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2　個別のテーマの検討状況

【２】医療機器の使用に関連した医療事故

平成１８年１０月１日から平成１８年１２月３１日の間に報告された医療機器に関連した医療事故

のうち、人工呼吸器に関連した事例と輸液ポンプ等（シリンジポンプを含む、以下省略）に関連した

事例について分析を行った。

（１）人工呼吸器に関連した医療事故の現状

人工呼吸器に関連した医療事故は４件であった。分類別に見ると、電源に関する事例が 1件、呼吸

器回路が外れた事例が２件、設定・操作部に関連した事例が１件であった。その概要を図表Ⅲ - ９に

示す。

（２）輸液ポンプ等に関連した医療事故の現状

輸液ポンプ等に関連した医療事故は４件であった。発生過程別に見ると、観察管理に関する事例が

3件であった。その概要を図表Ⅲ - １０に示す。

（３）医療機器の使用に関連したヒヤリ・ハット

第２０回ヒヤリ・ハット収集事業において報告された重要的事例の中から人工呼吸器に関連する事

例および輸液ポンプ等に関連した事例について分析を行った。

①　人工呼吸器に関連したヒヤリ・ハット事例

 　人工呼吸器に関連したヒヤリ・ハット事例を分類別に整理した（図表Ⅲ - １１）。また、報告さ

れた事例の中から１６件の事例概要を図表Ⅲ - １２に示す。

②　輸液ポンプ等に関連したヒヤリ・ハット事例

 　輸液ポンプ等に関連したヒヤリ・ハット事例の発生状況を整理した。事故の発生過程を「指示」、

「電源」、「回路」、「設定・操作」、「観察管理」、「その他」として縦軸にとり、「輸液ポンプ」、「シリ

ンジポンプ」の機器の種別を横軸に整理した（図表Ⅲ - １３）。

また、報告された事例の中から１５件の事例概要を図表Ⅲ - １４に示す。
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図表Ⅲ - ９　人工呼吸器に関連した医療事故事例の概要
No. 分類 発生場所 事故の程度 事例概要

1 電源 病室 死亡

進行性筋ジストロフィー症のため２４時間ＢｉＰＡＰ
（バイレベル従圧式陽圧人工呼吸器）使用中の患者が、
ＢｉＰＡＰは装着されていたが、その電源がオフとなっ
ており、心肺停止状態で発見された。電源がオフになっ
た原因は明らかではない。

2 回路 病室 死亡

ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）のためＢｉＰＡＰ（バイ
レベル従圧式陽圧人工呼吸器）を装着していた。アラー
ムの鳴る回数が多いため患者の希望によりアラーム音を
切っていた。深夜，患者に異常がないことを確認した３
時間後に回路とマスクが外れているのが発見された。

3 回路 放射線撮影室
障害残存
（高い）

下肢の虚血症状が進行するため、緊急手術終了後、人工
呼吸器管理のままＩＣＵに帰室した。帰室後、患者の状
態から、カテーテル治療の可能性を考慮し、血管造影室
へ移動した。この際、移動用の人工呼吸器を血管造影室
の酸素配管に直接つなぎ使用した。カテーテル治療終了
後、患者の顔面が蒼白であり、脈拍の触知が微弱である
ことを発見し、その原因を検索したところ人工呼吸器の
回路の接続が外れていることに気付いた。

4 設定・操作部 病室 不明

患児の小児用人工呼吸器（ベアーカブ）（ＰＩＰ（最大
吸気圧）１６、ＰＥＥＰ（呼気終末陽圧）６、Ｒａｔｅ（換
気回数）２０、低圧アラーム１０）で設定したが、ＰＩ
Ｐが１２前後にしか上がっていなかった。その後、３０
分から１時間おきにＰＩＰが１０程度に下がることを繰
り返した。４時間後には、ほとんど加圧できない状態と
なった。代替の人工呼吸器が到着するまで、用手的換気
を施行し呼吸管理を行った。
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図表Ⅲ - １０　輸液ポンプ等に関連した医療事故事例の概要
No. 事故の発生過程 事故の程度 事故の経緯
【輸液ポンプ】

1 観察管理 その他
障害残存
（高い）

中止となったディプリバン（全身麻酔剤）を輸液ポンプか

ら外す際に、クランプをして輸液の経路を遮断していな

かったため、残っていたディプリバン溶液が全て投与され

た。

2 観察管理 刺入部
障害残存
（低い）

担当看護師は、患者の点滴挿入部に問題がないことを確認

した。その２時間後、患児に発熱３８．３度を認めたため

看護師は観察を行ったが点滴挿入部の確認はしなかった。

発熱を確認した約２時間後、看護師は点滴が挿入されてい

る左足に点滴の漏出のためと考えられる腫脹を認めた。

3 観察管理 刺入部 不明

手術を終了し麻酔覚醒後に、点滴を手動調整から輸液ポン

プに変更し、３０ml/h に設定し開始した。約１０時間後、

手の腫脹に気付いた。点滴漏れが発覚する約１０時間の間、

患児に注入された点滴量は最低でも３７５ml である。日

勤看護師及び準夜看護師が点滴刺入部や指先等を観察した

のは計４回であった。

【シリンジポンプ】

4 その他
障害残存
（低い）

急性腎不全に対してＣＨＤＦ（持続的血液透析濾過透析）

施行する際、抗凝固薬としてフサンをシリンジポンプにて

投与する予定であったが、接続を確認しないまま透析開始

としたため、約１５０mgのフサンが短時間に投与されて

しまった。

図表Ⅲ - １１　人工呼吸器に関するヒヤリ・ハット事例の発生分類
分　類 件　数

電源 3

酸素供給 2

回路 14

加温加湿器 5

設定・操作 4

呼吸器本体 3

合　計 31
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図表Ⅲ - １２　ヒヤリ・ハット事例　記述情報（人工呼吸器）
No. 具体的内容 背景・要因 改善策
【電源　２件】　類似事例　１件

1

救急病棟から一般病棟にニュー
ポート（人工呼吸器）を装着した患
者の転室があった。主治医と看護師
で迎えに行った。転入時ニューポー
トの電源は差し込んだつもりでい
た。約８時間後にバッテリー切れの
アラームが鳴り、機械の主電源が
入っていないことに気付いた。看護
師は、加湿器の電源を入れた時、主
電源も差し込んだと勘違いしてい
た。

人工呼吸器の電源は、機械からコン
セント、コンセントから機械側へと
ダブルチェックするようになって
いたが、当該事例では行っていな
かった。主治医も看護師も責任を
持って確認していない。ニューポー
トは院内に２台しか保有しておら
ず、当該病棟での使用頻度は少な
く、医療スタッフは、使用方法を熟
知していなかった。

・ 人工呼吸器の電源、酸素コンプ
レッサーの接続、回路の状態、接
続はずれの有無など機械全体を見
て指差し声だし確認をする。
・ 複数人でのチェックを行うことを
徹底する。
・ 人工呼吸器装着患者の管理の経験
の少い部署は、事前に勉強会等を
持ち、看護師をトレーニングする
（重症集中ケア認定看護師を活用
する）。
・ 臨床工学技士が病室を巡回し、機
器の作動状況を点検する等の体制
を検討する。
・ 人工呼吸器使用中のチェックリス
トを作成し、一項目ずつチェック
し確認する。
・ チェックリストの作成を検討中で
ある。

2

患者の希望によりＢｉＰＡＰ（バイ
レベル従圧式陽圧人工呼吸器）を装
着した。装着直後、患者の顔が苦痛
表情へ変わったため、マスクからの
空気の出方がおかしいと感じ、調べ
ると、ＢｉＰＡＰの電源が入ってい
ないことに気付いた。

装着直後に患者の顔が苦痛表情へ
変わったため、すぐに文字盤にて対
応しようと気持ちが焦り、その時点
で電源のことを忘れてしまってい
た。普段からマスク装着後に電源を
入れていた。

・ 装着時にチェックリストに沿って
設定を確認し、電源も入れる。
・ 電源を入れてから、マスクを装着
するようにする。
・ マスクを装着した後に、部屋を離
れる際は、必ず最終的に呼吸器を
再確認する。
・ 手順整備と事例分析を実施する予
定である。
・ 注意喚起の貼り紙を行なった。

【酸素供給　１件】　類似事例　１件

3

人工呼吸器とアンビューバックを
併用して呼吸管理していた。入浴
１時間後にＳｐＯ２（動脈血酸素飽
和度）が８８％に低下した。アン
ビュー加圧・喀痰吸引後もＳｐＯ２

が９５％前後とあまり改善が見ら
れなかった。日勤終了までの２時
間、アンビュー加圧にて様子観察を
続けていた。その後、準夜勤務者の
指摘により、酸素チューブの付け間
違いにより人工呼吸器からの酸素
が送られていない事に気付いた。

機器一連の点検が不十分であった。
人工呼吸器はパイピングから、アン
ビュー加圧は酸素ボンベから酸素
を引いていたが、今回人工呼吸器を
酸素ボンベに繋いでいた。酸素ボ
ンベからの供給をオフにしていた
為、人工呼吸器から酸素が供給され
ていなかった。人工呼吸器とアン
ビューには同じ酸素チューブを使
用しており、どちらの酸素チューブ
か分かりづらい状態であった。

・ 人工呼吸器とアンビューに同じ酸
素チューブを使用しているため、
色付きのテープ貼るなどして、人
工呼吸器用チューブとアンビュー
用チューブとの見分けがつくよう
にする。
・ また、酸素ボンベの使用を中止し、
Ｙ字のアウトレットを使用し、人
工呼吸器・アンビュー共にパイピ
ングから引くこととした。

【回路　６件】　類似事例　８件

4

喀痰吸引終了後人工呼吸器を装着
アラームがなった。接続部・酸素飽
和度等を確認し再装着したが、気道
内圧が上昇せず、低圧アラームが
なった。回路を確認すると呼気弁が
床に脱落していた。

原因は不明。回路は業者に点検依
頼。厚生労働省にも報告した。

・ 別の種類の回路に変更した。
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No. 具体的内容 背景・要因 改善策

5

フィルターをつけたままベネット
８４０（人工呼吸器）を装着した。
主治医も看護師もフィルターが付
いたままの状態に気が付かず、約
１５時間後の担当の看護師が気付
いてはずした。換気量、血ガスデー
タ等に変化は無かった。加湿機能の
ある人工呼吸器にフィルターを装
着したままにしていると、窒息の危
険がある。

受持ち看護師の知識不足。ＣＣＵは
サーボｉを保有しており、ベネット
８４０は使用頻度が少ない他のス
タッフが人工呼吸器を装着してく
れたのを、それで合っていると思い
込んでいた。人工呼吸器装着後の複
数人によるチェックをしていない。

・ 看護師のトレーニング（勉強会を
開催した）。
・ ダブルチェックの徹底人工呼吸器
が複数種類病院内に存在すること
に関連した事故発生のリスクにつ
いて検討する予定。
・ 看護部内で事例を紹介し、情報共
有を行なった。

6

人工呼吸器装着中の患者に対し、吸
引等の処置を行う。申し送り開始
後、１０分するとアラームが鳴り、
訪室したところ、回路が外れてい
た。気管チューブと機械の接続部が
はずれていた。酸素飽和度や患者の
状態に変化は無かった。

最後に病室を退室する前に人工呼
吸器の回路の接続点検をしていな
かった。深夜から日勤への申し送り
の前であり、焦っていた。

・ 医療安全推進マニュアルには人工
呼吸器に関する事故防止対策を明
示している。
・ 訪室時、退室時、吸引前後、加湿
器交換時、体位変換清拭等の処置
の後などは、必ず、呼吸器の回路
を触って接続を点検するよう、注
意を喚起した。
・ デジタル表示できるものは、退室
前に再度データを確認する。
・ 看護師長会でリスクマネジャーか
ら情報を伝え、スタッフへの周知
を依頼した。

7

在宅医療にて使用する人工呼吸器
の呼吸回路を、２タイプある中で違
う呼吸回路を渡してしまったこと
に気付かずに、ご家族より指摘され
た。

同じ名称の呼吸回路であった為、
間違いないと思い込み準備してし
まった。

・ 準備等における段階でも必ず当事
者以外に確認をしてもらうように
する。
・ 持参する消耗品等の確認チェック
リストを作成する。

8

携帯用人工呼吸器付き車いすを使
用し、父親と病院内を散歩中、患者
が背伸びした際、患者の手が気道内
圧チューブにあたり、チューブが外
れた。父親がアンビュバックで加圧
しながら病棟へ帰り、すぐに人工呼
吸器につなぎ変えた。患者は、自発
呼吸があり、人工呼吸器の酸素濃度
が２１％であったため、異常はな
かった。

携帯用人工呼吸器を使用している
患者を家族だけで散歩させた。携帯
用人工呼吸器の回路が接続外れを
防止する機能がなかった。

・ 人工呼吸器を使用して、家族だけ
で散歩可能な患者の選択基準を明
確にする。
・ 携帯用人工呼吸器使用前の接続部
の点検を徹底する。
・ 人工呼吸器回路の外れ防止機構の
提案する。

9

ウォータートラップ（水受け）の
水を捨て、ＰＧ（気道内圧）２０・
ＳｐＯ２（動脈血酸素飽和度）値
９８ー９９％と異常ないことを確
認。約３０分後、パルスオキシメー
ターのアラームが鳴り訪室すると、
ＳｐＯ２９３％・ＰＧ１３まで低下し
ていたためアンビューにて補助呼吸
を行った。呼吸苦なし。蛇管等に異
常なく、ウォータートラップを接続
し直すとＳｐＯ２値は上昇した。

ウォータートラップを閉めた際、
しっかり閉まったことを確認せずに
離れてしまった。閉めた後、わずか
な緩みだったのか、すぐにＳｐＯ２

値・ＰＧが下がらず、徐々に低下し
たため３０分後の発見となった。

・ ウォータートラップを外した際
は、ウォータートラップがしっか
り閉まったことを目と手で確認し
てから側を離れる。
・ ウォータートラップを閉めた後は
ＳｐＯ２値・ＰＧに注意してラウ
ンドを行う。
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No. 具体的内容 背景・要因 改善策
【加温加湿器　３件】　類似事例２件

10
人工呼吸器の加湿器に接続する蒸
留水５００ml を注射薬ソリタック
スＨ５００ml を接続してしまった。

思い込みがあり、又ボトルが似てい
た為、ダブルチェックもせずに行
なった。

蒸留水は必ず定位置にあるように
する。又、ダブルチェックを怠らな
いようにする。

11

ＮＩＣＵの看護師は、患児に人工呼
吸器（ハミングＶ）を装着すること
となった。急いで回路を組み立て
たが、テストバックが加圧しなかっ
たため、確認したところリザーバー
バックの破損があった。リザーバー
バックの交換後、患児に接続した
ところ加湿器のアラームが鳴った。
リザーバーバックを接続する位置
と加湿回路を接続する位置が逆に
なっていた。

業務手順・ルール、チェックの仕組
みに問題があった。人工呼吸器は使
用前後のマニュアルに沿った点検
を行なっていなかった。緊急時に備
えて、常に使用出来る状態にしてお
かなかった。所属所有の人工呼吸器
であるためＭＥ（臨床工学技士）に
よる保守・管理が行われていなかっ
た。施行前点検をダブルテェックで
行わなかった。

・ 人工呼吸器は使用前後にマニュア
ルに沿った点検を行う。
・ 緊急時に備えて、常に使用出来る
状態にしておく。
・ ＭＥによる保守・管理を行う。
・ ダブルテェックで施行前の確認を
行う。

12
呼吸器の加湿器の電源を入れ忘れ
た。

検査に出て帰室した際に、ルート類
が多く整理に焦ってしまった。確認
したつもりになってしまっていた。

・ 確認作業の徹底。
・ チェック用紙を一連の操作後記入
するようにする。

【設定・操作　２件】　類似事例　２件

13

患者を入浴させる時一時的に人工
呼吸器を外した。その際呼吸器の電
源を入れた状態にしてテストバッ
グをつけているが、高・低圧アラー
ムが両方なり出したため、呼吸回数
を増やせばアラームがならないと
思い３回から１０回に増やした。入
浴を済ませた患者に装着するとき、
呼吸回数を元の３回に戻すことを
忘れて１０回のまま装着し、装着後
のチェックで気がつかなかった。

・ 重心病棟に於ける入浴介助業務の
忙しさがあった。呼吸器の設定保
持の為、一時的に外すときも電源
は切らないようにしている。
・ 看護師間の連携・報告の不備が
あった。自発呼吸があるため、少
ない呼吸回数で設定されていた。
確認のダブルチェックができてい
なかった。

・ 人工呼吸器装着患者は、個別の時
間をとって、落ち着いた時間の中
で入浴介助を行う。
・ 呼吸器再装着時、必ず呼吸器の条
件設定をダブルチェックで確認す
る。
・ 外している最中に設定は変えな
い。

14

サーボ装着中の患者のバックアッ
プ換気アラームが鳴り、受持ち看護
師が訪室した。本来はサポートモー
ドのボタンを押すべきところ、モー
ド変更ボタンを押してしまった。同
僚がすぐに駆けつけ、医師の指示の
下、設定を変更した。

当事者はこの日初めて当患者を受
け持った当事者は、呼吸器内科病棟
勤務の経験があり、人工呼吸器使用
の経験は十分あったが、サーボ使用
の経験は浅かった。ＣＣＵ勤務の前
にオリエンテーションは行なって
いる。途中勤務交代者であった。

・ 当事者には、分からないまま、自
信の無いままに機械を操作しない
よう注意した。
・ 途中勤務交代者に対する教育を見
直す機会とし、教育体制を再考す
る。
・ 当事者には、再度人工呼吸器の学
習を促し、理解状況をリーダーお
よび係長に確認してもらう。
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2　個別のテーマの検討状況

No. 具体的内容 背景・要因 改善策
【呼吸器本体　２件】　類似事例　１件

15

ベッドアップ時、人工呼吸器アラー
ム（HIGH PRESS）が鳴った。気管
カニューレ、及び吸気ルートの接続
は問題なくＳｐＯ２（動脈血酸素飽
和度）低下もなかった。再度、ルー
ト確認すると排気口がベッドに密
着していた為、外すと呼吸器が正常
に戻った。この間１５秒程でその
後のＳｐＯ２低下もなく、気道内圧
３０mmHgであった。

ベッドアップや体位交換時気管切
開カニュ－レ周辺にトラブルが生
じないかに意識が集中していたた
め排気口閉塞への危険予測ができ
ていなかった。

・ １時間の体位交換度に、身体・器
械・ルート等を観察する際には、
特に呼吸器は指差し呼称確認をす
るなど意識的に行う。
・ 器械やルートの構造を理解し、危
険予測できるように知識と技術を
習得する。

16

呼吸器のダブルチェックにより、気
道内圧の低下に気付き、ＭＥ機器管
理室へ点検依頼した。臨床工学士来
棟までに呼吸器の異常音が聞かれ、
アラームが鳴ったため、呼吸器をは
ずし、酸素３Ｌで開始する。点検の
結果、吸気バルブの損傷（磨耗）が
あり呼吸器を取り替えた。

定期的なオーバーホールや臨床工
学技士による点検が行われており
安心していたが、老朽化による破損
もある。前日、呼吸器から変な音が
していたが、機械が正常に作動して
おり、アラームも鳴らなかったので
様子をみたが、その時点で報告点検
してもらう必要があった。

・ 少しの異常でも報告するようでき
るだけ昼間のうちに問題解決して
おくよう指導する。

図表Ⅲ - １３　輸液ポンプ等に関連したヒヤリ・ハット事例の発生状況
輸液ポンプ シリンジポンプ 不　明 合　計

指　示 0 0 2 2

電　源
充　電 0 0 0 0

電源忘れ 1 0 1 2

その他 1 1 0 2

回　路
シリンジ 0 0 0 0

ルート 4 0 0 4

設定・操作
固　定 0 2 0 2

流量設定 9 6 1 16

その他 5 3 0 8

観察管理
刺入部 0 0 0 0

その他 2 0 0 2

その他 3 3 1 7

合　計 25 15 5 45
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図表Ⅲ - １４　ヒヤリ・ハット事例　記述情報　（輸液ポンプ等）
No. 具体的内容 背景・要因 改善策
【指示　１件】　類似事例　１件

1

患者にカタボン・ドプポン（急性循
環不全改善剤）６ml/h で指示がで
ていた。医師に流量を聞かれて答
えると、「じゃあ１５へ上げましょ
う。」と言われたため「カタボンと
ドプポン両方、６を１５ですね。」
と確認し、流量を１５ml/h とした。
その後、夜勤帯で医師より「今、
１５γでいっているんですよね。」
と確認された時に、１５γ＝１８
ml/h で点滴しなくてはいけなかっ
たことに気付き、医師が指示を出さ
れていた量の薬液が患者に点滴さ
れていなかった事に気付いた。

口頭指示を受けるときの確認が不
十分であった事、また知識不足で
あったことが要因である。口頭指示
を受けるとき、カタボンの流量は
１５ml なのか、１５γなのかの確
認が必要であった。

・ 指示を出す方も、指示を受ける方
も確認する。

【電源　２件】　類似事例　２件

2

ＣＶ（中心静脈栄養）挿入中の患者
の点滴が予定より早く終了したの
で輸液ポンプの電源を切り、次の点
滴をつなげる予定であったが忘れ
てしまった。１時間半経って他の看
護師に指摘された。

滴下数のあわせ方が間違っていた。
検温や採血に追われ忘れてしまっ
た。

・ こまめに滴下数の確認を行う。
・ 一つ一つの仕事を終了したことを
確認しながら行う

3

２１時、次の受持ち看護師とのダブ
ルチェックの際、輸液ポンプの電源
がオフになっていることを発見し
た。バッテリーはつながっており、
なぜ電源が落ちていたのかは不明
であった。２０時過ぎに確認した時
点では作動していたが、その後２１
時まで確認しておらず、約１時間点
滴投与が行われていなかったこと
になる。

機械の誤作動。 ・ ２０時過ぎ以降にも訪室していた
が輸液ポンプまで見ていなかった
為、発見が遅れてしまった。
・ 点滴は訪室毎チェックしていくよ
うにする。

【回路　２件】　類似事例　２件

4

点滴の２本目の５ＦＵ（抗悪性腫瘍
代謝拮抗剤）＋生食５００に交換し
た。その３時間後、積算量は９０
ml 位であるのに、残量は５００ml
位で減っていた。準夜ナースが残量
が多いことに気付きポンプにルー
トが正しくセットされていない事
を発見した。

セット時には滴下を確認していた
が、その後の確認ではルートの確認
をしていなかった。

・ 化学療法には新しい機器を使用す
る。ラウンド時には、残量と滴下
の確認だけでなく、ポンプにルー
トがセットされているかを確認す
るようにする。

5

輸液ポンプに抗がん剤をつなぐ時
に輸液ポンプ用とは異なるルート
をつないで薬液で満たしてしまっ
た。

実施時間が遅れていて気持ちに焦
りがあった。十分な確認を怠ってし
まった。

・ 一つ一つの確認。
・ 時間に追われないようなスケ
ジュールを自分なりに計画する。
・ 実施が無理と思われる時は、他の
スタッフにお願いし、自分がやる
べきことに集中できる環境を自分
で作る。
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2　個別のテーマの検討状況

No. 具体的内容 背景・要因 改善策
【設定・操作　７件】　類似事例　１９件

6

透析回路の途中からアトムシリン
ジポンプを使い、看護師がエホチー
ル２Ａ＋生食４０ml を入れた５０
cc 注射器をセットした。透析を開
始し同時にシリンジポンプを開始
した。５分後にシリンジ内に血液が
逆流していることに気付き、確認し
たところシリンジポンプの固定溝
に注射器が完全にセットされてい
なかった。薬液を取り替え実施し
た。

シリンジポンプ使用時の確認を２
人でチェックシートにより行うと
されているが、今回はチェックシー
トを用いずに行っていた。準備する
者と実施する者が違うため、始動時
のセッティングの確認をしなかっ
た。思い込みがあった。

・ チェックシートに沿ってきちんと
準備されているかを確認する。
・ スタッフが同じ行動を取れるよう
に教育していく。

7

輪液ポンプを再セットした時に、５
ＦＵ（抗悪性腫瘍代謝拮抗剤）の輸
液量を２１ml/h のところを１２１
ml/h で投与してしまったため、予
定時間より４時間早く点滴が終了
してしまった。

輪液ポンプの確認不足だった。 ・ 点滴をしている患者は２時間毎の
ラウンドを徹底する。
・ 輪液ポンプの流量設定時は他看護
師とダブルチェックを行う。

8

主治医の指示で５％ブドウ糖
５００ml ＋アトニン１Ａを１２ml/
h で開始するよう口頭で指示があっ
た。輸液ポンプ（ＩＶ－ＳＥＴ）で
開始したが滴下を６０に設定して
あることに気付かず、１２ml/h に
設定後、輸液開始した。３０分後に
主治医により２４ml/h に増量され
た。その後、滴下の早いことに気付
き輸液ポンプの設定が間違えてい
ることが発覚した。結果的に患者に
は、指示量の４倍量の薬液）が投与
された。

ＭＥ機器使用の知識不足であった。
当事者は輸液セットの種類により、
Ｉ－ＶＡＣ背面のダイヤルの設定
変更することを知らなかった。周り
のスタッフは、当事者が助産師は２
年目であるが、看護師経験もあるた
め、Ｉ－ＶＡＣの操作方法は理解し
ていると思いこんでいた。事故発見
後、医師に確認せずに薬液を本来の
指示量に戻した。

・ ポケットマニュアルやＭＥセミ
ナーで啓発していたが、活用され
ていなかった。
・ 再度個人指導とともに師長会で伝
達した。
・ ＭＥ機器の開始、変更時の確認動
作の周知徹底を実施する。

9

輸液ポンプにつなぎ流量・予定量の
設定を行なった。指示の流量７０
ml/h を７０．９ml/h で予定量を設
定してしまい、１０分後のダブル
チェックで間違っている事に気付
いた。

申し送りの時間が来て焦ってしま
い、小数点までの確認が不十分に
なっていた。

・ 流量・予定量を１つ１つ声出し・
指出し確認で行ない、使用してい
る輸液ポンプが小数点まで設定で
きる物かまで確認する。
・ 交代する際には、交代する相手に
も自分がどこまで行なったか、適
切な指示量で適切に開始されてい
るか確かめる。

10
輸液ポンプを使う際、流量と予定量
を反対に設定していたため、輸液速
度が速くなってしまった

輸液ポンプの設定が間違ってい
た。無意識に設定した後確認をしな
かった。

・ メンバーが実施した後、リーダー
が確認を行うなど、ダブルチェッ
クを行う。
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No. 具体的内容 背景・要因 改善策

11

ＩＶＨ留置中の患者にテルモの輸
液ポンプを使用していた。深夜と日
勤看護師のダブルチェックの際、輸
液ルートは１ml あたり１５滴のも
のを使用していたが、機械の設定が
１９滴の設定になっていたことが
わかった。いつからその設定になっ
ていたかはわからない。準夜勤務者
とのダブルチェックの際は機会で
は流量と積算のみ確認し、１５滴の
設定になっているところまで確認
していなかった。

１５滴の設定になっているものと
思い込んでしまい、確認を怠ってし
まった。

・ ダブルチェックの際の機械の設定
の確認を怠らない。

12

更衣の際に輸液ルートのクレンメ
を閉じ、輸液ポンプからラインを外
し、再び輸液ポンプにセットする際
にクレンメを解除するのを忘れて
いた。患者はそのままシャワーに入
り、シャワー浴中閉塞アラームが
なったが、自己にて停止ボタンを押
していたようであり、シャワー後に
更衣介助を行った先輩スタッフが
気がつき、指摘されて気付いた。

インシデント発生日、自分は２回目
のチームメンバーであった。さらに
２件のオペ出しがあり、気持ちが
焦っていた。インシデント発生時は
手術室からの１件目の手術患者の
迎えと、２件目の前投薬投与の指示
の電話連絡を待っていたため気持
ちが焦り、いつも行っていた輸液ポ
ンプ操作後の設定、滴下の確認をし
ていなかった。そのためインシデ
ントを起こしたことに気がつかな
かった。

・ 更衣介助、点滴更新など輸液ポン
プをさわる際には必ず最後に医師
の指示量の設定になっているか、
クレンメの解除忘れはないか必ず
声をだし、指さし確認する。
・ 輸液ポンプを操作した場合には滴
下しているかを確認してから患者
の側を離れるようにする。

【観察・管理　１件】　類似事例　１件

13

輸液ポンプでドブトレックス（急性
循環不全改善剤）、シグマート（狭
心症治療剤）が投与されていた。ド
ブトレックスのシリンジ交換時三
方活栓を止め、輸液ポンプはダブル
チェックをした。約２時間後ポンプ
が閉塞したためアラームが鳴り、三
方活栓再開通忘れによる閉塞が発
見された。血圧変動なく経過観察と
なった。

他にも輸液ポンプを使用しており
「三方活栓は開いた」と思い込んで
いた。ダブルチェックをした際も
「つもり」で見逃した。三方活栓に
触れた記憶はあるが正しく扱えて
いなかった。心不全の患者にとって
強心薬が投与されない時間がある
ことで状態悪化につながる危機感
はあった。

・ 「つもり」は気付きにくいため、
確実に投薬できるよう、今後は全
てつないだ後、再度指差し、声だ
し確認する。
・ ダブルチェックは流量だけでな
く、その薬剤が「確実に投与され
ているか」投与方法まで確認する。

【その他　２件】　類似事例　５件

14

フェンタネストを持続注入ポンプ
を使い０．１ml/h で皮下持続注入し
ていた。３時のチェック時には積算
量の増量あり残量も減っていた。し
かし、６時の確認時では積算量の増
量はあったが薬液は３時から減っ
ていなかった。医師に報告し持続注
器の故障と思い機械を変え再開し
た。８時にも全量の変化なく医師に
より持注用の針を再穿刺した。

持続注入器の保守点検は業者にま
かせっきりであり十分把握してい
なかった。また、残量のカウントが
減っていないため故障と思い込ん
でいた。

・ この事象後、２台ある機械の点検
を業者に依頼した。
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2　個別のテーマの検討状況

No. 具体的内容 背景・要因 改善策

15

末梢ラインよりシリンジポンプ
で「フェンタネスト１０アンプル
（２０ml）＋生理食塩水３０ml」を
２ml/h で投与していた。１８時前
に閉塞のアラームが数回鳴ったた
め、ＣＶライン（フィジオ１４０：
２０ml/h の側管）へ変更して輸液
を再開した。シリンジはポンプから
外していない。１８時時点の観察で
残量が３３ml になっており、１６
時時点の１８ml から増えているこ
とに気付いた。主治医に報告し、輸
液を中止した。

医療用具（機器）・医療材料の保守・
管理の問題。

・ シリンジポンプの点検をＭＥ室に
依頼した。


