も消毒薬の選択の誤りに気が付かないまま処置を実施した。その後、担当看護師
はプライマリーの看護師であったため、患者掲示板に使用物品一覧を記載した。その際、消毒薬をベンザルコニウムと記載した。
さらに2週間後、3回目のヒューバー針交換時の担当者は掲示板を確認しベンザルコニウムを準備し主治医と処置を行った。この時も
消毒薬の選択の誤りには気が付かなかった。
3回目の交換から10日後、23:55にＨＲ120台、BT37.5℃とバイタルサインの異常を認めた。
1:30、ＨＲ150台、BT39.8℃まで上昇し、頻回の嘔吐を認めた。当直医が診察。ポート挿入部に明らかな感染徴候はみられなかった。血
液培養、尿培養、血液検査を施行し、好中球優位の白血球高値を認め、原因は明らかでなかったが細菌感染が考えられたためスル
バシリン6g/dayを開始した。CVポート感染の可能性も考えられたが、週末でありポートの抜去は栄養経路が断たれてしまうことになる
ため、週明けまで継続して使用する方針とした。
CVポートを継続して使用していたが、BT37℃台前半で推移した。同日外科にコンサルテーションを行い、ＣＶポート感染を疑い使用を
中止した。腹部単純CTでは胆のうの腫大、上行結腸の壁肥厚を認めたが、理学的所見から発熱の原因としては否定的であった。血液
培養にてグラム陽性球菌が検出された（最終報告で表皮ブドウ球菌）。CVポート感染として判断するには速やかに解熱していたためス
ルバシリンを継続し経過をみる方針となった。
3回目の交換から12日後、早朝の採血で白血球は正常化していたが、18時半に40.5℃の発熱を認めた。
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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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公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

16

障害なし 不明 不明 患者が中心静脈ルートを自己抜去した。11時
にナースコールにて訪室。本人より下腹部痛
あり点滴を抜いたと言動あり。点滴抜去部は
止血されていたが、CVカテーテルが20cmのと
ころで切れており、先端が見当たらず。主治医
に報告後Ｘ－Ｐにて体内残存を確認。心臓血
管内科に相談し血管造影下にてCV先端を回
収する。

深夜看護師より夜間に転倒があり、危険行動
が出現しつつある事の申し送りを受け、行動
や言動の確認を行っていたが、身体拘束の開
始の判断が遅れてしまった。

家族に連絡し、身体拘束を開始した。 中心静脈ライ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。

17

障害残存
の可能性
なし

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

術後4日目、20時40分看護師3名で体位変換
を行い、プレセデックス持続中で吸引刺激に
て顔をしかめる程度であることを確認した。両
上肢抑制帯を両手関節に巻きマジックテープ
固定、付属のフックで固定しベッドと柵を一緒
に固定した。21時5分、呼吸器アラームが鳴り
訪室すると気管内挿管チューブを自己抜去し
ていた。抜去された気管内チューブは、蛇管コ
ネクタから外れカフが膨らんだままで、固定
テープは気管内チューブとバイトブロックに巻
かれた状態であった。抑制帯は20時40分に固
定した時の状態と同様で緩みや外れはなかっ
た。緊急コールにて応援要請と同時に、アン
ビューバッグにて呼吸補助開始した。21時10
分当直医師にて再挿管し呼吸器装着した。ト
ロッカー再挿入となり、呼吸管理、全身管理の
目的で救命センターに転出となった。

1.人工呼吸器管理開始に合わせ薬剤にて鎮
静を行っていたが、十分な鎮静ではなかった。
2.自己抜管防止のため両上肢抑制帯にて抑
制を行っていたが、効果的な抑制方法ではな
かった。

1.人工呼吸器管理においては、挿管中
の患者の苦痛を十分に考慮し十分な鎮
静下で呼吸器管理が行えるように医師
と相談し薬剤使用の調整、検討を行っ
ていく。
2.患者の状態、状況に合わせ効果的な
抑制を行っていく。抑制方法において
は、毎日抑制カンファレンスを実施し効
果的な抑制を検討していく。

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｡

3回目の交換から13日後、嘔吐頻回で、早朝の採血で白血球、胆道系酵素の高値を認めた。頭痛もあり髄膜炎の否定のため神経内
科にコンサルテーションした。嘔気、頭痛の経過は緩慢で明らかな髄膜刺激症状なく意識レベルに変化もなく細菌性髄膜炎は否定的
であった。造影CTにて胆のう炎も否定的であったが、スルバシリンにて炎症所見改善なく発熱も続いたため、胆道移行性の高いワイス
タール2g/dayに抗生剤を変更した。
その後、髄液検査を施行し、髄膜炎は否定的であった。血液培養検査を施行したが、細菌は検出されなかった。Ｔ36.0台～Ｔ37.0台前
半で推移。嘔吐なく経過した。
発熱なく経過し白血球も正常化したため抗生剤終了とした。外科にコンサルテーションを行い、CVポートを使用し発熱があればポート
感染が疑われ、診断のために一度CVポートから点滴することを提案され、ＣＶポートから生理食塩水を投与したところ、BT38.1℃まで
上昇した。ＣＶポートからの点滴を中止したところ、36度台まで解熱した。
経過からＣＶポート感染が疑わしく、CVポート除去術を実施した。局所麻酔でCVポートとカテーテル抜去した。カテーテルが培養されな
かった為、カテーテル感染の直接的な証明はできなかった。創内に蓄膿は認められなかった。
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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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PMDAによる調査結果

18

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 ラウンド時に気切孔より出血していることを発
見した。

アスピリンを内服している患者。フィラデルフィ
アカラーを装着し気切吹き流ししており、不穏
があり体動著明なため両上肢グリップとミトン
抑制を使用していた。その後、体動が著明で
ありチューブが外れやすくＳＰＯ2低下がみら
れるため短蛇管へ変更した。夜勤交代時に抑
制使用部位、全身の皮膚観察、フィラデルフィ
アカラー装着部の観察を行ったが出血、皮膚
トラブルはなかった。勤務交代時はミトンと体
幹抑制は行っていたがグリップ抑制は行って
いなかった。グリップ抑制の中止については
日中の抑制変更時のチェックリスト、経時記録
への記載がなくカンファレンスもしていなかっ
た。体位交換時、患者本人が蛇管を外してい
るのを発見したため両上肢グリップ抑制を追
加した。その際、サクションを行ったが白色粘
稠痰であった。2時間後の輸液交換時の際も
サクションを施行したが白色粘稠痰であった
がその30分後のラウンド時に気切部より出血
を確認。フィラデルフィアカラーを外したところ
気切孔から出血を確認したため医師へ報告。
出血源を精査したが明らかな裂傷はなく持続
する出血がみられた。止血処置後、ボーカレ
イドを再挿入し、出血なく経過した。

患者の理解力、見当識障害をアセスメ
ントし、適切な抑制帯の使用を検討す
る。抑制帯の使用開始、変更時はチェッ
クリスト、経時記録に必ず記載する。ウ
オータートラップの水は直ちに破棄し、
蛇管はテンションがかからないように上
からつるす。抗血小板薬内服中である
ため採血データの確認と頻回に気切部
の観察を行う。

気管切開孔からの出血を確認したとの
ことであるが、使用された製品名や手技
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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PMDAによる調査結果

19

障害残存
の可能性
がある（低
い）

ソフトシー
ルカフ付き
気管内
チューブ

不明 無菌室内で人工呼吸器管理中。左上下肢は
皮膚炎による炎症性疼痛にて動かせない状
態であったが、右上下肢は動かせるため、右
上肢を抑制帯で抑制中であった。
1.9：00よりリハビリ開始。9：25人工呼吸器ア
ラームあり。病室付近でアラームに気がつき
無菌室へ確認に行った。
2.気管内挿管チューブ自己抜管されているの
を確認。右手首の抑制が緩んでおり、ベッドの
抑制帯の結び目もほどけていた。時間は9：30
であった。
3.麻）モルヒネ塩酸塩20mg＋生食22mL
1mL/h持続流量し疼痛コントロール中、2％プ
ロポフォール　1mL/h鎮静中であったが、
JCS3。会話が成立するレベルであった。
4.酸素化は良好であったため、すぐには再挿
管せずプロポフォールは中止し経過をみてい
たが、13：30呼吸状態悪化あり、13：50再挿管
となった。

患者側要因：鎮静が浅かった可能性がある。
医療者側要因：
1.リハビリテーションスタッフとの連携が取れて
いなかったため、看護師がリハビリテーション
終了直後の拘束の状況を確認できなかった。
2.リハビリテーションの適切な介入時期につい
てディスカッションされなかった。

1．人工呼吸器管理中の良好な鎮静を
維持するため、医師とこまめにカンファ
レンスを行う。
2．拘束を解除してリハビリテーションを
行う場合、終了時の再拘束は看護師と
共に行う。
3．リハビリテーションの介入について、
医師・リハビリスタッフ・看護師で検討す
る。

【アクシデントカンファレンス・医療安全
推進委員会での協議内容】
・身体拘束について、看護部のマニュア
ルに記載があるが、他の職種とは情報
共有がされていない状況である。リハビ
リ技師の身体拘束ケアの実施や職種間
の連携などについて、看護部と協議しマ
ニュアルや研修体制の整備する必要が
ある。

挿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｡

20

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 患者は人工呼吸器挿管中、右上肢抑制中。9
時10分頃、無菌室・前室に待機していた病棟
看護師に声をかけてから入室。リハビリ介入
の為、右手首固定バンドのマジックテープの
み外しROM訓練実施。訓練終了後、右手首を
固定バンドのマジックテープで固定し、9時30
分頃退室する。1時間後病棟看護師より「患者
本人が人工呼吸器　挿管チューブを抜管して
しまった」との電話連絡あり。抑制が不十分
だったのではないかとの指摘あり。

患者はJCS2桁で声がけすると視線合わせてく
れる覚醒度であった。左上肢は蜂窩織炎によ
る腫脹あり、運動は禁忌とされ、左上肢の拘
束帯は使用されていなかった。理解力低下・
自己抜管のリスクがある為、右上肢のみ拘束
帯を使用されていた。またリハビリ終了時の報
告を病棟看護師へ連絡を行っていなかった。

拘束を行っている患者のリハビリを終了
した際には、リハビリの終了を看護師に
報告する。看護師は報告を受けて患者
の拘束が正しく行われているかどうか
確認を行う。
【アクシデントカンファレンス・医療安全
推進委員会での協議内容】
・身体拘束について、看護部のマニュア
ルに記載があるが、他の職種とは情報
共有がされていない状況である。リハビ
リ技師の身体拘束ケアの実施や職種間
の連携などについて、看護部と協議しマ
ニュアルや研修体制の整備する必要が
ある。

挿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.
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公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

21

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 入室の翌日，意識レベルを確認するため，医
師の指示によりプロポフォールを中止した。両
上肢に安全帯を装着していた。10:30に一度
ベッドサイドを離れた。10:50に注射薬作成の
ためベッドサイドを離れ，戻ったあとアラーム
音が聞こえ，気管チューブは自己抜去されて
いた。安全帯はマジックテープが止められたま
まの状態で，両手ともにすり抜けていた。その
後，再挿管となる。

注射薬作成のためべッドサイドを離れる予定
があったにもかかわらず，プロポフォールを中
止してしまった。安全帯を使用していたが，固
定が緩かった。

意識レベル確認のため鎮静剤を中止す
るタイミングは，看護師がベッドサイドか
ら離れることが少ない時間帯にする。安
全帯の適正使用を心がける。

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｡

22

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 当日朝，患児がむせこんだため吸引を行った
が，その後もむせこみがあり，リーク音が増大
した。抜管した可能性が高いと判断し，医師に
報告した。医師が診察したところ，口腔内に気
管チューブの先端があった。直ぐに，再挿管を
行った。

むせこみにより計画外抜管となった。鎮静が
浅かった可能性があった。

計画外抜管に対応できるように物品を
準備しておく。対応マニュアル（フロー
図）を作成しておく。鎮静については医
師と相談する。

気管チューブが抜けていたとのことであ
るが、使用された製品名や固定状況を
含めた原因等の詳細が不明であり、検
討困難と考える。

23

障害なし 不明 不明 鼻腔内NGT挿入、気管切開、在宅レスピレー
ター管理中であった。過去にもNGTやカニュー
レの自己抜去歴あり。母親面会の際、カ
ニューレバンド交換していると、児が突然首を
激しく振った瞬間カニューレが抜けてしまっ
た。ナースコールにて報告を受け、すぐにス
タッフコールにて救急要請しDr手技にて再挿
入する。挿入するまでの間、全身チアノーゼ著
名、SpO2 63%へ低下あり、再挿入後バギング
施行しSpO2 92%へ改善する。気管カニューレ
より出血あったため、その後耳鼻科依頼し経
過観察となっている。

手を口元へ移動する習慣があり、左手はミト
ン、上肢抑制施行していた。
首を突然振る動作をしていた。
母親がケアを行っており、抑制は解除してい
た。
看護師は母親へケアを依頼しており、訪室は
行わなかった。

カニューレバンド交換など危険が伴う場
合は、家族ケアの際も看護師が介助に
つく。もしくは抑制を行う。

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｡
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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.
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公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

患者は夜間せん妄あり、精神科リエゾン回診
開始、定時薬と屯用薬を処方された（定時薬：
ロゼレム8mg、屯用薬：リスペリドン　0.25mg不
眠時、不穏時）。注意する行動として、入院当
初より、ベッド柵から足を出す、点滴ルートに
触れる、モニターを外す、腕を振り回す、足を
上げる、蹴る、気管カニューレを引っ張る、人
工鼻を外すなどがあった。
11：30　顔面紅潮、体熱感、体温37.5℃。
13：00　検査実施。
14：00　左前腕にサーフロー22Ｇ挿入、ヘパリ
ンロック（抗生剤指示あり）。
17：00頃　体動活発、右手拘束ミトン装着し
た。
19：32　左手は点滴ルートがあるため抑制なし
になっているが、左手を使いカニューレホル
ダーに手を引っかけて引っ張る行為あり。
20：01　入眠している。
22：00　抗生剤開始するが覚醒しており体動
激しいため、点滴中手を握り抗生剤終了まで
看護師が付き添った。（23:00まで）その後入眠
し始める。
23：46　覚醒しているが不穏な様子はなく、手
を動かしているため様子観察する。
0：10　巡視、異常なし。

１．出血の原因は不明であるが、状況から患
者が拘束されていない左手で気管カニューレ
をひっぱるなどしたため、粘膜がこすれて出血
したと推定された。
２．決められた拘束を行っていなかった
拘束部位は入院時から体幹・両上肢・両手ミト
ン装着していたが、左前腕にルート確保後は
体幹・右上肢・右手ミトン装着をしていた。
準夜勤務者が訪室したとき、患者は左手を拘
束していない状態だった。日勤担当者に確認
すると、（左前腕に）点滴が入っているから拘
束できないので、頻回に観察を行ってほしいと
引き継ぎを受けた。
日勤者は引き継ぎ前に3名で右手の拘束をし
ているが、左手の拘束については、ルートが
入っているから行わず、判断についてチーム
で話し合うことをしなかった。
２.危険行動（気管カニューレ部分に手を持っ
ていく、カニューレをつまむ行為）があることの
共通理解と統一した判断ができていなかっ
た。
３.身体拘束（必要時抑制可：部位は四肢体
幹）についての認識：日勤担当者、準夜勤務
者とも、必要時拘束可であって「付添人がいな
いときは拘束が必要」ではないと誤った認識を
していた。

１．統一した安全確保対策の継続
患者の行動は気管カニューレおよび周
辺組織に支障を与える行動（気管カ
ニューレに触れる、つかむ、払う等）が
あったがその行為は付添人がいないと
きは常に拘束を行うという共通理解に
なっていなかった。
２．決められた拘束方法を変更するとき
には、個人で判断せずにかかわる職員
やチームで話し合う。
３．気管口付近からの出血の吸引は
ファイバースコープよりも太めの吸引
チューブで行った方が吸引の効果は大
きい。

24

障害残存
の可能性
がある（低
い）

特になし 特になし 気管切開部からの出血を認めたとのこ
とであるが、使用された製品名や手技
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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公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

0：40　カフ圧を確認する為訪室する。右側臥位で気管切開部より出血あり。ベッド上に1ｃｍ大のコアグラ2個あり。気管カニューレは抜
けていなかった。
1：00　当直医、主治医来棟する。
1：25　ファイバースコープ実施するが出血源確認できず、医師により気管カニューレ抜去。気管切開部からコアグラ含む出血あり。
1：35　右下肢ルートから全開で輸液を滴下し、気管カニューレ交換する。挿入後も出血持続する。
1：39　SPO2　68%。
1：41　酸素10Ｌ開始する。
1：44　BP125/72　SPO2　83%。
1：44　当直医が口腔吸引行う。
1：52　気管切開部からアンビューで加圧する。
1：53　主治医から家族へ電話連絡、状況報告と転院許可の承諾をいただく。
1：55　BP138/79　SPO2　91%。
2：08　気管切開部からコアグラ吸引される。
2：27　気管カニューレサイドチューブから生食10ｍｌで洗浄する。
2：32　救急隊到着。
2：40　主治医付き添い、転院となる。
転院後、造影ＣＴ施行され気管チューブ挿入部より上位か挿入部の気管内に構造物あるが、気道内出血の原因となる活動性出血は
認められなかった。止血術は行わず経過観察となり、同日12：30、当院へ転入した。10～14日ほどチューブ留置継続指示あり。
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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
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公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

25

障害残存
の可能性
なし

MIC・栄養
チューブ

ハリヤー
ド・ヘルス
ケア・イン
ク

10時15分：入浴のため浴場へ移送する目的に
て看護師が訪室。本人の右横に固定水が完
全に抜けた状態の胃瘻ボタンが落ちているの
を発見する。すぐに他の看護師を呼び、主治
医へ報告すると同時に閉塞の防止目的にて
10Frのカテーテルを抵抗なく挿入できた。
10時20分：看護師長へ報告。主治医訪室。抜
けた胃瘻ボタンのバルンの状態を確認するた
め蒸留水を注入するが針で開けたような穴が
先端1ヶ所にあり、ぽたぽたと水漏れした。
SPD・小児科外来へ問い合わせる。しかし同
様のボタンは院内に無いことが判明。主治医
より母親と病棟医長へ連絡しバードの14Frを
挿入する事となる。その際、バードはチューブ
一体型のため、事故抜去のリスクが高い事も
説明し理解を得る。閉塞防止のため一時的に
10Frのカテーテルを胃瘻に挿入し、その後
バード14Fr胃瘻チューブを挿入した。挿入長
はバルンから外部ストッパー内側で2.5cmと
し、固定水を5cc入れた。

１．発見時、腹部はあらわになっておらずきち
んとシャツを着ていた。またチューブも接続さ
れていなかったため、手にひっかかった可能
性は低い。本人の上肢機能からつまんで引っ
張る事も考えにくい。以上から自己抜去の可
能性は極めて低いと考えられる。
２．発見された時の胃瘻ボタンは固定水が完
全に抜けた状態であり、バルンの先端から水
漏れしていた。このことから何らかの理由でバ
ルンに穴が開き固定水が抜けてしまい自然に
抜けてしまったのではないかと思われる。

１．固定水の確認を行っていなかったた
め、入院時に必ず確認する。
２．胃瘻ボタンが挿入されている患児に
はタオルで腹巻をしたり服をズボンの中
に入れるというケアを病棟のスタンダー
ドケアとする。
３．胃瘻ボタンの固定水が漏れた個所
の調査と原因について、メーカーへ問い
合わせして確認していく。

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、胃瘻ボタンが落下していたとのこと
であるが、落下時の状況や固定状況を
含めた原因等の詳細が不明であり、検
討困難と考える。

26

障害なし 不明 不明 XP所見で、Ｄｒが胃管カテーテル位置が浅いこ
とに気づく。胃管カテーテルが途中でたぐま
り、先端が浅くなっていた。前日より前のXP所
見確認すると、3日前より胃管カテーテル先端
が浅くなっていた。ＥＤチューブより、ミルク注
入中で胃管カテーテルからは内服のみの投
与をしていたが、前日にＥＤ抜去し、胃管カ
テーテルより12回注入が開始されている。目
視では、印・長さは問題なかった。胃管カテー
テルが浅いまま、約1日ミルクが投与されてし
まった。残乳や嘔吐、呼吸状態悪化などはなく
経過した。

経管栄養前に胃泡音の確認ができていなかっ
た。毎日XP撮影は行っていたが、胃管カテー
テル挿入位置の評価が、Ｄｒ、Ｎｓ共にできてい
なかった。鼻腔、口腔から胆汁が引けていた
が、XP確認や胃泡音確認を行っていなかっ
た。

各勤務の胃管カテーテル挿入部の位置
と経管栄養前の胃泡音の確認をする。
XP撮影を行った時は、所見を確認し、Ｄ
ｒにも位置の確認を依頼する。残乳の性
状で異常があった際は、胃管カテーテ
ル位置・胃泡音・XP所見の確認をし、す
みやかにＤｒへ報告する。

カテーテルの位置異常を認めたとのこ
とであるが、使用された製品名や手技
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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27

障害残存
の可能性
なし

バードIC
フォーリー
トレイB（バ
イオキャス
フォーリー
カテーテル
１４Fr ２
way)

メディコン 入院時は活気がなかったが補液を行いベッド
上で体動が増えてきていた。
翌5：00一般状態観察のため訪室し、点滴、バ
イタルサイン、意識状態に異常はなかった。
5：40　訪室時、患者がベッドサイドの緩衝マッ
トの上に座っており、点滴、膀胱留置カテーテ
ルを自己抜去し、モニター類を外しているのを
発見する。膀胱留置カテーテルを確認すると
先端部分7～8センチメートルのところで斜め
に切断された状態であった。ベッドサイドを確
認したが先端部分は見つからず、体内遺残し
ていると思われた。先端が切断されたように見
えたが、ベッドサイドを調べたところ刃物のよう
な鋭利なものは発見されなかった。8：00　腹
部CT撮影を行い膀胱内に遺残が確認され
た。その後、内視鏡的に異物摘出を行った。

１．誤嚥性肺炎による発熱、脱水で入院時は
活気がなく自力体動も少なかったが、補液を
行い一般状態が改善し、不穏行動が出現して
きたが、チューブ類の自己抜去の可能性等を
アセスメントできていなかった。
２．患者が膀胱留置カテーテルを引っ張り、鋭
利なもので切断した可能性がある。

１．不穏行動が出現してきた場合は、
チューブ類の抜去・切断などの可能性
を予測し、必要性の有無について医師
と検討する。
２．ベッド周囲に危険なものはないか、
常に点検を行う。

尿道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。

28

障害なし 不明 不明 転院、意識レベルJCS1-1～2の患者。前医で
ベッドからの転落があり。離床センサー（うー
ご君）を使用していた。転院後より落ち着きが
なく起き上がりが頻回にあり夜間も睡眠できて
いなかったため、翌日よりリスペリドンの内服
が開始となった。夜勤に入ってからも落ち着き
はなかったが、膀胱留置カテーテルを気にす
る様子はなく、他の拘束具は使用していな
かった。2時に離床センサーの反応があり訪
室すると、ベッド上にうつぶせで腰をあげてい
る状態で、膀胱留置カテーテルが切断されて
いた。尿道口からの出血や痛みはなく、肉眼
的血尿や尿道損傷は見られなかった。すみや
かに当直医に報告し、泌尿器科の医師の診
察後、再度膀胱留置カテーテルを挿入した。
翌日に泌尿器科を受診し、内視鏡的に膀胱内
に残存となったカテーテルを抜去した。

膀胱留置カテーテルは自己抜去予防対策とし
てパジャマのズボンを通していた。リスペリドン
を3回内服したが効果は十分ではなかった。切
断面より引っ張って切れたと考えられる。

不穏状態の患者は拘束具の種類や必
要性のアセスメントを複数で行い対処す
る。睡眠パターンが獲得できていない患
者に対して、不眠時の対処方法を主治
医と看護師で統一する。

尿道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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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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公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

29

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 翌日尿バルーンを抜去、自宅退院とした。しか
し、亀頭部痛、血尿にて退院翌日未明に救命
を受診し、嵌頓包茎と診断、用手的に回復で
きず、泌尿器科へコンサルト、緊急環状切開
手術が施行された。

救命センターで尿バルーンを留置。その前後
で、診療・処置に携わった何人かの医療従事
者間で患者が嵌頓状態となる可能性が想定さ
れる包茎という情報は共有・伝達されていな
かった。
・報告者は入院中に患者が亀頭部、尿道痛を
訴えたが、バッグ内に血尿がないため、はじ
めてのバルーン留置での違和感として亀頭
部・陰部を観察していなかった。
・朝、尿バルーン抜去を病棟に指示していて、
7時頃に実施された。その後、亀頭部から出血
少量ありとの報告があった。回診時に診察し
たが、活動性出血なく、少量のコアグラが亀頭
先端に付着していただけのため、バルーン抜
去での一時的尿道擦過として経過観察とし
た。なお、自排尿も9時20分に確認、排尿時痛
はなかった。亀頭部の症状継続あるいは化膿
があれば、すぐに当院外来を受診するように
母親、本人に説明し、了承を得て退院とした。
【患者要因】知的障害あり、大量服薬による中
毒で入院

尿バルーン留置前後に包茎の有無の
確認、あれば包皮を元に戻した状態に
して嵌頓を防止すること、およびこうした
情報の記録・伝達、ケアや診察時に注
意深く観察すること、などが挙げられ
る。
【カンファレンス・委員会での協議内容】
・男性患者の尿道カテーテル挿入時の
リスクと対処について、再周知が必要で
ある。

血尿を認めたとのことであるが、使用さ
れた製品名や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｡

30

障害なし ペンローズ
ドレーン

富士シス
テム

腹腔鏡下胆嚢摘出術を行い、腹腔内にペン
ローズドレーンが入っていた。3日後、ドレーン
抜去日のため医師回診時、創部のガーゼを
除去するとペンローズドレーンがなかった。ド
レーンを固定していたナートのみが残ってお
り、1cm程度の傷が残っていた。手術当日以
外ガーゼ汚染はなかった。ガーゼ交換は手術
当日のみ行っている。腹部単純撮影、腹部ＣＴ
施行。骨盤内にドレーンがあることを認め、腹
腔鏡下でドレーン除去術施行の予定となる。

ペンローズドレーンの固定は絹糸を用いて皮
膚の縫い付けてあり、ドレーン脱落時にもしっ
かりと固定がなされていた。
ペンローズが切れて腹腔内に脱落したものと
思われるが、原因は不明である。

ドレーンの種類を適切なものを選択する
ことを考慮したが、ドレーンの種類は標
準的に使用されているものであり、今の
ところ変更はしないことになった。
固定がしっかりなされているかを確認す
る。

ドレーンが離断したとのことであるが、
固定状況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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PMDAによる調査結果

31

障害なし 不明 不明 慢性硬膜下血腫の患者は、手術後入眠して
いたが、その後体動が活発になった。体幹・グ
ローブの抑制施行していたがドレーンチューブ
を抜去した。ドレーンチューブを確認すると途
中で切れていたため、手術でドレーンチューブ
を抜去し、ドレーンの再留置を行った。

患者の尊厳を尊重し、過度な抑制はしていな
く看護師の詰所近くで観察していたが抜去し
た。
手術後であり慎重に観察する必要があった。

今回の事例について振り返り内部環
境・外部環境を整える。

脳室ドレーンを自己抜去したとのことで
あるが、使用された製品名や固定状況
を含めた原因等の詳細が不明であり、
検討困難と考える。

32

障害なし 不明 不明 みぎ上顎部分切除、みぎ頸部リンパ節廓清術
を施行し、SBバッグを２本留置し持続吸引を
行った。手術は問題なく終了し、4病日目のド
レーン抜去時、下顎下縁沿いのドレーンは抜
去できたが、顎角部～鎖骨にかけて入ってい
るドレーン抜去ができなかった。ドレーンを
引っ張る際に疼痛を訴え、疼痛性ショックを起
こしたためモニター観察を行い、症状改善後
に創部の一部を開創し確認したところ、ドレー
ン孔から内腔へ軟組織陥入を認めた。軟組織
除去後、ドレーン抜去し再縫合を行った。

ドレーンに複数空いている孔に軟組織が陥入
したことが原因と考えられる。

スリットタイプ（J-VAC）のドレーンであ
れば組織の陥入を防げると思われる。
ドレーンを抜去する際は、軟組織の土ド
レーンへの陥入の可能性があるため慎
重に抜去を行う。

ドレーンが抜去困難となったとのことで
あるが、使用された製品名や固定状況
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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PMDAによる調査結果

33

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 1.15時20分頃、血圧60台へ低下あり。カテコラ
ミンルートからの逆血を認め、ノルアドレナリン
ルートが三方活栓から外れているのを発見し
た。
2.ノルアドレナリンルートを再接続し経過観
察。血圧90台へ回復する。
3.当番医へ状況報告し、経過観察となり、その
後も血圧80‐100台で経過した。

（患者要因）
1.大動脈弁置換術、上行置換術後1日目でノ
ルアドレナリン5A＋生食45mL　5mL/h、ドブポ
ン8mL/hで持続流量し血圧コントロールであっ
た。
2.鎮静中のため自動運動なく、介助で体位変
換を行なっていた。
（医療者側要因）
1.術後1日目で、カテコラミンが高流量で注入
されているため、ライン管理は特に注意し、体
位変換時にはルートの閉塞や接続外れがな
いかを毎回確認していた。
2.15時ノルアドレナリンルート交換し、ダブル
確認を行ない、接続漏れや弛みがないことを
確認した。
3.15時15分頃体位変換施行し、カテコラミン
ルートの確認を行ない、異常みられなかった。
（環境要因）
1.カテコラミンはシリンジポンプ2台を用意しダ
ブル交換していたが、直前に交換した場所で
はなく、メインルートへ直接つながっている部
分が外れていた。
2.カテコラミンルートはロック式の三方活栓を
使用していた。
3.CVラインには多数の点滴ラインが接続さ
れ、負荷が掛からないように工夫をしていた
が、ライン類の重力により引っ張られる形とな
り外れることになった可能性がある。
4.カテコラミンルートが外れた時は、物品の不
具合とは思わなかったため交換しなかった。
後日、物品の不具合の可能性もある事を指摘
された。

1.カテコラミン交換後ダブル確認をする
ことを再度周知した。
2.ルート確認は勤務交替時、カテコラミ
ン交換時、血圧変動時、体位変換時に
行なう。
3.患者側の針入部から辿って弛み、ねじ
れ、閉塞、三方活栓の向き、亀裂などが
ないか確認する。
4.物品の不具合が考えられる場合は、
可能な範囲のルート交換を行ない、交
換したモノは捨てずに保管し後日確認し
てもらう。
【カンファレンス・委員会での協議内容】
・ルート交換時のダブル確認方法を徹
底する必要がある。（ICUという特性上、
影響の大きい薬剤を使用していること
が多いため、ライン交換時やシフト交代
時など、ダブル確認の精度を向上する
必要がある）

三方活栓が外れているところを確認し
たとのことであるが、使用された製品名
や固定状況を含めた原因等の詳細が
不明であり、検討困難と考える｡
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34

障害なし テルモシュ
アプラグ三
方活栓
（PP）CP-
3TR2

テルモ １５時３０分頃、定期の輸液ルート交換を行っ
た。三方活栓と三方活栓の接続にゆるみがな
いようしっかりと接続を行った。１６時２０分頃、
血圧が７６／４０ｍｍＨｇと低下していた。１７
時頃、夜勤者への引継のために特殊薬ルート
の確認をしたところ、ノルアドレナリンが注入さ
れている三方活栓と三方活栓の接続部より薬
液が漏れておりシーツ汚染に気付いた。医師
へ報告し、ポタコールＲの輸液負荷の指示あ
り。三方活栓を確認すると、内部が破損してい
た。

１．接続部のゆるみがないよう締めすぎた。
２．接続部を締めるときに器材が正しく接続さ
れたか確認していない。
３．接続部の確認をしていない。
４．数種類の昇圧剤を使用していたが、ノルア
ドレナリンのみ患者に近いところに接続してい
なかった。
５．血圧低下が見られたときに、薬剤の投与
状態を確認していない。
６．当該患者のルートは、輸液セット（テルモテ
ルフュージョンシリンジポンプ用輸液セット「TI-
PU300L」）＋三方活栓2つ＋ニプロエクステン
ションチューブ（EX-100NFH）の構成であった。

１．ルート交換に当たっては、交換時、５
分後にルートをたどって確認する。
２．他のスタッフとダブルチェックを行う。
３．昇圧剤は患者に近い側へ接続す
る。
４．患者の状態変化時には、薬剤経路
に問題がないか確認する。

三方活栓の内部が破損していたとのこ
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

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 手術終了後に髄液漏予防のために腰椎にス
パイナルドレナージを留置する予定であった
が、腰椎間が狭く施行できなかった。髄液予
防の代用として副鼻腔内にバルーンを留置し
帰室した。
術後、一般病棟の重症個室管理としたが早朝
（6:00)に不穏となり、留置してあったバルーン
を自己抜去した。髄液鼻漏が発生し翌日再手
術となった。
再手術はICUへ入室し、鎮静、身体抑制を含
めて厳重な管理をした。術後の経過に問題な
く、6日後には一般病棟に転棟した。髄液鼻漏
が発生し翌日再手術となった。

髄液漏は既知の合併症であり、再手術となる
可能性については説明していた。自己抜去を
予防することも困難であったと思われる。
発生前の意識レベルは清明で、せん妄は認
めていなかった。5:45（直前）の巡視でも、変わ
りはなかったが、その後、急激にせん妄が発
症した。
しかし、リスクを想定した予防的対応の必要性
はあったと考えられ、その点において判断ミス
があったと考える。
治癒に追加手術を必要とした。腰椎ドレナー
ジを留置できなかったという通常と異なる状況
であったが、通常の方法での管理を行ったこ
とが最大の原因と考える。他の代替治療や、
抑制指示により回避できた可能性がある。た
だし両者ともに侵襲性が高く、判断は難しい。
一般病棟ではなくICU入室を行うべきであっ
た。

1. スパイナルドレナージが施行できな
かった時点で代用のドレナージ（脳室体
外ドレナージ）へ切り替える。
2. 帰室後に看護師へ不穏時の対応を
詳細に伝える。
3. 本人、家族にも術後の不穏の可能性
や抑制の必要性を詳細に伝える。
4. 術後に安静を保てない場合には髄液
漏の危険性が高まることは術前からわ
かっているので、早めに鎮静の処置を
する。
5. 夜間の状態が落ち着いていても急激
にせん妄を発症するケースがあることを
念頭において看護を行う。

バルーンカテーテルを自己抜去したと
のことであるが、使用された製品名や固
定状況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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36

死亡 シュアプラ
グAD

テルモ 歯科受診のため車椅子に移乗し搬送中、病
棟前のエレベーターホールで待機していた
際、患者から呼吸困難感の訴えがあり、呼吸
状態を確認しようとした時に、CVカテーテルと
シュアプラグが外れているのを発見した。

当該部署の複数のスタッフにCVカテーテル接
続部の確認方法を聞き取りしたところ、目視の
み実施や、触って緩みの有無を確認するな
ど、スタッフによって確認の方法が異なってい
た。シュアプラグが外れた経験があるスタッフ
は、触ってゆるみの有無を確認していた。
今回外れたのは、シュアプラグADとCVカテー
テルとの接続部分であり、シュアプラグ輸液
セットとの接続部は外れていなかった。 CVカ
テーテルのルート交換は週1回行っているが、
頻回に付け外しをする場所ではないので、緩
んで外れることを知らなかったスタッフもいた。

シュアプラグADとCVカテーテルとの接
続部分は外れやすいが、シュアプラグ
輸液セットとの接続部よりも注意が向き
にくいため、外れる恐れがあることを認
識し確認を行うよう、以下の点を改めて
周知する。
・目視だけでは、ゆるみや液漏れは確
認できないため、接続部分は緩みがな
いかルートを辿り、触って確認する。
・初回ラウンド時、点滴投与開始、更新
時、勤務交代時等に確認する。

接続部の外れを認めたとのことである
が、使用された製品名や原因等の詳細
が不明であり、検討困難と考える。

37

障害残存
の可能性
がある（低
い）

PICCカ
テーテル

不明 3：00頃患者より心窩部痛の訴えあり。疼痛時
の指示で自然滴下でアセリオ70mL点滴と有っ
たため実施した。1時間で終了できるように滴
下を調整した。4時頃点滴が終了しているか確
認のため訪室。本人は入眠されている。残量
が少し残っていたためそのときはロックせずに
病室を去った。
その後受け持ち患者のナースコールが多々あ
り、再度点滴の状況を確認することが遅くなり
4：35頃に患者の病室へ訪室する。点滴が終
了していることを確認したためヘパリンを通そ
うとするが通らず。逆血も確認できず。刺入部
の確認をするが疼痛、発赤などなし。深夜の
リーダーに報告しPICCの状態を再度確認する
がその際も通らず当直の医師に連絡する。当
直医師が到着し、PICCの状態の確認を実施。
逆血なし。閉塞しているとのことで急遽抜針す
る。

点滴施行時に点滴の終了が把握できるように
考慮できていなかった。
点滴を接続後15分後の滴下確認ができてい
なかった。
点滴施行後訪室した際に残量の正確な把握
と、あとどれくらいの時間で終了するかを把握
できていなかった。
使用している薬剤の点滴所要時間の知識不
足。
深夜帯で看護師の人数が少ない状況でナー
スコールが頻回にあり対応に追われていた。

点滴の終了予定時刻に訪室できるよう
にてタイマーをセットし訪室する。
予定時刻より遅くなっていた場合、残量
を確認しあとどれくらいの時間で終了す
るか予測できる様にする。また、その際
もタイマーをセットし訪室できるようにす
る。
ナースコールが頻回に有ったとしても、
優先順位をつけて行動できるようにす
る。

閉塞を認めたとのことであるが、原因等
の詳細が不明であり、検討困難と考え
る。

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

20 / 41 



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

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

38

障害残存
の可能性
なし

グリッパー
プラス

スミスメ
ディカル
ジャパン

ABVD療法（アドリアマイシン、ブレオマイシ
ン、ビンブラスチン、ダカルバジン）施行にあた
り、末梢確保困難なためCVポート留置。
留置翌日、ABVD＃1。ポート針刺入時逆血を
確認していたが、ワンショット静注時に刺入部
痛を認めた。逆血はあるがポート漏れが否定
できず、医師が再度ポート針を刺入し投与を
継続した。患者はBMI40肥満のある患者で
あったが、看護師に確認したところ、ポート針
の長いもの（19mm）が病棟にないと言われ、
16mmのポート針を挿入。
留置2日目に退院。
留置5日目、CVポート部に発赤・圧痛出現。内
科当直に電話相談有り。
その翌日、外来受診。発赤腫脹硬結を認め
た。採血上炎症所見の悪化を認めていたこと
から、ポート感染と考え抗菌薬投与を行った。
留置から16日後、炎症所見は改善したが、皮
膚所見の回復なく、入院にてポート抜去の方
針となる。入院同日ポート抜去施行。フィブリ
ンシース、ポートやカテの破損は見られず、薬
液漏れが原因と考えられた。ペンローズを創
内に固定。
その6日後、ABVD＃2施行（末梢静脈経路よ
り）。翌日、退院。
ABVD＃2施行の2日目、外来にて皮膚科コン
サルト。ペンローズ抜去。
1ヵ月後、同部の壊死と瘻孔形成あり、皮膚科
受診。保存的に潰瘍処置実施。
その後、局所麻酔下で左前胸部瘻孔硬結部
切除術施行。全抜鉤。創部問題なく、皮膚科
終診となる。

・事前に医師・看護師間で必要物品について
情報共有を行っていなかった。
・看護師は院内にポートの19mmがあるという
知識がなかった。

・侵襲的な処置に必要な物品は、事前
に医療者間で確認し、他部署等から取
り寄せる。
・ポートの規格について病棟内で再周
知する。

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。

39

不明 ヴィーンD

シェアシー
ルドサーフ
ロー2
24G

興和　扶
桑薬品工
業

テルモ

19:00に急性気管支炎の診断で小児病棟入
院。
20:30のヴィーンＤ30mL/時間にて持続点滴開
始。
翌日7:00点滴刺入部、右前腕～上腕の著明
な浮腫（特に前腕は緊満）手指の変色、水泡・
びらん・潰瘍形成。

1.輸液ポンプの使用、2.シーネの手首部分固
定テープによる外的圧迫、3.現行の固定方法
では刺入部の観察が十分に出来ないことによ
る派遣の遅れなどなどが重なり皮膚症状を悪
化させたと思われた。

点滴刺入部が観察しやすい点滴固定・
点滴管理の検討。
輸液ポンプ使用の適否検討とリスク評
価。
血管外漏出時の対応手順書の見直しと
周知徹底。

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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公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

40

障害なし 不明 不明 深夜帯、腹痛にて救急車にて来院。切迫早産
の診断にて入院加療の指示あり。ウテメリン
点滴開始後、落ち着いたため部屋を移動し
た。本人より点滴終了と退院希望あり、医師
へ報告のため一旦退室。すぐに訪室したが、
点滴を自己抜針していた。部屋におらずエレ
ベーターホールにて発見する。ネームバンドも
外し、抜針部はティッシュで押さえていた。

入院後、行動，言動不安定なところあり、行動
注意すべきだった。

目を離さない。
家族に付き添ってもらう。

点滴を自己抜針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
がある（高
い）

不明 不明 30分後の点滴終了時に左手の腫脹に気がつ
いた。

末梢ルート確保時から体動が激しく、点滴施
行時も体動が多かった。点滴終了まで気がつ
けなかった。

輸注ポンプを使用せず、自然滴下の確
認ならびに滴途中での確認の励行。

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。

42

障害残存
の可能性
なし

自然落下
式・ポンプ
接続兼用
輸液セット

JMS １０時３０分頃より化学療法開始。昼食後の１
３時に点滴刺入部や滴下に異常がないことを
確認している。パクリタキセル（１６７ｍＬ／H）
投与が終了し、１４時０３分カルボプラチンへ
点滴交換のため、左前腕の刺入部を確認した
時に左腕全体の腫脹を発見した。疼痛など自
覚症状は全くなかった。
すぐに輸液ポンプを停止し、来棟中の医師に
報告し、診察依頼をする。
左手首関節から５ｃｍ中枢側に点滴の刺入部
があり、刺入部の周囲直径５ｃｍ程度うっすら
と発赤あり。刺入部から肘関節にかけて全体
的に腫張あり。
最後に確認した１３時以降はトイレなどには行
かれず安静にしていたと言われる。
医師にてキシロカイン５CC＋リンデロン１A混
注したものを15箇所ほど左前腕全体に局注施
行し、デルモベート軟膏を塗布する。皮膚科に
紹介する。皮膚科医診察有り、クーリング施行
し、枕にて左腕を挙上し1週間程度はデルモ
ベート軟膏を１回／日塗布し、ガーゼ交換する
よう指示を受ける。

・抗がん剤治療目的で定期的に入院している
患者で繰り返しの点滴注射により、血管がも
ろかった可能性が有る。
・末梢神経障害有り。手指のしびれが持続し
ており、点滴の血管漏出時の痛みに鈍感に
なっていた可能性有り。

・１時間毎の観察の徹底。
・患者にも時々点滴刺入部を確認する
ことと、痛みが無くても腫れていたら
ナースコールで知らせるよう協力依頼を
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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43

障害残存
の可能性
がある（高
い）

不明 不明 右下肢に点滴ビーフリード投与中であったが、
血管外漏出し水泡形成しているのを発見す
る。

誤嚥性肺炎で胃瘻造設を行ったばかりであっ
た。末梢ルート確保が難しい状態であったが、
右下肢の内側にルート確保されておりビーフ
リード投与していた。自力体位変換不可であっ
たため、3時間毎の体位変換は行なっていた。
右下肢のみが浮腫があることには気付いてい
たが点滴刺入部に水泡を形成してしまった状
態で発見する。
ルート確保が足部にあったため確認が十分に
出来ていなかった。体位変換に刺入部を触り
確認する必要があった。

ビーフリードの血管外漏出による影響
及び漏出により重篤化する特徴につい
て院内に周知する。

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。

44

障害なし エコキャス 日本コヴィ
ディエン

薬剤にて鎮静され随時減量されていた。気管
内チューブの自己抜管時は身体が下方にさ
がっており閉鎖式吸引チューブに手が届き気
管内チューブを抜いていた。

鎮静化ではあるが、体動が多い患者に対して
プロポフォール原料後に患者から離れてし
まった。まだ、閉鎖式吸引チューブを束ねるな
どの工夫をしていなかった。皮膚が薄弱であり
右ほほに糜爛が生じており、皮膚トラブルを招
きにくいテープを使用し長さも短めの固定と
なっていた

閉鎖式吸引チューブが使用されている
場合、吸引チューブを束ねて置き、自己
抜去リスクを回避する。固定チューブを
上から補強するだけでなく再度固定の
まき直しを行う

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｡

45

障害なし 不明 不明 9時挿管チューブ固定テープ汚染あり、テープ
固定不安定であったため、当直医報告し、
テープ巻き直しする。固定位置口唇14cm。巻
き直し後SPO2:88、ジャクソンリースで加圧す
るが、air入り不良、リークあり。気管内吸引出
来ず。9時30分挿管チューブ固定浅く、air入り
不良であるため、抜管となる。抜管後SPO2 ：
95～96％。ナーザルハイフロー装着となる。
ナーザルハイフロー装着後30分後、SPO2 頻
回に低迷あり。看護師2名で理学療法実施、
吸引するが、SPO2上昇なし。11時30分Dr再
度報告し、12時18分再挿管となる。再挿管後
レスピレーター装着し、SPO2：100％。呼吸状
態安定し、経過観察となる。

・引き継ぎ時、挿管チューブの固定位置を確
認していなかった。
・巻き直し後、挿管中チューブの長さの確認を
怠った。

・勤務交代時、挿管チューブの固定を看
護師2名で確認する。
・吸引、体交は必ず2名で実施する。

固定不良及び気管内吸引不良が認め
られたとのことであるが、固定状況を含
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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46

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 先天性心疾患術後、出生時より気管挿管中
の患者。10時ミルク前、体位変換実施する
が、啼泣認め、激しい体動はないものの、頸
部を反るような動きや咳嗽認めSpO2低下。酸
素投与や人工呼吸器設定変更（PIPup）、気管
吸引施行するが、SpO2 60‐70台で低迷し、改
善乏しく、主治医居合わせバギング施行。しか
しair入りや胸郭の動き弱く、SpO2上昇も乏し
く、CO2チェッカー僅かに黄変するが、前記症
状改善なし。気管吸引にて多量の分泌物回収
するも、次第に陥没呼吸著明となるため、
チューブ閉塞または事故抜去疑い、抜管。気
管チューブ3．5mm（前回3．0mm）、前回より
1cm深めて固定した。再挿管後のXpでは
チューブ位置良好。抜去した気管チューブは
閉塞していなかった
。

鎮静剤斬減中で覚醒傾向にあり、首振りのリ
スクがあった。頭部が動かないように固定して
いたが、今回チューブ位置を1cm深めて固定
しても、チューブ位置が深すぎることがなかっ
たため、前回のチューブ位置はやや浅かった
可能性もあり、僅かな体動でも浅くなり、抜去
しやすかったのかもしれない。

成長に伴い体格も大きく、体動も激しく
なってきている為、頭元に砂嚢を置いて
固定するようにした。口唇口蓋裂の患
者の為、固定が不安定になりやすいこ
とを認識して、体位変換の際には引き
続き注意して実施する。2日前に撮った
Xpのチューブ位置は僅かに浅い印象も
あり、体動により容易にチューブ位置が
浅くなることを予測しておくべきだった。

SpO2の低下を認めたとのことである
が、使用された製品名や原因等の詳細
が不明であり、検討困難と考える。

47

障害なし テーパー
ガード気管
内チューブ
7.5ｍｍ

コヴィディ
エン

気管内挿管の介助についた看護師がカフにエ
アーを注入した。エアー注入量は不明。挿管
後血管造影施行、緊急手術方針となり６時間
後脳神経外科医がＣＶ挿入時、皮下気腫発
見。ＣＴ施行し縦隔気腫認めたため、挿管した
救命医師に確認。挿管時のX-Pにてカフの過
剰注入を確認する。カフのエアー量を確認し
たところ20ｃｃ注入されていた。

院内の規定で救急カートにはカフ確認用の注
射器は20ｃｃの物が入っていた。
看護師の知識が不足していた。
患者が多く搬送されており慌てていた。

救急カートの注射器を20ｃｃから10ｃｃに
変更した。
看護部の委員会（看護単位責任者会、
主任会）で事象を説明注意喚起
救急カート運用検討会で再度検討、
チェックリストの修正を行った。

縦隔気腫を認めたとのことであり、原因
等の詳細が不明であり、検討困難と考
える。
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48

障害残存
の可能性
がある（高
い）

不明 不明 1.準夜帯、人工呼吸器装着中患者(ニュー
ポートe360)。レベルクリア。気管切開しており
筆談・口の動きでコミュニケーションとってい
た。
2.4柵・左手ミトンにて対応中。起床後よりミトン
オフしていた。日中呼吸苦訴え有り呼吸器設
定変更していた。
3.消灯後(21時)よりミトンつけてほしいと本人よ
り希望あり。19:30体位変換・吸引・呼吸器
チェック実施する。カフ圧も確認する。
4.その際両手を使い筆談実施。「アイスノンを
替えてほしい。」「寝る前にミトンをつけてほし
い。」と訴え有り。その際呼吸苦なし。その後
点滴作成・他患者対応のため、その場を離れ
る。
5.20:50ナースコール・呼吸器アラーム有り、他
看護師が訪室すると気管カニューレを自己抜
去している。
6.SpO2低下し、心停止する。
7.20:50　当直医・主治医にコールし、口腔より
アンビュー開始。
8.20:52　ＳｐＯ２　５０％まで低下。
9.20:59　心臓マッサージ開始。当直師長へ応
援要請
10.21:19　気管カニューレ再挿入、人工呼吸器
再装着、送気開始。
11.21:30　Ｓｐｏ２　１００％、血圧上昇あり。

1.19:30-20:50まで患者の元を離れており、訪
室できていなかった。
2.日中呼吸苦があり、苦しくてカニューレ付近
を触ってしまう可能性があった。
3.抑制の判断を、「コミュニケーション」「依頼」
等、患者意識清明時で判断してしまった。
4.抑制について、主治医との情報共有、指示
確認が不足していた。

1.重症患者の巡視時間について、病室
前を通るときには訪室するなど頻回に
観察できるようにする。
2.抑制の目的を考え、意思疎通ができ
る患者であっても危険予測を行い患者
へ説明し抑制を継続する。
3.抑制の継続については、チーム内で
統一した対応ができるように情報共有し
ていく。
4.医療安全作業部会医療安全管理委
員会、幹部会にて、関連診療科と検討
を重ね、再発予防策を決定し、院内全
体への周知とした。
　1）気管カニューレの紐は、しっかりと
結び、看護師は各勤務帯で固定の確認
を行う。
　2）人工呼吸器装着中は、薬剤による
鎮静コントロールを図る。
　3）人工呼吸器装着患者は原則として
両上肢抑制。ただし、医師が不要と認
めた場合を除く。
　4）各病棟に気管カニューレ各サイズ
を１個、定数配置する。
　5）気管カニューレの自己抜管時は、
看護師は無理にカニューレを挿入せ
ず、アンビューバッグでの換気を行い、
医師の到着を待つ。

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｡
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49

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 下部咽頭癌にて術前加療準備の目的にて転
院。前医にて気管内チューブレティナ（13×
26cm）挿入。入院当日、身寄りなく独歩にて入
院されＡＤＬ自立。入院時、アナムネ聴取時に
気管口チューブの固定バンド気にする様子あ
り「バンドきつい。」と訴えきかれ固定直し対
応。アナムネ聴取する際本人より「つかれた。
休みたい。」など言動きかれ質問に対しての
返答なく会話成り立たず一旦退室。再度、部
屋へ訪室すると固定バンドはゆるみレティナ
が浮き手でいじり自己抜去されているところを
発見する。呼吸状態変化なし。先輩ＮＳへ報
告しすぐに主治医へコール。主治医外来対応
中であり外来まで車椅子にて降ろす。主治医
にてレティナ再挿入し対応。固定バンドが気に
なっていたようでありバンドガーゼしなくていい
と指示受ける。主治医より患者へ自己抜去し
てしまうと再挿入が難しいことを再度説明す
る。再抜去された場合は主治医コールしカフ
付きカニューレ再挿入することを指示受ける。

認知症なし。入院時より行動落ち着きなく指示
受け入れられない様子あり。
身寄りなく抑制同意は得られていなく対応は
できなかった。
前医サマリーより、ＰＥＴ検査時暴れ検査施行
できなかった経緯あり。また、メンタルヘルス
科コミットしており抑肝散、セロクエル内服して
いた。理解協力得られず離床センサー使用し
ていたと。
入院当日のことであり患者の理解得られてお
らず、入院時当初の判断で自己抜去のリスク
は考えてもなっかった。

入院当日の様子から考えて落ち着きな
い行動みられていたため他スタッフとの
相談協力を得る必要があった。
気管内チューブ気にしている行動から
自己抜去リスクが考えられたため主治
医・他スタッフへの相談が前もって必要
であった。
患者の性格や入院時の様子、前医での
サマリーなどの情報をもとに患者への
説明・対応が必要であった。
行動が落ち着きないことから患者へ説
明しスタッフの目に入るナースステー
ションでの管理対応し他スタッフとの相
談が必要であった。

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

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 3:42にナースコールがあり，看護師が訪室す
ると気切チューブが抜かれていた。再挿入を
試みたが，挿入できず，応援を依頼した。3:44
にカニューレを再挿入したが，換気ができず医
師へ報告した。3:48に胸骨圧迫を開始，バッグ
バルブマスクによる換気を開始した。循環が
安定化した後，気切チューブを挿入し，人工呼
吸器管理とした。

体動により抑制帯が緩み，患児の手が気切
チューブに届いていた。不穏時は頭を左右に
振る動作が激しく，安静が図れていなかった。
気切チューブ抜去時の対応について，周知さ
れていなかった。

不穏時は薬剤を使用し鎮静を図る。ぐ
ずつきが激しい時は抑制帯の固定が適
切かを確認する。気切チューブ事故抜
去時の対応について当該部署で統一し
たものを作成し，周知する。

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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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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PMDAによる調査結果

51

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 頬粘膜癌（低分化扁平上皮癌）のため，頬部
全層欠損再建術を施行した。後日，気管カ
ニューレ交換時に新たなカニューレの挿入が
困難であったため，カフなしのカニューレを挿
入した。同日，ベッドのそばで転倒し前額を打
撲した後に，チアノーゼが出現しSpO2が低下
した。バッグバルブマスクで換気を行ったが換
気できず，別のカニューレを挿入するも換気不
能な状態を生じた。その後，挿管チューブを気
管内に挿入，留置したところ換気可能な状態
になりSpO2が回復したが，ICUでの人工呼吸
器管理となった。

もともと肥満状態であり，皮膚，皮下組織及び
気管孔の間の距離が長かったこともあり，転
倒し前額を打撲した時から気管孔へのトンネ
ルの連続性が失われたこと，また起こりやす
い状態であったと考えられた。

移動時はナースコールをするよう患者
及び家族への説明を頻繁に行い，離床
センサーマットなどで環境調整を行う。
気管カニューレ交換直後は，事故抜去
のリスクが高いため，カニューレの固定
をタイトして，患者の観察と訪室を頻回
に行う。

SｐO2の低下が認められたとのことであ
るが、原因等の詳細が不明であり、検
討困難と考える。

52

障害なし 不明 不明 レスピレーターの加湿アラームが鳴ったため、
他看護師が訪室し、レスピレーター確認後、本
人を見ると顔面蒼白、口唇チアノーゼあり、カ
ニューレ自己抜去を発見。その際、ベッドサイ
ドモニター画面が表示されておらずSpO2は不
明。スタッフコールにて主治医訪室し、カ
ニューレを再挿入。SpO2：100％、顔色良好、
全身状態特変なく経過観察となる。その後、
ベッドサイドモニターを確認すると、コンセント
が差し込まれていなかった。

CV挿入目的にて鎮静剤使用したため、気切カ
ニューレよりレスピレーター使用している。ベッ
ドサイドモニターが表示されていなく、カニュー
レ自己抜去に気づくのが遅くなってしまった。
児は入眠しており、抑制していたため、カ
ニューレが抜かれないと思ってしまっていた。
レスピレーターに引っ張られてしまったため、
レスピレーターの固定にゆとりをもたせて固定
する必要があった。自己抜去歴ありの患児で
あったこと、モニター管理が必要な患児であっ
たため、細心の注意を払うべきであった。
＜医療安全管理者追記＞
コンセントが差し込まれていなかった原因：日
勤帯よりCV挿入の処置を別室で行っており、
帰室した際にコンセントへの差し忘れていた。
看護師も、コンセントまで確認ができていな
かった。

児のところを離れるときにはモニターが
表示されていることを確認する。レスピ
レーターの固定にゆとりをもたせて固定
した。入眠時でも訪室し、児の様子を観
察する必要がある。

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｡
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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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53

障害なし エンデラル
フィーディ
ングチュー
ブ

日本コヴィ
ディエン

患者は食事は経口摂取も可能であったが、低
栄養状態であり、食道経由経腸栄養チューブ
が挿入されていた。既往歴に認知症があった
ことから自己抜去防止の為、食道経由経腸栄
養チューブは、糸で鼻に固定されていた。その
他自己抜去防止の為、患者の視界にチューブ
が入らないよう、鼻、頬、耳、背中にかけテー
プで固定していた。
6:50頃離床センサーがなり患者病室を訪室す
ると食道経由経腸栄養チューブが患者の鼻腔
下で切られておりで患者がハサミを持っている
ところを発見した。危険であるため直ちに患者
からハサミを預かった。残りのチューブを探す
と、糸の付いた2cm程度のチューブがゴミ箱か
ら発見されただけで、残りの先端側は見当た
らなかった。直ちに主治医に報告し、エックス
線撮影の結果、咽頭から食道にチューブが
残っていることが判明した。

・既往歴に認知症があった。
・入院後胃術後食全粥が出されていたが、食
事摂取量が少なく、経腸栄養目的で、食道経
由経腸栄養チューブが挿入されていた。
・食道経由経腸栄養チューブが糸で鼻に固定
されていた。
・時折落ち着かず、前日チューブの固定テー
プを剥がす様子があった。
・入院時にハサミの所持しないよう家族に説明
したが、持ち物の確認はしなかった。

・食事を摂取している方に、経鼻経由経
腸栄養チューブを挿入する場合は、他
職種による管理方法を十分検討する。
・認知症の患者に経鼻経腸栄養チュー
ブは鼻に糸で固定しない。
・入院時患者が危険物の所持しないよ
う患者や家族に説明し管理を徹底す
る。また認知症がある患者の場合は入
院時の際持ち物を確認する。

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｡

54

障害残存
の可能性
なし

セルジン
ガー　カン
ガルーボタ
ンＰＥＧ
キット

日本コヴィ
ディエン

患者は当日は普段よりもナースコールが多い
など落ち着かない状況であったが、痛みを聞く
とないとのことで鎮痛剤の使用はしていない。
その翌朝深夜にチューブを自己抜去し手に
持っているのを発見した。寝衣、おむつ等に血
液汚染がみられていたが挿入部からは新たな
出血はなかった。主治医に報告するとバルー
ンカテーテル挿入の指示が出た。当直医を呼
ばず看護師で病棟内にあったバルーンカテー
テルを挿入した。午後より再度ＰＥＧチューブ
挿入となった。
日中でのアクシデント報告で瘻孔が完成して
いない状態での看護師によるバルン挿入は危
険であると指摘を受けた。
腹膜炎など発症せずに経過した。

患者は当日は普段よりもナースコールが多い
など落ち着かない状況であったが、このことの
アセスメントが不足していた。痛みの直接的な
訴えがなくとも頻回な訪室、観察や睡眠を促
す看護が必要であった。主治医（神経内科）の
指示とは言え日常のＰＥＧチューブの自己（事
故）抜去と同様に看護師だけでバルンカテー
テル挿入の対応をしたことは医行為に対する
意識・知識が不足していた。数年間胃瘻造設
直後の自己（事故）抜去のケースがなくその対
応も特に決まっていなかった。

絶対的医行為の認識と造設するのは消
化器科の医師であるので、トラブル時の
連絡を消化器科医師に取ってもらう。看
護手順の不足を見直し改訂して周知す
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。
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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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PMDAによる調査結果

55

障害なし 不明 不明 誤嚥性肺炎で入院し、加療により軽快後。前
立腺肥大症に対して尿道カテーテル留置中。
長期留置によるカテーテル混濁が見られたた
め、退院前日の午後にカテーテルの入れ替え
を施行した。同日の夕方より37.8℃の発熱あ
り。翌日も発熱(37.8℃)を認めたが、全身状態
に著変なく、予定通りに退院となった。退院先
の施設でも発熱（40℃）を認めたため、同日当
院へ直ちに救急搬送となった。精査の結果、
カテーテル関連尿路感染症が最も考えられ、
再入院し点滴加療を要した。

患者に脳梗塞の後遺症による麻痺や構音障
害があり十分な意思疎通が困難であり、問診
での病状評価が困難であった。
食事摂取や呼びかけへの反応は普段通りで、
退院前は発熱以外に身体所見はなく、感染症
の発見が遅れた。

退院日時が決まっていて退院前にカ
テーテル交換が必要な際には、早めに
カテーテルの交換を行い、交換による
感染症がないか経過観察できる期間を
持つように努める。

感染を認めたとのことであるが、原因等
の詳細が不明であり、検討困難と考え
る。

56

障害残存
の可能性
なし

２０Fｒシン
グルトロッ
カーカテー
テル

不明 右上葉肺癌にて手術目的で入院。胸腔鏡補
助下右上葉切除術。全身麻酔・硬麻外手術右
胸腔ドレーン２４Fｒシングル-8cmH2Oで持続
吸引開始。酸素マスク3mL/min。
翌日、わずかな体動で喘鳴著明となり喀痰多
く、酸素化低下。その後、挿管し人工呼吸器
管理となる。夕方気管チューブ巻き直し時に
バイドブロックを外していたためカフ破損が起
こり再挿管した。
術後3日目、呼吸器リハも開始。鎮静をプレセ
デックスへ変更。鎮静はプレセデックス100μ
g/2mL　１Aと生食48mL　5.6mL/Hに併用して
ミダゾラム10mg/2mL　１Aと生食100mL
100mL/H を眠ったらOFFを繰り返しして鎮静
を図っていた。ミダゾラムを開始して5分から10
分で閉眼した。抑制帯を装着することを事前
に説明を行っていたため装着後右手にナース
コールを持たせた。また胸腔ドレーンは手の
届かない位置にあることを確認していた。ミダ
ゾラムを3回に分け67mL（ミダゾラム6mg相当
上静脈注射をしている）投与した。3回目の静
脈注射後入眠した事の確認、再度抑制帯を締
め直しを行い退室した。他の患者対応中に、
セントラルモニターアラームが鳴り確認すると
SPO2が87へ低下していた。訪室し確認すると
右手に胸腔ドレーンを全長抜管していた。抜
管部位を縫合したが、皮下気腫が増大、胸写
の結果肺の虚脱が起こり、右胸腔ドレーンを
再留置した。

・人工呼吸器管理中で夜間不眠時の指示を
使用し意識が不明瞭な為抜管防止のため両
上肢抑制帯使用していた。
・抑制帯は可動域を考えベッド柵に固定してい
た。
・日中意思疎通が図られ、指示が通っていた
為、鎮静をかける前に抑制をすることを説明し
右手にナースコールを持たせた。
・訪室は15分から30分毎に行っていた。
・覚醒するとナースコールを押し「寝たい」「痰
をとって」など意思表示が行えていた。
・右手がドレーンに届くことはないと過信してい
た。
・ナースコールを押せていた為大丈夫だと思っ
ていた。

・抑制帯をしていても抜去できるというこ
とを再認識する。
・抑制帯の選択を行い、手首およびミト
ン等の装着も考慮する。
・上肢の可動域を考え、ドレーン類など
自己抜去につながるものは両手の近く
に置かない。
・すべてのチューブ類は、手の届かない
ところに収納するか、目に触れないとこ
ろに片付け、ドレーン類をタオルなどで
下敷きにし、直　接触れないように環境
調節する。

胸腔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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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

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容
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57

障害残存
の可能性
がある（高
い）

不明 不明 ５時半頃に配茶に訪室した際には異常みられ
ず。再度６時２０分に検温のため訪室すると入
り口付近ガーゼが落ちているのを発見。患者
確認を行うとＰＴＣＤチューブが抜去され先端
はズボンとパジャマに挟まっていた。元々ＡＤ
Ｌ自立で内服も自己管理可能な患者であり、
状況問うが自己抜去の意識は無く更衣でうっ
かり抜けたのかもしれないとの返答あり。当直
医に報告し、サフィー２３cm再挿入し、縫合し
固定。更にガーゼと３Ｍテープで圧迫固定施
行。その後当直医から主治医へと報告され採
血・ＣＴ撮影。明日処置予定となる。

PTCDチューブがクランプされてから刺入部痛
訴えられ鎮痛剤使用していた。薬効は3～4時
間程度であり、表情穏やかで内服後6時間目
まで我慢可能との返答あったため当直医に相
談しなかった。そのため刺入部を患者が入眠
しながら触ってしまっていた可能性が高く自己
抜去になったと考えられる。
PTCDチューブが挿入されている状況で、１人
で着替えを行っている。外瘻チューブ挿入中
の患者への指導不足、チューブ管理不足も原
因の１つであったと考える。

疼痛緩和に努める。
チューブ管理に関する患者指導の徹底
と、患者の反応を確認する必要あり。

胆道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｡

58

障害なし 不明 不明 左乳癌にてOPE施行し、腋窩+前胸部ドレーン
挿入中。患者より「この管はいつ抜けます
か？」と質問があった際、看護師は「医師の指
示で抜去予定のためわかりません」と返答し
た。翌朝、採血のため訪室すると洗面台にJ-
VACドレーンが置いてあることを発見する。ド
レーン排液:30mL。本人へ確認すると「抜け
ちゃいました」と返答あり。抜去部を確認し出
血や浸出なし。創部確認すると昨夜までコメ
ガーゼ+IV3000にて保護していたが全て剥が
れていた。当直Drへ報告しドレーン抜去部へ
ガーゼ貼付し経過観察の指示あり指示に従っ
た。

・認知症の診断はないが高齢であり認知低下
していた可能性がある。
・夜間巡視時にドレーン確認を怠った。

・患者よりドレーンについて質問あった
ため返答した。
・高齢のため質問に対しわかりやすく丁
寧に説明していく。
・入院時や入院後の理解力や認知機能
の観察をしていく。
・巡視毎にドレーンの確認していく。
＜ＲＭ追記＞
前日、管について質問された際の患者
の状態はどうだったのか、落着きがな
い、管について執着している等認知機
能の低下を疑うような所見はなかった
のか？高齢であることや、術前の患者
の状態も踏まえて観察や、対応を図っ
ていく。

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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PMDAによる調査結果

59

障害なし 不明 不明 長期透析留置カテーテル不全にて入院。病棟
処置室にてカテーテル交換を開始される。し
かし新しいカテーテル挿入時外筒のシース抜
去困難となり、何度か試みるが挿入できず出
血が増加していった。頸静脈への挿入のため
これ以上の処置は危険が伴うため、血管外科
に依頼し手術室全身麻酔下で皮膚切開し抜
去、再留置後ICUへ入室する。
翌日病棟に転棟され、同日夕方に退院され
る。
同意書には出血・感染、その他予期せぬ出来
事について説明され、全身麻酔での手術時あ
らためて別の同意書を取得されている。

同意書には出血・感染、その他予期せぬ出来
事について説明され、全身麻酔での手術時あ
らためて別の同意書を取得されている。
長期透析カテーテル交換は年間1例程度（昨
年はなかった）従来病棟処置室・局所麻酔で
カテーテルの入れ替えを行っていた。
血管外科からは高度な狭窄と硬化があり、血
管内のカテーテル周囲に血栓が付着していた
とコメントあり、その血栓に外筒が迷入し抜去
困難であったと考えられる。

透視検査ができる環境で血栓の存在を
予測できていたら、緊急で手術室へ行く
ことを検討、調整する。
透視検査ができる環境で、血栓の存在
を予測および確認しながら治療をすす
めることも検討すべきであった。

抜去困難が認められたとのことである
が、原因等の詳細が不明であり、評価
困難と考える。

60

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 閉塞性腸炎、結腸イレウス疑いで緊急入院と
なり、経肛門イレウス管を留置した。入院3日
目、イレウス管より洗浄を開始。入院１週間目
に腹痛の増悪あり、精査の結果経肛門イレウ
ス管が結腸を穿孔しており、急性汎発性腹膜
炎の状態であり、緊急手術となった。

閉塞性腸炎、結腸イレウスの状態であり、結
腸壁が菲薄化、脆弱となっていた可能性があ
る。また、S状結腸の屈曲部に先端がくるよう
にチューブが留置されていたため、チューブが
結腸壁に接するような形で存在していた可能
性がある。

イレウス管チューブを壁にあたりそうな
屈曲部をさけて留置、固定する。イレウ
ス管の共通同意書を作成し穿孔性のリ
スクについて十分説明する。

結腸穿孔を認めたとのことであるが、使
用された製品名や原因等の詳細が不
明であり、検討困難と考える。
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PMDAによる調査結果

61

障害なし 不明 不明 4日間の短期入所の患者。退院前日の18時に
胃瘻チューブ（ボタンタイプ）から与薬のため、
腹部に使用していた4つ折りタオルをめくると
四肢の動きが激しいため、衣類を整え落ち着
くの待った。この時に胃瘻チューブはあった。2
～3分後にタオルをめくると胃瘻チューブが無
かった。周囲を探すが付近にはなく、胃瘻
チューブが胃内に入り込んだ可能性があっ
た。主治医へ報告し、18時20分に主治医が胃
瘻孔へ膀胱留置カテーテル16Ｆｒを挿入する。
家人へ連絡し胃瘻チューブのサイズを確認す
る（24Ｆｒ、シャフト17ｍｍ、胃瘻チューブ種類
は不明）。19時に腹部Ｘ線写真撮影、造影を
し、胃瘻チューブが胃内にあること、膀胱留置
カテーテルの位置を確認する。20時10分に主
治医から家人へ電話で説明する。に21時に膀
胱留置カテーテルから与薬と注入水200ｍＬを
行う。22時30分に大声と両手で腹部を掻く動
作あり確認すると、胃瘻部から漏れがあり。22
時35分に主治医が膀胱留置カテーテルを20Ｆ
ｒへ入れ替える。翌日に母来棟し、胃瘻造設し
たＡ病院での治療を希望され、転院となり、内
視鏡的に胃瘻チューブは除去された。

短期入所時から胃瘻の周囲は赤くただれてお
り、軟膏を使用していた事、また胃瘻から漏れ
もある事も短期入所指示書に記載はあった。
胃瘻チューブの種類やサイズの記載は外来カ
ルテや短期入所指示書にはない。患者の四
肢の動きが活発であり落ち着いてから胃瘻か
ら与薬しようとしたが、胃瘻チューブが胃内に
入り込むとは予想していなかった。家人からの
情報で胃瘻造設は中学の時に実施し、この時
から漏れは続いて皮膚は常に発赤があり、軟
膏処置をしていた。胃瘻の交換は来月の10月
だった。胃瘻チューブのサイズが患者の成長
や、胃瘻孔部周囲の発赤、ただれ等もあり、
患者の瘻孔に合っていなかった（シャフトの長
さも短かった）。胃瘻チューブの抜去事例は体
外だと思っていたが、胃内に入り込むというこ
ともあり得る事がわかった事例である。

短期入所の患者であっても、胃瘻
チューブの種類、サイズは把握する。短
期入所時に胃瘻チューブのサイズの確
認をし、胃瘻孔と胃瘻チューブのサイズ
に疑問を持った時は医師へ確認をす
る。

胃瘻チューブが胃内に迷入したとのこと
であるが、原因等の詳細が不明であり、
検討困難と考える。
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62

障害なし 不明 不明 重症筋無力症の患者で、3回の免疫吸着療法
が終わり、呼吸状態安定していたため抜管し
た。もともと球麻痺症状が強く前回も喀痰をう
まく排泄することができなかったため、今回も
喀痰吸引目的にてミニトラックを留置すること
にした。麻酔科4年目の医師がはじめは行っ
たが、頚部のむくみもあってまた気管切開や
前回もミニトラックを入れた既往もあり、留置に
難渋したため上級医である報告者が行うこと
にした。試験穿刺では気管内に針先が入るの
は確認できたものの、本穿刺では針先が気管
内に留置することは困難であった。数回の穿
刺後に頸部から動脈性の出血ならびに喀血を
認めたため、すぐに中止としてマスク換気にて
十分な酸素化を図ったうえで再挿管とした。耳
鼻科に依頼して気管支鏡検査を行ったが気管
内には新たな出血はなく、頚部の出血も圧迫
にて止血できたため、週明けまで圧迫で様子
をみる方針となった。再挿管後は呼吸、循環と
もに安定し、患者の意識レベルも問題はな
かった。

頚部も比較的太めであり、気管切開やミニト
ラックを以前留置した既往もあり、手技自体が
難しい患者であった。
早めに切り上げて呼吸器外科医に改めて依
頼するなどの対応が必要であった。

手技が困難と予測されていた症例につ
いては、困難を感じたらすぐに中止とし
て呼吸器外科に依頼する。
気管支鏡の併用を考慮する。

挿入困難であったとのことであるが、原
因等の詳細が不明であり、検討困難と
考える。
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63

障害なし 吸引カ
テーテル

ニプロ パーキンソン病の進行した状態で筋強剛が強
い患者。4時に口腔内貯留する痰を吸引をしよ
うと挿入したチューブを患者が咬みきった。患
者の筋強剛を軽減させるために、朝食前のコ
ムタン、マドパーを胃ろうチューブから注入し
た。その後、口腔内にチューブの破片はない
ことを確認した。患者は、おにぎりを自力で経
口摂取することもあり、チューブ片は嚥下した
と判断し様子を見ることとした。朝の経胃ろう
栄養は、早番勤務者が、患者情報を知らず
に、準備し開始していた。300mLのうち120mL
を注入したところで中止した。当直医師へ吸引
チューブを患者が咬みきり、口腔内にないこと
を報告し、胸部・腹部のエックス線写真の指示
を受け実施。胃部に、チューブ片を認めた。主
治医へ報告。消化器科のある近医を受診し
た。受診先の医師が、胃カメラを施行しようと
したが、前処置のセルシン注にて血圧低下し
たため実施を断念し、自然排泄がされるまで
様子観察する方針となった。しかし、誤飲した
吸引チューブが10日過ぎても胃内部にあり、
診療援助で来院している消化器医師に診察し
てもらい、GTFにて吸引チューブ断片を取り出
した。

１．患者の筋強剛が強く、吸引チューブを噛む
ことはあったが、咬み切るのは初めてだった。
２．看護師は、患者が吸引チューブを咬み切
ると思っていなかった。
３．吸引チューブ片は胃内に入ったので、看護
師は自然排泄されるだろうと思い、医師への
報告が遅れた。
４．深夜看護師は、患者の朝の流動食を止め
ることを早番看護師へ伝えなかった。
５．早番看護師は患者の状態を把握しないま
ま朝の流動食を開始した。

１．口腔からの吸引時、患者の筋緊張
を和らげながら吸引する。
２．患者の歯があり、緊張の強い時に
は、オーラルバイトやバイトブロック等を
使用し、吸引チューブが咬み切られな
いようにする。
３．患者の流動食の準備・注入は、患者
の状態を把握し実施する。

カテーテルを噛み千切ったとのことであ
り、モノの観点からは評価困難と考え
る。
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64

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 甲状腺全摘術後、反回神経麻痺による呼吸
困難あり、気管切開術。同日ＩＣＵより一般病
棟転棟。翌日１５時から１９時人工呼吸器を離
脱夜間は酸素５Ｌ投与。２日目１４時同様に人
工呼吸器を離脱酸素5L投与開始。３日目3 時
頃大量に嘔吐し、気管内の混入の可能性あ
り。ＳｐＯ２低下ありＲＲＳコール。再び人工呼
吸器管理再開。日中はプロポフォール１０ｍＬ
／ｈ持続静注行ったが体動あり、両上肢抑制
帯とミトン装着。夕方より徐々に体動が多くな
り、２１時セレネース投与指示。１９時２０分看
護師４名で体位調整、体動が激しく、呼吸器
回路を蹴る様子あり。２０時３６分人工呼吸器
のアラーム鳴り看護師訪室。閉鎖式サクション
セットと人工鼻の接続部が外れていたため再
装着。２０時４３分生体モニターアラーム（Ｓｐ
Ｏ２ ５０％）で看護師訪室。閉鎖式サクション
セットと人工鼻との接続部が外れ呼吸器ア
ラームが鳴っており、全身チアノーゼを呈して
いた。人工呼吸器の回路を接続し直すがＳｐ
Ｏ２　２７％まで低下。アンビューバッグ換気開
始、橈骨動脈触知可、意識レベル３－３００、
ＨＲ１０５回／分、緊急コール。全身管理目的
でＩＣＵに入室となった。

・気管カニューレに人工鼻が直接接続されて
おり、患者の体格上の特性（首が短い）や、体
動が多いという状態で、下顎のすぐ下に人工
鼻が装着されていた事が、回路はずれに繋
がった。
・人工呼吸器の回路接続順は、カニューレ→
モイストチューブ→人工鼻→ETCO2コネクタ
が、望ましいが、病棟ではカニューレ→ETCO2
コネクタ、カニューレ→人工鼻という接続が行
われていた。ME巡回の際に、回路接続につい
て指摘がされていたが、スタッフ間の情報共
有や対策が行われていなかった。
・人工呼吸器回路（ETCO2コネクタ・モイスト
チューブ・人工鼻）の個々の器材の役割につ
いて知識不足があった。
・RRSコール後に、当該患者の問題点や今後
の管理について、医師看護師間でカンファレ
ンスや情報共有が行われていなかった。
・呼吸管理の変更時（Y字・人工呼吸器再開）
に、回路の接続他注意点の引継ぎが行われ
ていなかった。

#1.臨床工学部門による学習会を実施
する。
#2.回路接続方法・接続順について、写
真を用いて表示する。
#3.ME巡回時の問題点については、受
持ちではなく、リーダーに伝達するよう
依頼する。

接続外れを認めたとのことであるが、使
用された製品名や接続状態を含む原因
等の詳細が不明であり、検討困難と考
える。
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65

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 当院呼吸器外科で、右上葉肺癌再発に対して
CVポートを留置し、通院治療センターにて化
学療法を施行している患者。CVポートへの穿
刺後、パクリタキセルを投与し、その後カルボ
プラチンを開始する予定であったが、看護師
が次の薬剤カルボプラチンがあることを確認
せずにポート針を抜去した。そのため医師に
よりポート針を再挿入し、先がきっちり入って
いることを確認後、カルボプラチンを投与し
た。1時間後に患者から右胸部の外側に軽度
のピリピリ感があるとの訴えがあり、胸部の穿
刺部周辺が腫脹していることに気づいた。血
管外漏出症を疑い、呼吸器外科主治医に連
絡、皮膚科にコンサルトしステロイド局注処置
を施行、胸部ＣＴにより皮下病変の確認を行っ
た。経過観察のため1泊入院となり、翌日、皮
下腫脹と圧痛が軽快したため退院。

当日の業務が繁忙であった。２剤目があるこ
とを確認せずに抜針した。再穿刺時の注入に
抵抗がなかったため、穿刺には問題がないと
判断した。患者個有の要因として皮下脂肪が
厚く血管外漏出により腫脹していることに気づ
かなかった。

注射指示の確認方法を是正。 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。

腹腔ポートからのパクリタキセル皮下漏出。胃
がん・腹膜播種にてレジメンS1＋Pac腹腔併
用による治療の患者。当日は腹腔ポート再造
設後、初回の化学療法であった。パクリタキセ
ル投与中は、自然滴下良好、疼痛・気分不快
なく経過した。治療終了、患者が立位となった
時、右下腹部に薬液貯留・違和感を感じ看護
師に訴えた。CT検査にて腹腔ポートから皮下
漏出が診断された。

胃がん・腹膜播種の治療のためS1＋Pac腹腔
併用治療を継続していたがポートの挿入部に
炎症が生じ腹腔ポートの入れ替えが行われて
いた。当日は腹腔ポート再造設後、初回の化
学療法であった。腹腔ポートでは逆血確認は
できないため自然滴下を穿刺直後、10分後、
30分後、その後30分おきに確認を行った。穿
刺部位からの薬液の漏れはなく、予定通りの
投与を行った。すべての治療が終了し、ヘパリ
ンでワンショット投与を行った。その時点では
ポート部位、腹部の異常はなかった。

腹腔ポートの穿刺時にはアセスメントを
慎重に行い、投与開始時は2名の看護
師で自然滴下を確認する。最初に生理
食塩液を腹腔投与し、医師に漏出がな
いことを確認してからパクリタキセルを
投与する。投与中は輸液管理の手順を
遵守し、適時自然滴下及び腹部の腫
脹・違和感の有無を観察する。

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

66

障害残存
の可能性
なし

パクリタキ
セル

日本化薬

その後、患者が立位、歩行した際に腹部の違和感、腫脹がいつもと異なるため看護師に相談、主治医より薬剤漏出の疑いと診断さ
れ、腹部の単純CT、造影剤によるポート検査が行われた。ポートにトラブルはなく、皮下に多量に漏出している状態であった。皮下漏
出診断後、即日入院にて経過観察であったが、入院の翌日には皮下の薬液は吸収され腫脹は回復傾向、疼痛はなし。入院翌々日に
はベッド上安静が解除となった。

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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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

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

67

障害なし アバスチン
点滴静注
用１００ｍｇ
／４ｍＬ

アバスチン
点滴静注
用４００ｍｇ
／１６ｍＬ

中外

中外

末梢持続点滴のため医師が血管確保し、看
護師が点滴ルートを接続。その後抗がん剤投
与を開始した。約３時間後、点滴ルートの接続
部が外れ抗がん剤がシーツに漏れた。

長時間の点滴のため、患者が動いた際に接
続部が緩んだ可能性。点滴開始時、途中の観
察時の確認不足。

点滴中は刺入部、点滴注入状態の観
察だけでなく、点滴ルートの観察も行
う。

接続部の外れを認めたとのことである
が、使用された製品名や外れの原因等
の詳細が不明であり、検討困難と考え
る。

68

障害なし シスプラチ
ン点滴静
注５０ｍｇ
「マルコ」

日医工
ファーマ

中心静脈カテーテルにてシスプラチンを投与
中、カテーテルの接続が外れて薬液がシーツ
にこぼれた。患者がこぼれた薬液に触ってし
まい、抗がん剤曝露となった。

長時間の抗がん剤投与であり、患者の動きに
より点滴の接続がゆるくなってくることを予測
できなかった。

患者へは体を動かす時に点滴ルートを
引っ張ったり体の下敷きにならないよう
に説明をする。また、接続外れなどで薬
液がこぼれた場合も薬液には触れない
ように事前に説明をしておく。

接続部の外れを認めたとのことである
が、使用された製品名や外れの原因等
の詳細が不明であり、検討困難と考え
る。

69

不明 複数の薬
剤を投与し
ているため
不明

複数の薬
剤を投与し
ているため
不明

入院した患者。入院前に他院にてCVポート作
成しており，翌日10時主治医が生食20mLにて
逆血確認後右鎖骨下CVポート穿刺施行し，
11時38分右鎖骨下CVポートより生食500mL
＋パクリタキセル300mg 170mL/hにて投与開
始した。同日20時患者が入浴した際に右乳房
が腫れていると報告があり医師が確認したと
ころ，右乳房が約2倍に腫脹しており，腋窩か
ら胸骨部にかけ発赤も見られ，緊満著明で
あったため，皮膚科医師に診察依頼した結
果，抗癌剤血管外漏出の可能性を考慮し，ス
テロイドの皮下注射を行った。翌31日胸部CT
撮影結果，ポート周囲にairあり上腕部から右
乳房にかけて脂肪織濃度の上昇が見られ
ポート周囲からの薬剤漏出による変化と思わ
れるが，画像上から明らかな接続外れやカ
テーテル断裂は指摘できず経過観察中であ
る。

・他院で造設されたCVポートだったため，CV
ポートの種類やカテーテルの先端がどこに留
置されているのか把握出来ていなかった。
・CVポートから点滴が初めてであり，きちんと
留置されているか分からなかった。
・CVポート刺入部周囲は観察していたが，乳
房まで観察していなかった。
・オキシコンチン50mgを分2（8時20時）に内服
中であり，痛み闘値の高い患者であった。

・他院で造設されたCVポートを使用する
際は主治医に詳細を確認する。
・ポート針刺入部周囲だけでなく，カ
テーテル先端の留置部周囲（腋窩，上
腕，胸部）の観察を行う。
・ポート針刺入部周囲に疼痛出現時は
すぐにナースコールするよう本人に説明
しておく。
・CVポートについて部署で勉強会を行
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。
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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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公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

70

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 乳癌、多発肝・肺・骨転移の患者。骨転移とそ
れに伴う痛みがあり、車いすで来院。コルセッ
トを胸腹部に使用中。通院治療センターで化
学療法（AC療法）をＣＶポートから実施。ベッド
には枕を使用し、軽度左側臥位でセミファー
ラー程度にギャッジアップした状態。ＣＶポート
穿刺は問題なく行え、生理食塩水の注入も問
題なく行えたため、固定を行った。16時14分自
然滴下あり、エンドキサンを投与開始。16時16
分頃ラウンドで訪室した他看護師に痛みの訴
えあり漏出が判明した。輸液ポンプの積算は
16mLだった。通院治療センター当番医が、患
者に抗がん剤が漏出したことを説明し、皮下
を穿刺し、約2mL吸引後、ソル・コーテフ
200mg1%キシロカイン1mL、生食4mLの局所注
射を実施。患者・家族に漏出について、サビー
ンを点滴した方がいいことを説明され、緊急入
院となった。

胸椎転移がありコルセット着用中であった。
ＣＶポートの下までコルセットがきていたが、褥
瘡があり頻回に体位変換が必要そうであった
ため、コルセットは装着していた方が良いと判
断した。
側臥位になり、肩をすぼめるような姿勢によ
り、皮膚や脂肪で押され、針の穿刺が浅くなっ
てしまった可能性がある。

点滴を開始する前に、本人に刺入部の
痛みや、違和感がないか確認する。
コルセットをつけた状態で臥床していた
ため、コルセットを装着したままでないと
いけないのか、外しても問題ないのかを
確認して、１時間程度可能であればコ
ルセットは外して点滴する。
ＣＶポート針の穿刺・固定・点滴中の確
認がしやすいように、衣服の調整をす
る。
ＣＶポートの固定テープを、すべて目視
で確認する。

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. 報告事例 事例の内容 背景・要因 改善策

ヒヤリ・
ハット
事例

１０：２５頃にポンプのアラームが作動し、他看
護師が訪室したが、異常はなかった。その後、
１０：２９に担当看護師が訪室した際に、末梢
静脈挿入式中心静脈用カテーテル（ＰＩＣＣ）の
ピンクルートの接続部とシュアプラグが外れて
おり、ベッド上にアクラシノン注射用と血液が
漏れていることを発見した。アクラシノン注射
用は２００ｍＬ／ｈで投与されており、前後の時
間を考慮すると漏れている量は１５～２０ｍＬ
程度と考えられる。ピンクルートは血液で満た
されており、生理食塩水を通して閉塞していな
いことを確認し一旦ロックした。病棟係長に報
告し、化学療法室に指示を仰ぐように指示が
あり、状況を報告、相談した。抗がん剤と血液
で汚染されたシーツは袋へ入れてリネンへ洗
濯を依頼した。衣服は自宅に持ち帰って、他
の洗濯物とは一緒にせず２回洗うことが望ま
しいとのことを患者へ伝えた。病棟薬剤師にも
報告し、アクラシノン注射用は壊死起因性抗
がん剤であり、血管外漏出を起こすと潰瘍や
壊死を起こす薬剤であり、皮膚に付着しても
同様のことが起こりうる可能性があるとのこと
であった。主治医にも確認し、ＰＩＣＣをロックし
たまま、シャワー浴してもらった。また、写真撮
影しておき、継続的に皮膚の状態を観察して
いくこととなった。

ＰＩＣＣ挿入後１日目であった。腕の下に接続
部が来てしまうような挿入部位ではあったが、
緑ルートはしっかりと接続されていたため、ピ
ンクルートの接続のみが緩くなっていたと考え
られる。患者の衣服は生理食塩水やアクラシ
ノン注射用が付着し濡れていたが、ナース
コールはなかった。シュアプラグや、ＰＩＣＣ自
体に破損はなかった。

・シュアプラグとメインルートの接続だけ
ではなく、ＰＩＣＣとシュアプラグの接続も
確認する。

接続部の外れを認めたとのことである
が、使用された製品名や外れの原因等
の詳細が不明であり、検討困難と考え
る。

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

71

○投与前に輸液ラインとシュアプラグの接続の確認はなされるが、カテーテルとシュアプラグは接続が一体化して見える場合もあるので、確認が
抜けることがある。

専門分析班・総合評価部会の議論
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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

事例の内容 背景・要因 改善策

72

歯科医師は、感染根管治療中にカルテを確認
するため、口腔内より目を離し診察台より離れ
た。その際、患者が２、３度むせ込み、上体を
起こして含嗽した。再度水平位にして口腔内
を確認し、予定の診察を終了した。患者は、夕
方より腹痛を自覚し近医を受診したが、様子
観察となり帰宅した。腹痛に対しては鎮痛剤を
服用したが改善なく、翌日（日曜日）昼間に救
急外来を受診した。ＣＴ上、胃壁部に金属製の
異物を認め、内視鏡下にて摘出した。摘出し
た金属性の異物は、根管治療の際に使用す
る器具で、むせた時に誤飲したものだった。

患者がむせた時に、口腔内に根管治療用器
具は見当たらなかった。カルテの確認のため
診察台を離れる際に、診察台に同様の器具
があったため、口腔内からその治療用器具を
除去したと誤認した。

・鋭利な器具を使用する際には、口腔
内に留置せず、患者から目を離さない
ことを徹底する。
・誤飲の可能性がある場合、体位を完
全水平位にはしない。
・むせた時には誤飲の可能性を考え器
具を確認する。
・使用前後での器具の数の確認を徹底
する。
・数の確認を容易にするため、必要最
小限の器具を収納するボックスを使用
する。
・ラバーダム（防湿器具であるが器具の
誤飲予防に有効）の使用を検討する。

根管治療用器具が胃壁部から摘出され
たとのことであるが、使用状況を含めた
原因等が不明であり、検討困難と考え
る。

73

歯科医師は、患者が誤嚥しないよう座位で治
療を行っていた。当日は、左上4 番と6 番の金
属冠を装着する予定であった。最終的な使用
感の確認後、冠を外そうと口を開けてもらった
ところ、左下顎臼歯部舌側の口腔底に左上6
番の冠が自然脱落した。冠を把持するためピ
ンセットを取ろうとしたところ、患者が喀出しよ
うと突然起き上がって前傾姿勢になった。直後
に、口腔内、咽頭部を直視下で確認したが金
属冠はなかった。胸部エックス線撮影し、左主
気管支に金属冠と認める不透過性像を確認し
た。

金属冠の着脱を行う際、患者が口を開けた時
に金属冠が自然脱落する可能性があることに
十分注意を払えなかったことが、最も大きな要
因だったと考える。患者は以前から誤嚥を繰り
返しており、歯科治療中も頻回にうがいが必
要なため、少量の水でもなるべく誤嚥しないよ
うに細心の注意を払い毎回座位で処置を行っ
ていた。金属冠の着脱時に患者が臥位の場
合、術者が手を滑らせて冠が口腔咽頭内に落
ちることはあり得る状況のため、術者のミスに
よる誤嚥を防ぐために当日も座位で治療して
いた。上顎の金属冠装着のため、座位になる
と重力により金属冠が口腔内に落ちる可能性
がある。その可能性に注意していたものの、
金属冠の咬合調整で何度も出し入れを問題な
くできていたため、最後の調整で注意力が失
われたことが要因と考える。患者は、摂食嚥
下機能評価で、嚥下機能の低下を認めてい
た。特に咽頭収縮能の低下および喀出機能
の低下があった。

・歯科領域では口腔内への異物落下へ
の効果的な対策があまりなく、基本は術
者の注意深さにかかってくる。
・本患者のように誤嚥する可能性が高
い患者には、その場の状況に合わせて
柔軟に対応する（金属冠がゆるめであ
れば、先に装着してから最終的な咬合
調整をする等）ことが必要である。
・術者本人は誤嚥に注意していても事
故につながったという点から、事故は常
に起こり得ること、自分では注意してい
ても十分ではない可能性があることを
念頭におき、細心の注意を払いながら
診療を行っていくことを再確認する。

金属冠が口腔内に脱落したとのことで
あるが、使用状況を含めた原因等が不
明であり、検討困難と考える。

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果
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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
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事例の内容 背景・要因 改善策

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

PMDAによる調査結果

74

歯科医師が口腔内を歯石除去中に、エアス
ケーラーのチップの先端が破損した。破損確
認後、直ちに患者の口腔内を確認し、口頭で
の状況確認と洗口の指示をしたが、破損片は
確認できなかった。スピットン内や周囲を捜索
したが、破損片は発見されなかったため、院
内の医科を受診し、胸部・腹部エックス線撮影
を行った。撮影の結果、胃内に破損片が発見
されたため、担当医同伴のもと他院を受診し、
内視鏡検査を行ったところ、経過観察の診断
となった。

エアスケーラーチップの先端が破損した（院内
で他の報告事例あり）。

・スケーラーの破損は起こり得るものと
して、迅速な対応を行えるように準備す
る。
・破損片不明時のチェアサイド、院内、
院外紹介の流れについてシミュレーショ
ンを行う。

エアスケーラーのチップの先端が破損
したとのことであるが、使用状況を含め
た原因等が不明であり、検討困難と考
える。

75

歯科医師は、印象用のコーピングを外す際に
誤って口腔内に落としてしまい、患者が誤飲し
てしまった。

しっかり把持しておくべきだったが、落としてし
まった。ラバーダム等を装着せず、コーピング
に糸を通していなかった。

・ラバーダム等の使用や、コーピングに
糸を通しておくことを推奨する。
・誤嚥時の対応フローチャートを作成す
る。

コーピングが口腔内に脱落したとのこと
であるが、使用状況を含めた原因等が
不明であり、検討困難と考える。

76

歯科医師は、左下8 のメタルコアの試適の際
に口腔内にコアを落とした。胸部エックス線撮
影で、右気管支に不透過像を認め、他院救命
救急センターに搬送した。ＣТ撮影後、全身麻
酔下で気管支内異物除去術が行われた。

修復物の試適・装着時には、ガーゼスクリーン
やラバーダムで誤飲・誤嚥を予防するが、でき
ていなかった。

・口腔内での装着操作では、落下事故
が起こる可能性があることを意識する。
・落下事故は、水平位診療が最も多い
ことを認識する。
・ガーゼスクリーンやラバーダム使用に
よる予防を徹底する。
・落下しやすい小器具には、チェーンや
糸など落下防止器具を装着して用い
る。
・洗浄針などの緩みを処置前に確認す
る。
・落下事故発生時には必ずエックス線
撮影を行い、内科医師の診断を受け、
最終排出まで確認して診療録に記録す
る。

メタルコアが口腔内に脱落したとのこと
であるが、使用状況を含めた原因等が
不明であり、検討困難と考える。
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