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

1

障害残存
の可能性
がある（低
い）

加温加湿
システム
MR850

東機貿 ドレーゲルによりSIMV＋PSモードで呼吸管理
中の患者。呼吸器回路内に加湿が多いため
レベルを変更中に突然加湿器の電源が切れ
た。MEセンターに連絡し、加湿器本体の故障
であったため、交換が必要となった。他看護師
がSiPAPに使用していた加湿器を代替として
持ってきたが、コンセントのコードが短く、ま
た、代替器に温度センサーのコードがなかっ
た。そのため、新たに取り付け直している間
に、吸気圧がかからなくなり、160台/分から90
台/分へ徐脈を来してしまった。Drによるバギ
ングにて回復みとめた。

代替器を準備した看護師がベテランであった
こともあり、準備が整っていると思い、コードの
長さや必要な物品の確認が不十分であった。
また、リスクを伴う手技にもかかわらず、医師
が立ち会っていなかった。

物品がそろっているか確認を行い、そ
の上で主治医立ち会いの下バギングを
行いながら機器の交換を行う。

電源が切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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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

酸素飽和度モニタのアラームが鳴動して確認
したところ、酸素飽和度が91%→78%に低下し
ていた。人工呼吸器（ニューポートe360：点検
中の呼吸器の代替え器）からの異臭（ビニー
ルの焼けるような臭い）を感じ、液晶パネルに
「装置異常」というアラームが表示されていた。
回路先端からは空気が排出されておらず、人
工呼吸器が稼働していない状況であった。
直ちに、酸素1リットル／分を流しながら用手
換気を開始し、当直医・臨床工学部当直者・
呼吸器メーカーコールセンターに連絡を行っ
た。
1時間30分後に、人工呼吸器をザビーナに変
更したところ徐々に呼吸状態が安定した。そ
の後、当院所有の点検済ニューポートe360が
届き、患者に装着した。

脳性麻痺のある患者で、心停止があった時よ
りニューポートｅ360を使用し、設定はSIMVで
あった。
準夜帯で患者を受け持った看護師Ａは19時に
患者の呼吸器チェックをした。その後、2時間
毎に動作状況を確認し、休憩をとる為ペアを
組んでいた看護師Ｂに申し送りをした。その
際、看護師Ｂは看護師としての経験が6ヶ月で
あった為、看護師Ｃにフォローを依頼した。
4：45に看護師Ｂが体位変換の為に訪室し、呼
吸器に異常はなかった。
4：55にネルコアモニターのSpO2アラーム音が
鳴り、看護師Ｂが訪室すると、Sp02値は91%を
示し、更に下降していた。

・臨床工学部と連携して定期的に呼吸
器のメンテナンス行い、異常の早期発
見に努める。
・勤務交代時の呼吸器チェックを継続す
る。
・訪室時には必ず呼吸器の作動状況を
確認する。
・モニターアラームは、付き添いがない
患者にはネルコアアラームを併用する。
・緊急時にバギングができるよう、アン
ビューバッグの設置を継続する。

3

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 午前3時の時点では異常なかったが、午前4時
に訪室時、CPMが床に落下しており左下肢に
腫脹と新鮮出血を認めた。固定していた左下
肢を捻った可能性が高く、X-Pを確認したとこ
ろ大腿骨近位骨幹部に骨折を認めた。

CPM器機は術後安定してベッド上にあり、自
重も重く、本人も無理な行動を起こす様子もな
く落ち着いており、落下するとは予測困難で
あった。ベッド柵は標準の2点で行っていたが
本人の転落防止のため体の部分に施行して
おり、CPMの部分には追加では行っていな
かった。

今後は、安定しているようにみえても
CPMが落下する可能性があることを予
測し、ベッドにCPMの追加固定を行うこ
とや、ベッド柵を4点にするなどの対策を
検討する。

CPMが床に落下しているところを発見さ
れたとのことであるが、使用された製品
名や固定状況等の詳細が不明であり検
討困難と考える。

2

障害残存
の可能性
なし

ニューポー
トベンチ
レーター
e360

株）東機貿

4：57に看護師Ｃがネルコアのアラーム音が続いていることに気付き訪室するとネルコアモニターのSp02は78%を示していた。次いで呼
吸器からビニールが焼けるような異臭を感じて呼吸器を見たところ、装置画面に「装置警報」とアラームが表示されていた。画面に測定
値の表示はあったが、呼吸器の稼働状況を示す波形はフラットであり、呼吸器の設定パネルの数値は全て消えていた。呼吸器が稼働
していないことに気付いたため、看護師Ｃが用手換気を開始した。呼吸器トラブルを解決しようとコードや呼吸器のボタンに触れるが反
応は無く、当直医をコールした。
5：14 ＭＥ当直者が到着して呼吸器チェックを始めるが、再起動しても同様の表示と警報が続くため、メーカーのコールセンターに報告
した。
6：25呼吸器を変更し、設定を同様にして患者に装着した。
臨床工学部より、メーカーに対し呼吸器の点検を依頼した。回路の組み立てや蒸留水のセットには問題なく、臨床工学部による呼吸器
チェックは毎日しており点検表があった。
事象発生後に製造販売業者（株式会社 東機貿）に点検を依頼した。当該業者にて連続動作試験を実施するも事象の再現性は無く、
警報音、警報メッセージ、アラームランプ及びシャットダウン警報は正常に作動することを確認した。但し、本体内部基盤の状態を調査
したところ、メインボードのコンデンサ部に損傷が確認された。当該部分は、センサやバルブ類からの信号受信及びアラームの制御、
並びにアナログ基板への電力供給、信号受信 等の関連する部分である。 これらのことから、今回の事象の正確な原因解明までには
至らなかったが、原因の考察としては何らかの原因で瞬間的に過電流が流れてコンデンサが損傷し、換気動作やアラームの発生に影
響を与えたものと推察されている。

アラームが鳴動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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4

障害残存
の可能性
なし

ナノパス
ニードル2
34Ｇ

テルモ SGA性低身長に対し、1年8ヶ月前より成長ホ
ルモン療法施行。前日の夜　家庭で成長ホル
モン療法を皮下注射を施行時、児が動き、ナ
ノパスニードル（３４Ｇ、４ｍｍ）が根本から折
れたとのことで、当院受診。画像検査等にて、
体内に針の残存が見つかった。小児成育外
科に相談し、全麻下にて摘出術を施行とな
る。

皮下注の際、児が動き、ナノパスニードル
（4mm長）の根本から折れた。
メーカーであるテルモに、製品回収を依頼し、
調査を依頼した。破断部の周辺は、傷やサビ
など強度を低下させる不具合は認めなかっ
た。破断部は変形しており接着部は剥離して
いた。以上から針管が針本付近で折れ曲がり
破断に至った可能性が示唆された。材料の不
具合によるものは考えにくく、穿刺時の体動が
原因の破断と考えられた。

安全使用のための手技を再確認する。 折れ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。

5

障害残存
の可能性
なし

手術台　Ｍ
ＳＴ７２００

瑞穂医科 使用するす術室の手術台から焦げたような異
臭が発生し予定の手術が行えなかった。

手術台の内部バッテリーの過充電によりバッ
テリーが破損しその熱でバッテリーの外枠が
溶けたと思われる。

手術室の手術台すべてのバッテリーを
メーカー推奨の交換時期に交換してい
く。

異臭が発生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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6

障害なし パラパック 不明 患者は胸部外傷のため、レスピレーターを装
着していた。14時にMRIのため、患者搬送中
に救急外来のレスピレーターのパラパックを
装着してICUを出棟した。エレベーターが1階に
到着したときにパラパックのアラームが鳴り、
換気が行われなくなった。その際、持参してい
たジャクソン・リースで換気をしようとしたが、
持参している酸素ボンベ2本ともの圧力計が
パラパック用であり、ジャクソン・リースが接続
できなかった。バックバルブマスクを持参する
ことを忘れたため、救急外来から通常の圧力
計のボンベとバックバルブマスクを借りて換気
を始めた。バイタルサインが落ち着いたところ
を確認し、MRIに出棟した。換気の中止時間は
およそ40秒、血圧が200～180/　と上昇した。
HR80台、SpO2は一時90まで低下したが換気
後98まで速やかに上昇した。

・人工呼吸器装着中の移送についての取り決
めが定まっていなかった。

・取り急ぎ、挿管患者の移送についての
リーフレットを作成し注意事項を周知し
た。
・移送のマニュアルを作成し、人工呼吸
器装着患者の移送時の準備を標準化し
た。

換気停止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。

7

障害なし 不明 不明 全身麻酔管理中、麻酔器呼吸回路二酸化炭
素吸着剤(以下、ソーダライム）カセットを交換
後、呼吸回路より漏れが発生し麻酔器が正常
動作しなくなり、約3分換気が停止した。また、
代替換気へ切り替えるため、アンビューバッグ
を探したが、すぐに見つけることができなかっ
た。

ソーダライムのふたの締め付けが不十分で
あった可能性がある。
ソーダライムの構造上、カセットの蓋から漏れ
があっても麻酔器にセットできること。

ソーダライムは手術中に交換しないこと
とした。
隔日または長時間手術のあとは必ず交
換する。

換気停止し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。

8

障害残存
の可能性
がある（高
い）

不明 不明 １１時に患者が自分でベッドコントローラーを
使用してポジショニングを整え、バイタルサイ
ンを測定し、肺音確認後に経管栄養を開始し
た。１２：０５に経管栄養の残量を確認するた
めに訪室すると、患者はベッド上端坐位で閉
眼状態であり、自発呼吸は見られた。１２：３５
に再度経管栄養が終了したか確認するため
に訪室するとベッドをギャッジアップした状態
のままベッド柵にもたれかかっている患者を発
見。顔面蒼白、呼名反応なし、瞳孔散瞳、対
光反射消失した状態を発見した。直ちにスタッ
フコールにて応援を要請し、心肺停止のため
胸骨圧迫、マスク換気を開始し、アドレナリン１
Ａを使用して発見から７分後に自己心拍が再
開した。

小型モニターにて心電図、サチュレーションを
モニタリングしていたが、患者は心電図モニ
ターやサチュレーションモニターを自己にてし
ばしば外す事があった。記録上サチュレーショ
ンが１１：５９までしか記録されておらず、患者
が外してしまった、または体動時などでモニ
ターが外れてしまったことが予測される。１２：
０５に看護師が訪床し、患者に自発呼吸があ
ることを確認したが、心肺停止状態で発見さ
れるまで３６分間モニターが外れている状態で
あった。

不明 患者が心電図モニターやサチュレーショ
ンモニターを自己にて外したとのことで
あり、モノの観点からは検討困難と考え
る。

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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9

障害残存
の可能性
なし

患者監視
装置

セイフAプ
ラグ、セイ
フCカ
ニューラ
90cm

オス・メス
成人用耐
圧チューブ
MP7236

フィリップ
ス

日本コヴィ
ディエン

エドワーズ
ライフサイ
エンス

手術中、患者監視装置の血圧値が急速に低
下した。担当麻酔科医師並びに心臓外科医師
は、動脈瘤の破裂を疑い心臓マッサージ、昇
圧薬投与等の処置を行うとともに、緊急コー
ルをして他の麻酔科医師を招集した。他の麻
酔科医師が患者に掛けられた清潔覆布をめ
くって血圧測定用ラインを点検したところ途中
のセイフAプラグとセイフCカニューラの接続が
外れていた。

セイフAプラグとセイフCカニューラの接続外れ
はしばしば報告されるインシデントである。
事例発生時、ラインは患者側から留置針（動
脈内）、耐圧チューブ、三方活栓、Ａプラグ、Ｃ
カニューラ、耐圧チューブ、血圧トランスデュー
サーの順で接続されていた。
急速な血圧低下に担当医師は焦ってしまった
ようである。
ステントグラフト内挿術では手術台を頻繁かつ
広範囲に動かすので接続外れが起きやすい
可能性がある。
当該部分は覆布に覆われていた。

透明な覆布を用いる。
手術開始前に輸液、モニタリングライ
ン、人工呼吸回路等の接続を再確認す
る。

接続が外れ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。

10

障害なし アーク
ティックサ
ン　2000-
10

アイエムア
イ

低体温療法（34℃）を開始して、翌日から復温
（36℃）にきりかえてアークティックサン（低体
温療法に特化した低体温システム）を作動さ
せていた。開始3日後の8時に救急科医師が
訪室すると、アークティックサンが停止してい
た。体温プローベが外れたアラームが鳴った
際、外れると危険なので動作停止となった。そ
のため体温が急上昇したが、今回はその体温
プローベを再接続することで再度低下した。
体温については、38℃以上はDr.callの指示し
かなく、復温中の体温を何度に維持するのか
の指示がなかったため、様子観察していた。

・当機械はアラームとともに停止することを知
らず、アラームが鳴って動作停止したときに、
再度スイッチをONにしなかった。
・アラームの作動と共に停止するという知識が
なかった。
・発生したアラームは体温プローべが外れた
アラームで、 『 Patient Temperature 1 probe
disconnected or out of range. 』 『タイオン１プ
ローブガハズレテイルカ、ハンイガイデス』 と
表示されていた。

ME、医師と話し合い、MEが定期的に勉
強会を行い周知することとした。

体温プロ-ベが外れていたとのことであ
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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11

障害なし 不明 不明 舌咬傷で入院中の幼児。舌保護のため上下
にシーネ固定中。シーネ固定の絹糸を頬に優
肌絆で固定している。日勤帯で下顎の絹糸が
切たが、下顎シーネ固定されていたため経過
観察していた。準夜勤および深夜帯で患児を
受け持つ。16時30頃に口腔内シーネおよび上
顎シーネの頬の固定糸確認し、異常見られ
ず。その後、20時30分、23時に口腔内のシー
ネおよび上顎シーネの頬の固定糸をペンライ
トで確認するが異常はなかった。翌日の6時30
頃に採血のため、他スタッフと病室へと訪室し
た際に上顎シーネの頬の固定糸がなくなって
いた。口腔内を探しても見つからなかった。
シーネを確認したところ上下ともに装着されて
いた。その後、Drへの報告が遅れ、8時頃に口
腔外科Drに報告し、シーネが装着されている
のであれば、経過観察との指示あり。9時頃に
担当医が診察に訪室した際に上顎シーネが
ないことを指摘され、シーネが無くなっている
ことに気がつく。患者のベッド周囲を探すととも
にリネン室と清掃係に電話し、シーツやごみに
紛れて無いか確認したが、見つからず。X-P
実施、X-Pではシーネの誤嚥を判断できない
ため、排便時に混入がないか確認するように
指示有り。翌々日に新たなシーネを作成する
こととなった。

・ラウンド時に口腔内（シーネの固定状況、出
血有無、固定糸の状態）の観察を怠った。
・医師への報告が遅くなってしまった。
・異常発見時の口腔内固定状況、出血有無、
固定糸の状態が不十分であった。

・ラウンド時に患者の口腔内（シーネの
固定状況、出血有無、固定糸の状態）
状態を必ず確認する。
・異常の発見時にすぐ医師への報告を
行う。
・異常発見後は、頻回に異常のある箇
所を観察し、状態に変化がないか確認
していく。
・ラウンド時だけでなく、頻回に訪室し、
患者がシーネを外していないか、シーネ
と固定の糸がはずれる危険がないか観
察し、固定の修正やシーネに手が触れ
ないようにするなど対応していく。

シーネがなくなっていたとのことである
が、原因等の詳細が不明であり、検討
困難と考える。

12

不明 鼻咽喉ファ
イバース
コープ

ディスオー
パ

OLYMPUS
・ペンタック
ス

ジョンソン・
エンド・ジョ
ンソン株式
会社

当該病棟では耳鼻科医師が使用する内視鏡
洗浄のディスオーパを毎週水曜日に濃度
チェック施行後に液交換をしている。本日は定
期の濃度チェックとディスオーパ液交換日で
あった。濃度チェック施行もFAILと不適合の表
示となり，3回実施したが3回とも同じ結果と
なった。また，交換前のディスオーパの量が前
回交換した時より増えていることを認めたた
め，ディスオーパ交換前に感染制御部へ連絡
し，感染制御部，耳鼻科医師，病棟看護師と
共に確認を行った。

ディスオーパの量が増えた原因は不明（一時
洗浄の水を拭き切れていないまま浸けたか，
流水洗浄の水が入ったのか？）
ディスオーパの量のチェックは行っていない。
濃度チェックを毎日行っていない（ディスオー
パの効果が最長2週間であるが，病棟での内
視鏡使用回数を考察し，1回／週としていた）
病棟で洗浄管理を専属で行う者がいない。

ディスオーパの濃度チェックと指示され
た量がきちんと入っているかどうか，毎
日日勤でリーダー看護師と看護師長，
または交換経験をしたことのある看護
師でダブルチェックを行い，有効な濃度
であることを確認する。

ディスオーパの濃度異常及び量の増加
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。
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13

障害残存
の可能性
なし

マイクロ
100サージ
カルシステ
ム

ジンマーバ
イオメット

開窓術中、器具が異常高温となり患者の左口
角の触れたところに熱傷を生じた。

器具の劣化 器具の交換
定期点検

熱傷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。
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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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14

障害残存
の可能性
がある（高
い）

CVトリプル
ルーメン１
２G

レガフォー
ス

初診時、食道癌Lt cT3N2(106R，7，9)M0
stage3 の患者。既往歴に、右副腎褐色細胞
腫切除、右頚部リンパ節切除、痔瘻、両側鼡
径ヘルニア、高血圧、結核、前立腺肥大、高
尿酸血症があった。術前化学療法DCFを2ヶ
月前より開始し、2コース施行した後に、食道
癌に対する根治手術（食道亜全摘、3領域郭
清、胸骨後胃管再建）を施行した。術後1週間
眼、縫合不全を認め、局所麻酔下での頚部か
らの縦隔ドレナージを施行。ドレナージおよび
抗生剤投与で縫合不全は軽快傾向にあった。
手術から1ヶ月後の状態としては、絶食、中心
静脈栄養と経腸栄養の併用、ドレーンは、頚
部からのドレーンが1本のみの状態で、翌日よ
り経口摂取を開始予定であった。眠剤としてリ
スぺリドン、ロゼレムを処方以後せん妄は起こ
しておらず、本人から以前服用していた眠剤
ゾルピデムの服用希望があり、同日22時に服
用する指示をだした。23時には、巡回の看護
師がいびきをかいて寝ていたのを確認してい
た。0時57分　巡回の看護師が、頚部のドレー
ンがちぎれていることに気づき、応援を要請し
た。意識はなく、脈拍も蝕知しなかったため、
院内CPR callがされた（心電図上は、
Asystole)。胸骨圧迫のため寝衣を開けた際
CVカテーテルも離断していることに気付いた。
心臓マッサージ、ボスミン1Aの静注2回にて自
己心拍は再開した。ICUに移動し、人工呼吸管
理、昇圧剤投与による血圧維持、脳浮腫予防
の鎮静薬投与（バルビツレート、ドルミカム）、
体温コントロール、痙攣に対する抗痙攣薬を
投与を行った。

・心肺停止に至った原因は同定できていな
い。
・一般的に、突然心停止に至る原因として、心
原性、脳疾患、肺塞栓などが考えられる。た
だ、発見時にカテーテルやドレーンが切断され
ている状態で発見されていること、カテーテル
から逆血していないことから考えると、中心静
脈カテーテルから空気が血管内に流入し、空
気による塞栓がおこり、心停止にいたった可
能性も考えられる。
・蘇生時に肺の虚脱やドレーンからの空気の
流出はなく、気胸は否定的と考えられる。
・カテーテルやドレーンは、鋭利なもので切断
された状態であり、床頭台引き出しに鋏型の
爪切りが置かれていたため、なんらかの理由
で本人が行った可能性がある。また、他者が
行った可能性も否定できなかったため、警察
へ通報した。

・警察の科学捜査研究所の判定で、カ
テーテルの切断面と患者が持ち込んだ
はさみ型爪切りの刃が一致したと報告
あり。刃物類等持ち込み禁止を　患者
や家族に　更に印象付ける介入を検討
している。
・刃物類の持ち込みの制限、禁止の
ルール検討
・眠剤変更時の観察強化

はさみ型爪切りの刃によりCVカテーテ
ルが切断されたとのことであり、モノの
観点からは検討困難と考える。

15

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 パワーポートからアドリアマイシンがリークして
いた可能性がある。

５日前からアドリアマイシン３コール目投与開
始。ポート部の発赤が出現したため、蜂巣炎と
判断し、抗生剤加療をしていた。その後、皮膚
潰瘍出現したため皮膚科コンサルト。放射線
科に依頼しパワーポート抜去。抜去野２日後
には皮膚病変は改善したため皮膚科終診と
なっている。

抗がん剤投与後のポート皮膚発赤は、
出てきた時点で皮膚科コンサルトをす
る。早急にＣＶポートを抜去し、デブリー
ドメントをしておくべきであった。

リーク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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PMDAによる調査結果

16

障害残存
の可能性
がある（高
い）

セイフアク
セス輸液
セット

SMACプラ
ス

日本コヴィ
ディエン

日本コヴィ
ディエン

ICUから一般病棟に転棟した当日。23：30巡室
し睡眠していることを確認した。0：33HR160台
となりモニターのアラームで訪室すると患者は
せん妄状態であり、ベッドサイドに立ち「入れ
歯」と言っていた。ベッドに臥床していただこう
としたが、下肢脱力しCPAとなる。同時にCV
ルートがAプラグから外れていたことに気づい
た。心臓マッサージをしながら応援を待ち、当
直医、応援看護師到着後、注射器にて吸引し
airが3cc程度引けたのち血液が引け点滴を再
開した。心マッサージ直後のCTではエアーは
左心耳にあった。

ICUではせん妄があり抑制していたが、転棟
前日のICUでのせん妄アセスメントでは、せん
妄はないと判断していた。
転棟時せん妄はなかったため、せん妄の予測
ができなかった。
今回の入院経過でICU入室前にも病棟におら
れたが、そのときはせん妄の出現は見られな
かった。

転棟時のせん妄アセスメントの実施と
対策の立案。せん妄の可能性がある患
者については、カテーテルと点滴セット
の接続部にテープなどの追加対応を検
討する。

接続外れが確認されたとのことである
が、固定状況等の詳細が不明であり検
討困難と考える。

17

障害なし Vital Port Cook
Japan

今回、右上腕よりPICC留置を行った際に、左
上腕からのカテーテルが自然逸脱して冠静脈
洞内に迷入していることを発見した。特に患者
本人に自覚症状は認めなかった。遡ってみる
と、1ヵ月前のX-Pではカテーテルは逸脱して
いなかったが、それから1週間後のX-Pではす
でにカテーテルは逸脱していたのが後方視的
に確認された。
放射線科に経皮的心内異物除去術（カテーテ
ル治療）を依頼し、施行していただいた。特に
合併症などなく処置は終了した。

数年前にも同じ部署で同様の事例が発生して
いた。当時の予防策は「ポートが使用できな
かった場合にはカテーテルの逸脱、断裂も視
野に入れ、原因を検索しそのままにしない」で
あった。改善策の検討はこのことを踏まえた
上で検討した。
発生要因として以下の2つが考えられる。
1ヶ月前にポートを使用した際に腫脹を認めた
時点でカテーテルが閉塞していたと推測され、
その際、輸液注入のため圧をかけたことによ
りカテーテルがポートから外れた可能性があ
る、また、担当者はそれほど圧をかけていな
いと話していることから、カテーテルを長年に
渡り使用したことによる経年劣化である。
その際の担当は経験の浅い医師（3年目）で、
圧をかけ過ぎれば破断するかもしれないこと
への配慮が欠けていたこと、CVポートが使用
できなかったことを指導医に報告しなかったこ
とが分かっており、今回は過去の経験が生か
せなかった。
ポートの定期的な入替えについては、侵襲的
手技であり種々のリスクを伴う事から、トラブ
ルがなければ継続使用する方が妥当と考え
る。

1.CVポートへの注入が困難な場合は、
無用な圧をかけず、速やかに抜去す
る。
2.CVポートのトラブルは速やかに指導
医に報告する。
3.薬液が漏れた場合は、カテが破断し
て心臓へ迷入している危険性があるた
め、速やかにX-pを撮影する。
4.リスクマネジャー会議で「再発事例」と
して周知した。

カテーテル先端の迷入が確認されたの
ことであるが、固定状況等の詳細が不
明であり検討困難と考える｡
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18

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 右内頚静脈より上大静脈に留置されていたカ
テーテルが血管刺入部付近で断裂し、右肺動
脈に迷入した。

２年半の長期にわたる使用。 頸部の穿刺部に負荷のかからない様留
意。

カテーテルが断裂し、右肺動脈に迷入
したとおことであるが、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。

19

死亡 ブラッドア
クセスカ
テーテル
ダブル
ルーメン

日本コヴィ
ディエン

好中球減少による感染のリスクを考慮し、個
室管理としていた。
ADLは車いすでトイレ誘導としており、独歩は
困難な状態であった。
21時頃、ブロチゾラムを内服、23時に入眠して
いる状態を確認した。
翌日の1時、定時巡回のために訪室すると右
内頸カテーテルが抜去され、床一面の出血を
確認した。
覚知した際は心肺停止であった。

カテーテル抜去された原因は不明であるが現
場の状況から推察すると、
カテーテルを自己抜去に、ベッドから降りよう
として動けなくなった可能性が考えれた。

今後予定している委員会で検討予定で
ある。

カテーテルが抜去されたとのことである
が、固定状況等の詳細が不明であり、
検討困難と考える。

20

障害なし 不明 不明 挿入から12日後、胸部X-Pで右肺野透過性低
下あり。胸部CTで右胸水と右上肢より挿入さ
れていたPICCカテーテル先端が血管外にあ
ることを認めた。カテーテル抜去に伴う大量出
血の可能性があり、ICUに入室し、厳重バイタ
ルに管理の上、PICCカテーテルを抜去した。
PICCカテーテル抜去後にバイタルの悪化な
く、貧血の進行を認めなかった。カテーテル抜
去後、CTでは縦隔炎は改善傾向にあり、一般
病棟に戻った。その後、CV抜去した。

食事摂取不良のためPICCカテーテルより静
脈栄養を行っていたが、発症前日まで特に異
常はなかった。原因は不明である。
1.重症感染症で有り全身状態が悪いこと、2.高
度の側弯を認めていたこと、3.遺伝性疾患を
背景にしており、中心静脈が破綻しやすい状
況があった可能性などが考えられる。

栄養状態が悪いこと、大量に抗生剤の
投与が必要であったこと、末梢からの点
滴ルートの保持が困難だったことから、
PICCは必要な状態であり、インシデント
の時点では抜去は難しく、予防は困難
であったと考えられる。
ただし、遺伝性の要因など患者個人の
要因も考えられる方であり、今後、医療
上の必要性からCVC挿入をしたとして
も、ルートが不要な状況になったら、
PICCカテーテルの早期抜去に努める。

カテーテル先端の迷入が確認されたの
ことであるが、固定状況等の詳細が不
明であり検討困難と考える｡

21

障害なし エス・マッ
クプラス
ダブル
ルーメン
15G　20cm

日本コヴィ
ディエン

翌朝6：00に看護師が病室へいくと、患者は洗
面台の前で立っていた。右内径周囲に血液汚
染あり、看護師が確認すると右内径に留置し
ていた中心静脈カテーテルが抜かれていた。
当直医に連絡し、診察依頼する。自己抜去し
た部位は止血されており、首に残っていた縫
合糸を医師が抜糸、ガーゼで保護する。患者
と会話はかみ合わず、意味不明な言動があっ
た。

・うつ病で通院歴あり、入院してから絶食のた
め向精神薬内服できていない。
・眠前にホリゾン1A注射している。
・意味不明な会話あり、せん妄状態だった。

・中心静脈カテーテルは本人の手が届
かないよう、右鼠径に留置し、つなぎ服
を着用する。
・患者が起き上がったり、ベッドから動い
た時はセンサーが鳴るものを設置し、行
動を確認する。
・付き添いがない時は、胴上肢抑制を
行う。

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｡

10 / 45 



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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22

障害なし マルチポ
アドライ
サージカ
ルテープ
伸縮ホー
タイ

3M竹虎 19時15分、肥厚性幽門狭窄で緊急入院した。
点滴は他院から右手手背(第1指付け根近く)
に挿入されていた。
18時45分、遅出担当看護師BがPICUからのリ
リーフ看護師と共に点滴の逆血を確認し、
ルート交換・固定を行った。母親から「汗っか
きである」という情報を受け、テガダームでは
なくドライサージカルテープでの固定を行い、
右手から手首まで伸縮包帯を巻いた。
20時30分、看護師Cが点滴刺入部に発赤、腫
脹がないことを確認し、その後も1時間毎の観
察を行った。
翌日0時30分、看護師Cが休憩のため、看護
師Dに申し送りをし、点滴の確認を頼んだ。
1時30分、看護師Dが点滴刺入部周囲を触り、
腫脹や湿りがないことを確認したが上肢は確
認しなかった。
3時、看護師Cが、おむつ交換をした際に右上
肢の腫脹・硬結に気づき、伸縮包帯を外して
確認したところ、前腕部の水泡・色素沈着を認
め、血管外漏出が発覚した。

（１）観察が不十分であった。
（２）点滴の固定に伸縮包帯を使用した。
（３）多くの業務が重なっていた。

（１）血管外漏出、点滴の確認(観察)に
ついて、知識・技術を確認する。
（２）点滴の固定方法を確認し、伸縮包
帯は使わない。
（３）多くの業務が重なった場合は相談
をし、協力し合える体制を作る。

血管外漏出を認めたとのことであるが、
手技を含めた原因等の詳細が不明であ
り、検討困難と考える。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）

No.
事故の程
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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

23

障害残存
の可能性
なし

マンニトー
ル

陽進堂 1.8：30　溺水にて救急搬送された。呼吸停止
後の脳浮腫予防のためマンニトール50mlを一
日3回、100mL/hで投与されていた。メインは
ラクテックGが10mL/hで持続投与であった。左
足背に末梢ルートが確保され、シーネ固定と
包帯での保護がされていた。
2.2日後、点滴刺入部に異常なく、点滴治療を
継続していた。
3.その翌日2：00　3：30　4：00　夜勤看護師が
ラウンド時、自然滴下とルートを観察していた
が、刺入部の観察と両足の比較はしなかっ
た。患児は泣いてぐずっていることが多かっ
た。
4.5時　再度自然滴下を観察したが逆血は確
認せず、5時30分から30分間マンニトールの
投与をシリンジポンプで行った。その間閉塞ア
ラームが鳴ることはなく終了した。
5.8：50　日勤開始時のラウンドで包帯を外して
刺入部の観察を行ったところ、刺入部を中心
として足背に小水疱、紫斑を伴う皮膚損傷、
一部びらんが形成されていた。

1.点滴の確認はラウンドする際にボトルから刺
入部まで確認することとなっているが、小児の
場合は刺入部をフィクソムルテープで保護し、
シーネ固定を行うため直接刺入部の観察がで
きない。
2.自然滴下や、逆血確認、刺入部の四肢の左
右差をみて判断しており、点滴漏れの確認が
行いにくい状況である。
3.マンニトールは浸透圧が高く、血管外漏出レ
ベル１に分類されているが、担当看護師はそ
のことを認識していなかった。
4.薬剤の特性を踏まえて、投与前に刺入部の
観察と逆血を確認し、点滴漏れがないことを
確める必要があった。

1.小児の点滴刺入部の固定方法をフィ
クソムルーテープから透明なフィルム剤
に変更し、刺入部を観察しやすくする。
2.シーネ固定が必要な場合も、刺入部
が観察出来るように固定する。
3.1時間ごとに必ず刺入部まで観察す
る。
4.高浸透の薬剤を実施する前には刺入
部の観察と逆血確認をして点滴の漏れ
が無いことを確認する。

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。

24

不明 サーフロー
22G

テルモ 上肢は体幹固定ベストを着用、下半身も術後
のためマーメード固定を実施していた。5:30頃
に右手のストッキネットとカフスを外して点滴
剌入部の確認をする。腫脹・発赤・水疱・硬結
なし。その後、他患者の処置が立て込み、点
滴の確認は自然滴下のみで判断。7時、8時台
は左手のカフスがとれかかっていたため、左
右のカフスの位置を直し、指先の状態は確認
していた。夜間閉塞アラームはならず、本人は
入眠しており、時折啼泣していた。9:15に日勤
看護師が点滴のダブルチェックをした際に、点
滴漏れを発見。刺入部が硬結・腫脹しており
水疱形成あり。ストッキネットやカフスが濡れ
ており、右上肢全体が腫脹していた。

5:30頃は部屋は消灯しており電気や懐中電灯
はつけずに残置灯がついている状況下で確
認した。また、患児が入眠していたため、左手
はカフスのみ外し左右の確認をしなかった。点
滴の剌入部を目視で1時間毎に確認しなかっ
た。左右の手の大きさの比較をしなかった。

業務が煩雑になっても夜勤看護師で協
力して刺入部の確認ができるような方
法を検討していく。決められた観察方法
に沿って実施する。

血管外漏出を認めたとのことであるが、
手技を含めた原因等の詳細が不明であ
り、検討困難と考える。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）

No.
事故の程
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製造販売
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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

デュアル
ショット

Ｎｅｍｏｔｏ 発熱精査にて夜間急患センターを受診。胆嚢
炎疑いあり、造影ＣＴを実施した。
右前腕に、看護師が点滴のために留置した留
置針から造影剤（150ｍL、秒速2.5秒）を注入
することになった。生食で造影ルートの確認を
行った。血液は引けなかったが、注入は問題
なく、局所の漏れ、腫れなどはなかった。注入
開始時、軽度の痛みを訴えたが、途中から痛
みは消失した。インジェクターの圧モニターの
圧も上昇後平坦化し、異常は見られなかった
(最大圧5.5）。スリルもあった。これらのことか
ら、通常通り造影剤が注入できていると考え、
予定通りの撮影を行ったが、撮影された画像
が造影されていなかった。刺入部を確認する
と、肘部から前腕中央まで腫脹あり。すでに全
量注入された後であり、全量が漏れていたこ
とが発覚した。CTにてスカウト画像を撮影する
と、前腕への造影剤漏れを確認した。ステロイ
ドの使用も考慮したが、その時点では疼痛を
訴えず、腫れも高度ではなかったため、冷湿
布を施行。翌日に内科を再診する際に診察す
ることとした。患者には、今後、腫れや皮下出
血が出現するかもしれないことを説明した。
同日日中に患者が再度受診した際、右前腕
が腫脹し水疱が形成されていた。皮膚科を受
診。右上肢のCTを行い、穿刺吸引（5ｍL）、皮
膚切開、ドレナージを施行した。その後、血管
外漏出による皮膚障害の加療目的にて入院
となった。

・医療安全マニュアルに、血管外漏出（重篤な
組織障害や影響度の高い薬剤）に関する
チェックポイント(予防策、血管外漏出後の対
応）　が明記されているが、そのことを知らな
かった。
・そのため、造影剤も血管外漏出で影響度が
高い薬剤であるが、漏出直後にマニュアルに
そった適切な対応が取れていなかった。
・造影CT時の造影剤注入確認は手順通り
行っていたが漏れてしまい、血管の脆弱性も
関与していると推察された。

・造影剤漏出では入院を必要とするほ
ど皮膚症状が悪化することがあるので
注意する。
・大量に漏出した際は、吸引穿刺や切
開ドレナージを行うことも考慮する。
・対応困難な場合は速やかに相談する
（日中：皮膚科、夜間など：救命センター
フロアマネージャー）
・医療安全マニュアルの血管外漏出の
対応を周知する。
・初期対応を適切に行い、漏出時、重篤
化しないようにする。
・血管外漏出により重篤な組織障害や
影響度の高い薬剤を把握し、マニュア
ルに沿った行動をとる。
・本事例を、医療安全対策委員会、リス
クマネージャー会議にて審議・報告し
た。
・至急回報を作成して職員に周知を図っ
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。

13 / 45 



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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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

26

障害なし 不明 不明 化学療法で点滴投与中の患者。ナースコール
があり訪室すると、点滴ルートがちぎれてお
り、ちぎれた先から血液が逆流していた。点滴
は床にこぼれ、１０ｃｍ大程度の水たまりを
作っていた。話を聞くと、トイレに行こうと思っ
たが、点滴でつながれ自由に動くことができな
かったため、持参していたはさみでルートを切
断してしまった。トイレから戻ってくると、血液
が流出していたため、驚いてナースコールをし
たとのことであった。その後は入眠されてお
り、危険行動はみられなかった。翌朝Ｄｒへ報
告し、経過観察となった。

本人は、看護師が駆けつけた当初は、ここが
どこであるか分かっていない様子であったが、
話を聞いているうちに落ち着かれ、コミュニ
ケーションがとれるようになった。前日の昼間
から化学療法が開始となり、夜間も抗悪性物
質薬を点滴で持続投与していた。また、デパ
ス０．５ｍｇを就前に定時内服していた。化学
療法投与とデパスの薬効が同時に作用してし
まい、一時的にせん妄のような状態になってし
まったと考えられる。

訪室頻回にし、ルートトラブルがないか
確認する。夜間はトイレの際はナース
コールで知らせ、看護師の付き添いの
もとトイレに行くようにした。医師へイン
シデントの内容を報告し、相談の結果、
デパスは次の日も内服し、問題なけれ
ば経過観察となった。不穏行動が再度
出現するようであれば、半錠内服し減
量していくこととなった。また、追加で抑
肝散エキス顆粒を内服することとなっ
た。

点滴ルート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。

27

障害残存
の可能性
がある（低
い）

ブラッドア
クセスカ
テーテル
6512-16Ｔ
Ｆ　12Ｆｒ
16ｃｍ　トリ
プル

日本コヴィ
ディエン

ＦＤＬカテーテルの自己抜去後に呼吸状態が
悪化した事例。患者は，腹部大動脈瘤に対す
る手術後，ＩＣＵから重症個室管理になってい
た患者である。病棟ではＩＣＵ退室直後と高齢
であったため，夜勤帯から行動予防のため転
倒むしを使用し，３０分毎に巡視を行ってい
た。転倒むしの感知及びナースコールがあっ
たため看護師が訪室したところ，頸部からの
出血及び寝衣に出血汚染を認め，患者は自
己抜去したＦＤＬカテーテルを持って立ってい
た。すぐにガーゼによる圧迫を行い，酸素を増
量したが，酸素化低下が徐々に進行したた
め，挿管，人工呼吸器管理となり，ＦＤＬカテー
テルの再挿入を行なった。その後，抜去後撮
影したＸ線撮影で肺の浸潤影を認めたため，
肺水腫を疑い人工透析を実施したところ，浸
潤影の改善がみられたため，抜管しカヌラに
変更となった。また，ＦＤＬカテーテルの抜去，
心電図モニターを外すことができ，リハビリ目
的で転院となった。

患者は事故当日にICUから病棟に転棟してい
たが、指示動作に従え、ナースコールを押して
看護師を呼ぶこともできていたため、夜間せ
ん妄のリスクや危険行動への予見が十分で
はなかった。

高齢者はせん妄のリスクを考え、抑制
具の使用を検討する。

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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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

28

不明 Mallinckro
dt
Endobronc
hial Tube

COVIDIEN 転移性肺腫瘍に対し右肺上葉切除術が待機
的に予定された。手術室で全身麻酔下に左用
ダブルルーメンｔｕｂｅ３５Ｆｒを挿入したが声帯
を通過せず、同じ気管ｔｕｂｅの３３Ｆｒへ変更し
た。手術開始後に患側（右肺）を脱気したが呼
吸器外科の術者から脱気不良で手術不能と
言われ脱気不良の原因を探すために気管支
ファイバーで気管内を観察するも痰多量と気
管ｔｕｂｅの細さのために十分な視界が確保で
きず自分ひとりでは十分な対応ができないと
判断し麻酔科の上級医（麻酔科専門医）を呼
び対応してもらい脱気不良を改善し手術を継
続した。その後また患側の脱気不良ということ
で再度さきほど対応してもらった上級医を呼び
再度対応してもらうも術者の満足のいく脱気
は得られなかった。術後胸部Ｘ－Ｐを撮影する
と左用ダブルルーメンｔｕｂｅが右主気管支に
入っており左肺が無気肺の状態であったため
ダブルルーメンｔｕｂｅを通常の挿管ｔｕｂｅにマッ
クグラスを使用し入れ替えた。その際声帯浮
腫は認められなかった。その後吸痰、加圧を
行い無気肺を解除し、再度胸部Ｘ－Ｐを撮影
後に呼吸器外科Drに状況を説明し、相談の後
抜管とした。抜管後は呼吸苦なく声帯浮腫を
疑わせる所見なく帰室したが翌日に声帯浮腫
が原因で手術室で緊急気管切開を行った。

・声帯が狭かった。
・通常よりも細い気管tubeを使ったことにより
適切な位置に気管tubeを留置できず何度も気
管tubeを出し入れした事により声帯に負担が
かかった。
・最初の挿管時に挿管を２回施行、手術終了
後に気管tubeの入れ替えで通常より挿管抜管
の回数が増え声帯に負担がかかった。

・声帯浮腫予防にステロイドを使用す
る。
・ダブルルーメンtubeではなくシングル
tubeを使い、気管支ブロッカーで脱気す
る。
・ダブルルーメンtubeの術後合併症とし
て声帯浮腫は起き得るため術前にしっ
かり患者に説明しておく。

声帯浮腫が発生し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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PMDAによる調査結果

29

障害残存
の可能性
がある（高
い）

ビーボック ニプロ 患者は胸郭形成術後にて右肺切除しており、
気管の変位のためかカフ漏れがあり、カフ圧
を調整して様子をみていたと、日勤帯看護師
より申し送りを受ける。夜間は体位変換でもカ
フ漏れは認めなかった。午前６時４５分より全
身清拭を実施（日勤帯看護師が少なく、日中
病状説明予定であったが血液汚染あったた
め）。左側臥位で更衣を行った際、６時４８分よ
り換気量減少で人工呼吸器のアラームがな
り、酸素化・血圧低下。すぐに仰臥位に戻すが
ＰＥＡとなり胸骨圧迫開始。また医師にてアン
ビューバッグで換気開始、換気時カフ漏れしだ
しカフ圧調整。医師指示にてすでに投与中で
あったボスミン持注のうち、２ＣＣをフラッシュと
エピネフリン１Ａを投与。７時３分に自己心拍
再開を確認。
心拍再開後に、仰臥位の状態で挿管チューブ
を位置を確認するよう医師より指示あり、確認
すると勤務開始時より挿管チューブが深くなっ
ているのを発見。

バイトブロックの使用方法の理解が不十分。
体位変換の際に、チューブの固定を確認でき
ていなかった。挿管チューブの固定方法につ
いては患者は自己体動もなく安静保持できて
おりトーマスホルダーにするなどの変更は必
要ないと判断した。
カフ漏れがあると申し送りを聞いていたが、挿
管チューブの入れ直しを医師に確認すること
ができていなかった。

使用する材料の選定と教育の強化。
患者の状タオの把握とリスクアセスメン
ト強化。
挿管チューブの固定をする際は起こり
えるリスクを予測して固定方法を工夫し
体位変換の際にも固定の位置に問題
が無いか十分確認する。

位置ずれが認められたとのことあるが、
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 不明 不明 自己抜管 ベッドの下のほうに下がっていて、足を動かし
たりしていたが、閉眼し休まれているために経
管栄養の準備のために患者より離れた。

患者の側を離れる前に体位を整える。
（容易に気管チューブに手が届かない
ようにする）

気管チューブを自己抜去したとのことで
あり、モノの観点からは検討困難と考え
る。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）
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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

31

障害なし シャイリー コヴィディ
エン　ジャ
パン

３：２０患児は入眠していた。担当看護師は、
他の２名の看護師へ「アラームが鳴ったら対
応して下さい」と依頼し休憩に入った。アラー
ムが鳴ることは無かった。
４：０５担当看護師が休憩が終了し、病室へ戻
ると患児は覚醒していた。
４：１０患児がぐずっている様子で覚醒してい
た為、吸引をしようとトラックケアにてチューブ
をカニューレ内に挿入しようとしたが、できな
かった。再度挿入しようとすると、先端が気切
ガーゼの下から出てきたため確認すると、気
管カニューレが抜けていた。SPO２９４～９
７％、呼吸器のアラーム、SPO２のアラームは
鳴っていなかった。固定のマジックテープは緩
んでいなかった。
発見後「すぐに閉じてしまうかもしれない」と思
い、他の看護師を呼び再挿入を試みたが、で
きなかった。当直医師に報告した。
４：１５当直医師来棟。再挿入を試みたが、患
児が泣きはじめ、SPO２７０～８０％となった。
スタイレットを使用しサイズを４．０から３．５に
変更し再挿入できた。

患児の体動が激しく、自力でうつ伏せになった
り、ベッド柵に足を掛けベッド上で回転したりす
る。呼吸器の蛇管は体幹に蛇管を固定できる
マジックテープがついたベルトをつけ、前胸部
に固定されている。カニューレはカフなしで、
家庭用人工呼吸器（アストラル）を使用中。呼
吸器の離脱は10分程度可能。
担当看護師は休憩に入る時、責任を移乗した
依頼を行っていなかった。（担当看護師はこの
患児を含めて感染症の患児2名を看ていた）
カニューレ事故抜去を発見した時看護師が再
挿入しようとした。
人工呼吸器が在宅用であった。
カニューレの事故抜去を予測した対応を検討
出来ていなかった。

事故抜去した場合に備え、どのような対
応を行うのか（事故抜去した際、当直医
師にする連絡する。医師の到着までの
換気方法等）を人工呼吸器マニュアル
に沿って検討し、シュミレーションを行
う。
看護師による気管カニューレの挿入
は、医師の指示無く、訓練できていない
状況では出来ない事を周知する。
トラックケアを外し、カニューレに重みが
かからないようにする。
ベッドを大きい物にかえ、足がベッド柵
にかからないようにする。
昼間に患児の発達に応じた体を動かす
遊びを父母と共に行い、夜は熟睡でき
るよう生活を整える。

気管チューブの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
細が不明であり検討困難と考える｡

32

障害なし TaperGuar
d Evac 気
管チューブ

コヴィディ
エンジャパ
ン

・左下葉肺がんの患者が、手術後に誤嚥性肺
炎を発症した。
・その後、呼吸状態が悪化したため、挿管し
た。
・挿管後５日目の夜間に、人工呼吸器のア
ラームがなった。
・GICUの看護師Aが確認すると、患者が挿管
チューブを自己抜去していた。
・看護師Bが医師Cを呼び出したが、医師Cの
到着に10分程度の時間がかかった。

・術前から、患者が挿管チューブを触る等の
危険行動があったため、上肢の抑制を行って
いた。
・看護師Aは、自己抜去直前に、上肢の可動
域を確認していなかった。
・自己抜去のあった時間帯は夜勤帯であった
ため、看護師Bが呼び出した担当医Cは帰宅
途中であった。
・GICUでは、患者の状態を最も把握している
ため、患者に異常があった際には、担当医へ
連絡している。

・患者を抑制する際、上肢の可動域を
考慮し、抑制の強度を調整する。
・患者の鎮静の評価を適切に行う。
・事故発生時の時間帯を考慮し、呼び
出す医師（担当医又は当直医）を判断
する。

気管チューブを自己抜去したとのことで
あり、モノの観点からは検討困難と考え
る。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）

No.
事故の程

度
販売名

製造販売
業者名

事故の内容 事故の背景要因の概要 改善策

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

33

障害残存
の可能性
なし

特になし 特になし ADL全介助で、理解はされているが発語は時
折見られる状況であった。入院時より、分泌物
貯留しており、ネブライザー開始となるが酸素
化が上がらず自己咳嗽も弱い状態であった。
前病院でNGチューブの自己抜去があり入院
時から両手ミトンを装着していた。
約1ヵ月前からRST介入となりカフアシスト開
始となるが、開始後も排痰困難な状況が持続
しミニトラックが挿入となった。
0:35、体位調整、ミニトラックからの吸引を実
施した。
0:55、「痛いよ」と大きな声が聞こえたため訪室
をすると患者のミニトラックが抜けており左手
指先第２指第３指でつまんでいるのを発見し
た。両手ミトンを使用していたが左手は拘縮予
防のため五本指タイプのものを使用しており
指先でつまむことが可能で、ミニトラックを抜い
た様子であった。ミニトラックの固定ひもはほ
どけておらず、抜去部からの出血はみられな
かった。バイタルサインの異常はみられず
SPO2　97％で低下もなかった。
1:00、当直医師へ報告をした。当直医師から
は、明らかな出血はなく、バイタルサインの異
常がなかったことから再挿入せずガーゼで被
覆し経過観察するように指示があった。

１．左手指の拘縮予防で５本指タイプのミトン
を装着していたが、指先を動かすことができる
ことを把握していなかった。
２．上肢を拘束していなかったために、ミニト
ラックの位置まで手が届いてしまった。
３．夜間せん妄や不眠があり、意志疎通が困
難なことが時にみられた。

１．ミトンを選択する時、手指の動きを確
認し患者の状態にあったミトンを選択し
ていく。
２．理学療法士から関節可動域を確認
し必要時は上肢の拘束を実施する。
事故後に担当作業療法士から上肢の
可動域を確認したところ、左上肢は随意
性あり、口元まで手が届き、右上肢に関
しては拘縮が強くベッド柵をつかむ程度
であった。
３．毎週火曜日の拘束カンファレンスの
際に、患者の状態変化や関節可動域に
応じたミトンの選択と対策について検討
していく。

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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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

14時頃　患者がHR130～168となったため、筋
緊張が原因と考え日勤担当看護師は腹臥位
に近い左側臥位にした。その後10分程度で
HRは落ち着いた。
14：40　経管栄養開始、16時頃終了した際、左
側臥位から仰臥位に体位を戻そうと思った
が、他の患者・家族の対応等で余裕がなかっ
たこと、患者の状態が落ち着いていたことから
日勤中は左側臥位のままとした。
16：20頃　準夜担当看護師が患者の検温に訪
室、その時患者は日勤から引き続き左側臥位
になっていたが、そのままの体位で検温、気
管カニューレの紐の緩み、カニューレの挿入
長さ、カフ圧の確認等をした。
18：05　患者のSPO2モニターアラームが鳴っ
たため、同室患者の対応をしていた遅出看護
師が患者の元に行くと、SPO2、HRとともに表
示されておらず顔色不良だった。すぐに同室
で他の患者の対応をしていた準夜担当看護
師が確認すると、気管カニューレの先端が上
を向いた状態で抜管されていた。

1.体の成長に伴って気管切開孔が広がってき
ていること、緊張により頚部後屈するとインス
ピロンの荷重が加わることもあり、カニューレ
が抜去しやすい状態だった。
2.重心病棟では、患者を腹臥位にした場合、
勤務交替時には仰臥位に戻し、安全な状況で
患者を申し送ることになっているが、日勤担当
看護師は14時過ぎから準夜勤務帯まで腹臥
位に近い左側臥位をとったままにしていた。
3.患者はベッド位置の都合上、左側臥位にな
ると窓側を向くことになり、部屋の入口からは
観察しにくい状況だった。

1.緊張によるカニューレ抜去予防とし
て、カニューレ固定を首だけでなく両脇
から背部へ通す固定を追加した。
2.左側臥位や深めの腹臥位をとる場合
は、以下の5点を共有し、徹底する。
 1)注入などの処置が多い時間帯など
異変時すぐに対応できないようなでは
実施しない。
 2)腹臥位など、患者の表情が見えにく
い体位をする場合は患者の顔が見えや
すいようベッド位置を調整する。
 3)腹臥位などの体位を実施する時はモ
ニター表示や患者の観察を行う。
 4)腹臥位などの体位を実施する時間は
おおよそ2時間程度とする。
 5)勤務交替時は仰臥位に戻し、安全な
状況で患者を申し送る。ただし筋緊張が
起きている等の理由で左側臥位～深め
の左側臥位で翌勤務に移行する場合
はその旨を記録し次の勤務者に申し送
る。

35

障害なし イディアル
ボタン

秋田住友
ベーク

抜糸当日の21時、白湯を注入するため、栄養
チューブをイディアルボタンに接続した時、患
者が右手でイディアルボタンを引っ張って抜い
た。看護師が傍にいたが、患者の行動を止め
ることができなかった。抜けた後、看護師がバ
ルーンカテーテルを挿入し、当直医師がネラト
ンカテーテルに換えて挿入後CTで胃内に挿
入されていることを確認した。その後、抜けた
胃ろうチューブと同じイディアルボタンを再挿
入した。

右上肢にミトン装着し抑制していた。カンファレ
ンスにより抑制を解除することになった。抑制
解除にアセスメント不足があった。胃ろう
チューブ周囲に炎症があり、注入用接続
チューブを接続した時、痛みがあり右手をだし
て抜いてしまったと考えられる。

身体抑制解除について、患者の状態を
十分観察しアセスメントする。
患者の危険行動を予測し、その都度安
全に処置ができるよう対処する。

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｡

34

障害残存
の可能性
なし

アジャスト
フィット

富士シス
テムズ

18：06　準夜担当看護師が抜去された気管カニューレを再挿入しアンビューバッグで加圧。SPO2モニター上、SPO2、HRともに表示され
ないため心臓マッサージ施行、心電図モニター装着しSPO2 99％、HR82へ回復した。準夜リーダー看護師が当直医コールし状況報
告。
18：10　小児科当直医師来棟。診察。
18：30　自発呼吸が弱いことから人工呼吸器装着した。その後、SpO2：98～100％で経過していた。
翌日11：55　人工呼吸器離脱し、インスピロン酸素5L40%開始。緊張も落ち着き、HR80～100台であった。RR20～30で自発呼吸良好
SpO2:96～98％

気管カニューレが抜去されたとのことで
あるが、固定状況等の詳細が不明であ
り、検討困難と考える。
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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

＜患者の状況＞
緊張が強くなると口腔内で栄養カテーテルが
とぐろを巻き、歯ぎしりが見られカテーテルを
噛み穴が開くことがあった。前日も、口腔内で
栄養カテーテルがとぐろを巻いており、カテー
テルを抜くと34ｃｍのところでかみ切ったような
小さな穴が開いていた。

・以前より、栄養カテーテルが口腔内で、とぐ
ろを巻き歯ぎしりにより、カテーテルに穴が開
くことがあった。
・鼻腔から挿入されている栄養カテーテルは、
左鼻翼に60ｃｍで固定されており、固定のず
れはなかったが、当該患者が、カテーテルを
舌などを使って口腔内に戻し、カテーテルの
先端３０ｃｍの付近を噛みきり嚥下したと考え
られる。

１．栄養カテーテルの挿入の長さ、固定
の確認を継続する。
２．当該患者の口腔周囲の動き、歯ぎし
り等に注意し異常の早期発見に努め
る。
３．栄養液注入前の確認を徹底する。
４．胃瘻造設について検討する。

36

障害なし ジェフィー
ド栄養カ
テーテル

ジェイ・エ
ムエス

＜発生状況＞
栄養液注入前に、栄養カテーテルの留置確認を聴診法でおこなうと、咽頭部でエアー音が聞かれた。栄養カテーテルは左鼻腔より挿
入され60ｃｍ固定で、左鼻翼と左頬の2か所テープで固定されていた。口腔内にカテーテは確認できなかった。栄養カテーテルを抜去
すると先端の30cmが切れていた。主治医に報告し、X線撮影にて食道内に栄養カテーテルの残存が確認された。主治医にて胃ファイ
バー施行。食道内に残っているカテーテルは確認できたが、鉗子で把持できず除去できなかった。
A病院の消化器科に電話相談、翌日のX-Pを見てカテーテルが胃内に残存している場合は搬送し胃カメラにて除去、十二指腸にまで
達している場合は、排泄されるまで経過観察することとなった。
その後、X-Pにて胃内にカテーテルが残存しているのを確認。カテーテル除去のためB病院への受診を依頼する。家族にB病院への搬
送について説明し承諾を得て、看護師が付き添い搬送する。B病院で、胃カメラにて胃内に残存していたカテーテルを除去し帰院する。
主治医より、家族に電話で、B病院で胃カメラを使い胃内に残存していたカテーテルを除去し、帰院されたことを伝える。今後もこのよう
なことが起きる可能性を伝え、胃瘻造設も選択肢となることを説明した。

栄養カテーテルが切断されていたとの
ことであるが、切断の原因等の詳細が
不明であり検討困難と考える。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）

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

口腔内で栄養カテーテルがとぐろを巻くと緊張
が強くなり、歯ぎしりが見られカテーテルを噛
み穴が開くことがあった。23時頃、栄養液が口
腔より流出していたため確認すると、口腔内で
栄養カテーテルがとぐろを巻いていた。カテー
テルを抜くと34cmのところでかみ切ったような
小さな穴が開いていたため、新しい栄養カ
テーテル10Frを再挿入した。
経管栄養液注入前に、栄養カテーテルの留置
確認を聴診法でおこなうと、咽頭部でエアー音
が聞かれた。

・以前より、栄養カテーテルが口腔内で、とぐ
ろを巻き歯ぎしりにより、カテーテルに穴が開
くことがあった。
・鼻腔から挿入されている栄養カテーテルカ
テーテルは、60ｃｍで固定されており、固定の
テープは2時間毎に交換しいるため固定のず
れはなかったが、当該患者が、カテーテルを
舌などを使って口腔内に戻し、カテーテルの
先端３０ｃｍの付近を噛みきり、噛んだカテー
テルを嚥下した可能性がある。

１．栄養カテーテルの挿入の長さ、固定
の確認を継続する。
２．当該患者の口腔周囲の動き、歯ぎし
り等に注意し異常の早期発見に努め
る。
３．家族と胃瘻造設について相談する。

栄養カテーテルは、60cm固定で、鼻翼と頬の2か所テープで固定されていた。口腔内にカテーテは確認できなかった。栄養カテーテル
を抜去すると先端が30cmなかった。主治医に報告し、X線撮影にて食道内に栄養カテーテルの残存が確認された。主治医にてファイ
バー施行。食道内に残っているカテーテルは確認できたが、鉗子で把持ができず除去できなかった。
主治医にて新しい栄養カテーテル10Fr挿入、聴診にてエアー音確認後60cm固定をおこなった。腹部X-Pにて、カテーテルの位置を確
認すると、残留していた栄養カテーテルが、食道下部と胃内に掛けて移動。新たに挿入した栄養カテーテルは、口腔内にループがあ
り、食道下部までしか挿入されていなかった。新たに挿入したカテーテルを抜去、経管からの栄養剤、定期内服薬は中止。抗痙攣薬の
座薬を定期的に挿入、持続点滴施行。A病院の消化器科に電話相談、翌日のX-Pを見てカテーテルが胃内に残存している場合は搬
送し胃カメラにて除去、十二指腸にまでいている場合は、排泄されるまで経過観察することとなった。
2日後、X-Pにて胃内にカテーテルが残存しているのを確認。カテーテル除去のためB病院のへ受診依頼する。受け入れ可能とのこと
で家族にB病院への搬送について説明し承諾を得る。看護師が付き添いB病院へ搬送する。B病院で、胃カメラにて胃内に残存してい
たカテーテルを除去し帰院する。主治医より、家族に電話で、B病院で胃カメラを使い胃内に残存していたカテーテルを除去し、帰院さ
れたことを伝える。今後もこのようなことが起きる可能性を伝え、胃瘻造設も選択肢となることを説明した。

37

障害なし ジェフィー
ド栄養カ
テーテル

ジェイ・エ
ムエス

栄養カテーテルが口腔内で蜷局を巻い
てい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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38

障害残存
の可能性
なし

アトム栄養
カテーテル
３Fr

アトム 左尿管膀胱移行部の狭窄に対して、左尿管
膀胱吻合術を施行。術後より、下腹部の創部
から左尿管スプリング（アトム栄養カテーテル
３Fr）、膀胱洗浄用チューブ（アトム栄養カテー
テル６Fr）、また膀胱留置カテーテル８Frが挿
入されていた。チューブ類はベッド右側で管理
していた。
術後1日目21時45分に腹臥位禁止のため上
肢抑制を開始した。その時、創部のガーゼ汚
染が中層部まであること、固定に使用している
エラテックスにも汚染はあったが、チューブ類
は適切に固定されていることを確認していた。
22時24分にナースコールあり、疼痛訴え有り、
22時27分に訪室し、ベッド左側から対応した。
22時35分ボルタレン坐薬挿肛のため再度訪
室すると、ベッド右側の床に尿管スプリング
チューブが完全に抜けた状態で落ちていた。
創部を確認すると、尿管スプリングチューブを
固定していたエラテックスは貼付された状態で
あった。母親は「いつ抜けたのか気がつかな
かったです。でも結構動いたので引っ張ったの
かもしれません。」と言った。主治医に報告し、
尿管スプリングは抜去したままで、左腹部の
疼痛の観察を行うよう指示あり。
術後2日目、主治医が診察を行い、左下腹部
に腫瘤触知し圧痛あり。腹部エコー施行し吻
合部の狭窄あり。緊急手術にて左尿管ステン
トを留置した。

・尿管スプリングのチューブ固定に使用してい
たエラテックスが創部から汚染によって湿り、
十分な粘着がなく固定されていなかった可能
性がある。
・疼痛により体動が増えたことでチューブが
引っ張られた可能性がある。

・尿管スプリングのチューブの固定に使
用しているエラテックスの汚染状況を確
認し、定期的に張り替えを行う。
・疼痛時対処を早めに行う。

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
が不明であり検討困難と考える｡
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39

障害なし 不明 不明 心拍動下冠動脈バイパス術（GEA-RCA)を施
行。ICU入室していたが、ICUに急患が入った
ため転棟。カテコールアミン投与下にその後
血圧・脈拍等安定していたが、10：30横隔膜面
に入っていたドレーン抜去施行。その後徐々
に徐脈傾向となり、10：58時点で脈拍48-54/
分、血圧50台まで低下。顔色不良もあるとの
ことで訪室。ペーシング試みるもペーシングに
のらず、リドクイック及びエホチール投与施
行。脈拍は90-100/分、血圧も90-110mmHgと
安定した。心エコー検査施行し、心タンポナー
デの所見なし。

ドレーン抜去後の迷走神経反射等が考えられ
る。

迷走神経反射によるバイタルサインの
変動に注意する。バイタルサインに変
化が生じた際は適正に対処できるよう
に日頃から心がけることが重要である。

ドレーン抜去後に徐脈にとなったとのこ
とであるが、手技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
がある（低
い）

不明 不明 中枢神経細胞腫に対し、開頭腫瘍摘出術施
行後、合併症として水頭症を発症し、脳室ドレ
ナージ術を実施した。深夜帯開始時、患者は
睡眠中であり、体動が多く、右手を枕元に持っ
て行くことが多くあった。家族は抑制帯に対し
抵抗感があったため、家族へ、右手がドレー
ンに触れないよう説明し、３０分おきに訪室し
て体位を整える、手の位置をドレーンから遠ざ
ける、ドレーンを手の届かないところに配置す
るなどして対応していた。午前４時頃、家族よ
りナースコールがあり、脳室ドレーンから血性
の排液があるとのことであった。ルート内には
わずかに血性のものが認められるが、挿入部
近くは無色透明であり、拍動も観察出来た。固
定状態の異常は無かった。４時３０頃再び
ナースコールがあり訪室すると、ドレーン内の
血性が増強していたため、当番医に報告し
た。診察を受けると、ドレーンが５ｃｍほど抜け
ていた。体動、手を動かした際にドレーンが
引っかかり抜けた可能性がある。消毒、ガー
ゼ保護し、ＣＴへ出棟したが、出血所見は無
かった。翌日、脳室ドレーンを再留置すること
となった。

・患者の体動が多く、上肢がドレーンの近くへ
行くことがあった。
・環境整備（ルートに手が届かないようにす
る、姿勢を整える）が不充分であった。
・ドレーンの固定がゆるんでいた。
・チューブの固定にゆとりが有りすぎたため
引っかかり易かった。
・看護師２名で確認したところ、挿入部付近の
排液が無色透明であり、挿入位置のずれなど
なかったため問題無いと思い込んでしまった。

・患者の意識レベルや、体動などを考慮
した適切なアセスメントを行う。
・ドレーンの固定を確実に行い、テープ
がはがれかけていたりしたら固定し直
す。
・チューブ固定の際、ゆとりを持たせす
ぎない。
・排液の性状に変化があった時はクラン
プや刺入部の確認を行い、直ちに医師
に報告する。

ドレーンが抜けているところを発見した
とのことであるが、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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3時30分頃患者は掻痒感訴え、脳室ドレーン
挿入部に触れようとする様子有り。脳室ドレー
ンを触らないように注意促すと、「はい」という
返答があり理解は得られていた。

脳室ドレーンは頭部に直接挿入されているた
め洗髪等が行えず、患者は不快であり、時に
頭部に手が行くことがあった。患者が脳室ド
レーンの必要性をどの程度理解出来ていたか
どうかは不明であった。

・治療上必要なドレナージ等の安全確
保について
意識レベルがJCS1桁の患者で、脳室ド
レーン挿入されている患者の経験は不
足していた。

3時40分頃2名の看護師が在室し、看護師Ａは
他患者の対応中で、看護師Bは患者の近くで
患者を含め6名の患者を様子観察していた。
看護師Bが臥床の状態で右手を挙上している
患者に気づき、手元をみると脳室ドレーンがす
べて抜去された状態であるのを発見した。
直ちに主治医に報告し、脳室ドレーン抜去部
を2針縫合した。
4時　JCS2。瞳孔不同なし。瞳孔径左右4.5mm
大。BP:126/66mmHg
近日中に脳室ドレーン抜去又は入れ替えを検
討していたため、1時間毎に意識レベルやバイ
タルサインを確認した。
7時　JCS2。オリエンテーション日付以外正
答。瞳孔不同あり。(右3.0mm、左4.0mm)対光
反射あり。頭痛軽度あり。悪心無し。
BP:120/68mmHg。脳室ドレーン抜去部ガーゼ
貼付中。ガーゼ汚染なし。

41

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明

患者は入院時JCS2で短期記憶障害があり、体幹・両上肢身体抑制を行っていたが、体
動が激しくなり、かえって身体抑制は効果的ではなかった。また患者の意識レベルの著
明な改善はなかったが、危険行動は徐々に減少したことで、同時に自己抜去に対する
危機感が低下したと考える。脳室ドレーン自己抜去のリスクは医師・看護師共に理解し
ていたが、多職種間で協議後、身体抑制を外すことを検討しなかった。今後は他職種
間で協議する必要があり、協議した内容や患者家族への説明内容は必ず記録に残
す。
脳室ドレーンは頭部に直接挿入されているため洗髪等が行えず、患者は不快であり、
時に頭部に手が行くことがあった。患者が脳室ドレーンの必要性をどの程度理解出来
ていたかどうかは不明であった。加えて、治療上洗髪等行えず、患者が頭髪に手が行く
行為は見られていたため、看護師が傍で監視できない状況の時は、患者・家族に状況
を説明し、必要時のみ身体抑制を行う必要があった。また、夜間は患者の睡眠を十分
確保する上でも、必要時鎮静を行い、患者の安全を確保する必要があった。
今後、頭部CT等確認し、腫瘍の縮小が見られれば、ドレナージの必要性を感染面から
も検討していく。
脳室ドレーン挿入患者は、髄膜炎防止のため、洗髪等は禁止されている。脳室ドレーン
留置期間が2週間を越えており、患者は時に発汗も多く、髄液漏れ等で頭髪の不快が
より増した可能性がある。患者は閉塞性水頭症で脳室ドレーン留置期間が未定であっ
たため、今後脳室ドレーン長期留置時は、患者の清潔ケアを医師と相談しながら早い
段階で検討していく。

ドレーンが抜けているところを発見した
とのことであるが、固定状況等の詳細
が不明であり検討困難と考える｡

9時　頭部CT室へ移動。移動時に悪心有り。プリンペラン10mg使用。JCS2。四肢麻痺なし。帰室後、胃液を中等量嘔吐有り。頭部CT
撮影で著明な脳室拡大所見有り。
頭部ＣＴ所見から、脳室ドレーン再留置必要と判断し、手術適応となる。家族へ主治医から電話で来院していただく用に連絡を行う。
11時05分～11時20分母、祖父母来院後、手術のＩＣを行う。
12時30分　JCS2。日付誤答。瞳孔不同無し。瞳孔径5mm。対光反射有り。清拭時に急に嘔吐有るが、嘔吐後に悪心は継続して無い様
子であった。頭痛無し。四肢MMT5/5。痺れなし。SBP：110mmHgで経過。HR：50～60bpm/min、sinus。SPO2：100％（Room Air）。
15時30分　手術室に搬入。JCS2。瞳孔不同無し。瞳孔径5mm。対光反射有り。ストレッチャー移動時に嘔吐有り。頭痛無し。四肢
MMT5/5。右頭頂部の脳室ドレーン部周囲に腫脹有り。ガーゼ上層部の汚染無し。BP：102/57mmHg。HR：62bpm/min。sinus。SPO2：
100％（Room Air）。
17時20分　手術室より未覚醒で帰室。手術室でセルシン1A（10mg）、ペンタジン1A（15mg）使用。セルシン使用後皮疹認めていたが帰
室時消失。JCS：2～200。疼痛刺激で発語あるが刺激を止めるとすぐに入眠する。従命困難。オリエンテーション、氏名、生年月日のみ
正答。その他返答なし。瞳孔不同あり（右2.5mm<左3.0mm）。対光反射有り。頭痛なし。悪心なし。嘔吐無し。両下肢MMT4/5。HR:60回
/分。sinus。SPO2:100％(Room Air)。呼吸平静。脳室ドレーン挿入中。脳室ドレーン設定圧20cmH2Oで開放実施。創部ガーゼ汚染無
し。術後の鎮静効果があり、上肢にミトンを装着し安全確保を行う。
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42

障害残存
の可能性
なし

Gentle
Cath

COVIDIEN 蜂窩織炎にて全身状態不良　腎不全出現しカ
テーテル挿入し透析を導入していた。また感
染症に伴うＤＩＣ呈し、血小板３．２万まで低
下、血小板輸血を行った。ＤＩＣ治療目的でヘ
パリンＣａ５０００単位皮下注　2回/日行った。
全身状態改善したため透析目的で挿入したカ
テーテルを抜去した。血小板６．１万　カテーテ
ル抜去後院内のルールである１０分間圧迫止
血行い、止血確認。その後ガーゼ・エラスト
テープにて圧迫固定を行った。止血確認１時
間後にショック状態になっているのを看護師が
発見。止血部位を確認すると約1000mLの出
血があった。

院内ルール通りに止血確認を行ったが、抗凝
固薬投与中であり観察が不十分であった。
またガーゼ・エラストテープによる固定が十分
でなかった。
看護師にカテーテル抜去後の指示（体位変換
禁、下肢屈曲禁等）を明確に出さなかった。

易出血状況にある患者のカテーテル抜
去した場合の確認方法を徹底する。
頻回な観察の指示、体位変換、下肢屈
曲禁具体的な指示を出す。

出血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。

43

障害なし SB　VAC 住友ベー
クライト

脊髄腫瘍術後に留置していたドレーンを、術
後2日目に抜去しようとしたが、抵抗があり抜
去出来なかった。回転を加えたりして抜去を試
みていた時に、ドレーンが切断され筋層内にド
レーンの一部が遺残した。その後に局所麻酔
下で遺残ドレーンを抜去した。

手術でドレーン留置時にドレーンに縫合糸が
巻き込まれていた可能性がある。
ドレーン抜去が困難時に、上級医に相談をし
たり、画像検査をするなどの対応をしなかっ
た。

手術中には、筋層縫合でドレーンチュー
ブを巻き込まないように注意をする。
手術終了時には、チューブを動かして
巻き込んでいないことを確認する。

抜去困難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。
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44

障害残存
の可能性
なし

マイクロ
ニードルセ
ルジン
ガーキット
ダブル
ルーメン

日本コヴィ
ディエン

１．11:30　身体抑制衣（つなぎ服）のファス
ナーが壊れていたが、テープで固定していた。
２．12:00　身体抑制衣（つなぎ服）のファス
ナーを外し、右鼠径部の中心静脈カテーテル
を自己抜去していた。
３．手術に向けて、栄養状態の改善ができな
いため、中心静脈カテーテルが再挿入になっ
た。

１．身体抑制衣（つなぎ服）のファスナーが壊
れていたが、テープで固定のみして交換しな
かった。
２．患者の行動を観察し、危険行動の予測や
検討が行えていなかった。

１．身体抑制衣（つなぎ服）を交換した。
２．患者の行動を観察し、日々のカン
ファレンスを確実に実施する。

中心静脈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｡

45

障害残存
の可能性
がある（高
い）

不明 不明 上行結腸癌、IPMNにて当院外科紹介。約9年
前に結腸右半切除術施行（Stage IIIB）、術後
化学療法のためCVポートを挿入。ポート挿入
2週間後より約4ヶ月間化学療法を施行。終了
時にポートを抜去しなかった。その後外来通
院していたが再発なく経過。約1～2年前頃
に、患者本人よりCVポートが残っていることを
指摘されたが、抜去困難と判断し、抜去の依
頼はしなかった。転倒し他病院外科を受診。
CVポートからカテーテルが逸脱していることを
指摘された。当院CTの見直しでは約3年前ま
では逸脱無く、約2年前に逸脱が疑われた。カ
テーテル回収を試みるも、癒着があり回収不
能だった。

経過が良好のため、外来において適切な時期
にCVポートを抜去するのを失念していた。患
者にCVポート残存を指摘された時点で、抜去
を試みなかった。

CVポートの管理を強化する（ヘパリン注
入のタイミングを管理。注入を行わない
際は抜去）。
【カンファレンス・委員会での協議内容】
・できるだけ早期に患者及び家族に今
後の治療方針を説明する必要がある。
その際は、ＣＶポートを抜去する場合と
抜去しない場合のそれぞれのリスクに
ついての説明を行い、今後どうするかを
決定する必要がある。
・ＣＶポートは長期化して留置する場合
がある。ヘパリン注入の指示出しや留
置中の情報共有について診療科毎にま
ちまちであり、協議に至らなかった。

CVポートからカテーテルが逸脱してい
るとのことであるが、逸脱の原因等の詳
細が不明であり検討困難と考える。

46

障害残存
の可能性
なし

アンスロン
P-Uカテー
テル

東レ・メ
ディカル

1.放射線科にてＣＶポート留置術を施行。留置
時は、単純X-P撮影写真で上大静脈内にカ
テーテルがあることを確認した。
2.約1ヶ月半後、発熱のためＣＴ施行し、カテー
テル先端が上大静脈分枝（内胸静脈）へ留置
されていることが解った。 カテーテル先端近
傍に液漏れ、縦隔炎、肺炎の合併症を認め
た。
3.家族へ説明し、ＣＶポート入れ替え術施行し
た。

1.CVポート挿入時に患者の上大静脈分枝（内
胸静脈）が通常より拡張しており、カテーテル
先端が上大静脈分枝（内胸静脈）へ留置と
なってしまった。
2.CVポート挿入時に単純X-P撮影写真で位置
確認時には、上大静脈内にカテーテルがある
ように見えた。

1.CVポート挿入時のカテーテル先端の
位置確認は、個別性を踏まえて注意深
く行う。
2.事例を周知し、挿入・確認時の注意喚
起を行う。

カテーテル先端の迷入が確認されたの
ことであるが、固定状況等の詳細が不
明であり検討困難と考える｡

47

障害残存
の可能性
なし

パワー
ポートスリ
ム

バード 挿入の約1ヶ月後の化学療法開始時、血液の
逆流が見られなかったため、末梢静脈からの
薬剤投与に変更した。胸部Ｘ－Ｐ写真でポート
本体とカテーテルの接続外れが発見された。2
日後、右大腿静脈経由でカテーテルを摘出し
た。

挿入手技、術者の経験などに問題は指摘でき
ない。接続部分が外れた原因についてメー
カーに問い合わせている。

血液逆流が見られないことから、薬剤
投与を中止するなど対応に問題は指摘
できない。

接続外れが確認されたとのことである
が、固定状況等の詳細が不明であり検
討困難と考える。

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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48

障害残存
の可能性
なし

特になし 特になし 患者はADLが自立している状態であり、夜間
のみ（１８時頃より朝まで）点滴を実施、朝終
了時に看護師が生理食塩水１０ｍＬを通して
ポート針を抜針した。１８時ごろに医師が点滴
を実施するためにCVポートを穿刺し、医師が
生理食塩水・ヘパリン入り生理食塩水を通す
が閉塞していた。

ポート針の抜針を実施した看護師は、ポート
針に接続した延長チューブより生理食塩水
10mＬ程度流したと話している。このことから生
理食塩水の量が不十分であった可能性があ
る。

当院では、看護師によるCVポート針の
抜針は医師が実施することになってい
たが、看護師が実施している現状があ
り、医師への説明と看護師による抜針
を禁止することを周知した。当院では、
今年度より静脈注射プログラムによる
教育を開始するため、プログラムに合
格した看護師は実施できることとなる。

カテーテルの閉塞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。

49

不明 不明 不明 インシデント発生2日前に輸液終了し、ＣＶへ
パロック中であった児。母へＣＶへパロックの
手技指導を実施するため、5ｍＬのヘパリンシ
リンジでヘパリンフラッシュしようとした際、
ルート内が閉塞しており、シリンジを押しても
引いてもほぼ動かない状態にあった。ハイラ
テおよびオプサイトを剥がし、ルートを確認す
るが、屈曲等はなかった。主治医へ報告し、明
日までそのままにしておくよう指示を受ける
が、看護師同士で話し合い、2.5ｍＬのシリンジ
で押しても開通しなければそのままにしようと
いうことになり、2.5ｍＬのシリンジで数回押し
引きする。その押した際にプチンっという音が
鳴り、ルートを確認すると、細い部分に亀裂が
入っていた。その後リペアキットを用いてリペ
アするが、ルート内は閉塞したままであり、翌
朝再度検討することとなった。

Ｄｒよりそのままにしておくよう指示があった
が、閉塞したまま翌朝まで待つことに抵抗を感
じてしまい、看護師判断で5ｍＬから2.5ｍＬの
シリンジに変え、より高圧な状態でヘパリンフ
ラッシュを実施してしまった。

5ｍＬのシリンジでヘパリンフラッシュが
実施できなかった場合は、原因不明で
あり、血栓が飛ぶ可能性もあるため、無
理なヘパリンフラッシュは行わない。ま
た、実施できなかった時点でＤｒへ報告
し、そのとおり指示に従う。

カテーテルの閉塞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。

50

障害なし 不明 不明 指示の5％ブドウ糖500mLにてポート穿刺施行
する。施行後のX-Pではポートの刺入部のみ
確認し、カテ先は確認していなかった。夜勤者
が頚部の腫脹に気づき当直医へ報告。ポート
カテ先が断裂していたことに気づく。心カテに
てカテ先とポート抜去となった。画像を振り返
ると前回入院時よりポートカテ先の断裂あり。
前回はケモ投与され問題なく退院されてい
た。

X-P上ポート穿刺部のみ確認しカテ先は確認
していなかった。
チーム医師へ連絡したが、X-P上カテ先確認
の依頼を行ったのみで、その後チーム医師へ
の確認を怠った。
担当医も画像の確認をしておらず気づかな
かった。

X-P撮影を行ったら必ずポート刺入部
のみではなく、カテ先までの確認を行
う。医師へ確認の連絡を行ったら必ず
返答を聞くこと。

カテーテルが断裂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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51

障害なし 不明 不明 右内頸よりCVルート留置していた。他スタッフ
より、病室から叫び声がしたと聞き訪室する
と、CVルートを自己抜去されていた。抑制帯
は外れていた。

以前から抑制帯を使用していた患者であっ
た。
当日もオムツ交換時、抑制帯が外れていた
が、数日前より外していると、他スタッフより返
答あり。
消灯前の薬等、他患者の対応をしているとき
に、病室より叫び声が聞こえ訪室すると、CV
ルートを自己抜去されていた。

抑制許可のある患者は抑制を外さな
い。
過信した。
抑制帯を外した場合は、こまめに観察
する。

CVルート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｡

52

障害残存
の可能性
なし

未確認 未確認 前日よりせん妄状態。辻褄の合わない発言が
時々あり。傾眠傾向だが声掛けで開眼する。
30～60分毎に訪室し患者状態を確認してい
た。14:00訪室時、CVルートが胸の上に置いて
あるのを発見。CVカテーテルの先端がちぎれ
て10cmほど無い。患者周辺・ベッド周辺・室内
を探すが見つからず。主治医に報告。CV抜去
部は圧迫止血する。胸腹部単純撮影・CT検査
施行。画像上右心室にカテーテル残存確認。
家族に連絡し来棟依頼、同時に循環器内科
医師にコンサルト。家族病棟に到着したところ
で、これまでの経緯とこれから心臓カテーテル
での異物除去術を行うことを説明、同意が得
られた。18:30カテ室入室、19:00異物除去術終
了し、帰室した。

・がん疾患のターミナル。
・疼痛緩和目的で麻薬の持続投与中。徐々に
増量していた。
・前日頃より麻薬使用によるせん妄症状が出
現していた。
・体動が激しかった。
・高齢者。

・麻薬増量中ではせん妄症状の出現を
予測し、ルート類の自己抜去リスクを考
え、対応する。
・リスクを念頭に置き観察する。
・看護師間、医師・看護師間で情報共有
し、アセスメントする。
・抑制具の使用が必要か検討し、使用
開始の条件等を決めるなど、段階に応
じた対策を講じておく。

CVルート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｡

53

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 大動脈弁狭窄症治療のため入院。入院2日後
に大動脈弁置換術施行。術後、全身管理のた
めICUに入室。術後5日目の21時に発熱を認
め、カテーテル感染を疑い、ICU医師にて左鼠
径部のブラッドアクセスカテーテルを抜去。抜
去後、ICU医師にて10分間圧迫止血し、ICU医
師、看護師ともに止血を確認後、ドレッシング
材を貼付。静脈であるため、圧迫帯や枕子は
行わず。Aラインの血圧低下があり、左鼠径部
を確認したところ、出血を発見、SBPの低下が
あり、圧迫止血を行う。投薬、下肢挙上を行
い、SBP上昇。血圧回復後、HR上昇し、ワソラ
ンDIV施行。血圧は低めで血ガス低下。心臓
血管外科医師の指示で術後6日目の0時42分
に輸血投与。その後HR、血圧も回復し意識レ
ベルも回復、会話もできた。

感染兆候があったため、カテーテル感染を疑
い、朝を待たず夜間に抜去した。ブラッドアク
セスは静脈であり、用手圧迫で十分だと判断
し、枕子や圧迫帯の必要はないと判断した。
手術及び透析の影響で血小板が低い状態で
あった。ブラッドアクセス抜去後のルールが明
確化されていなかった。

止血後の確認は５分、１５分後に行う。
ブラッドアクセスカテーテル抜去後のマ
ニュアルを作成し、周知する。

カテーテル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。
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54

死亡 不明 不明 60歳代男性。2年前右下葉肺小細胞癌にて紹
介され受診，化学療法を継続していた。右下
葉閉塞性肺炎にて入院，抗生剤投与に加え
姑息的照射も行ったが，改善に乏しかった。
入院17日目，下腿に皮疹が出現，生検にて
IgA血管炎と診断された。その後，尿蛋白が出
現，腎機能が急速に悪化したが，腎生検やス
テロイド投与は困難と判断された。肺癌につい
てはBSCの方針となっていたが，腎障害が致
命的になりうる状況であり，本人，ご家族とも
相談のうえ，入院34日目に血液透析を導入し
た。右内頚静脈にクワッドカテーテルを挿入，
3日間ICUにて透析を行ったのち，病棟に戻
り，透析室にて継続することとした。入院37日
目より，血糖が自分で測れない，トイレの場所
がわからないなどの症状が出現した。入院40
日目，脳MRIにて多発脳転移を認め，翌日より
全脳照射を予定していた。入院41日目の午前
1時40分には自分でトイレに行き，看護師が更
衣を介助したが，2時40分，ベッド柵から下肢
を下ろし，柵にもたれて倒れているのを巡視
の看護師が発見した。カテーテルが抜去され
ており，ベッド上に大出血の状態で，心肺停止
であった。ご家族の到着を待って死亡確認し
た。

数日前より失見当識や不明言動があり，多発
脳転移が進行していたことより，せん妄や不
穏となるリスクがあった。自己抜去の可能性も
あったが，本人の意識ははっきりしており，ミト
ン装着や抑制は行っていなかった。途中のラ
インを安全ピンでパジャマに止めてあったの
で、せん妄をきたしてパジャマを脱ごうとし、
引っ張られて抜けたのかもしれない。

完全な抜去予防は難しいかもしれない
が，症状の進行は懸念されたため，モ
ニター監視や体動センサーなどを含め
た予防策の検討が必要であったかもし
れない。挿入時の固定の際には確実に
縫合するよう見直すとともに、ラインが
引っ張られて抜ける可能性も念頭に、
維持輸液の必要性を考える。

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｡

29 / 45 



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

1．胃体部癌横行結腸浸潤のため、幽門側胃
切除術、横行結腸部分切除術を実施した患
者。既往歴に弁膜症にて人工弁置換術実施、
心房細動のあるため、ヘパリンにて抗凝固療
法中の患者。ソルデム3AG500mLが20mL／h
、ヘパリン原液が0.4mL／hで実施されてい
た。
2．8：00頃　主治医が、患者の元を訪室した
際、患者本人より「点滴の接続外れがあり床
にまで血液が流れ、びっくりしたこと、血圧が
下がったこと」を伝えられた。
3．9時頃　医師より報告を受けた病棟看護師
長が夜勤看護師に確認し、夜間に点滴ライン
が外れて、出血があったことがわかった。
発生までの経緯は以下であった。
 1)深夜看護師が2：00に患者の元をラウンド
し、点滴のラインがきちんとつながっている
か、点滴の漏れはないかダイヤル数は正しく
設定されているかを確認し、異常はなかった。
しかしこの時、ネジのゆるみがあるか確認しな
かった。

1．勤務開始時に点滴ラインにゆるみがないか
等十分確認できていなかった。
2．手術、ヘパリンの持続点滴等の治療につい
て、看護師の理解が不足していた。
3．発見時に看護師は、50cm大の出血があっ
たが、出血量の測定をしなかった。
4．看護師は、血圧低下等が見られたが、ヘパ
リンの影響等を考えて、それ以外の状態観
察、医師、夜勤看護師長への報告、記録を行
うことができていなかった。
5．点滴ラインが外れてどのくらいの時間が経
過していたか不明であったが、点滴ラインを抜
去せずつなげて再開した。

1．持続点滴中は、体動で接続が緩むこ
とも考慮し、ラインを注意して確認する。
2．接続外れによる出血があった場合
は、以下の対応を行う。
・出血量を確認（カウント等）、バイタル
サイン等の全身状態を観察し、患者に
異常がないか確認する。
・抗血栓薬による出血や、患者の病態
から予測されるリスク等を考え、速やか
に報告する。
・点滴接続漏れによることや実施した処
置や看護は記録に残し、次勤務者に申
し送る。
・患者が不安に思っていることを考慮
し、対応する。
・感染や血栓のリスクを考慮し、再接続
ではなくライン交換、再留置も検討す
る。
3．当該部署においては、治療に対する
理解の不足、出血時の対応について、
カンファレンスを実施。 上記の内容等に
ついて知識等の確認、指導を行った。

55

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明

 2)同日、4：00　患者よりNsコールあり、他Nsが対応。点滴の接続部分、三方活栓が外れていて床に出血していたため、点滴ルートを
接続したとの報告があった。
 3)訪室すると、床には50cm大の出血、シーツには30cm大の出血あり。左前腕に接続されていた点滴の三方活栓部分の接続が外れ
ていた。「なんか冷たいと思って起きてみたら、点滴が外れていた。」と患者から発言があった。
 4)患者は端座位になっており、顔面蒼白、気分不快あり。BP：82／40mmHgであったため仰臥位として下肢挙上した。4：30に再検する
が、BP：86／42mmHg。気分不快消失。
 5)この時、床の血液は新聞紙とタオルで拭いて捨てた。（血液のカウントが出来ていない）
4. 7：45　予定であった採血実施し提出。
5．8：30　BP：124／55mmHg。
6．採血結果Hb7．3のため、11時　輸血（RCC2単位）実施。
7．翌日Hb9.2に改善。経過観察。

接続外れが確認されたとのことである
が、固定状況等の詳細が不明であり検
討困難と考える。
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56

障害残存
の可能性
がある（低
い）

ポーテック
ス

スミス　メ
ディカル
ジャパン

気管切開術が行われた（ボーカレイド7.5挿
入）。翌日（気管切開後2日目）16時15分、看
護師１名がボーカレイドを保持しながら、排泄
ケアのため左側臥位への体位変換を行った。
16時18分、咳嗽を認め、人工呼吸器の無呼吸
アラームが鳴っていることを確認した。喀痰に
よる閉塞と考え吸引チューブで吸痰を行うが、
吸引チューブは先端5cmしか挿入できず。何
度か挿入を試みるも吸痰できず、16時19分に
ＳｐＯ2の低下（90％未満）を認めたためジャク
ソンリースでボーカレイドから陽圧換気を試み
るが換気施行できなかった為、16時20分循環
器内科当直医・麻酔科当直医に電話連絡し
た。16時22分、麻酔科当直医到着し、同様に
ジャクソンリースで換気試みるも換気困難で
あった。ボーカレイドトラブルによる換気不良と
判断し、ボーカレイド抜去。気管支鏡を用いて
気管支鏡の先端が気管内にあることを確認
し、気管支鏡ガイド下でボーカレイドの挿入を
試みたが挿入困難であった。16時36分、気管
挿管施行（経口7.5）し、換気可能であることを
確認し、人工呼吸器に接続した。

・看護師3名で左側臥位へ体位変換を行い排
泄ケアを行った。
・1名は右手でボーカレイドを保持し左手で右
肩を支え頚部の安全に配慮していた。
・1名は体幹を支え、あと1名は、排泄ケアを
行った。
・完全左側臥位ではない状態であった（体をツ
イストさせたような感じであった）。
・咳嗽反射が激しいため、すぐにボーカレイド
を保持した状態で体位を仰臥位に戻した。
・頚部が短く、且つ頚部脂肪層が厚い患者で
あった。
・気管切開術後２日目で気管切開部周囲支持
組織が脆弱であったためボーカレイドがずれ
やすい状態であった。体位変換や咳嗽等によ
りボーカレイドの先端が気管壁にあたっていた
可能性が考えられる。
・ボーカレイドを固定していた固定具はネック
テープを使用（ネックテープの素材は伸縮性
がある）していたが、咳嗽によるボーカレイド
の動揺性が増強していた可能性がある。

1.肥満があり皮膚から気管までの距離
があるため、長さの調節ができるソフト
フィットに変更する。
2.固定具を伸縮性のない綿テープに変
更する。

患者のSpO2低下が認められたとのこと
であるが、SpO2低下及び気管切開
チューブが再挿入困難となった原因が
不明であり検討困難と考える。

57

障害残存
の可能性
がある（低
い）

PORTEX
気管切開
チューブ

スミス・メ
ディカル・
ジャパン

気管切開中の患者。6：30頃は開眼はしていた
が、上肢を軽く動かす程度の体動であった。
6：50頃ナースコールが鳴り訪室すると、他看
護師がボーカレイドが抜けているのを発見し
た。呼吸器アラームが鳴り訪室するとボーカレ
イドが抜けていたと。体はベッド下方に下が
り、上肢抑制はしていたが、左手は気管切開
部に手が届く状態であった。上肢抑制はして
いたが、ミトンは装着していなかった。主治医・
外科当直Drコールし、外科当直Drにてボーカ
レイド再挿入、サーボ装着した。主治医指示に
て胸部X-P・血ガス実施。X-P上ボーカレイド
の誤挿入や皮下気腫はなく、血ガス上も明ら
かな呼吸状態の異常を示す値はなく、経過観
察となる。

前日準夜帯で体動が活発であったため、ミトン
の装着を検討したが、ミダゾラム増量、ブプレ
ノルフィンの投与にて体動消失し、鎮静されて
いたため、上肢抑制はしていたが、ミトンは装
着していなかった。連日日中は抑制解除、夜
間は上肢抑制のみ行なっていたため、ミトン装
着まではしなくても大丈夫だと思っていた。ミダ
ゾラムは3時に終了となっていたが、体がベッ
ド下方に下がる程体動が活発になるとは思っ
ていなかった。

意思の疎通が困難であり、なおかつ薬
剤の影響下にある患者は、朝の検温や
採血などで、ある程度の時間ラウンドが
できない際には、上肢抑制だけでなく、
ミトンも装着する。

気管切開チューブが抜けているところを
発見したとのことであるが、固定状況等
の詳細が不明であり検討困難と考える｡
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58

障害残存
の可能性
なし

クリアロー
プロ気管
内チューブ

コビディエ
ン

患者が暴れており、看護師２名で対応してい
た。痰貯留が著明であり吸引施行するも粘稠
であり少量しかひけず。暴れるためバッキング
あり。突然一回換気量が入らなくなり、etCO2
消失。Drコールし、ジャクソン換気開始。ジャク
ソン換気も入りづらい状態であった。血圧50代
に低下し意識が消失したところで担当医師到
着。ノルアドリナリン1mLフラッシュし、挿管
チューブを抜去し、再挿管施行。抜去された挿
管チューブ内には粘稠痰が貯留している状態
であった。再挿管後は循環動態安定、酸素化
も安定して経過。意識レベルももどり、頷くこと
ができていた。加湿器もきちんと稼働してい
た。

もともと痰が粘稠であったが、バッキングにと
もないチューブ内にあがってきて閉塞したので
はないかと考えられる。

対応は速やかに行えたが、もともと痰が
粘稠であったため医師に相談できてい
たらよかったかもしれない。

気管カニューレの閉塞が認められたと
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。

59

障害残存
の可能性
がある（高
い）

ビボナ気
管切開
チューブ

スミスメ
ディカル

気管切開術の当日に気管切開チューブが逸
脱。新生児科が初期対応し、主科の小児外科
をコールした。小児外科到着まで2回コール
し、2回目のコールに応需。到着後にチューブ
入れ替えを実施したが、心肺停止となった。心
肺蘇生術によって自己心拍再開した。なお、
気管切開チューブは、外表面上からは明らか
に逸脱しているように見えなかった。

院内調査委員会を開催した。
本件においては、手術担当した小児外科内に
おけるコミュニケーション不足が露呈された。
気管切開チューブの製品に関わる情報の伝
達が十分ではなかったこと、術後のチューブ
位置が浅いにも関わらず位置変更を意見する
環境が整っていないこと、当直医（外勤医）に
対する申し送りが十分でなかったこと等が確
認された。

診療科内の製品導入、申し送り、チュー
ブ確認方法の手順を作成してもらう。
チューブ抜去後の初期対応をトレーニ
ングする。

気管チューブの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
細が不明であり検討困難と考える｡
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60

障害残存
の可能性
なし

カフなし気
管カニュー
レ　4.0

シャイリー 気管カニューレ抜去による呼吸停止、心拍低
下。

患児は、混合型脳性麻痺症候群で急性呼吸
不全のため気管カニューレを挿入し、人工呼
吸器管理を行っていた。11:00頃、人工呼吸器
の高圧アラームが鳴ったため看護師が訪室し
吸引施行するも分泌物が引けず、SpO2の改
善も認められなかった。その後、全身チアノー
ゼが著明となり、看護師の応援を呼んでみぎ
側臥位から仰臥位に体位変換し、用手換気す
るもSpO2は改善しなかった。医師が、用手換
気施行中に気管カニューレが抜去されている
ことに気付いた。気管カニューレを再挿入した
がSpO2の上昇がなく、心拍も停止したが胸骨
圧迫により心拍は再開した。耳鼻科医が、気
管カニューレを抜去後、気管支ファイバーを施
行した。その結果、気管カニューレ先端付近に
肉芽が形成されており、その肉芽が気管カ
ニューレを塞ぎ、換気不十分に陥ったと考えら
れた。気管カニューレを、B/Lカフなし気管内
チューブ4.0mmに交換すると、SpO2は徐々に
改善され、16:00頃よりバイタルサインが安定
した。気管カニューレがいつ抜けたのか、ま
た、その原因等については不明である。

・用手換気時の正しい手技を獲得でき
るよう、ナーシングスキルで確認し、ス
タッフで周知し振り返りを行う。カンファ
レンスにて情報共有する。
・救急処置中は気切部ガーゼを除去し
用手換気実施時、確実にエアがはいっ
ているか確認するよう声を掛けあう。
・病棟で緊急時デモンストレーションに
よる訓練を実施する。

気管カニューレ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
詳細が不明であり検討困難と考える｡

61

不明 ラセン入り
気管切開
チューブ
アジャスト
フィット
NEO　FR-
18　カフな
し

富士シス
テム

ダウン症、AMLの患者であり気切中の患者。
呼吸器アラームが鳴り訪床すると児が啼泣し
ており顔色不良認める。気管カニューレ確認
すると屈曲しておりすぐに再挿入するもSpO2
感知せず、HR=30まで低下あり、医師が呼吸
音確認したがSpO2回復せず胸骨圧迫実施さ
れる。気管カニューレを入れ替えジャクソン
リースにて加圧することで呼吸状態は回復す
るが、呼吸器をトリロジーからベネット840へ変
更となった。気管カニューレを固定していたバ
ンドの緩みはなかった。

気切チューブの固定は既存のひもだけでは不
安定なため、幅の広い布の帯を作成し活用し
ていた。また頸部の屈曲や体位がずれないよ
うに砂嚢やタオルで固定していたが、頭部が
後屈すると蛇管に引っ張られる感じになってい
た。。
2歳で体動も常にあり、手で常にチューブ類を
握ってしまう状況であった。今までにも自己抜
管の既往があった。
医師が呼吸音を確認していたので自己抜管に
至っていないと判断し、対応が遅れ胸骨圧迫
に至った可能性がある。

体位がずれないようにバスタオルなどを
活用し体位保持に努める。
患者（児）の活動に合わせて蛇管や点
滴ルート・ドレーン類を整理する。

気管カニューレが屈曲しているところを
発見したとのことであるが、抜けた原因
等の詳細が不明であり検討困難と考え
る｡
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62

障害残存
の可能性
なし

シャイリー コヴィディ
エン　ジャ
パン

患児が啼泣してSPO2８０％となり、モニターア
ラームが鳴っていたので訪室したところ、患児
はベッド上で１８０度回転していた。肢位調整
しようとしたところ気切カニューレが抜去してい
た。固定バンドのゆるみやはずれは無かっ
た。

患児はベッドの上での体動も激しくなってき
た。日頃より気切チューブを触ったりしている
が抜去することは無かった。患児は寝返りや
手遊びを行っている状態で動きたいと言う欲
求があるが、危険性を理解する事は出来な
い。

発達段階に応じて、危険を予知した環
境整備と、生活のパターンや好き嫌い
などを理解し対応していく為に、カンファ
レンスと看護計画の修正等を行い共通
理解を行っていく。
気切チューブの固定状態の観察を頻回
に行う。

気管カニューレが抜去しているところを
発見したとのことであるが、抜けた原因
等の詳細が不明であり検討困難と考え
る｡

63

障害なし トラキオソ
フトエバッ
ク6.0

コヴィディ
エン　ジャ
パン

1.気管切開術施行、術翌日8：30、気管カ
ニューレ口から泡状痰の吹き出しがあり、吸
引チューブを挿入したところ、気管カニューレ
の長さまで挿入した所で抵抗があり、吸引
チューブの挿入困難となる。
2.勤務していた夜勤看護師と共に吸引を試み
るが同様に挿入困難。患者の一般状態に変
化はなかった。
3.直ちに主治医へ連絡する。
4.約5分後、主治医来棟し、気管カニューレか
らアンビューバック接続するが抵抗あり、送気
出来ないことを確認する。更に、気管カニュー
レ口からの呼気音は、ほとんど聴取されな
かった。 家族へ連絡する。
5.CT撮影の結果、気管カニューレ先端は気管
ではなく、皮下にあることを確認した。呼吸状
態・酸素飽和度は正常値。
6.9：40頃、来院した両親へ、上記について説
明し再挿管の承諾を得る。
7.9：50、前日に気管切開を実施した外部医師
により再挿管となった。
8.気管カニューレは、紐固定を止め、ナート固
定とした。
9.気管カニューレを頸部紐固定とした場合に、
患者の頸部の特徴によって気管カニューレが
引き上げられ抜管しやすい状態となるため
ナート固定とし、注意するよう指示あり。

1.気管切開当日であり、気管カニューレの誤
抜管に注意しながら体位変換や喀痰吸引を
実施していた。
2.気管カニューレの抜管予防のために使用し
ていた頸部固定の紐が引き上げられたことに
より、少しずつ抜けたと考えられる。
3.夜勤看護師は、気管カニューレが抜管され
る兆候は、観察できなかった。

1.気管切開当日であり、気管カニューレ
の固定された状態を観察し、その状態
や方法について医師と共に評価する。
2.気管切開当日は、抜管されやすいリ
スクが高い認識をもって看護ケアにあ
たり、十分な観察をする。

気管カニューレの皮下迷入が確認され
たとのことであるが、固定状況等の詳細
が不明であり検討困難と考える｡
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64

不明 クリニート
ラキオスト
ミーチュー
ブ

クリエート
メディック

患者はGuillain-Barre症候群で、嚥下・構音障
害、呼吸筋麻痺あり。すでに気切されており、
人工呼吸器は離脱したが、トラキオマスクでの
酸素投与が必要であった。喀痰が多く、頻回
に吸引を要していた。午前7時頃にSpO2低下
あり。喀痰を吸引するも、充分に吸引できず、
SpO2は50%台まで低下。バイタル変動が急激
であったため、主治医コールはせずにショック
コールを行った。救急科の医師の到着まで、
ジャクソンリースで換気を行ったが、換気には
抵抗がなく、SpO2も改善あり。救急科の医師
により、カニューレ交換を施行された。交換し
たカニューレには痂皮状のものが詰まってい
た。カニューレ閉塞が考えられたため、救急科
の医師によりカニューレ交換を施行された。

患者の喀痰が多かったにも関わらず、ネブラ
イザーの使用や、加湿器の使用を行っていな
かった。

ネブライザー、加湿器の使用により、再
発に努める。

気管カニューレの閉塞が認められたと
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。

65

障害なし ウルトラサ
ン
AMPLAZT
多目的ドレ
ナージ
10.2Fr　50
ｃｍ

COOK
JAPAN

耳鼻咽喉科にて入院中の患者、放射線科に
依頼し胃瘻造設行い、放射線科医師にて当日
より胃瘻の使用可能と指示があった。同日夕
方、胃瘻からは白湯を注入し、従来の胃管よ
り経腸栄養と内服薬を投与、翌日から胃瘻へ
全て移行した。翌々日朝より腹痛の訴えあり、
鎮痛剤を投与し経過観察していた。夕方より
両側腹部痛の訴えあり血液検査で炎症反応
上昇認めた。造影CTにて腹膜炎と診断され消
化器外科にコンサルト、開腹手術となった。

・胃瘻チューブが十二指腸を超えていることを
確認したため、当日からの胃瘻の使用を許可
しているが、胃瘻造設に伴う注意事項の指示
が放射線科医より出されていなかった。
・手技としてアンカーにより胃壁が持ち上げら
れ腹壁との隙間がほとんどないが、当日夕方
に経腸栄養剤が胃管より投与されたことで胃
に重みがかかり、アンカーが外れた可能性が
ある。そのことにより胃内容物がチューブ刺入
部の隙間から漏れ、腹膜炎を発症した可能性
がある。
・上記可能性があるため、胃瘻は使用可能で
あるが、胃管は抜去もしくは使用禁止というこ
とを耳鼻科医師、看護師ともに知らなかった。
・放射線科で実施される検査・治療の説明が、
主科（この事案では耳鼻咽喉科）のみで行わ
れ、同意書が取得されている。

・胃瘻造設及び術後管理のマニュアル
を作成する予定。
・放射線科が実施する検査・治療につ
いて、放射線科から説明し同意書を取
得する方向で現在検討中。

腹膜炎の発現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。
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66

障害なし 不明 不明 術後よりベッド柵より脚を出したり、上半身を
起こし身を乗り出すような行動が見られてい
た。介護衣を着用していた。術後3日目、2時・
4時のラウンド時に尿管ステントからの尿流出
を確認。6時のラウンド時尿管ステント・膀胱留
置カテーテルからの尿流出が無いことを確
認。介護衣を開け、尿管ステント挿入部を確
認し自然抜去を発見。

固定はしっかり行われており、介護衣も着用し
ていたため抜けないとの過信があった。
尿の流出状況を確認していたが、介護衣の着
用をしていることもあり、ラウンド毎に挿入部
の観察を行っていなかった。
意思疎通が困難であり、患者の協力を得られ
る状況ではなかった。

ラウンド毎にカテーテル挿入部の観察
を行う。

尿管ステント及び膀胱留置カテーテル
が抜けているところを発見したとのこと
であるが、使用されたステント・カテーテ
ルの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。

67

障害残存
の可能性
なし

腎盂バル
ン

クリエート
メディック

オムツ交換にて訪室時には入眠されていた
が、離床センターが鳴った為訪床すると、排尿
バッグを持たないで歩行。確認すると、ベッド
柵に排尿バッグが掛かった状態で、腎盂バル
ン・ガーゼ・固定テープすべてが床に落下して
いるのを発見した。医師コールしてネラトンカ
テーテル挿入試みるが入らず、２日後再挿
入。

認知症、一時せん妄もみており観察部屋での
対応が必要と判断し部屋調整を行っていた。
同室に、大声で叫ぶ認知症患者がおり、病室
患者全員が不穏に移行する可能性はあったと
考える（大声で叫ぶ患者を離すための個室や
場所がなかった）。
腎盂バルンの理解をされており、ベッドから離
れる際はバッグを手に持っていたため、セン
サーマットの位置を部屋のカーテン付近の位
置まで離して設置していた為アラームが鳴る
のが遅かった。

同室に環境を乱すようなせん妄を起こ
す患者が発生した場合、可能な範囲で
同室患者が静かに過ごせるよう、部屋
の配慮や不穏時の指示の使用などを
早期に検討する。
腎盂バルンの理解をしていると思ってい
ても、今回入院のきっかけは腎盂バル
ンの自己抜去。そのリスクについて検討
した上での環境調整を行う（排液バッグ
はベッド柵に固定しないなど）。

腎盂バル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｡

68

障害なし 不明 不明 子宮頸癌IVb期の両側水腎症のため緊急で右
尿管ステント留置された。2時間おきの尿量
チェック指示があり確認していた。18時から20
時の右尿管カテーテルからの尿量が5mL/2h
であり、血尿レベル2～3であった。夜勤看護
師はカテーテルの屈曲がないか十分に観察し
ておらず、尿量が少ないことを医師に報告をし
なかった。21時頃、医師がナーシングチャート
に記載されている尿量が少ないため右尿管カ
テーテルの状態確認を行ったところ、カテーテ
ルが屈曲しており、カテーテルが閉塞してし
まっていたため、透視室で再留置を行った。そ
の後は、継続指示のもと2時間おきの尿量
チェックと補液投与を実施した。

ナースコール対応のため医師への報告を忘
れた。カテーテル挿入部までの十分な観察が
できておらず、カテーテルの屈曲に気がつか
なかった。

ドレーンバッグ類を動作時にずれない
位置、屈曲しない固定位置や方法で行
い確認する。尿量観察時は、ドレーン刺
入部までをしっかり確認し、カテーテル
のずれや抜去などがないか観察する。

カテーテルが屈曲していたとのことであ
るが、固定状況等の詳細が不明であり
検討困難と考える。

36 / 45 



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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69

障害なし バードI.C.
フォーリー
トレイ精密
尿量計付

　メディコ
ン

看護師が検温のため訪室したところバルンカ
テーテルが抜かれ、先端が破損しているのを
発見。患者は認知症があり、つなぎ服を着用
し体幹抑制帯を使用していた。以前にも下肢
の点滴やバルンカテーテルの自己抜去を起こ
していた。医師の指示でバルンカテーテルを
再挿入した。（破損後のバルンカテーテル物
品は当日看護師が破棄してしまい未確認）後
日、泌尿器科にて局所麻酔下の膀胱鏡実施
し、膀胱内にバルンカテーテルの断端５ｃｍ程
度残存を確認し、異物鉗子で除去した。

事故以前にも点滴やバルンカテーテルの自己
抜去は起こしており、つなぎ服や体幹抑制帯
は使用していて、対策はとれていると判断して
いた。

バルンカテーテル留置の必要性につい
て検討し、早めに抜去する。
下肢の動きを抑制しきれない場合は、
一時的にバルン栓の使用を検討する。

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
が不明であり検討困難と考える｡

70

障害残存
の可能性
がある（低
い）

バーディア
シリコーン
コーティン
グ　フォー
リーカテー
テル
14Fr.
30ml

メディコン アルコール依存症にて入院中の患者。入院後
より不穏状態にあり膀胱留置カテーテルを挿
入し、身体拘束3点（体幹、両上肢）を実施。そ
の後も「外せ、外せ」と大声で叫んでいる状態
であった。
20時15分頃、「おしっこがでない」と膀胱留置
カテーテルを触っている様子が見られたため、
手の届かない位置にカテーテルを変更して再
固定を行った。
20時20分に再度訪室したところ、膀胱留置カ
テーテルが床に落ちているのを発見する。確
認するとカテーテルが途中で切断されている
状態であり、切断された先端については周囲
に発見できず。約10cmの先端が膀胱内に残
留した可能性が高い。
亀頭部からの出血もなく、自尿あるが血尿な
し。当直医師へ報告し、他病院泌尿器科へ受
け入れの依頼を行ったが、泌尿器科医師不在
のため受け入れ困難。救急担当医師より、泌
尿器科医師へ確認した結果、自尿、血尿がな
ければ緊急性も低いということで、翌日対応で
よいと指示を受ける。そのため、後日改めて
受診する運びとなる。内視鏡下にて抜去予
定。

不穏状態にある患者であったため、治療に対
する理解、協力体制が得られにく状態であっ
た。
自己抜去を予防するために身体拘束を実施
し、活動状況について観察を行っていたが、
拘束が緩く手の届く状態であった。
膀胱留置カテーテルを固定する際に、手が届
きにくくするためにズボンのチャック部分から
出していたため、カテーテルがチャックにこす
れて損傷しやすい状態であった。
留置カテーテルを触っているとの情報がスタッ
フ間で共有できておらず、観察が十分でな
かった。

不穏状態にある患者に対して、自己抜
去などのリスクを考慮してドレーン類の
固定位置などを検討していく。
安全に配慮した確実な身体拘束を実施
していく。
スタッフ間の情報共有と継続的な観察
を行っていく。

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｡
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・1時12分：同室者よりナースコール有り訪室
すると患者はベッド柵を下ろし、端座位となり、
末梢点滴ルートを引きちぎっていたため、点滴
を再挿入し当直医に報告、ナース・ステーショ
ンへ移動した。バイタルサインの変動や苦痛
の訴えなく経過。
・2時40分「トイレに行きたい。しばらく便でてな
いから。」と起き上がる動作あり、トイレ誘導す
る。その頃より尿留置カテーテル内に淡々血
性の尿と、コアグラを確認されたが、血性の増
加がなく経過観察していた。患者は便意があ
り10分から20分おきに看護師がトイレへ誘
導。
・5時20分：強い下腹部痛あり。患者はカテー
テルの違和感を訴え自己抜去のリスクもあっ
たために、看護師がカテーテル抜去試みる
も、固定水が1ｍLしかひけなかった。固定水
不足による違和感の可能性も考え、本人の反
応をみながら固定水（注射用水）をゆっくり注
入する。２ｍL注入した時点で、疼痛の訴えあ
り中止した。抜去することが妥当であると思わ
れたため、固定水を除去するように試みたが、
引けなかった。
・5時30分：Ｄｒコール。Ｄｒも固定水除去を試み
たが、引けず。腹部エコー、緊急CT施行する
と、カテーテルの位置に異変があったために
泌尿器科受診となった。カテーテルが尿道で
蜷局を巻いていた状態となり、尿道異物除去
術、膀胱、経尿道的電気凝固術施行、膀胱縫
合術施行となった。

【患者要因】
・高齢、貧血あり、翌日採血の結果をみて輸
血予定であり、（Hb7．5mg／dL）脳循環量の
低下によるせん妄のリスクもあったが、それま
では意識低下はなかった。
・当日より内服薬が自己管理となっていたが、
不眠のため眠剤を自己判断で多く内服した可
能性があった。しかしせん妄を引き起こしたか
不明（薬剤名　ゾルピデム　）
・0時30分：最終の巡視時は入眠中であり、リ
スクを未然に予測することが困難であった。
・尿留置カテーテルをひっぱっている動作は、
観察時には確認されなかったが、末梢点滴
ルートを引きちぎった際に「ここ（点滴ルート）
はずせばいいんじゃないか。これ（膀胱留置カ
テーテル）もはずしたい。」と尿留置カテーテル
を気にしていた。
・頻回のトイレ歩行で患者本人も「チューブが
引っかかり、引っ張られたかもしれない」と言っ
ていた。点滴スタンドにハルンバックを提げて
いたため、必要以上に引っ張られる状況はな
かったと考えられた。「さっぱりしない。トイレ行
けば楽になる」との言動が聞かれた。
・低血糖症状はなかった。
・尿量出は良好で、準夜1200mL、深夜5時ま
で500mL流出があった。

（せん妄について）
一般的なせん妄の要因に加え、酸素飽
和度の値と、貧血の程度もアセスメント
し、適宜酸素を使用し、バイタルサイン
や患者の言動を注意深く観察する。
（薬剤の自己管理）
・内服薬自己管理の判断について、意
識レベルの他に、貧血の有無や電解
質、ラインの有無などのアセスメントし
チームで検討する。
（バルンカテーテル管理について）
・通常と異なった場合は、医師へ連絡す
る。
【委員会での協議内容】
バルーン抜去時に、患者は不穏状態と
なっていた。患者が自己判断で睡眠薬
を内服したことが、不穏状態の誘因と
なった可能性もあり、眠剤の管理の徹
底をする必要があった。また、せん妄評
価が入院時のみであったが、適切な時
期での再アセスメントは必要である。な
お、バルントラブルの時は無理せずに、
医師の指示を仰ぐことも必要である。

カテーテルが尿道で蜷局を巻いていた
とのことであるが、固定状況等の詳細
が不明であり検討困難と考える。

71

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明
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72

障害残存
の可能性
なし

不明 不明 同室患者の観察目的で訪室したら、患者が室
内トイレまで歩いて留置していた尿道カテーテ
ルが引っ張られている状態を発見。患者を支
えベッドの方に戻そうとしたところ尿道カテー
テルの先端が膨らんだままの状態で抜けて尿
道口から出血があった。すぐに当番医に報告
し診察を依頼した。

患者は末期癌患者で疼痛や睡眠障害・受け
入れ困難、脳梗塞による理解力不足があり留
置物への注意が十分出来る状態ではなかっ
た。疼痛・不快なときはナースコールを押すこ
とができるが、排便時はときどきナースコール
を押さずに自己にて離床することがあったが
ナースコールマットなど患者の状態にあった抑
制の検討が不十分であった。

全身状態の悪化、精神的不安を抱えた
患者であるため、全人的なアセスメント
を十分行いながら現状に合わせた身体
抑制を検討し対応する。端座位になっ
たときにすぐに対応できるようにナース
コールバー・センサーマットを併用設置
した。

尿道カテーテルが留置されたまま、歩
行したことにより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

・【医療者要因】
（せん妄について）
・強度貧血のある心不全患者は、脳循環量低下に伴う酸素不足のため、せん妄のリスクがあったが、患者に症状や意識混濁もなく問
題がなかったために看護ケア介入はしていなかった。
・せん妄の定期評価をしていなかったのは、ケアスケジュールに未登録で気がつかなかった。
（内服薬に関して）
・内服薬の自己管理について、当日看護師は、薬剤師の助言から自己管理にした。本来であれば、病状が安定し退院の見通しがつい
た時に自己管理を検討するべきだったが、患者の受け答えから自己管理とした。
・自己管理についてはケアスケジュールに未登録だった。
・準夜看護師は、日勤者からの申し送りで自己管理を把握し、夕方の内服薬には内服状況を確認できたが、巡視時は入眠しており、
眠剤については確認できなかった。２錠内服したことも本人の申告まで把握できていなかった。
（バルンカテーテルに関して）
・患者が尿道カテーテルに違和感を感じ、看護師がバルンカテーテルを抜去しようとした際に、固定水が引けなかったため固定水を追
加したのは、固定水が不足していると判断したためである。
・看護師及び医師はバルンカテーテルのバルンの破損や尿道内での屈曲の異常と判断しにくかった。（どのような機序でこの結果とな
るのか不明、挿入及び経過中のことか）

39 / 45 



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

73

障害残存
の可能性
なし

メラ　アク
アコン
フォート

泉工医科
工業

右胸腔ドレナージ（水封）開始する。2日後、排
液バッグ内に胸水2080mL貯留しているため、
バッグ交換。3日後、病床コントロールのため
転室。X-P上、肺の拡張あり。SOP2　97～98%
（O2・4L）労作時のみ呼吸苦あり。排泄時ウォ
シュレットの使用希望あり。室内トイレに設置
されていなかったため、転室後は病棟の中ほ
どにある車椅子トイレまで時折移動していた。
6日後、皮下気腫あり、マーキング施行。X-P
撮影し気胸が判明。主治医が右胸腔引き抜き
行うが、呼吸性移動なし。他の医師が胸腔ド
レーンバッグのドレーン未接続部の排液ポー
トのキャップが無く、ポートが開放していること
に気付く。新しいドレーンバッグに交換し、陰
圧－5cmH2Oでドレナージ再開。患者の呼吸
状態に大きな変化は無く、苦痛の訴えもな
かった。外れたキャップを捜索、情報収集する
と、5日後の午後、病棟廊下でその日の勤務
の看護師がキャップを発見し、処理について
他の看護師にも相談したが『不要』との見解で
破棄した。

・バッグ開封時、構造に不備がないか点検す
る習慣がない。
・ドレーン挿入時より、呼吸性移動の観察をし
ていない。
・ドレーンチェック表に不備があり、ダブル
チェックが効果的でない。
・キャップが外れていることが無いため、キャッ
プの有無は観察していなかった。
・転室、車いすトイレへの移動などベッド周辺
以外にも行動していた。

・ドレーン開封時の構造上の不備がな
いか、確認を徹底する。
・ドレーンチェック表を見直し、効果的な
ダブルチェックを行う。
・ドレーン観察項目の経過表の記録の
徹底。
・ドレーンバッグ作成・交換の全員の手
技確認。
・看護手順の「胸腔ドレナージ（持続吸
引）」を改訂。　→（本事例の当該部署
が担当）

ポートキャップがなくなったとのことであ
るが、原因等の詳細が不明であり検討
困難と考える。

74

障害なし 三孔先穴
カテーテル
（18フレン
チ）

富士シス
テムズ

大腸全摘術、人工肛門造設術を施行。術後に
骨盤内膿瘍を併発し、臀部より経皮的にド
レーンを挿入した。その後の経過は良好で、ド
レーンを短切していたところ、患者からドレー
ンが自然抜去したとの申し出があった。医療
スタッフは抜けたドレーンを確認せずに、軽快
退院とした。外来でフォローアップCTを撮影し
たところ、臀部にドレーンが迷入していること
が判明し、予定されていた人工肛門閉鎖術時
に抜去した。その後の経過は良好であった。

・患者からの申し出により、ドレーンが自然抜
去したとの思い込みがあった。

・ドレーンが自然抜去した場合にはド
レーンの確認を徹底する。
・ドレーンが確認できなかった場合には
X-P等にて遺残の有無を確認する。

ドレーンの迷入が確認されたとのことで
あるが、固定状況等の詳細が不明であ
り検討困難と考える｡
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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

75

障害なし Ｊ－ＶＡＣ
ブレイクシ
リコンドレ
イン　15Ｆｒ

ジョンソン
エンドジョ
ンソン

患者は膀胱癌で腹腔鏡下膀胱全摘術および
回腸導管造設術の手術を受けた。術後経過
は良好であったため、術後3日目に術中に留
置していたドレーンチューブを抜去したところ、
抜去孔から動脈性の出血が生じた。圧迫止血
を行ったがSBP60mmHgの血圧低下を来たし
たため、昇圧剤の投与と輸血を行った。その
後、緊急造影CTを行い、出血源を特定し放射
線科により、経動脈的塞栓術を実施し、止血
が得られた。

ドレーンチューブ挿入時に動脈をかすめるよう
に留置されていたため、抜去の際、血管壁が
破綻し、出血を生じたものと考える。

出血源となった下腹壁動脈の走行は多
種多様で個人差も大きく、今回使用した
鋭利な先端を有するチューブを直接腹
壁に貫通させるタイプのドレーン刺入時
に、完全にその損傷を予知することは
不可能と思われる。また、挿入時にすぐ
に出血が顕著化すれば、その時点で止
血操作などを講じることが可能である
が、本件のように、挿入時には出血を認
めず、ドレーン抜去時に出血が出現した
場合は、さらに事前の対応は困難であ
る。
したがって、改善策としては、（１）鋭利
な先端を有するチューブを直接腹壁に
貫通させるタイプのドレーンを使用しな
い。（２）腹腔鏡下手術の場合、術中に
要した手術用ポートから、ドレーンを挿
入する。などがあげられる。

ドレナージ抜去後に出血が確認された
とのことであるが、留置状況や原因等
の詳細が不明であり検討困難と考える｡
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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

76

障害残存
の可能性
なし

未確認 未確認 事故発生時の透析患者は5名。看護師2名、
ME1名で対応していた。当該患者は当院血液
浄化センターでの8回目の透析。チューブ類の
自己抜去リスクが高く、体幹抑制・左上肢抑制
実施。危険行動をすぐ発見できるよう最も目に
つきやすい場所で透析を実施した。穿刺はA
側を上腕、V側を前腕に穿刺し透析開始。血
流量200mL/分。左上肢を動かす際には、すぐ
本人の様子を見に行き刺入部を観察してい
た。看護師AとMEは個室の透析患者の返血を
対応中、看護師Bは血圧低下をきたした患者
の対応中であった。当該患者の静脈圧下限警
報あり、様子を見に行くと、左上肢から出血し
ているのを発見した。すぐに止血に入り、他の
スタッフに伝達し医師に報告。出血部位を確
認すると、V側穿刺針が抜けていた。状況より
失血量は200～300mLと推測された。患者の
意識あり。失血直後の血圧は透析前と変わら
ず160mmHg台だったが、10分後には
125/63mmHgと低下。V側の穿刺を上腕に再
留置。左上肢抑制が若干ゆるめで上肢を動
かすと体側に届く状態であったため、届かない
ように装着し直し透析再開。透析終了時、血
圧166/66mmHg、脈拍79回/分、意識状態は
透析前と変わらず。病棟に帰室する。

・脳梗塞のため右片麻痺、構音障害あり。
・せん妄あり。
・患者の理解力低下。
・透析のため穿刺は必要であった。
・患者の体動が激しく、上肢抑制が緩んだ。
・抑制具の装着が確実でなかった。
・他患者の対応の為、スタッフ3名とも当該患
者から目を離した。

・理解力の低下等で抜針リスクのある
患者では、穿刺をなるべく上腕で行う。
・上肢抑制を確実に行い、抑制部位が
患者の体側に届かないようにする。
・穿刺部位の固定方法を再検討する。

穿刺針を自己抜去したとのことであり、
モノの観点からは検討困難と考える｡
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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

77

障害残存
の可能性
がある（低
い）

不明 不明 １．交通事故による検査のため、全身造影CT
施行。
２．造影前生食フラッシュテスト施行し、患者
の皮下漏れやルートの漏れ、外れはなかっ
た。
３．刺入部の漏れ、腫脹が無い事を確認し、イ
ンジェクターの圧力グラフも普段と変らず、リ
ミッターによる異常負荷なく経過し、CT画像も
問題無く造影されていた。
４．検査終了後、床に直径約１０ｃｍの造影剤
＋生食がこぼれていた。CTの器械（操作盤付
近）と搬送に使ったストレッチャーにも噴射の
後が残っていた。ルート接続外れやルートの
破裂などは認めなかった。
５．患者は顔にシャワーの様に液体がとんで
きたと話していた。
６．同行した医師に報告。患者の顔の付着物
を清拭し、救命センターで経過観察した。
７．患者の顔面に１‐２ｃｍ大の紅斑が複数出
現、軽度の掻痒感と熱感あり、医師へ報告し、
皮膚科受診をした。
８．刺激性接触皮膚炎との診断でリンデロン
VG軟膏、キンダベート軟膏を処方された。

【医療者側要因】
・造影剤シリンジと生食シリンジの接続部分か
ら漏れた可能性もあるが、接続時はしっかり
確認はしている。
・生食フラッシュテスト時も異常は認めなかっ
た。漏れた後も水を通して確認したが、漏れは
なかった。
・接続時しっかりと締めたことで、負荷がかか
り接続部が破損した可能性も否定できない。
【環境要因】
・３．５秒の急速静注であったが、圧リミッター
は作動してはいない。
・造影剤シリンジと耐圧チューブ接続部に何ら
かの不良があった可能性も否定はできない。

・シリンジ、三方活栓、耐圧チューブの
接続部位をしっかり締めて確認する。
・放射線科技師にも原因の追究を依頼
する。
【カンファレンス・委員会での協議内容】
・本事案のルートの接続には、三方活
栓が使われていたが、放射線科で造影
ＣＴを実施する際は、三方活栓を使用せ
ず、直接耐圧チューブを接続することと
なっている。救命センターでも、放射線
科と同様の接続方法で行う必要があ
り、研修等で共有する。

液漏れが確認さ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｡

78

障害残存
の可能性
がある（高
い）

ネラトン
24Fr

不明 ストーマ閉鎖手術中に腹腔内膿瘍が判明し、
膿瘍の原因としては、ネラトンカテーテル（以
下、ネラトン）再留置の際に腸管損傷を起こし
た可能性が否定できなかった。

直腸癌に対し腹腔鏡補助下低位前方切除術
＋Ｄ3郭清 回腸ストーマを造設した。術後、回
腸ストーマの狭窄により腸閉塞となり、ストー
マにネラトンを挿入留置した。その後、腸閉塞
が改善してネラトンを抜去したが、再度腸閉塞
となったため術後25日目に再度ネラトンを挿
入し腸液の排出がみられた。ストーマトラブル
（狭窄）のため、ストーマ閉鎖時に肝転移に対
する肝切除を予定していたが、血液検査で炎
症所見が著明（白血球19700、CRP43.83）で
あったため、ストーマ閉鎖のみに変更した。術
中操作での腸管損傷（3ヶ所）はあったが、膿
瘍の原因としてストーマ近傍の腸管穿孔が疑
われ、腸管穿孔の原因としてネラトン再留置
の際に腸管損傷を起こした可能性は否定でき
ない。

腹腔内膿瘍の原因がネラトン留置によ
るものであるなら、ネラトンの材質を軟ら
かいものに変更する。

カテーテルによる腸穿孔の疑いとのこと
であるが、再挿入時の手技の詳細等が
不明であり検討困難と考える。
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製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足等）
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79

障害なし JVACド
レーン

ジョンソン・
エンド・ジョ
ンソン

術後２日目にドレーンを抜去した。その後、経
過良好であり退院して外来で定期的にフォ
ローされていた。約1年後に抜釘術施行したと
ころ、前回手術時に挿入して抜去したドレーン
チューブの破損した一部が遺残していることを
発見したため、術中に除去した。

抜去したドレーンチューブの先端確認が不十
分であり、破損して遺残していることを早急に
気付くことができなかった。また、抜去直後に
撮影したX-P写真では、骨とチューブの陰影
が被っており遺残していることに気付くのは難
しかったと考えられる。

安全管理対策委員会およびリスクマネ
ジャー会議で事例を共有するとともに、
医療安全ニュース（全職員に回覧）でド
レーン抜去時に先端を十分に確認する
こと、疑問が生じた場合は長さの確認お
よびX線で確認することを周知した。

ドレーンチューブの一部が遺残していた
とのことであるが、ドレーンチューブが破
損した原因が不明であり検討困難と考
える。

80

障害なし SBバッグ４
mm

秋田住友
ベーク

人工股関節置換術施行後2日目、予定通りド
レーン抜去しようとしたが抵抗あり抜去困難で
あった。その後も緩徐に力をかけたところ、途
中で切れ断端が残存、主治医に連絡し手術
室で脊椎麻酔下にてドレーン抜去術を施行し
た。

ドレーンに1針掛かっていた可能性が高い。 手術時にドレーンに糸がかからないよう
に十分に注意する。

ドレーンの抜去困難を認めたとのことで
あるが、固定状況等の詳細が不明であ
り検討困難と考える。
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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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81

障害なし 不明 不明 化学療法中のルートトラブル。本日より化学療
法開始。15時よりメイン：生食150mLを
60mL/h、側管よりラステッド32mgを0.8mL/hで
投与中。16時より他の看護師が部屋へ訪室す
ると、母より点滴がポタポタ垂れてるとの訴え
あり。ルートを確認したところ、本日三方活栓
をつけたし、テープを巻いていた部分が外れ
ているのを確認する。輸液を一時停止し、主
治医来棟中であったため報告し、どれくらいの
薬の量が出てしまったのかは不明だが、ラス
テッド投与継続するよう指示を得る。

三方活栓をフィルター前に付け足したときに接
続部をキツく閉めていなかったため外れてし
まった。
化学療法投与中であったが、１５分ごとなど適
時訪室していなかった。
三方活栓をつけたしたところにハイラテックス
のテープを巻いていたが、巻く必要性はな
かった。

・三方活栓を付け足したときは、接続部
がとれるようなことがないか、きつくし
まっているかを事前に確認する。
・また、看護師2人で接続部がとれること
がないか確認する。
・三方活栓を付け足した部位には、テー
プをまかない。

三方活性の接続が外れたとのことであ
るが、使用された三方活栓の製品名や
固定状況等の詳細が不明であり検討困
難と考える。

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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