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2　個別のテーマの検討状況

【４】検査に関連した医療事故

平成１９年１月１日から平成１９年３月３１日の間に報告された臨床検査に関連する事例は２件で

あった。

（１）臨床検査に関連した事故の状況

分析対象とした医療事故事例の概要を発生段階別に見ると、２名の患者の採取スピッツを取り違え

た事例が１件、採血実施後、痺れが残った事例が１件であった。その概要を図表Ⅲ - ２０に示す。

（２）臨床検査に関連したヒヤリ・ハット事例の現状

第２１回、２２回ヒヤリ・ハット事例収集において、記述テーマにあげられた「検査室等で主に臨

床検査技師が発見した検査手技の間違いや検体取り違えなどの事例」及び警鐘的事例の中から、臨床

検査に関連した事例について分析を行った。

ヒヤリ・ハット事例の発生状況の整理については、臨床検査を行う際の業務に流れを「指示」、「伝票・

ラベル発行」、「準備」、「検体採取・検査実施」、「検体分析・標本作成等」、「判定・結果報告」の６段

階に分類して、事故の内容とあわせて発生状況を整理した（図表Ⅲ - ２１）。報告された事例の中から

４０件の事例概要を図表Ⅲ - ２２に示す。
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図表Ⅲ - ２０　臨床検査に関連した医療事故事例の概要
No. 検査の種類 発生段階 事故の程度 事例概要

1 検体検査 準備
障害残存
（低い）

血液型交差試験を実施した結果、O型の判定であり、前
回までの血液型（B型）と異なることが判明した。今回
の検査では、看護師が採血前日のスピッツと伝票を照合
し、患者別にスピッツを輪ゴムで止め、一人ずつカップ
に入れた。「交叉血依頼用紙」はスピッツにまかれており、
名前を確認後、名前が見えない状態で別の患者のスピッ
ツが入ったカップに入れてしまい、医師は採血する時に、
患者名の確認をせずに採血した。再検査の結果患者の血
液型は B型であった。

2 検体検査
検体採取・
検査実施

障害残存
（低い）

左上腕動脈穿刺時、左正中神経に触れてしまいその後左
手第１、２指のしびれが残ってしまった。

図表Ⅲ - ２１　臨床検査に関連したヒヤリ・ハット事例の発生状況

 
取り違え

手技・
手順

機器・用具 結　果
その他 合　計

検　体 患　者
検査
項目

部　位 その他
操作
間違い

不具合
入力
間違い

判定
間違い

指　示 0 4 2 1 0 2 0 0 0 0 12 21

伝票・ラベル
発行

2 8 4 0 11 1 0 1 1 0 17 45

準　備 14 5 5 1 17 26 0 0 0 0 71 139

検体採取・検査
実施

7 29 10 2 14 14 0 1 0 0 31 108

検体分析・標本
作製時

17 4 3 1 1 82 3 11 3 12 31 168

判定・結果報告 0 1 0 0 1 0 0 1 45 23 23 94

合　計 40 51 24 5 44 125 3 14 49 35 185 575
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図表Ⅲ - ２２　ヒヤリ・ハット事例　記述情報（臨床検査）
No. 具体的内容 背景・要因 改善策
【検体取り違え　５件】　他類似事例　３５件

1

手術室から届いた、組織の検体をホ
ルマリンにつけて固定する作業の
ため切り出しの準備を行った。同じ
名前の検体があり、一方は「小腸」
で、一方は「肺」であった。両方と
も「Ａ氏」の名前が貼られていた。
伝票で確認した所、Ａ氏の検体は
「肺」であった為、ラベルは正しかっ
た。「小腸」の検体は「Ｂ氏」の物
と判明した。固定処理に立ち会った
技師に確認し、もう１度伝票と検体
を合わせた上で名前のラベルを訂
正した。

手術室から届いた、生の検体をホル
マリンにつけて固定する作業の際
の確認不足。

・ 固定処理をし、名前を付ける時も
う１度、伝票も確認してから貼り
付ける。

2

受付番号１０１番の検査の報告書
を患者へ渡したら、「私は尿がなか
なかでないので、まだ出していない
のに、どうして尿の報告がでるので
すか」と言われた。そこで、調べる
と受付番号１３１番の尿を、１０１
番の尿スピッツへいれて間違えて
測定していたことが判った。

検体を番号だけで確認しがちであ
る。

・ 必ず検体番号だけでなく、氏名も
確認する。

3

泌尿器の手術が２件続けてあった。
１例目の手術の準備のとき、１例目
の患者の標本ラベル（患者名・日付
など）を事前に記載していた。しか
し、１例目の手術では標本は採取
されず、ラベルだけ残った。２例目
の手術の際、膀胱腫瘍の標本を標本
ビンに入れ、ラベルをつけるとき、
残っていたラベルが２例目の患者
の名前だと思い込んでしまい、標本
ビンにそのまま１例目の患者名の
ラベルを貼ってしまった。また申し
送り時、外回り看護師も標本ビンが
２例目の患者のものと思い、名前を
確認しないまま病理科の職員に渡
した。

１例目に使用しなかったラベルを
すぐに破棄しなかった。標本採取時
や申し送り時に患者名と標本を読
み上げて確認するのを怠った。

・ 術前面談用紙は手術が終了したら
速やかに片付ける。
・ 使用しなかったラベルは破棄す
る。
・ 標本を採取し、ビンに入れる時は、
名前を確認してから入れる。
・ 標本ビンは病棟看護師に渡す際、
名前を声に出して確認し、確実に
渡す。

4

依頼検体はＲＮＡ抽出用保存処理
を行った後、遺伝子検査受付番号を
つけたチューブに移し液体窒素に
て保存する。この際、異なった検体
（検査依頼検体と検討用検体）に同
じ受付番号をつけたため、どれが誰
の検体かがわからなくなった。

遺伝子番号をつけた後の最終確認
を怠った。

・ 処理後の検体をいれる遺伝子検査
受付番号をつけた別チューブに
は、番号と氏名を記入する。
・ 液体窒素への投函前に依頼箋、検
体、チューブの３つを必ず確認を
する。
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No. 具体的内容 背景・要因 改善策

5

連続して検査した二人の患者につ
いての内視鏡生検結果を見た医師
より「肉眼所見と合わないので検体
の取り違えではないか」と指摘され
た。Ｂ型とＡＢ型の患者だったの
で、血液型物質の免疫染色を行った
所、取り違えがわかった。一方の患
者について、念のため再検査を施行
し結果を確認した。

ホルマリン瓶に貼付した検体ラベ
ルと、依頼箋の照合が不十分だっ
た。検体ラベルをホルマリン瓶の
キャップに貼付する際、貼り間違え
た。

・ 検体が提出され、机の上に並べる
時点で検査技師がダブルチェック
を行う。
・ 検体ラベルをホルマリン瓶の
キャップに貼付する際、キャップ
からラベルがはみ出る分は折り曲
げる。
・ 同時に２つの検体は開けない。

【患者取り違え　４件】　他類似事例　４７件

6

ホルター心電図報告書の整理中に
ホルター心電図番号が重複してお
り、患者間違いで報告されている事
に気付いた。Ａ氏と入力されるべき
所、氏名がＢ氏となっていた。もう
１例は、Ｂ氏と入力されるべき所に
Ａ氏となっていた。

２人の患者は同日にホルター心電
図を装着しており、翌日、抜去した。
解析器に氏名等の患者属性を入力
する際、別の患者のホルター台紙を
見て入力した。２人のデータを解析
する時１人づつを処理するように
なっているが、同じ机の上に２人分
を置いて処理して途中でその場を
離れた。戻って来て患者属性を入力
する時に他の患者の台紙を見て入
力してしまったと思われる。

・ ホルター心電図を取り外したあ
と、１名ずつ専用の袋に入れ、台
紙と記録メディアが入れ変わる事
を防ぐ。
・ 結果報告書出力後、台帳と照らし
合わせ患者属性記録日時をチェッ
クする。
・ 別の技師で再確認する。

7

患者Ａの採血オーダーは生化学検
査でスピッツ１本であった。患者Ｂ
は生化学と末血、血液型、外部依頼
検査があった。深夜帯にスピッツ
を、スピッツ立てに準備した。朝、
患者Ａの採血をする際、スピッツ立
てから生化学のスピッツと患者Ｂ
の血液型のスピッツを取り、採血し
た。検査科から患者Ｂの血液型が２
種類あると連絡を受け、採血時に間
違えたことに気付いた。

採血時にスピッツの名前を確認し
なかった。スピッツ準備時に全部同
じスピッツ立てに準備した。

・ スピッツを準備するとき、患者１
人に１トレイで準備する。
・ 採血時に患者確認とともにスピッ
ツのラベルの名前を確認する。確
認時は指さし呼称で確認する。

8

異なる病棟から類似した患者名の
検体が提出され、取り違え結果を提
出した。数日後検体処理をした時、
前回値・前々回値との乖離があり気
付いた。

伝票、検体確認時氏名の最後までよ
く確認しなかった。患者名が最後の
一字のみが違う名であった。

・ 伝票、検体の氏名は声に出し確認
する。
・ 同姓同名や酷似名の対応を院内で
確認し、統一する。

9

術中細胞診迅速検査の検体と一緒
に穿刺液検査指示書を提出したが、
後で正式な細胞診の依頼書が提出
され穿刺液検査指示書の患者名と
違っていることに検査技師が気付
いた。手術室に確認したところ、穿
刺液検査指示書に、間違って他の患
者の氏名が記入されていた。

手術中は医師が細胞診の依頼書を
その場で書くことが困難なことが
多く、穿刺液検査指示書に看護師が
氏名をプリントし術中細胞診迅速
検査の検体と一緒に提出すること
になっているが、手術室では同一の
部屋で複数の手術が行なわれてい
ることもあり、氏名をプリントする
ところに患者のカードを一緒にお
いておくことがあり間違えやすい。
検体に患者名が記載されておらず
気付くのが遅れた。

・ 提出する前に必ず依頼書の氏名を
確認する。
・ 検体に患者名を必ず記入する。
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No. 具体的内容 背景・要因 改善策
【検査項目取り違え　２件】　他類似事例　２２件

10

２人分の検体が同時に届き、１人は
アデノウイルス抗原検査、もう１人
は溶連菌検査依頼であった。アデノ
ウイルスと溶連菌は採取綿棒の太
さ、種類が同一な為、両方ともアデ
ノウイルス検査依頼だと思い込み
実施してしまった。

思い込んでいて確認が不十分だっ
た。

・ 検査を実施する前に確実に依頼伝
票を確認してから検査実施する。

11

尿検体に呼吸器迅速のラベルが
貼ってあったため肺炎球菌とレジ
オネラの検査だと思い込んでし
まった。依頼はインフルエンザだっ
た。

インフルエンザの検査は各外来で
実施することが多く、検査室で実施
されることがほとんどない。尿検体
では実施できないのに尿検体が届
いたこと。ラベルに検査項目が印字
されるが採血室で発行したものに
ついては印字されないこと。

・ 採血室からの呼吸器迅速の検査の
ラベル発行でも検査項目が印字さ
れる呼吸器迅速検査のラベルを統
一化する。

【取り違え　部位　２件】　他類似事例　３件

12

喉頭がんの患者の病理標本９番の
ブロックと胸腺腫患者の病理標本
の９番のブロックが入れ替わって
おり、薄切されてできた標本におい
て臓器が異なっていることを病理
医に指摘され、間違いに気付いた。

標本ブロック作成時、薄切時、ラベ
ル貼付時それぞれに確認作業がで
きていなかった。

・ 検査技師間で、病理組織標本作成
時の確認すべき事項を遵守するこ
とを注意換気した。

13

同時に３件の扁桃組織左右（１件に
つき２瓶ずつ）を受付し、固定促進
のため切り出し室にて振盪器に２
瓶ずつ並べて乗せて置いた。医師と
検体処理の際、並べてあった前列の
瓶の名前だけ確認し１件ずつ切り
出してもらったが、２件目の切り出
しの時、左右の名前が違っているこ
とに医師が気付いた。

振盪器に並べたあと、誰かが別の検
体を乗せる際に検体を動かした。

・ 検体切り出し前にも、検体番号と
名前を確認し、配置ブロックを入
れ換える。

【取り違え　その他　４件】　他類似事例　４０件

14

入院患者の検査データがいつもと
異なると医師より指摘を受ける。調
べると、伝票の通し番号どおりに機
器に検体をセットできていなかっ
た。３名のデータが異なっていた。

パソコン入力した順どおりに依頼
伝票が置かれていなかった。依頼伝
票と検体を確認し機器にセットし
なかった。患者データの前回値との
比較によるチェックを怠った。

・ パソコンに入力した順どおりに伝
票をおく。
・ 後から来た伝票は下へ重ねるよう
に置くことを徹底する。
・ 依頼伝票と検体を確認する。
・ 患者データの前回値がある場合
は、必ず、前回値と比較しチェッ
クする。

15

生化学の検体検査の際に、患者Ａの
検体を測定後、患者Ｂの採血も同じ
ラックで測定をした。その結果、患
者Ｂの測定データに患者Ａのデー
タが一部取り込まれ、そのままデー
タを送信した。

Ａ氏とＢ氏検体測定時に同じ測定
ラックで行ったため、Ａ氏のデータ
にＢ氏のデータが重なってしまい、
結果としてＡ氏の結果にＢ氏の結
果が入力されてしまい、そのまま報
告してしまった。確認不足と前回値
のチェックも無かったことが要因
である。

・ すでに職場内で指導されているよ
うに、基本どおりの確認をする。
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No. 具体的内容 背景・要因 改善策

16

当直時間帯、血液の検査器機が検体
バーコードを認識しなかった為、手
入力でＩＤ番号を入力した。その際
の２名の患者検体ＩＤを取違えて
入力してしまった。その後の業務引
継ぎの際、引継ぎを受けた技師が時
系列モニタで確認したところ、手入
力した分のＩＤ番号が入れ違って
いる事に気付いた。

手作業を行った時の入力ミスと結
果確定前の前回値チェックで拾い
あげられなかった。

・ 間違いに気付いた技師が速やかに
訂正し主治医に報告した。
・ ＩＤを読み取らない検体について
は、できるだけバーコードを再発
行し、再貼付する事で人的ミスを
防止する。
・ 結果確定前の前回値チェックを厳
重に行い、報告前に間違いが拾い
上げられるようにする。

17

腹腔鏡下胆嚢摘出術の後、切除した
胆嚢を病理に提出する時に、標本の
入ったタッパーに患者の名前のラ
ベルを貼るが、前日の症例のラベル
を間違って貼ってしまった。病棟で
切除標本を病理に提出しようとし
た際、病理伝票と切除標本について
いるラベルの名前が違っていた。

前日のラベルが手術室の標本整理
用の机に放置されていた。次に標本
整理をした医師が、よく確認せずに
ラベルを貼ってしまった。また、外
科主治医はこれを確認せずそのま
ま病理提出用の棚に置いた。

・ 標本整理が終わったらラベルは捨
てる。
・ 標本整理をする医師は、カルテを
見て患者の名前を確認してからラ
ベルを貼る。
・ 標本整理をした医師はスケッチの
紙に署名する。
・ 主治医は標本を提出する際、タッ
パーの内容及びラベルを確認した
上で病理伝票を書き、提出する。

【手技・手順間違い　５件】　他類似事例　１２０件

18

小児科患者の血清分離をする際に、
小児科患者の血清を外注用の空の
スピッツに移そうとしたところ、
循環器科の患者の血清が入ったス
ピッツに誤って移し変えてしまっ
た。循環器科患者の血清は残があっ
たため実施できたが、小児科患者の
血清は残りが全くなく、後日再採血
をしていただくことになった。

・ 業務手順、ルール、チェックの仕
組みの問題点。

・ 外注検体分注用スピッツにラベル
を貼る作業とマッチングを行う
人と、血清を移しかえる人は別の
スタッフが行うことで、ダブル
チェックを行う。

19

産婦人科から手術未固定の臓器が、
次の日朝に３症例分、病理検査室に
ダムウェイター（小荷物運搬用昇降
機）で提出された。臓器を入れた袋
が５袋と多かったために、固定する
者が気づくだろうと思い、とりあえ
ず平行した浅い段ボール箱に入れ
作業台の脇に置いた。その後、固定
する者は気付くことなく、週末を含
め３日間室温で放置された状態で、
月曜の早朝に気付きホルマリンを
入れて固定をし、組織標本を作製し
たが、３症例のうち１例に組織診断
の評価に弊害が生じた。

未固定の臓器があることが分かっ
ていても、作業の流れを中断してま
で固定操作が出来なかった。他のス
タッフに分かるだろうと自分の思
い込みで臓器をダンボールに入れ
ておいた。思い込みと伝達不足・業
務終了時に他のスタッフが確認し
てくれているだろうと思い、あえて
確認しなかった。

・ 未固定の臓器はその時にできるだ
け固定する。
・ 臓器を置く位置を一定にする。
・ 未固定用トレイの設置。
・ 業務終了後に残った検体がないか
チェックする。

20

採血した検体を冷中に保存し翌日
に提出予定であった。翌日に検査室
へ検体を提出したところ、検体が凍
結していた。冷蔵庫の詳細を確認し
たら、設定が冷凍になっており、そ
のことが、原因で検体が凍結したこ
とに気付く。

数日前より製氷室の氷が生成され
なかったため、看護師が調節した
所、間違えて切り替え室（検体専用）
のつまみを「冷凍」にしていた。冷
蔵庫に「切り替え室」があることを
スタッフは把握していなかった。

・ 適正な冷蔵庫の管理を行う。
・ 触ってはいけないダイヤルは絶対
に触れない様にシールを貼りス
タッフに周知徹底する。
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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

21

発生日の午前５時過ぎ、緊急検査の
検体と細菌検査の検体が提出され
た。ふ卵器に保存すべき髄液検体を
確認不十分であったため冷蔵保存
した。約３時間後に間違いに気付
き、医師に連絡、再度髄液検体が提
出され、検査を行った。

当直の朝で複数の検体があり、確認
が不十分だった。

・ 検体を受け取ったときは検体とラ
ベルを照合し、検体として適切で
あるか、緊急性があるものか、保
存が必要か、保存する場合はどの
ように保存するべきなのかを十分
に確認し、実行する。
・ 検体ラベルの判別方法を考える。
ラベルの「髄液」という文字を大
きくする。
・ 冷蔵庫に「髄液は入れてはいけな
い」などの貼り紙をする。
・ 保存方法のマニュアルを目の付く
ところに置く。
・ 保存方法のマニュアルを、今使用
しているものより少し詳しく大き
くする。

22

外来医師よりヘモグロビンＡＩｃ
の至急検査の依頼があった。１週間
前の外来では８．７％で報告受けた
が、糖尿病の既往がないので再検し
たいということであった。再検結
果、５．５％であったため結果を電
話連絡し、原因を調査した。検体を
並べるラックに検体を逆に並べ測
定してしまった。測定結果を別の
技師が入力し、前回値と開きのあっ
た１検体のみ再検し、そのまま報告
をしてしまった。今まで同種のラッ
クを使用して、測定器ごとに検体を
セットする方向が違うため、ラック
を裏返しにして逆に並べていた。

測定器ごと検体セットする方向が
違っていた。測定結果の入力時、前
回値との比較が不十分であった。作
業手順が不十分であった。

・ 測定機器に関係することなく、同
じ方向でセットする。
・ 測定前後の検体順序を確認する。
・ 結果入力および確認方法を統一す
る。
・ 最終確認、報告は実施担当技師が
行うなどの作業手順を作成する。

【機器・用具　操作間違い　２件】　他類似事例　１件

23

患者の腫瘍マーカー測定値を
７４０７であったのにも係わらず、
機械測定上の上限値１０００で結
果報告をした。再検時に希釈測定を
行い値を出していたが、データの訂
正をせずに転送した。後日患者の同
オーダーで上限値以上がでて、前回
の値を書いた紙を再点検し間違い
に気付いた。

上限値以上の希釈測定ででた値は
上限値を削除して、入力が必要であ
るが紙にデーターを書き写したが
入力を忘れた。自分が行った検査
の紙での最終チェックが不十分で
あった。

・ 結果報告の際は特に上限・下限値
に注意し入力ミス、転記ミスを起
こさないようにする。

24

尿定性検査のモードが変更されてい
ることに気付かず、測定した。検査
時に担当者休みであったため、他技
師が操作し押し間違ったと思われる
が、翌日担当者が出てきて発見する
まで誰も気付かなかった。担当者が
結果を入力し直し報告書を再発行し
た。

担当者が不在時の結果確認のシス
テムが不十分。

・ 担当者でなくても、検査実施後
データチェックの体制を決める。
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III　医療事故情報等分析作業の現況

No. 具体的内容 背景・要因 改善策
【機器・用具　不具合　２件】　他類似事例　１２件

25

ＶＢ１２（ビタミンＢ１２）測定値が
コントロールで低値となる。他の項目
は異常なかった。過去に同じような事
例を経験しＶＢ１２のみコントロール
検体が劣化していたことがあり、新し
い物に交換した。正常値になったが
その間値報告を保留にし忘れたため
２検体につき低値報告された。主治
医報告し訂正した。患者に影響はな
かった。

試薬の急激な劣化であったが、使用
期限内であった。原因確認中に検体
の報告保留をし忘れた。

・ 検査値の異常原因究明中は結果報
告を保留にする

26

ＡＦＰ－Ｌ（腫瘍マーカー）３％の
測定を行ったところ、ブランクが測
定不能となった。その時点では原因
がわからなかったためメーカーに
問い合わせたところ、基質液調合の
不備があるのではないかと指摘さ
れた。確認したところ、試薬キット
の箱の中に基質液が残っており、基
質液との調整を行わなかったこと
が判明した。４日後、メーカーの方
が試薬の再調整を行い、コントロー
ル血清及び標準液の測定を行った
ところ、平常の精度管理値を確認で
きた。

試薬の調整不足、確認不足。 ・ 試薬調整日を必ず記入する。
・ 試薬の再確認をする。

【結果　入力間違い　４件】　合計４５件

27

低カリウム透析の患者様の電解質
（ナトリウム、カリウム）の検査を
行った。検査は問題なく実施し、電
話報告を行った。電話報告は画面
を見ながらカリウム３．０と報告
し、そのまま病院システムの検査結
果画面を承認しようとしたが、カ
リウムの値のみ画面に入力されて
いなかったためそのまま手入力し、
３０．０と入力を間違えてしまっ
た。１項目の入力だった為、リアル
タイム画面にて登録せず手入力し
てしまった。検査データの前回値を
確認していた時、ありえない数値が
入っていたため気付いた。

電話連絡を行った時点で安心して
しまい、確認を疎かにしてしまっ
た。

・ １項目でも必ずリアルタイム画面
にて登録し、極力手入力はさける。
・ どうしても手入力せざるを得ない
場合はダブルチェックする。
・ リアルタイム画面で入力、承認画
面で再確認後承認し、チェックを
２画面で行うこと。

28

検査結果報告前に異常値チェック
を行ったところ血糖値が未入力に
なっていた。結果を手入力しデータ
を報告したが、医師より問い合わせ
があり「血糖値が４桁でありえない
値となっている」と言われ、確認す
ると血糖値を入力すべきところに
患者受付番号が入力されていた。

業務手順上異常値チェックは、行う
ことになっていたが、異常値チェッ
ク確認後再入力した後のチェック
は行っていなかった。また午前の検
査の多い時間帯であったことや病
棟等からの電話対応等複数業務を
行いタイムプレッシャーのある状
況下での業務となっていた。

・ 再入力後も異常値チェックをか
け、データの確認を行うこととし
た。
・ マンパワーについては、今後検討
すべき課題とした。
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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

29

尿中Ｃペプチドデータをカルテに
手入力し、内容の確認中に前回値と
大きく異なるデータを発見した。調
べてみると前回値本来「１３．２」
と入力するところ「１２３．２」と
誤入力していた。

検査データとしてはやや高値であ
り、過去の同患者データがあれば比
較できたが初回検査で誤入力を発
見しにくかった。

・ 初回検査値入力時は患者の比較
データがないためチェックを特に
厳重にする。ダブルチェックも考
慮する。
・ 手入力しないシステムにする。

30

朝、当患者のビリルビン用検体が検
査部に提出された。日直者は、本検
体をベビーのビリルビン用のモー
ドにて測定し、データが高めだった
為再検査を行った。データの再現性
が良いことを確認した上で、結果
を「１７．０」と入力し送信を行っ
たが ､この時、日直者は同時に表示
されたヘモグロビン値をビリルビ
ン値と思い込んでおり、ヘモグロビ
ン値を入力した為、誤ったデータを
送信していた。真のビリルビン値は
「１１．１」であった。その後、測定
機器に標示してあったマニュアル
が日直者の目に入り、結果を誤って
入力していた。

日当直時の不慣れな検査に対して、
検査書の誤った思い込みと確認不
足によるもの。プリンターの印字が
薄くなっており、打ち出されたデー
タが見にくかった。本検査は、術者
が結果を手入力するオフライン方
式である為、入力間違いを生じやす
いというシステム的な背景も存在
する。

・ 日当直検査マニュアルの再確認す
る。
・ プリンターの印字を濃くし、文字
を見やすくした。
・ 打ち出されたデータにはヘモグロ
ビン値が表示されないように設定
し、ビリルビン値のみが表示され
るようにした。
・ 次回の検査システム更新時には、
本検査のオンライン化を考慮した
システム構築を行う。

【結果　判定間違い　４件】　他類似事例　３１件

31

患者のＰＴ（プロトロンビン時間）
検査データーが異常値にもかかわ
らず見過ごして報告した。２名の患
者が異常値だったため主治医より
データー確認の指示があった。すで
に患者へは投薬がされた後だった。

月曜日の午前中の多忙な時間帯で、
人員が不足しているときに発生、注
意力散漫と異常値のチェックを見
落としていたために発生したと思
われる。

・ 主治医に連絡し、再検査を行い謝
罪した。
・ 主治医が患者へ問い合わせと注意
を連絡した。
・ データー確認は複数で行うよう
に、異常値チェックは再検査して
から主治医に報告する。

32

血液像判読時、経時的に異型リンパ
球が出現している検体でその細胞
を見落として報告してしまった。臨
床のカンファレンスに参加するた
め血液像標本を準備している技師
に前述の件について指摘を受けた。
そこで異型リンパ球を見落したこ
とに気が付き、主治医に連絡し謝罪
した。

判読し終えたとき、血液像全体を鏡
検したが確認が不十分であったた
め見落としてしまった。

・ 鏡検には細心の注意を払い見落し
が無いようにする。
・ 当検査室のシステムでは患者情報
を登録することで血液像判読時に
それを確認しながら鏡検できる機
能があり、その機能を活用し該当
患者の情報を登録することで鏡検
時の注意を促すこととした。

33

夜間、尿試験紙で定性検査を実施、
ビリルビンが陽性であると思い、
（＋）と報告した。休日明けに、担
当の技師がデーターを確認したと
ころ、血液のビリルビンが０．６５
mg/dL だった。確認試験のイクト
テスト（尿中ビリルビンの確認法）
を行なったか聞かれたが、確認試験
があることを知らなかった。

尿検査のビリルビンは薬剤や着色
尿により偽陽性になることが報告
されている。必ずイクトテストで確
認することになっていたが、夜間の
当直の時間帯で、一人で検査をして
いた。認識不足が原因と考えられ
る。

・ 夜間は交替で勤務を行なっている
ので、検査部で血液の比較もする
ように事例の共有を行なった。
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No. 具体的内容 背景・要因 改善策

34

中央検査部で当該患者の血液型検
査を行ったところＢ型であったが、
主治医判定はＡ型であった。検査部
との結果が異なるため主治医に連
絡したところ、「すぐに再検します」
と返事があった。その後、主治医よ
り判定Ｂ型と報告があった。

主治医が血液型測定時に抗Ａ試薬
と抗Ｂ試薬を間違った。

・ 輸血マニュアル「血液型検査」遵
守するよう啓発する。
・ 主治医判定の際、実施方法や判定
などの不明な点は検査室へ問い合
わせする。
・ 病棟、外来での主治医判定の現場
を視察する。（試薬や判定方法な
ど。）

【その他　６件】　他類似事例　１７９件

35

ポリープ２個病理検査に提出する
ところを１個廃棄した。破棄した検
体の病理結果が得られなかった。ポ
リープ１個がガーゼに包まってお
り、医師に「１個か」と確認したと
ころ「そうだ」の返答があり、２個
目を探さなかった。電子カルテの病
理システムにはポリープ２個と記
載されていた。病理検査よりポリー
プが１個しかないと連絡があり、発
覚した。患者への影響は不明であ
る。

医師と看護師のコミュニケーショ
ンがしっかりと取れていない。電子
カルテで確認をすることにより検
体の数は確認できるはずだが認識
がない。また、病理受付を検査部で
実施しているが、ここでも検体の数
を確認している。病理検体のトラブ
ルは日々起こっており、名前の記載
ミス、個数の計数ミス、部位のミ
ス、廃棄ミスがある。ＩＴ化により
チェック体制が変更となった為の
トラブルの可能性がある。

・ 電子カルテを確認しながらの作業
を進める。

36

夜勤帯で６時から行なうサンドス
タチン負荷テストで、負荷前・１時
間後・２時間後・３時間後・４時間
後・５時間後・６時間後・１２時後・
２４時間後の採血があった。採血準
備時にスピッツに時間を記入しな
かった。（６０分後と１２０分後の
み記入されたラベルがあった）夜勤
帯で１時間後・２時間後の採血をし
た。日勤帯の採血者が３時間後の採
血を行おうとし、スピッツを見たと
ころ６０分後・１２０分後のスピッ
ツが残っているのに気が付いた。

採血スピッツ準備時、時間の記入を
しなければならない事に気がつか
なかった。採血時、スピッツに記入
された時間を確認しなかった。検査
入力画面に「負荷後　時間」と記入
しても検査ラベルに反映されない
システム。

・ 採血時のスピッツの名前、時間の
確認をする。

37

自動採血管準備システム故障時に、
採血担当者が血算用ラベルを血糖
測定用採血管に貼り、気が付かない
まま採血した。データ確認時に検体
到着確認がされていたが、血算が測
定されていないことに気付き採血
管を探したところ、血算のラベルが
貼付された血糖測定採血管を発見
した。

機械が故障した場合、採血担当者が
採血管にラベルを貼付するため一
人一人の患者の採血時間が長くな
り、少しでも早く採血をしようと焦
り、確認がおろそかになったと思わ
れる。本来ならば普段と違うため、
逆に確認を十分にしなければいけ
ないのだが、それができないほどの
採血業務量であった可能性がある。

・ どんなに忙しくても確認を行う。
・ 今後、自動採血管準備システム故
障時の対応として採血者が全て準
備するのでなく、採血管を選びラ
ベルを貼る行為を採血者以外が行
うような運用を検討する。

38

健診センターで検体検査オーダー
を検査科のシステムに取り込む際
に日付入力を誤り過去のデーター
を取り込んだ。このとき、誤って
取り込んだ検査オーダーが全て消
去されてしまった。消去されたデー
ターをペーパーから拾い上げて手
入力した。

うっかり。日付確認不足。 ・ 過去のデーターを引っ張れないシ
ステムに変更する予定。
・ 確認徹底の周知する。
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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

39

家族へ説明後、手術で摘出された摘
出物をホルマリン容器に入れるた
め、保管場所より液体の入った容器
を取り出して入れ、検査室へ提出し
た。検査室より、液体はホルマリン
ではないため組織固定が出来ない
との連絡が入った。保管場所を確認
したところ、液体の入った容器がも
う一つ有り、その後ホルマリン液で
はなかった。

ホルマリン専用容器に他の液体が
入っていた。ホルマリン容器保管場
所に別の液体の入った容器が保管
されていた。手順は、専用の空の容
器を保管場所に置き、使用時にホル
マリ ンを入れることになっている。

・ 手順書を作成し、共有認識を持つ
よう再教育を行なった。
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早朝採血時、尿ＦＤＰスピッツ（検
体容器の種類）を採血スピッツと思
いこみ施行してしまった。採血直
後、指摘を受け発見となる。

尿ＦＤＰスピッツが採尿スピッツ
ということを事前に説明を受けて
いたが、採血前には採尿スピッツで
あることを忘れていた。入職８日
目、病棟システム等の把握が足り
ず、経験による思い込みが、多忙な
時間の中で優先してしまった。

・ 施行前に必ず、スピッツの検体種
類を指さし確認し施行する。
・ 採尿スピッツと採血スピッツを離
して保管し、採取時間をずらす。


